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製造業で働きたい高校生・若年層を就職支援 
「お仕事探しフェア in大阪」開催 

 

 

株式会社インターワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：西本 甲介、東証 1 部：6032）が

運営する製造業求人情報サイト『工場 WORKS』（https://04510.jp/）は、製造業での就労を希望する高

校生・若年層へ新たな雇用の場を創出し、採用難に悩む企業とのマッチング機会を提供する「お仕事探

しフェア in 大阪」を 6 月 17 日、開催いたします。 

 

2017 年 4 月度有効求人倍率は 1.48 倍と上昇傾向の中、今回の開催地である大阪は 1.33 倍と前年同月

比の 1.36 倍から 0.03 倍減少しております。（※1） 

 高校生の全国平均就職率は 98.0％と 1990 年 3 月卒以来 27 年ぶりの高水準で推移しているものの、大

阪は 95.1％と 2.9％減少傾向にあります。（※2） 

 一方、完全失業率は、15～64 歳は 3.5％、そのうち若年層である 15～34 歳は 4.7％と労働力層の平

均値と比較して 1.2％上昇傾向にあります。（※3） 

 

 そこで今回の大阪開催では、全国から入学できる通信制「ルネサンス大阪高等学校（※4）」の高校生・

若年層を中心に、製造業企業との就職機会の創出を図ります。 

  

 日本の GDP の約 2 割を占める基幹産業である製造業は、製品の組み立てから生産設備の工程保守管理

等、様々な職種で構成されており、将来に亘ったキャリア形成が可能な産業です。 

今後、当社では、若年層のキャリア選択肢拡大と雇用マッチングの機会創出の側面から、製造業での

就職支援に貢献する活動を行ってまいります。 

 

（※1）出典：厚生労働省一般職業紹介状況 都道府県・地域別有効求人倍率 

（※2）出典：文部科学省 平成 29 年 3 月高等学校卒業者の就職状況に関する調査について 

（※3）出典：労働力調査（基本集計）平成 29 年（2017 年）4 月分 （2017 年 5 月 30 日公表） 

第 17 表 年齢階級別完全失業率 

 

 （※4）ルネサンス大阪高等学校とは http://www.r-ac.jp/ 

全国から入学できる通信制高校で、どの高校とも同じ高校卒業資

格を得ることができます。大阪駅徒歩 5 分とロケーション抜群の

立地です。普段の授業がタブレット・スマホ・PC どれでも受ける

ことができるため、年間の登校も最短年 20 時間～と抑えること

もできます。国や府からの学費面のサポートも受けられます。 

学業以外に自分の時間を有効に使いたい方には十分可能な高校で

す。 

https://04510.jp/
http://www.r-ac.jp/
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■概要 

 

https://goo.gl/RV0ztx 

日程  2017 年 6 月 17 日（土） 

時間  【開始】13：00 【終了】18：00 

（最終受付 17：20） 

入場  無料 

持参物 履歴書不要 

服装  自由 

 

会場  〒530-0001 大阪市北区梅田 1-12-12 ＡＰ大阪駅前梅田１丁目 ＡＰホール 

 

・電車でのご来場： 

ＪＲ「大阪駅」中央南口 徒歩約２分 

ＪＲ東西線「北新地駅」東改札口 徒歩約 3 分 

地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札 徒歩約 2 分 

地下鉄四つ橋線「西梅田駅」北改札 徒歩約 3 分 

地下鉄谷町線「東梅田駅」中東・中西改札 徒歩 2 分 

阪急「梅田駅」2F 中央改札口 徒歩約 5 分 

阪神「梅田駅」東・西改札口 徒歩約 2 分 

・お車のご来場： 

ビル地下に有料駐車場（40 台）近くにコインパーキン

グも複数あり。 

 

 

受付時間 平日 9：00～18：00 

 

■「お仕事探しフェア」の特長 

就職希望者と企業との接点の場をご提供することで、双方に満足度の高いマッチングが実現出来ます。 

過去 4 回開催しており、来場者の方々から 90％を超える満足度をいただいております。 

 

    

 

https://goo.gl/RV0ztx
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『工場 WORKS』https://04510.jp/ 

日本全国約 23,000 件の製造業・工場の求人情報を掲載している製造業求人情報サイトです。 

製造業に特化しているため、経験者や有資格者・製造系のお仕事を希望している方が集まりやすく 

スピーディに採用したい！即戦力の求職者を募集したい！など、求職者と企業双方のご要望に応じた 

サービスを提供しております。 

また、製造業・工場を応援するコンテンツマガジン「工場タイムズ」では、職種紹介、必要なスキル

や製造業にまつわる豆知識など、製造業・工場で働くことを身近に感じられる情報を発信しています。 

『工場 WORKS』は、製造業・工場に関する情報提供を通じて、製造業・工場で働く方々の夢の実現を

お手伝いしてまいります。 

 

■株式会社インターワークスについて 

代表取締役会長

兼社長兼 CEO 

西本 甲介 

証券コード 6032 東証 1 部 

所在地 東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 8 階 

設立 1991（平成 3）年 3 月 

資本金 17,119 万円(平成 29 年 4 月現在) 

事業内容 1．広告型求人情報サイト、アグリゲート型求人情報検索サイトの企画・運営 

 2．コンサルタントによる転職支援サービス 

 3．企業に対する採用業務のアウトソーシング事業 

 （関連会社 日本データビジョン株式会社にて実施）http://www.jdv.co.jp/ 

URL https://interworks.jp/ 

運営メディア 全国の製造業・工場に特化した求人 

『工場 WORKS』 

https://04510.jp/ 

 生活範囲のちょっと先にある求人情報 

「ぽけじょぶ」 

https://pokejob.com/ 

 全国の求人を一括で探せる「しごとま」 https://jp.shigoto-matome.com/ 

 働く女性のための派遣求人サイト「派遣 Style」 https://www.haken.or.jp/ 

 「アパレルワークス」 https://apworks.jp/ 

 「販売・接客ワークス」 https://workstore.jp/ 

 人材紹介事業「アイ・アム」 https://www.i-am.jp/ 

 

https://04510.jp/
http://www.jdv.co.jp/
https://interworks.jp/
https://04510.jp/
https://pokejob.com/
https://jp.shigoto-matome.com/
https://www.haken.or.jp/
https://apworks.jp/
https://workstore.jp/
https://www.i-am.jp/

