
 

 

和歌山県 

商工観光労働部 労働政策課 

～わかやまで働く『人』を増やす～ 

第２の就活サイクル（合同企業説明会） 講演・討論会「非正規社員の正社員化に向けて」 

～働く人の多様な働き方と会社の成長のために～ 

 

WEB サイト「Happy worker」 
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高校生や保護者に県内就職・県内企業の魅力を伝えるとともに、就職希望の高校生と県内企業

が一堂に会する応募前サマー企業ガイダンス等の企業説明会の開催や高校単位で企業と連携し

た事業を実施します。 
 
〈年間スケジュール〉 

2019 年度  

６月１日 （参考）求人票提出の受付開始（各ﾊﾛｰﾜｰｸにて受付） 

６月中旬 ① 応募前サマー企業ガイダンスの開催 

６月下旬 ② 紀南版 応募前企業ガイダンスの開催 

７月１日～ （参考）求人票の各高校への公開 

7 月中旬 ③ 伊都版 企業ガイダンスの開催 

９月 16 日～ （参考）採用面接等の開始 

10 月～11 月 ④ 新規高卒予定者向け企業説明会の開催（参加募集９月） 

年間を通して ⑤ 各高校等における企業と連携した人材育成の実施 
 

事業内容 

① 応募前サマー企業ガイダンス 
 就職を希望する県内全ての高校３年生を対象とした企業 

説明会を開催 

【対象校】県内全高校（約 2,000 人） 

【企  業】2020 年 3 月卒業の高校生を正社員として 

採用求人を提出予定の県内企業（約 130 社） 

【場  所】和歌山ビッグホエール、ビッグウエーブ 

② 紀南版 応募前企業ガイダンス 

 紀南地域の就職希望の高校３年生を対象とした企業説明会を開催 

【対象校】田辺市、西牟婁郡、新宮市、東牟婁郡及びみなべ町の高校（約 500 人） 

【企 業】2020 年 3 月卒業の高校生向け正社員採用求人を提出予定の県内企業（約 60 社） 

【場 所】田辺スポーツパーク   ※紀南地域の高校生のための紀北企業見学も実施 

③ 伊都版 企業ガイダンス 

 伊都地域の就職希望の高校３年生を対象とした企業説明会を開催 

【対象校】橋本市、伊都郡の高校（約 200 人） 

【企 業】2020 年 3 月卒業の高校生向け正社員採用求人を提出予定の県内企業（約 20 社） 

【場 所】橋本市産業文化会館 

④ 新規高卒予定者向け企業説明会 

 新規高校卒業予定者を対象とした企業説明会を開催 

【対 象】就職活動中の高校３年生（約 100 人） 

【企 業】2020 年 3 月卒業の高校生を正社員として採用求人 

     を提出する県内企業 

【場 所】和歌山ビッグ愛、紀南文化会館 
企業説明会の様子 

応募前サマー企業ガイダンス 

企業説明会 

（2018.6.13 開催） 

高校生の人材育成・県内就職の促進 

  １．人材の育成・確保 
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‘１８ 

 

【和歌山県長期総合計画 進捗管理目標】 

⑤ 各高校等における企業と連携した人材育成 

  各高校・支援学校単位で学校側の希望にもとづき、県内企業による講話や企業見学等を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 県内５つの工業高校において、ものづくり企業と連携した人材育成を実施 

 

 

 

 

⑤ 県外高校生の県内企業への就職促進 

  県外に進学している高校生及び近隣府県の高校生の県内企業への就職を促進 
 
 

⑥ 就職ガイドブック「高校生のためのわかやま就職ガイド」の作成 

  高校生向けに県内企業の企業概要・採用情報を掲載した冊子を作成 

【対 象】就職希望の高校３年生、すべての２年生等（約 10,000 人） 

【内 容】県内で働く魅力と平成 31 年４月に高校生を正社員として 

採用予定の県内企業の企業概要、業務内容、待遇等を掲載 
 
 
 

 

実 績 

2018.5  応募前企業ガイダンス in 紀南２０１８  参加生徒   554 人、参加企業   57 社 

2018.6  応募前サマー企業ガイダンス２０１８   参加生徒 2,261 人、参加企業  134 社 

2018.7 企業ガイダンス in 伊都         参加生徒  204 人、参加企業 22 社 

2018.10～11 高校生向け企業説明会 和歌山会場 参加生徒   64 人、参加企業  58 社 

                       田辺会場 参加生徒     5 人、参加企業   32 社 

通年 各高校・支援学校での企業見学・企業講話等 参加生徒約 4,500 人、協力企業約 100 社 

通年 工業高校での人材育成事業 

（学校単位での説明会・技術指導・インターンシップ・企業見学 等） 

参加生徒約 3,400 人、協力企業約 250 社 

 

 

 高校性の県内就職率  基準値(2015 年度) ７６%  →  目標値(2026 年度) ９０% 

企業見学 

企業講話 

2018 年度版 



 

- 3 - 

 

説明会の様子 

 県外の大学等へ進学した学生に県内企業や和歌山で暮らす魅力を伝えるなど、大学生等の 

ＵＩターン就職を促進します。 

 

<年間スケジュール> 

2019 年度  

(2019 年) 

３月１日 
2020 年 4 月採用にかかる広報活動の解禁(日本経済団体連合会) 

４月～３月 
①  合同企業説明会を和歌山(4/16,8/20) ,大阪(6/3)をはじめ県内外で年間  

 15 回程度開催（原則２か月前から参加企業を募集） 

６月１日 2020 年 4 月採用にかかる選考活動の解禁(日本経済団体連合会） 

７月～９月 ② わかやまインターンシップ（夏季） 

12 月～２月 
③ わかやまＵＩターン就職セミナーの開催（和歌山） 

  ※保護者、学生に向けて県から説明 

２月～３月 ② わかやまインターンシップ（春季） 

 

事業内容 

① 合同企業説明会の開催 

大学生等を対象とした就職説明会を年間 15 回程度開催 

マッチング機会を創出するため、企業ごとに設置されたブースで 

学生が企業担当者から直接説明を聞ける合同企業説明会を開催 

（予定：県内 12 回、大阪２回、東京１回） 

 

2018 年度就職説明会一覧（※2019.3.20 時点、うち２回は高校生のみを対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学生等のＵＩターン就職の促進 

事業名 開催日 開催地域 参加企業数 参加者数 求人数
採用・
内定者数

備考
（主催者等）

第４８回きのくに人材Ｕターンフェア 4月18日 和歌山市 120 305 852 - きのくに人材Ｕターンフェア実行委員会

わかやまＵ・Ｉターン就職フェアin大阪 6月3日 大阪市 53 55 377 3 和歌山県、和歌山労働局

2018年度第１回紀の国ものづくり就職フェア 7月29日 和歌山市 35 51 193 和歌山県、和歌山労働局、和歌山市

日高地方Ｕターンフェア 8月4日 御坊市 35 36 147 5
和歌山県経営者協会、御坊日高地区雇用対策協議会、和歌山
県、ハローワーク御坊

2018年Ｕターンフェアin田辺 8月11日 田辺市 51 90 266 15 Ｕターンフェアin田辺実行委員会

ふるさとＵターンフェア企業説明会 8月15日 新宮市 27 36 134 3 ふるさとＵターンフェア企業説明会実行委員会

第４９回きのくに人材Ｕターンフェア 8月20日 和歌山市 122 160 738 65 きのくに人材Ｕターンフェア実行委員会

2018年度第２回紀の国ものづくり就職フェア 10月8日 和歌山市 35 43 182 和歌山県、和歌山労働局、和歌山市

紀の川・岩出就職フェア 10月21日 紀の川市 43 55 263 6 和歌山県、和歌山県経営者協会

高校生のための合同企業説明会(田辺) 10月29日 田辺市 32 5 216 0
和歌山県経営者協会、和歌山県、和歌山県教育委員会、和歌山
労働局、ハローワーク田辺

高校生のための合同企業説明会(和歌山) 11月1日 和歌山市 58 64 371 10
和歌山県経営者協会、和歌山県、和歌山県教育委員会、和歌山
労働局、ハローワーク和歌山

橋本・伊都就職フェア 11月3日 橋本市 32 41 137 6
和歌山県経営者協会、和歌山労働局、和歌山県、橋本市、伊都
橋本産業創造センター

わかやま就職フェア２０１８ 11月20日 和歌山市 105 159 621 16 和歌山県経営者協会、和歌山県、和歌山市、和歌山労働局

わかやま就職フェア２０１９ 1月12日 和歌山市 104 141 637 29 和歌山県経営者協会、和歌山県、和歌山市、和歌山労働局

田辺就職フェア 1月19日 田辺市 49 63 235 和歌山県経営者協会、和歌山県、和歌山労働局

わかやま就職フェアin大阪 3月16日 大阪市 34 81 580 和歌山県、和歌山県経営者協会

わかやま就職フェアin東京 3月20日 東京都 20 27 393 和歌山県、和歌山県経営者協会

955 1,412 6,342 158
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② わかやまインターンシップ 

県内出身者に限らず、大学生、大学院生、短大生等を対象とした 

インターンシップを夏季と春季に実施 

県内企業への職場体験により県内就職への意識を高めるとともに 

就職後のミスマッチを解消 

 

③ わかやまＵＩターン就職セミナー  

和歌山と大阪で学生及び保護者向け就職セミナーを開催 

和歌山の暮らしやすさ、地元で働くことのメリット、県内企業の 

魅力等をＰＲ 

 

④ 就職支援協定締結大学との取組拡大 

就職支援協定締結大学との連携を深めるとともに、協定締結大学を増やし、学生の県内への 

就職を促進 

協定締結大学と県内企業との交流会の開催や大学主催説明会への県内企業の参加など、協定 

締結大学と連携した取組を実施 

 

【現在１０大学と締結】 

立命館大学   (平成 28 年 ５月締結)   神戸学院大学  (平成 28 年 ９月締結)  

京都橘大学   (平成 28 年 ９月締結)   大阪商業大学  (平成 28 年 10 月締結) 

   関西学院大学  (平成 28 年 11 月締結)    同志社大学    (平成 29 年 １月締結) 

   追手門学院大学  (平成 29 年 ５月締結)   近畿大学    (平成 29 年 10 月締結) 

   京都産業大学   (平成 29 年 10 月締結)   桃山学院大学  (平成 30 年 ５月締結) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 2019 年度の新たな取組 

就職支援協定締結大学の取組をさらに進めていくため、新たな施策を実施します。 
 
 
   ○和歌山県内企業を集めた合同企業説明会の開催（計 3 回） 

 
   ○学生が参加しやすい就職イベントの開催（計３回） 

    学生が企業と気軽に触れ合える就職イベントを協定締結大学との連携により実施 

     ・若手 OB・OG 社員との交流会の開催 

     ・企業見学バスツアーの開催 

      ・模擬面接会の開催 等 

 

和歌山ＵＩターン就職セミナー 

（2018.9.8 開催） 

大学と県内企業の交流会 

（2018.11.28 開催） 
桃山学院大学との協定調印式 

（2018.5.17） 

企業での研修風景 
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⑤ 和歌山県若手中核人材確保強化（奨学金返還助成） 

奨学金の返還を、県と採用した企業が協同で助成。 

  県内の戦略的分野の産業（製造業・情報通信業等の業務 

  を行う企業）へ就職し、３年間勤務した理工系・情報系 

  の学生を対象に奨学金の返還について、最大 100 万円 

助成 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑥ 就職ガイドブック「ＵＩわかやま就職ガイド」の作成 

和歌山で就職する魅力や、県内企業の新卒採用情報をまとめた 

「ＵＩわかやま就職ガイド」を作成 

県内高校を卒業し進学した大学生のうち新４年生と新３年生、 

短期大学生及び県外出身者を含む県内大学在学者に送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：2018 年度募集チラシ 

2019 年 3 月作成（254 社掲載） 
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【和歌山県長期総合計画 進捗管理目標】 

 

実 績 

県外の就職説明会（大阪、東京）           107 企業  求職者数  163 人 

県内の就職説明会（和歌山市、田辺市、新宮市等）     758 企業     〃   1,180 人 

夏季インターンシップ                受入企業 93 社 参加者 291 人 

春季インターンシップ                 受入企業 48 社 参加者 123 人 

奨学金返還助成                    参画企業数      38 社 

認定者数 14 人（累計 48 人） 

ＵＩターンセミナー参加者                 和歌山 48 人、大阪  103 人 

協定締結大学との取組 

県内企業との交流会（11/28 大阪市）         ８大学       企業 19 社 

県主催の合同企業説明会の開催            企業 22 社    参加者 36 人 

（12/15 立命館大学いばらきキャンパス） 

保護者会でのＵＩターン施策の説明          ４大学 

学内ＵＩターン相談会への参加           10 大学    学生 34 人 

 
 
 

  大学生等のＵターン就職者数(年間) 

       基準値(2015 年度)   2,300 人 → 目標値(2026 年度) 3,000 人 

  
 

 

 
 

 
 

大学生等に対し、県内産業を支える人材として育成するため、県内企業トップの方や現場で 

活躍する社員を招いた講座、県内就職に向けた講座を、和歌山大学及び和歌山工業高等専門学 

校で実施します。 
 

事業内容 

① 和歌山大学における講義 

  企業トップの経営理念及び県内就職にかかる講義 

  週１回の授業として、年 15 回実施 
 
 

② 和歌山工業高等専門学校における講義 

  キャリア形成過程時や現場実務の体験及び県内就職に 

かかる講義 

週１回の授業として、年 15 回実施 
 
 

 

実 績 

○和歌山大学 

 平成 30 年 10 月～ １３社 全１５回実施（オリエンテーション、まとめの講義含む） 

 全学部全学年のうち  約 380 人（主に１・２年生）受講 
 

○和歌山工業高等専門学校 

 平成 30 年１０月～  １３社 全１５回実施（オリエンテーション、和歌山県の講義含む） 

 全学科の４年生のうち 約 100 人 受講 

‘１８ 

大学生等の人材育成 

和歌山大学での講義の様子 

和歌山工業高等専門学校での講義の様子 

‘１８ 
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県外からの UI ターン転職、結婚・出産等で離職した女性や経済的に豊かでない女性、定年退
職した方等に対して、それぞれのニーズに応じた再就職を支援する「第２の就活サイクル」の取
組を強化します。 

また、参画企業の求人情報について、全国規模の求人検索サイトと連携させることで、ＵＩタ
ーン就職支援を図ります。 

 

 

 

 

 

 
 
 

<年間スケジュール> 

2019 年度  

４月～ ① 再就職支援セミナーの開催 

10 月～ 
② 参画企業の採用情報公開（全国規模の求人検索サイトと連携） 

  ※企業情報は年間を通して公開 

２月 ③ 就活強化月間 合同企業説明会の開催（和歌山、橋本、田辺、新宮） 

３月～ ④ 内定者フォローアップセミナーの開催 

 
 

事業内容 

① 再就職支援セミナー  

県内各地で年間を通してセミナーを開催 

○女性のための就活準備セミナー 

【対象】結婚や出産等で離職された方  

○アクティブシニアのための再就職支援セミナー 

【対象】定年退職等された方  

○Ｕターン転職のすすめセミナー 

【対象】Ｕターン転職希望者  

 

 

② 参画企業の採用情報公開 

参画企業の採用情報を再就職支援センターのＷＥＢ 

サイトから発信 

サイクルに沿って採用を予定している企業の企業情報 

や採用情報を掲載 

  

２０１９年度の拡充内容 

 全国規模の求人検索サイトと連携し、全国の UI ターン 

就職希望者の県内企業のマッチングを強化 

 

 

第２の就活サイクル（再就職の促進） 
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企業からの求人件数 1,000 名   合同企業説明会参加求職者数 1,000 名 

【2019 年度 目標】 

③【新】東京２３区からの移住を促進 

全国規模の求人検索サイトを活用し、県内 

で就職する東京２３区からの移住者に対し、 

市町村と連携して移住費用を定額で補助 

 

④ 合同企業説明会 

県内４カ所で企業説明会を開催 

○和歌山会場   参加企業：約 100 社 

○田辺会場    参加企業：約 30 社 

○橋本会場    参加企業：約 30 社 

○新宮会場    参加企業：約 20 社 

 

⑤ 内定者のフォローアップ 

内定者のためのフォローアップセミナーの開催や相談支援の実施 

 ○再就職者のための就職準備セミナー 

【対象】再就職が決まり４月から働く方 

  ○就職後の相談支援 

   再就職者の職場定着を図るため、就職後の相談支援を実施 

 

⑥ 再就職支援センター 

再就職やＵターン転職についてワンストップで相談できる再就職支援センターを設置 

再就職にあたっての不安や悩みから面接等の相談まで専門の相談員が対応 

  【相談方法】来訪、メール、電話 

  【利用時間】9:30～18:00（火曜日・祝日・年末年始を除く） 

  【 場  所 】Ｗａｊｉｍａ本町ビル３階 

        （和歌山市本町１丁目２２番地） 

  【 電 話 】073-421-8080 

 

  同じビルの１階には、ハローワークをはじめとした関係機関と 

連携し、若者の就職を応援するワンストップセンター「ジョブ 

カフェわかやま」が併設 
 

実 績 

合同企業説明会参加企業数     19５社 参加求職者数 362 名 

                     就職内定者数  ２７名  ※2019.3.20 現在 

再就職支援セミナーの開催（県内７地域 各３回）     参加者 137 名 

再就職支援センター相談件数                 906 件  ※2019.1 月末現在 

 

わかやま就活サイクルプロジェクト 

合同企業説明会 
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 2019 年 4 月の新制度施行にあたり、制度の周知を図るため説明会を開催します。 

また、在住外国人や県内企業等からの外国人材受入れに係る相談を行うとともに、生活や就労

等に関して、国や経済団体等と連携し、適切に情報提供を行います。 

 

 

 

事業内容 

① 制度説明会の開催 

新制度の内容や受入方法等について、制度説明会を 

４月に開催。また、個別の団体・企業等からの求め 

に応じて、各地で説明会を開催。 

【対  象】在留資格「特定技能」による受入れを希望される県内所在の企業・団体等 

〈2019.3.4 開催 制度説明会〉企業・団体等 ２６０人参加 

 

② 外国人材の活用を希望する企業等への情報提供 

国や県庁関係各課と連携し、外国人材の受入れを希望する企業等に対し、最新の情報を提供。 
 
 
 
 
 

 

新たな在留資格による外国人材の受入れ 

制度説明会（2019.3.4） 



 

- 10 - 

 

障害者の職業能力開発支援や就業支援施策を展開するとともに、障害者雇用にかかる啓発活動

を実施し、障害者の雇用就業機会の確保に努めます。 

 
<年間スケジュール> 

2019 年度  

６月 ① アビリンピック和歌山大会の開催 

９月 ② 障害者雇用促進月間 

11 月 ③ アビリンピック全国大会への派遣 

 

事業内容 

① アビリンピック和歌山大会の開催  

  職業能力の向上と雇用の促進を図ることを目的に開催 

日頃職場や学校で培った技能を競い全国大会 

出場者を選出 

【2019 年度の競技種目】 

①ワード・プロセッサ ②パソコンデ－タ入力 

③喫茶サ－ビス    ④製品パッキング 

⑤ビルクリ－ニング  ⑥オフィスアシスタント 

⑦ネイル施術 

② 障害者雇用支援月間での取組 

障害者雇用支援月間(９月)における啓発活動 

・ＪＲ和歌山駅前での街頭キャンペーン 

・障害者雇用優良事業所の知事表彰・優秀勤労障害者の知事表彰 

・障害者雇用促進の要請 

   和歌山労働局と連携し、県内事業所に障害者雇用を要請 

 

 

③ アビリンピック全国大会への派遣 

アビリンピック和歌山大会での各種目金賞受賞者を全国大会へ派遣 

 

  

 
 

                       

 

 

 

障害者雇用優良事業所表彰式 

（201８.9.７） 

 街頭啓発 

2018 年度アビリンピック全国大会出場者 

知事表敬訪問 

2018 年度アビリンピック全国大会競技風

障害者の就業支援 
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④ ジョブサポーターによる障害者就業支援 

ジョブサポーター（※）を養成し、障害者や事業所の要請に基づき事業所等に派遣し、 

就業を支援 

※県内３カ所で、障害者の就労及び職場定着を支援する支援者   

 

⑤ 和歌山産業技術専門学院（総合実務科）での職場実習 

  軽度知的障害のある方を対象に、希望職種や特性に応じた様々な職場（販売、物流、清掃、

介護、製造）で実習 

 

⑥ 職業訓練による就業支援 

  障害のある方を対象に職業訓練を行い就業を支援 

パソコンの基本操作などを学ぶＯＡ事務科や介護職員としての知識・技能を学ぶ介護訓練科、 

在宅ワーカーとして働く技能を習得するｅラーニングコースなど 

 

 

実 績 

  ジョブサポーター登録数 39 人  ※2018.2 月末時点 

ジョブサポーター派遣回数 812 回 支援を受けた障害者 93 人（うち就職者数 19 人） 

※2018.2 月末時点 

 2018 年実雇用率  和歌山県 2.36%（全国 2.05％） ※2018.6 月 1 日時点 

 法定雇用達成企業率 和歌山県 58.7％（全国 45.9％） 

 

 

 

 

高年齢者の雇用就業機会の確保に努め、雇用の促進を図ります。 

 

事業内容 

① 和歌山県シルバー人材センターを通じた就業機会の提供 
シルバー人材センターの取組を支援することで、高齢者の就業を促進 

  ・県内 26 市町に設置 

  ・主な業務：草刈り、植木の剪定、一般事務等 

 

② 就活サイクルプロジェクトにおける就職促進（再掲） 

  退職した方や一度離職した女性、Ｕターン転職を希望する方を対象に、２月を就活強化月間 

とした就活サイクルの浸透を図り、高齢者等の再就職を促進 

 

③ 高齢者雇用支援月間（10 月）  

和歌山労働局と連携し、県内事業所に高齢者雇用を要請 

 

高齢者の雇用促進 
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 「和歌山県長期総合計画」を基に、今後の成長が見込まれる「メカトロニクス」分野や農林

及び観光関連産業に対し、国の補助事業「地域活性化雇用創造プロジェクト」を活用して、人材

の育成・確保や新技術導入による生産性向上を図り、良質で安定的な雇用を創出していきます。 

 
 

 

事業実施期間 

３年間（平成 31 年度～平成 33 年度） 

事業内容 ※商工観光労働部及び農林水産部において以下の事業を実施 

① 各種補助制度 

 先端技術導入や先端技術活用による新規事業実施のため研究機関等へ社員を派遣するための 

費用、高度人材確保に必要な費用、ＩｏＴやＡＩ等の先端技術導入に必要な費用、安定的な経 

営環境の整備を促進するために実施する市場調査の費用を支援【申請先：公益財団法人わかやま産業振興財団】 

② ＩｏＴやＡＩ等の先端技術の活用・実装に必要な高度人材育成支援 

 公益財団法人わかやま産業振興財団に配置しているインストラクター 

が随時訪問し、導入や活用に関する助言や実装の際のフォローアップ 

等実施。先端技術活用・導入等に関する講習会やセミナーを開催 

③ ベンチャー企業等育成支援 
ベンチャー支援のノウハウを有した専門家等による個別支援や 
事業提携促進 

④ 県内農産品販路拡大のための人材確保 

 県内食品製造業への国際安全規格に対応した「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」の積極的な導 

入のための人材育成を目的としたセミナー開催と専門家の現地指導 

⑤ 非正規社員の正社員化支援 

非正規社員の育成や正社員化により、県内産業の人材確保が図られるよう、企業及び求職者 

双方に対して支援を実施 

 【企業対象】  経営者向けセミナー、相談窓口開設、在職者向け研究、資格取得助成 

 【求職者対象】正社員就職に向けたセミナーと合同企業説明会を同日開催 

⑥ 県外からの人材確保 

 首都圏転職フェアへの県及び県内企業ブース出展 

各種広報媒体を活用し、県外在住求職者へ県内企業情報を発信 

⑦ 観光関連産業における人材育成支援 

外国人観光客に対応可能な人材が不足している観光関連業者を対象に外国人雇用の環境整備

等に関するセミナーを開催 

⑧ 農林関係産業の人材確保 

林業振興課が実施するイベントやプロモーションと連動し、県内農林公社や森林組合への就

職機会を拡大するための説明会を県内外において実施 

ＩｏＴセミナー 

創業セミナー 

就職フェア 

わかやま地域活性化雇用創造プロジェクト 検索 

※ 詳細は、県及び公益財団法人わかやま産業振興財団のＨＰへ掲載 

わかやま地域活性化雇用創造プロジェクト 
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主に雇用保険を受給している求職者の方を対象に、就職に必要な職業 

スキルや知識を習得するための訓練を実施します。 

 

〈２０１９年度 主な訓練コース〉 

※訓練の受講は無料（テキスト代等は自己負担）です。 

上の表に記載する訓練コースのほかに、パソコン応用科、パソコン・総務経理事務科、介護・パソコン

科、パソコン事務基礎科（託児サービス付き）などの訓練コースもあります。 
 

 

〇離職者訓練の受講方法 

  

 

 

 

 

 

ハローワークに求職申込みされ、職業相談等を通じて受講 

 

 

 

実 績 

６０の訓練コースで６５１名が受講 ※2019.2 月末時点 

〈参考：2017 年度 ６４の訓練コースで７３５名が受講（就職率 72.8％）〉 

  

科目名 内    容 期 間 

【新規】 

大型一種運転者育成科 

大型自動車一種免許取得に必要な学科及び実技、自動車運送 

業界の各種法令やＩＴスキル等の講義と実習 
２か月 

パソコン基礎科 パソコンを使った事務処理・管理業務の方法 ３か月 

介護初級科 主に介護職員初任者研修課程修了を目指した講義と実習 ３か月 

医療(医科)・調剤事務科 診療報酬明細書作成などに関する講義と実習 ４か月 

技能習得訓練科 フォークリフトなど各種運転技能やパソコンスキル ３か月 

農業科 果樹、野菜、花き栽培から生産物販売までの講義と実習 ９か月 

介護福祉科 介護福祉士（国家資格）取得を目指す ２年間 

保育科 保育士（国家資格）取得を目指す ２年間 

製菓衛生科 製菓衛生師（国家資格）取得を目指す ２年間 

応用情報科 応用情報技術者試験（国家試験）合格を目指す ２年間 

※対象者：ハローワークに求職申込みされた方 

離職者に対する職業訓練 
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和歌山市と田辺市にある公共職業訓練校（産業技術専門学院）において、県内企業が求める 

技術・技能・知識を備えた人材を育成します。 

 

和歌山産業技術専門学院  

(和歌山市小倉 90 電話 073-477-1253) 

 

平成 29 年度修了生 

就職率 96.4% 

 

田辺産業技術専門学院 

(田辺市新庄町1745-2 電話0739-22-2259） 

          

平成 29 年度修了生 

 就職率 96.4% 

 
 
 

〇それぞれの学科の定員と取得可能な主な資格 

自動車工学科（２年課程） 定員 25 名 

  

資格：２級自動車 

整備士 

自動車工学科（２年課程） 定員 20 名 

 

資格：２級自動車 

整備士 

理 容 科（２年課程） 定員 15名 

 

資格：理容師 

 

観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ科（１年課程） 定員 20 名 

 

資格：国内旅行業務 

取扱管理者 

ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ･CAD 科（２年課程） 定員 15名 

 

資格：第２種電気 

工事士 他 

 

情報ｼ ｽ ﾃ ﾑ科（２年課程）定員 10 名 

 
資格：基本情報処理 
技術者、応用情報処  
理技術者 

(注)当科は情報交流セ

ンターB ig・U にて実施 

建築工学科 （１年課程） 定員 15名 

 

資格：２級建築士 

 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ木工科（１年課程） 定員 15 名 

 

資格：木材加工用機  

械作業主任者 

 

 
(注) 上記の資格は、訓練の修了により取得できるものではなく、別途取得のための受験が 

必要となります。 

入学選考は、年３回（10 月・２月・３月）、体験入学は、９月と１月に実施予定 

 

産業技術専門学院での人材育成 
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県内企業への就職を促進するため、ＷＥＢサイトやＳＮＳを活用し、県内企業の採用情報や 

就職関連イベント等の情報を幅広く発信します。 
 

事業内容 

① ＷＥＢサイト「ＵＩわかやま就職ガイド」からの情報発信 

大学生等新卒者向け及び中途採用者向け採用企業情報、合同企業説明会や県内企業が出展 

するイベント等の情報を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

② 「メールマガジン」の配信 

メルマガ登録者に対し月１回程度のペースで合同企業説明会の開催情報や、就職関連イベ 

ントの情報を配信 

 

③ 「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」を使った情報発信 

県内企業が出展する合同企業説明会を中心に就職関連情報を発信。フォローしてくれてい 

るユーザーを通じ、幅広いユーザーに情報を配信 

 【フォロワー数】 ４２４人（2019 年 3 月現在） 
 

 

 

 

 
 

④ 「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」を使った情報発信 

「和歌山で働く日常」を感じられる写真や企業紹介を 

投稿することにより、和歌山で働く魅力や県内企業の 

魅力を発信 

  【フォロワー数】 654 人（2019 年 3 月現在） 

 

 

 
 
 
 

⑤【新】アプリやショートメールを活用した情報発信（2019 年秋頃 完成予定） 

 学生がお気に入りの企業を選択し、企業独自の企業説明会等の情報など、アプリのプッシュ 

通知によりリアルタイムで取得できるようにするとともに、学生の携帯にショートメールで 

就職情報を送付 

ＵＩわかやま就職ガイド 検索 

ＳＮＳ等を活用した情報発信 

わかやま就職・転職ナビ 検索 

ui_wakayama 検索 
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働く人の多様な働き方を尊重したうえで、労働力の確保や流出防止、生産性向上のため、自社

の非正規社員を正社員に転換する県内企業の取組に対して、支援を行います。 
 

〈年間スケジュール〉 

2019 年度  

年間を通して ① 正社員化総合相談窓口 

１１月 ② 正社員化セミナーの開催（概ね 2 ヶ月前から案内） 

１２月～３月 ③ 従業員向け意識向上研修及びＩＴ研修 

 

事業内容 

① 正社員化総合相談窓口 

  非正規社員を正社員化するに当たり、就業規則の改正や活用 

できる助成金等について、専門の相談員が対応。 

【相談方法】来訪、メール、電話 

【利用時間】10:00～17:00 

（火・土・日曜日・祝日・年末年始を除く）  

【場  所】和歌山県労働センター １階 

（和歌山市北出島１丁目５－４６） 

【電  話】073-488-3445 

 

② 正社員化セミナーの開催 

  非正規社員の正社員化の取組事例や法制度の現状、助成金 

  の活用方法等を紹介。 

 【対  象】企業経営者、人事労務担当者等 

 【開 催 地】和歌山市、田辺市 

 

③ 正社員に転換される非正規社員向け研修の実施 

  正社員に転換される非正規社員の方等を対象に研修を実施します。 

○意識向上研修 

   正社員になるための意識を向上させるため、ビジネスマナーやコミュニケーション能力 

向上研修を実施。 

 【実施時期】2019 年 12 月～2020 年 3 月（予定） 

       （初回と最終回は座学研修、その間の研修は通信教育で実施） 

 

 

非正規社員の正社員化に向けた取組 

正社員化セミナー 

（2018.11 開催） 

  ２．働き方改革の推進 

正社員化総合相談窓口 

（2018.10 開設) 
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○ＩＴスキルアップ研修 

   パソコン操作が初心者の方を対象にした研修や、応用操作が身に着けられる研修など、 

ＩＴスキルが身に着けられる研修を実施。 

【実施時期】2019 年 12 月～2020 年 3 月（予定） 

       （初級・中級・上級者向けを用意。いずれも各 8 回実施） 

 

④ 資格取得に係る受験料の助成 

  自社の非正規社員に対し、正社員化に必要な資格等を取得させるため県内企業等が負担した

費用の一部を補助（上限 9,000 円） 

  【補助率】次の（1）、（2）のうち、いずれかの費用について補助 

    （1）技能検定実技試験の手数料・・・定額 

     （2）その他資格等取得費用・・・1／2 以内（1,000 円未満切り捨て） 

 
 
 

 

実 績 

 2018.10.19 

 講演・討論会「非正規社員の正社員化に向けて」 

～働く人の多様な働き方と会社の成長のために～を開催 参加者数 ２２０人 

2018.10   正社員化総合相談窓口開設 

 2018.11   正社員化セミナー              参加者数 １５団体 計 26 人 

 2018.12～  正社員に転換される非正規社員向け研修 

          意識向上研修     受講者数 ３８人 

ＩＴスキルアップ研修 受講者数 ３１人   （2019 年２月末現在） 
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働き方改革の手法の一つであるテレワークは、多様で柔軟な働き方の実現に有効であるため、

県民・企業双方にテレワークを活用した働き方を周知するとともに、自営型テレワーカーが相互

に交流・学習ができる「集いの場」を設置するなどにより、就業継続支援を行います。 
 

〈年間スケジュール〉 

2019 年度  

６月 ① わかやまテレワークフェアの開催（概ね２ヶ月前から案内） 

7 月 ② ワーカー養成研修の実施 

８月～ ③ 「集いの場」の開設 （～３月まで） 

11 月 ④ 雇用型テレワーク普及セミナーの開催（概ね 2 か月前から案内） 

 

事業内容 

① わかやまテレワークフェア 

テレワークによる働き方を初心者向けに紹介。 

仕事の流れや受注のコツなどの概要説明、先輩ワーカーと 

意見交換の場を創出。 

【開催場所】和歌山市内、田辺市内 
 
 

② ワーカー養成研修 

意欲的なフェア参加者を対象に、ワーカーの養成研修を実施。 

仕事の基礎となるスキルやメールマナー等を学習。 

【開催場所】和歌山市内、田辺市内 

【定  員】各会場 ４０名 
 
 

③ 集いの場の開設 

養成研修を受講したワーカーの継続就業を支援。 

ワーカー同士やメンターとの相互交流、学習ができる場を開設。 

   【開設場所】和歌山市内、田辺市内 
 

④ 雇用型テレワーク普及セミナー 

企業に雇用型テレワークを広めるため、周知啓発や導入を支援 

するセミナーを開催。 

   【対  象】企業経営者、人事労務担当者 等 

   【開催場所】和歌山市内、田辺市内 

   【定  員】各会場 １００名 

 
 

実 績 

2018.6、2019.3 わかやまテレワークフェア              計１７７人参加 

2018.7        ワーカー養成研修（和歌山市、田辺市）で開催      49 人受講 

2018.8～      集いの場（和歌山市、田辺市）で開設   各会場毎週 10 名程度参加 

通年         出前講座（雇用型テレワークの普及・啓発）        ９回実施 

テレワークの普及促進 

テレワークフェア 

（2018.6.5 開催 田辺会場) 

ワーカー養成研修 

（2018.7 開催 田辺会場) 

集いの場 

（2018.8～開設 和歌山会場) 

テレワークフェア 参加者数 ２５０名  ワーカー養成研修 受講者数 計８０名 

【2019 年度 目標】 
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若者・女性・シニア世代全ての働く人が、持てる能力を十分に発揮して生産性の高い働き方が

できるよう、働き手の視点に立った雇用環境の整備や業務の効率化など、それぞれの企業の特性

に合った「働き方改革」を促進します。 
 
〈年間スケジュール〉 

2019 年度  

５月 
① 働き方改革・ワークライフバランスセミナーの開催 

（概ね２ヶ月前から案内） 

６月～３月 ② 専門家企業派遣の実施 

年間を通して ③ 出前講座の実施 

 

事業内容 

① 働き方改革・ワークライフバランスセミナー 

先行的に取り組む県内企業の経営者等を招き、ノウハウ等を周知する研修を開催。 

2019 年 4 月より働き方改革関連法が順次施行されることから、例年より時期を早めて 

開催。 

【開催時期】2019 年 5 月（予定） 

【対  象】企業経営者、人事労務担当 等 

【場  所】和歌山市内、田辺市内 
 

② 専門家企業派遣 

短時間勤務制度やフレックスタイム制度、在宅勤務などといった「多様で柔軟な働き方」が

できる制度の導入等に取り組む企業に専門家を派遣し、取組を支援。 

  【対  象】県内中小企業１０社 
 

③ 出前講座 

経済団体や企業等からの求めに応じ、会議等の場に出向き講座を実施。 

企業が働き方改革に取り組む意義やメリットなど、県内中小企業の取組事例や国の支援制度 

等も交えて講話。 
 

④ ＷＥＢサイト「Happy Worker」 

雇用環境改善に取り組む県内企業の事例をＷＥＢサイトで紹介。 

やりがいを持っていきいきと働く姿も紹介。 
 

⑤ 啓発パンフレットの作成・配布 

県内企業の取組事例を盛り込んだ啓発パンフレットを作成。 
 
 
 

実 績 

2019.1～2     働き方改革・ワークライフバランスセミナー 企業関係者等 389 人参加 

2018.6～2019.3 専門家企業派遣                     30 社を支援 

2017.4～2018.2 出前講座           ９回実施 企業関係者等 310 人参加 

通年         WEB サイト「Happy Worker」   新規登録企業 ６社（累計 3８社） 

働きやすい雇用環境の整備促進 

「Happy Worker」登録企業数 累計１００社   専門家企業派遣数 １０社 

 出前講座 実施回数  ２０回 

【2019 年度 目標】 

WEB サイト『Happy Worker』 
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正しい労務管理手法や労働関係法の最新情報等を周知することにより、労使間の紛争・トラブ

ルを未然に防止し、雇用管理の改善を図ります。 

また、企業活動に密接な関わりのある人権問題やハラスメントをテーマとした研修会を開催し、

人権意識の高い企業づくりを促進します。 

 

〈年間スケジュール〉 

2019 年度  

５月 ① 労働セミナーの開催 

10 月～12 月 ② 企業における研修責任者に対する人権研修会の開催 

           ※①②ともに概ね２ヶ月前から開催案内 

事業内容 

① 労働セミナー 

労働関係法及び労務管理手法等をテーマとした講習会を開催。 

  企業が知っておくべき労務管理の基本事項や労働基準法など労働関係法令の改正内容、最近 

の動き等を説明。2019 年 4 月から働き方改革関連法が順次施行されることから、例年よ

り時期を早めて開催。 

【開催時期】2019 年５月（予定） 

【テ ー マ】働き方改革関連法の説明、その他関連法に係る改正内容 等 

【対  象】企業経営者、人事労務担当者 等 

【場   所】和歌山市内、田辺市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 企業における研修責任者に対する人権研修 

   人権問題への正しい認識や職場のハラスメント対策等、企業が取り組むべきことを学習 する研修 

会を開催。企業で取組を先導する研修責任者が、研修の成果を企業内で生かすことで一人ひ 

とりの従業員の理解を深め、人権意識の高い企業づくりを促進。 

【開催時期】2019 年 10～12 月 

【テ ー マ】同和問題、様々な人権問題、パワハラ・セクハラ・マタハラの対策 等 

【対   象】企業における研修責任者(労働局の厚生採用選考人権啓発推進員研修と共催) 

【場  所】県内９会場 

（和歌山市（２回）、海南市、橋本市、岩出市、湯浅町、御坊市、田辺市、 

新宮市、串本町） 

労働者福祉の向上、人権尊重の企業づくり 

労働セミナー（2019.1.29 開催 和歌山会場) 
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③ 労働相談の実施 

労働条件、解雇、退職、労働福祉など労働問題全般に関する疑問・トラブルについて、労働 

者・事業主を問わず、専門の相談員がアドバイスを実施。 

    【相談方法】「電話」及び「面談」による相談 

    【利用時間】 火～金曜日 16:00～20:00、土・日曜日 10:00～16:00 

    【場  所】 和歌山県労働センター １階 労働情報センター内 

          （和歌山市北出島１－５－46） 

    【電  話】 073－436－0735 

 
 

実 績 

2019. 1～ 2   労働セミナー（和歌山市、田辺市）で開催  労使関係者 389 人参加 

2018. 9～12  企業における研修責任者に対する人権研修   県内各地域で 10 回開催  

783 人参加 

通年        労働相談件数             214 件  ※2019.2 月末時点 

 

 

 

 

 

 

 
ＷＥＢサイト「わかやま企業応援ナビ」のご案内 

 
わかやま企業応援ナビ 

国・県等の実施する産業施策を一発検索できる 

ＷＥＢサイト「わかやま企業応援ナビ」をご活用下さい！ 

ＵＲＬ：https://www.wakayama-sangyo.com/ 

企業における研修責任者に対する人権研修会  参加者数 1,000 人 

【2019 年度 目標】 



【お問い合わせ】 

 和歌山県 商工観光労働部 商工労働政策局 労働政策課 

 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通一丁目１番地 

  ＴＥＬ：０７３－４４１－２７９０ 

  ＦＡＸ：０７３－４２２－５００４ 

  Email ：e0606001@pref.wakayama.lg.jp 

  ＨＰ ：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/index.html 

    Facebook：https://www.facebook.com/wakayama.syusyokunabi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


