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開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

大阪市 1 令和3年9月3日(金)
ドーンdeキラリ　2days 2021
今すぐ実践できる生活設計セミナー
～男性育休取得に向けて～

WEB開催
大阪府、OSAKA女性活躍推進会議
ドーン事業共同体ドーンセンター指定管理者）、関西女性活躍推進
フォーラム

15名

大阪市 2 令和3年9月28日(火)
新しい働き方へ
ホップ・ステップ・テレワーク！
テレワーク応援セミナー

WEB開催
総務省近畿総合通信局、厚生労働省大阪労働局、大阪府、大阪市、
大阪商工会議所、近畿情報通信協議会
 大阪ガス株式会社、大阪市域地域労働ネットワーク推進会議

オンライン開催　（9/28）　74名
※アーカイブ配信（１１/1～１１/30）35名

大阪市 3 令和3年10月18日（月）
事業所のメンタルヘルス推進担当者研
修会

武藤記念ホール
中ホール

大阪府
大阪市、公益社団法人大阪精神科診療所協会、独立行政法人労働
者健康安全機構、大阪産業保健総合支援センター大阪市域労働
ネットワーク推進会議

150名　（内訳）会場：35名/オンライン：115名

大阪市 4 令和3年11月30日(火)
スキルアップサロン
働くママ応援セミナー
～産休・育休後も働き続けるために～

大阪ガスハグミュージ
アム

大阪府、大阪市、大阪労働局、阪神電鉄㈱、大阪ガス㈱ 13名

大阪市 5 令和4年2月21日(月)
ハローステップ就職応援プラザ+就職面
接会

城東区民ホール

大阪市（市民局）
大阪市地域就労支援センター、大阪市しごと情報ひろば
労働局、ハローワーク梅田、OSAKAしごとフィールド、大阪福祉人材
支援センター、大阪府

大阪市 6 令和4年3月23日（水）
事業所のメンタルヘルス推進担当者研
修会

エル・おおさか
会議室708

大阪府
大阪市、公益社団法人大阪精神科診療所協会、独立行政法人労働
者健康安全機構、大阪産業保健総合支援センター
大阪市域労働ネットワーク推進会議

令和３年度　大阪市域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち大阪市域６事業）

地域区分
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北大阪 1 令和3年5月27日(木) 茨木市子育て世代向け就労支援フェア
茨木市役所南館8階
→Zoom開催に変更

茨木市、ハローワーク茨木、茨木商工会議所、茨木雇用開発協会、
（社福）大阪府社会福祉協議会・大阪福祉人材支援Ｃ、近畿財務局

総合受付人数17名、近畿財務局セミナー13名、職場のお悩み相談０名、福祉人
材センター相談０名、再就職就労相談１名、起業相談２名、こどもの預かり相談
２名

北大阪 2 令和3年6月24日(木) 高槻市障がい者合同就職面接相談会
高槻市立生涯学習セ
ンター

高槻市、ハローワーク茨木、高槻商工会議所、高槻市障がい者就
業・生活支援センター、茨木雇用開発協会

参加50名、参加企業8社、求人24名、面接62名、雇用・就労相談3名、採用7名

北大阪 3 令和3年7月16日(金) 茨木市就労支援フェア 茨木市役所南館10階
茨木市、ハローワーク茨木、茨木商工会議所、茨木市シルバー人材
C、三島地域地域若者サポステ、大阪新卒応援ハローワーク、茨木
雇用開発協会、茨木地区人権推進企業連絡会

総合受付人数55名、参加企業17社、求人数66名、面接者数49名、職場のお悩
み相談0名、若年者就職相談２名、中高年齢者就職相談５名、シルバー人材セ
ンター相談３名

北大阪 4 令和3年8月30日(月) 就活セミナー＆個別面談 池田市役所 池田市、とよの地域若者サポートステーション セミナー（3）、個別相談（1）

北大阪 5 令和3年9月3日(金)
労働法改正セミナー「労働保険・社会保
険（適用編）」

摂津市商工会 摂津市商工会・茨木商工会議所 参加者57人

北大阪 6 令和3年9月7日(火)
労働法改正セミナー「労働保険・社会保
険（給付編）」

摂津市商工会 摂津市商工会・茨木商工会議所 参加者50人

北大阪 7 令和3年9月9日(木) 摂津市障がい者就職フェア
摂津市立コミュニティ
プラザ

摂津市、ハローワーク茨木、摂津市商工会、茨木・摂津障害者就業・
生活支援センター、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支
部、茨木雇用開発協会

参加企業8社、求人数22名、面接者数62名

北大阪 8 令和3年9月13日(月)
労働法改正セミナー「最新の法改正・労
務トピックス」

摂津市商工会 摂津市商工会・茨木商工会議所 参加者52人

北大阪 9 〇 令和3年10月7日(木)
経営を強くする！小さな会社のための
助成金活用術

豊中商工会議所
（zoomによるオンライ
ン配信とのハイブリッ
トで実施）

豊中商工会議所、池田商工会議所、箕面商工会議所、能勢町商工
会、豊能町商工会、大阪府

参加者18社19名参加

北大阪 10 〇 令和3年10月12日(火) 障がい者雇用促進に関するセミナー 茨木商工会議所 茨木商工会議所・摂津市商工会・茨木市 参加者17社17名

北大阪 11 令和3年10月15日(金)
みんなで学ぶ！ワークルールセミナー
（茨木）

茨木市福祉文化会館
202号室

高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町 労働セミナー24名

北大阪 12 〇 令和3年10月15日(金)
「～だからこの会社で働きたい！～自
社の魅力発信＆人材採用セミナー」

能勢町商工会館 能勢町商工会 申込数11社　当日参加11社

北大阪 13 令和3年10月19日(火) 茨木市就労支援フェア 茨木市役所南館10階

茨木市、ハローワーク茨木、茨木商工会議所、茨木市シルバー人材
C、三島地域地域若者サポステ、大阪新卒応援ハローワーク、茨木
雇用開発協会、茨木地区人権推進企業連絡会、（社福）大阪府社会
福祉協議会・大阪福祉人材支援Ｃ

総合受付人数49名、参加企業17社、求人数42名、面接者数38名、職場のお悩
み相談1名、中高年齢者就職相談1名、シルバー人材センター相談1名、福祉人
材センター相談1名、職業訓練なんでも相談2名

北大阪 14 令和3年10月21日(木) 仕事と家庭の両立応援セミナー
文化会館（メイシア
ター）

吹田市、ハローワーク淀川 参加者27名（託児17名）

北大阪 15 令和3年10月22日(金) 就活セミナー＆個別面談 池田市役所 池田市、とよの地域若者サポートステーション セミナー（2）、個別相談（3）

令和３年度　北大阪地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち北大阪地域３２事業）

地域区分
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令和３年度　北大阪地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち北大阪地域３２事業）
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北大阪 16 令和3年10月22日(金)
みんなで学ぶ！ワークルールセミナー
（高槻）

高槻市立生涯学習セ
ンター

高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町 参加者14名

北大阪 17 令和3年11月5日(金)
みんなで学ぶワークルールセミナー（摂
津）

摂津市立コミュニティ
プラザ

摂津市、茨木市、吹田市、高槻市、島本町 労働セミナー9名

北大阪 18 〇 令和3年11月5日(金)
労使トラブルを未然に防ぐ、就業規則
のつくりかた

豊中商工会議所
（zoomによるオンライ
ン配信とのハイブリッ
トで実施）

豊中商工会議所、池田商工会議所、箕面商工会議所、能勢町商工
会、豊能町商工会、大阪府

参加者14社14名参加

北大阪 19 令和3年11月11日(木) 障がい者就職応援フェア
勤労者会館（アスワー
ク吹田）

ハローワーク淀川、商工会議所、豊中商工会議所、北大阪地域労働
ネットワーク、すいた障がい者就業・生活支援センター、淀川雇用開
発協会

参加者46名

北大阪 20 令和3年11月12日(金)
みんなで学ぶワークルールセミナー（島
本）

島本町役場委員会室 摂津市、茨木市、吹田市、高槻市、島本町 労働セミナー17名

北大阪 21 令和3年11月19日(金) 箕面１日ハローワーク
箕面市萱野中央人権
文化センター

箕面市、ハローワーク池田、ハローワークプラザ千里、特定非営利活
動法人暮らしづくりネットワーク北芝、箕面市社会福祉協議会、とよ
の地域若者サポートステーション、箕面市人権協会北芝地域協議
会、大阪府

総合受付人数33名、就職支援セミナー10名、求人情報の提供・就労相談（10）、
マザーズコーナー（7）、若者就労相談（6）、保育の相談（1）、生活相談（2）、労働
相談（0）

北大阪 22 令和3年11月20日(土)
みんなで学ぶワークルールセミナー
「男性育休の取得促進」（吹田）

勤労者会館（アスワー
ク吹田）

三島地域労働施策実行委員会（吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、
島本町）、大阪府

参加者26名

北大阪 23 令和3年11月24日(水) 副業専門人材活用セミナー
ＺＯＯＭ(摂津市商工
会)

摂津市商工会・四條畷市商工会 参加者21名

北大阪 24 令和3年11月25日(木) 茨木市障がい者就労支援フェア 茨木市役所南館10階
茨木市、ハローワーク茨木、茨木・摂津障害者就業・生活支援セン
ター

来場者51名   面接者49名（延べ56名）　採用者4名　雇用就労相談２名
生活支援相談１名

北大阪 25 令和3年11月26日(金) 吹田市わかもの就職説明・面接会
勤労者会館（アスワー
ク吹田）

吹田市、ハローワーク淀川、吹田商工会議所 参加者22名

北大阪 26 令和3年11月26日(金) 合同企業面接会inたかつき
高槻市立生涯学習セ
ンター

高槻市、ハローワーク茨木、高槻商工会議所、茨木雇用開発協会、
大阪府、
三島わかものサポートステーション、高槻市介護保険事業者連絡会

参加者98名、参加企業25社、セミナー参加者数：51名、就活相談ブース1名、若
年就職サポートブース1名、お悩み相談ブース0名、介護求人関連ブース1名、求
人149名、面接49名、最終採用者数7社採用10名

北大阪 27 ○ 令和4年1月26日(水) 三市一町合同就職フェア 茨木市役所

茨木市、摂津市、高槻市、島本町、ハローワーク茨木、茨木商工会
議所、摂津市商工会、高槻商工会議所、島本町商工会、茨木雇用開
発協会、茨木地区人権推進企業連絡会、摂津地区人権推進企業連
絡会、高槻地区人権推進員企業連絡会、島本町企業内人権啓発推
進連絡会、（公社）茨木市シルバー人材センター、(社福）大阪府社会
福祉協議会・大阪福祉人材支援センター、大阪府社会保険労務士会
北摂支部、大阪わかものハローワーク

総来場者数63名、面接会総件数55件、面接会実人数47名、中高年齢者就労相
談4件、
シルバー人材センター相談4件、雇用保険・年金相談1件、福祉のお仕事相談5
件、職業適性診断5件、職場のお悩み相談0件

北大阪 28 〇 令和4年2月1日(火)
「気分よく働くために知っておきたい４つ
の基本」

能勢町商工会館 能勢町商工会 申込数（現地・オンライン）12社

北大阪 29 令和4年2月15日(火) 育児・介護休業法セミナー（予定） 池田市役所
池田市、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、池田商工会
議所
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令和３年度　北大阪地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち北大阪地域３２事業）
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北大阪 30 令和4年2月18日(金) 茨木市働きやすい職場づくりセミナー
茨木市福祉文化会館
202号室※Zoom配信
と併用

茨木市、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター

北大阪 31 令和4年2月23日(水)
箕面市働き方セミナー
「在宅ワーク入門セミナー」

オンライン・会場（箕
面市役所）

箕面市

北大阪 32 ○ 令和4年2月25日(金) 摂津市おしごとフェア
摂津市立コミュニティ
プラザ

摂津市、ハローワーク茨木、摂津市商工会
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北河内 1
令和３年７月　11月
令和４年１月　３月（予
定）

出張ハローワークin大東市 大東市役所内 大東市　ハローワーク門真 セミナー開催　参加人数（７月33名　11月18名　1月33名）

北河内 2
令和３年8月２6日

（木）
～就職活動で気になるポイント～ビジ
ネスセミナー

四條畷市総合セン
ター1階展示ホール

四條畷市、ハローワーク門真 コロナで中止

北河内 3 令和3年9月22日(水)
子育て世代の仕事探し応援事業
就職面接会ｉｎ寝屋川

寝屋川市立産業振興
センター

寝屋川市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会
【就職面接会】参加企業数：10社、応募者数：延べ42名、就職者数：17名
【相談会】参加者数：1名　【セミナー】参加者数：7名（内、オンライン4名）

北河内 4
令和３年10月18日

（月）
マザーズコーナー就職活動セミナー

四條畷市総合セン
ター1階展示ホール

四條畷市、ハローワーク門真 受講者17名参加

北河内 5
令和３年１０月２４日

（日）
合同企業就職説明会・面接会

守口市役所１階
市民会議室

守口市、門真市、ハローワーク門真、守口門真商工会議所 16事業所が参加。参加人数は29名。採用は3名。

北河内 6
令和３年１０月２５日

（月）
就職面接会in交野

交野市立保健福祉総
合センター

交野市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会、枚方市、寝屋川
市、（公社）交野市シルバー人材センター、大阪府立北大阪高等職業
技術専門校

参加企業数：21社、参加者数：延べ78名、面接者数：延べ76名、就職者数：14
名、各種相談会参加者数：2名

北河内 7 〇
令和３年11月15日

（月）
雇用・労働啓発セミナー「アフターコロナ
を見据えた副業・兼業の活用塾」

枚方ビオルネ　イベン
トスペース

北大阪商工会議所 参加事業所数15社　参加者数16名

北河内 8
　令和3年
　10月、12月、2月（予
定）

出張ハローワークin四條畷市
四條畷市総合セン
ター

四條畷市　ハローワーク門真 セミナー開催　参加人数（10月13名　12月17名）

北河内 9 令和3年12月22日(水) 就職面接会ｉｎ枚方
枚方ビオルネ5階
ビィーゴ

枚方市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会 参加企業14社　　応募者85名

北河内 10
令和３年１２月２３日

（木）
ビジネスマナー講座

四條畷市総合セン
ター1階展示ホール

四條畷市、ハローワーク門真 受講者34名参加

北河内 11 令和４年1月 大東・四條畷合同就職説明会・面接会 大東市立市民会館 大東市　四條畷市　ハローワーク門真 参加企業10社

北河内 12 ○ 令和4年1月21日(金) 労使トラブル回避術セミナ－ 大東商工会議所 管内事業所の事業主、人事・労務担当者
参加者数は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり少なかったが、参加者
の満足度や知識の習得については、一定の成果が上げられたと感じている。

北河内 13 令和4年1月21日(金) 障がい者就職面接会 守口市役所 ハロワーク門真、守口市（共催） 9事業所が参加。募集人数は約26名。多くの学生等が参加していた。

北河内 14 令和4年1月26日（水）
大東・四條畷合同企業就職説明会・面
接会

大東市立市民会館
（キラリエホール2階
ホール2）

大東市・四條畷市・ハローワーク門真・大東商工会議所・四條畷市商
工会

速報値40人

北河内 15 令和４年２月 子育て世代の仕事探し応援事業
市立産業振興セン
ター

寝屋川市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会 【セミナー】10日、【相談会】18日、【就職面接会】22日　実施予定

北河内 16 令和4年2月22日(火)
子育て世代の仕事探し応援事業
就職面接会ｉｎ寝屋川

寝屋川市立産業振興
センター

寝屋川市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会

令和３年度　北河内地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち北河内地域１８事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１
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地域
活性
化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

令和３年度　北河内地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち北河内地域１８事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１

北河内 17 令和４年2月24日（木）
マザーズコーナー就職活動準備セミ
ナー

四條畷市総合セン
ター1階展示ホール

四條畷市、ハローワーク門真

北河内 18 毎月第２・第４金曜日 出張マザーズコーナー
市立子育てリフレッ
シュ館（RELATTO）

寝屋川市、ハローワーク枚方 利用者数延べ33人（令和3年12月末現在）

6 



地域
活性
化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

中河内 1 〇
令和3年4月

～令和4年2月
就職プラザ
（求人情報サイト）

ＷＥＢ上 東大阪商工会議所 登録企業66社、アクセス数3,461件

中河内 2 令和3年6月21日（月）
ジョブ・マッチング・フェアin柏原
（マザーズセミナー・ミニ面接会）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

セミナー参加者数12名
面接会参加者数7名、参加企業1社、採用件数1件

中河内 3 令和3年6月24日（木）
ジョブ・マッチング・フェアin柏原
（合同就職説明会・面接会）

アゼリア柏原6階
ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

セミナー参加者数9名
総来場者数50名、参加企業20社、面接者数48名、採用件数9件

中河内 4 ○ 令和3年7月2日(金) 八尾市会社説明会・面接会② 八尾商工会議所 八尾市、八尾商工会議所
総合受付人数30名、参加企業数18社、求人数83名、面接者数20名、うち採用1
名

中河内 5 令和3年7月21日（水）
ジョブ・マッチング・フェアin柏原
（就職応援セミナー）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

セミナー受講者数21名

中河内 6 令和3年7月26日（月）
ジョブ・マッチング・フェアin柏原
（マザーズミニ面接会）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

来場者数4名、参加企業1社、採用件数2件

中河内 7 ○ 令和3年8月3日(火)
東大阪合同企業説明会・業界研究会
2022

東大阪商工会議所 東大阪商工会議所、東大阪市 総合受付人数54名、参加企業27社、面接者数177名

中河内 8 令和3年8月27日（金）
ジョブ・マッチング・フェアin柏原
（就職応援セミナー）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

セミナー受講者数20名

中河内 9 ○ 令和3年9月3日(金) 八尾市会社説明会・面接会③ 八尾商工会議所 八尾市、八尾商工会議所
総合受付人数27名、参加企業数16社、求人数73名、面接者数45名、うち採用3
名

中河内 10 ○ 令和3年9月7日(火) 八尾市会社説明会・面接会④ 八尾商工会議所 八尾市、八尾商工会議所
総合受付人数26名、参加企業数15社、求人数64名、面接者数35名、うち採用4
名

中河内 11 〇 令和3年9月21日(火) 東大阪就職フェスタ 東大阪商工会議所 東大阪商工会議所、東大阪市、ハローワーク布施 総合受付人数57名、参加企業29社、面接者数137名

中河内 12 ○ 令和3年9月22日（水） 第20回　障がい者雇用を考える集い 八尾商工会議所
八尾市・柏原市・八尾・柏原就業・生活支援センター、ハローワーク布
施

第1部：講演会　参加者22名
第2部：障がい者面接会　受付人数28名、参加企業5社、面接者数30名、うち採
用4件

中河内 13 ○ 令和3年10月28日(木) 就職フェアやお・かしわら2021 アゼリア柏原
八尾市、柏原市、ハローワーク布施、ハローワーク藤井寺、八尾商工
会議所、柏原市商工会

総合受付人数82名、参加企業19社、面接件数80件

中河内 14 ○ 令和3年12月3日(金) 八尾市会社説明会・面接会④ 八尾商工会議所 八尾市、八尾商工会議所
総合受付人数31名、参加企業数24社、求人数127名、面接者数34名、うち採用3
名

中河内 15 ○ 令和4年1月26日(水)
東大阪合同企業説明会・業界研究会
2022

東大阪商工会議所 東大阪商工会議所、東大阪市 総合受付人数35名、参加企業24社、面接者数105名

中河内 16 令和4年2月22日(火) 東大阪モノづくり企業就職面接会 東大阪商工会議所 東大阪市、ハローワーク布施、東大阪商工会議所 総合受付人数79名、参加企業37社、面接者数（現在集計中）

令和３年度　中河内地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち中河内地域１９事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１
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化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

令和３年度　中河内地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち中河内地域１９事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１

中河内 17 〇 令和4年3月2日(水) 大学キャリアセンターとの情報交換会 東大阪商工会議所 東大阪商工会議所 参加企業42社、参加大学16校（2月24日現在）

中河内 18 ○ 令和4年3月4日(金) 八尾市会社説明会・面接会⑥ 八尾商工会議所 八尾市、八尾商工会議所

中河内 19 ○ 令和4年3月17日(木) 労務対策セミナー 八尾商工会議所 八尾商工会議所

8 



地域
活性
化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

南河内
中河内

1 ○ 令和3年6月21日（月）
マザーズセミナー（託児なし）
身だしなみ＆ビジネスマナー
（ジョブ・マッチングフェア事業）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

参加者12名

南河内
中河内

2 ○ 令和3年6月23日（水）
マザーズミニ面接会
（ジョブ・マッチングフェア事業）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

受付人数7名、参加企業1社、面接者数7名、うち採用1件

南河内
中河内

3 ○ 令和3年6月24日（木）
ジョブ・マッチングフェアin柏原
（合同就職面接会）

アゼリア柏原
ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

受付人数50名、参加企業20社、面接者数48名、うち採用9件、就職応援セミナー
9名

南河内
中河内

4 ○ 令和3年7月21日（水）
就職応援セミナー
就活に活かすポジティブ心理学
（ジョブ・マッチングフェア事業）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

参加者21名

南河内
中河内

5 ○ 令和3年7月26日（月）
マザーズミニ面接会
（ジョブ・マッチングフェア事業）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

受付人数4名、参加企業1社、面接者数4名、うち採用2件

南河内
中河内

6 ○ 令和3年8月27日（金）
就職応援セミナー
「採用」を勝ち取る面接対策
（ジョブ・マッチングフェア事業）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

参加者20名

南河内
中河内

7 ○
令和3年11月16日

（火）
大学との情報交換会
（ジョブ・マッチングフェア事業）

藤井寺市立市民総合
会館

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

参加企業12社、参加大学10校

南河内
中河内

8 ○
令和4年3月10日（木）

（予定）
シニア面接会
（ジョブ・マッチングフェア事業）

ハローワーク藤井寺
大会議室

ハローワーク藤井寺、柏原市商工会、柏原市、松原商工会議所、羽
曳野市商工会、藤井寺市商工会、藤井寺雇用開発協会

参加企業2社

令和３年度　中・南河内地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち中・南河内地域８事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１
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地域
活性
化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

南河内 1 ○ 令和3年5月21日(金)
介護・福祉合同企業面接会
（介護就職面接会＆相談会）

ハローワーク河内長
野

雇用促進広域連携協議会、ハローワーク河内長野、富田林商工会、
河内長野市商工会、大阪狭山市商工会

緊急事態宣言のため中止

南河内 2 ○ 令和3年7月20日(火)
介護・福祉合同企業面接会
（介護就職面接会＆相談会）

ハローワーク河内長
野

雇用促進広域連携協議会、ハローワーク河内長野、富田林商工会、
河内長野市商工会、大阪狭山市商工会

来場者8名（面接2件、相談8件）

南河内 3 ○ 令和3年7月20日(火) 労務実務担当者講習会
富田林市市民会館市
民会館

富田林商工会、羽曳野労働基準協会支部 参加人数：25名

南河内 4 令和3年9月6日(月) 2021障害者雇用フォーラム 松原市役所
松原市、羽曳野市、藤井寺市、南河内北障害者就業・生活支援セン
ター

参加企業数：15社　参加人数：17人

南河内 5 ○ 令和3年10月9日（土）
ジョブ・マッチング
（合同就職面接会）

イオン藤井寺 藤井寺市、藤井寺市商工会、ハローワーク藤井寺 受付人数26名、参加企業13社、面接者41名、うち採用6件

南河内 6 ○ 令和3年11月12日(金)
介護・福祉合同企業面接会
（介護就職面接会＆相談会）

ハローワーク河内長
野

雇用促進広域連携協議会、ハローワーク河内長野、富田林商工会、
河内長野市商工会、大阪狭山市商工会

来場者9名（面接4件、相談6件）

南河内 7 〇 令和3年12月2日（木） 求人・求職情報フェアin南河内 富田林市市民会館
雇用促進広域連携協議会（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河
南町、太子町、千早赤阪村）、ハローワーク河内長野、富田林商工
会、河内長野市商工会、大阪狭山市商工会

来場者18名

南河内 8 〇 令和3年１月26日（水） コロナ禍における人事管理セミナー 藤井寺市商工会館 富田林商工会、羽曳野労働基準協会支部

南河内 9 ○ 令和3年２月17日（木） 労務実務担当者講習会
富田林市市民会館市
民会館

藤井寺市商工会

南河内 10
令和4年3月3日（木）

（予定）
働き方改革セミナー オンライン開催

雇用促進広域連携協議会（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河
南町、太子町、千早赤阪村）

令和３年度　南河内地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち南河内地域１０事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１
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地域
活性
化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

堺市 1 令和3年7月21日(水)

労働懇談会
働き方改革セミナー
～企業と個人が変革する。「副業・兼
業」の仕組み～

東洋ビル４階会議室
堺経営者協会、大阪府、堺雇用労働推進会議（堺市域労働ネット
ワーク）、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター

参加者15名

令和３年度　堺市域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち堺地域１事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１

11 



地域
活性
化

開催時期 事業内容 開催場所 参加機関 実施結果

阪南 1 ◯ 令和3年6月16日(水) 雇用・労働啓発セミナー オンライン
泉南市商工会、阪南市商工会、熊取町商会、岬町商工会、忠岡町商
工会

セミナー参加者42名

阪南 2 令和3年8月4日(水) 和泉市オンライン合同就職説明会 オンライン 和泉市、和泉商工会議所 出展企業数23社、登録者数114人、参加延人数456人

阪南 3 〇 令和3年8月27日(金)
ICT活用によるWithコロナ時代のテレ
ワーク・オンライン会議セミナー

貝塚商工会議所
/Zoom
(ハイブリッド形式)

貝塚商工会議所 セミナー受講　７社８名　(会場受講８名、Zoom受講なし)

阪南 4 令和3年9月8日(水) 第２３回雇用労働講座
岸和田市立福祉総合
センター

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、ハローワーク岸和田、ハローワーク泉
佐野、岸和田労働基準監督署、近畿職業能力開発大学校、大阪府
社会保険労務士会大阪いずみ支部

緊急事態宣言延長により中止

阪南 5 〇 令和3年11月16日(火)
求人・求職マッチング事業
（泉北就職情報フェア）

テクスピア大阪
高石市、泉大津市、忠岡町、ハローワーク泉大津、大阪府、高石商
工会議所、泉大津商工会議所、忠岡町商工会

来場者数７４名、参加企業数１６社、募集人数６９名、面接会参加者数４１名、
応募者数２６名、採用２社２名
求職者セミナー参加者数２７名、高年齢者向けの仕事説明会参加者２８名、各
種相談5名

阪南 6 〇 令和3年11月25日(木)
ザ・ワークフェア２０２１
（合同企業就職面接会）

関西エアーポート
ワシントンホテル

泉佐野商工会議所、熊取町商工会、泉南市商工会、阪南市商工会、
岬町商工会、泉佐野市、田尻町、ハローワーク泉佐野

総合受付 101名、参加企業31社、面接者84名内採用者15名、証明写真コー
ナー20名、若年者就労相談4名、農業コーナー4名、ハローワークコーナー10
名、労働相談コーナー2名

阪南 7 令和3年12月8日（水） 泉南地域労働相談会
コム・ステーション
泉佐野

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、ハローワーク岸和田、ハローワーク泉
佐野、岸和田労働基準監督署、近畿職業能力開発大学校、大阪府
社会保険労務士会大阪いずみ支部

相談者２名

阪南 8 ○ 令和4年1月29日（土） 就労フェア（高年齢者雇用促進フェア） エブノ泉の森ホール 泉佐野市、泉佐野商工会議所、ハローワーク泉佐野 参加者数（延べ）７０名　　出展企業数　１３社

阪南 9 〇 令和４年２月
雇用・労働啓発セミナー事業
～働き方改革について～

岸和田商工会議所 岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、泉佐野商工会議所 令和３年９月開催予定から開催時期変更

阪南 10 ○ 令和4年2月18日（金） 岸和田・貝塚合同就職面接会 南海浪切ホール
貝塚市、岸和田市、ハローワーク岸和田、貝塚商工会議所、
岸和田商工会議所

阪南 11 ○ 令和4年2月21日（月） テレワーク推進セミナー 泉佐野商工会議所 泉佐野商工会議所

阪南 12 令和4年3月2日（水） 第２5回知って得する労働問題講座
岸和田市立福祉総合
センター

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、ハローワーク岸和田、ハローワーク泉
佐野、岸和田労働基準監督署、近畿職業能力開発大学校、大阪府
社会保険労務士会大阪いずみ支部

阪南 13 ○ 令和4年3月18日（金） 「非正規社員の雇用対策」セミナー 泉佐野商工会議所 泉佐野商工会議所

令和３年度　阪南地域労働ネットワーク事業実績報告

大阪府全体１０７事業（うち阪南地域１３事業）

地域区分

資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1資料1議題１
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