
平成 27 年 11 月 16 日

　西暦・昭和・平成

年 月 日 歳

〒 -

　□在学中　□在職中（正社員）　□在職中（正社員以外）　□現在職業には就いていない　□その他（　　　　　　　　　　）

　□中学　　□高校　　□高専　　□短大　　□大学　　□大学院　　□専門学校　　□その他（　　　　　　　　　　　）

　学校名 （ ）

　学部・学科 （ ） 文理区分　（　□文系　　□理系）

　西暦　・　昭和　・　平成　　　　　　　　　年　　　　　月　　　卒業　　 ・　　 卒業見込

　□N1　　　□N2　　　□N3　　　□N4　　　□N5

　□専門・技術　　　□事務　　　□販売　　　□営業　　　□製造　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（ ☑を付けるか、または各都道府県を○で囲んでください。）

　□北海道 □近畿（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）

　□東北（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島） □中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口）

　□関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川） □四国（徳島・香川・愛媛・高知）

　□中部（新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重） □九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島）

□沖縄

帰省先の都道府県の求人情報をご案内させていただくことがあります。現住所と異なる場合はご記入ください。

複写されませんので、企業提出分には反映されません。イベント参加企業へ提供することは一切ありません。

※市区町村までご記入ください。それ以降はご記入不要です。

 □現住所と同じ場合は☑を付けてください。

 〒　　　　　　　　　-　　　　　　　　　

都・道・府・県 市・区・町・村　

上記の内容に同意します。 □はい　　　　　　　　□いいえ

地域人づくり就職マッチング事業共同企業体

（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　― （　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　―

E-mail
（日常使用するアドレス）

現在の状況

最終学歴

日本語スキル
（日本語能力検定試験）

参加受付票 　受付提出用
　●この用紙は５枚複写になっています。ボールペンで強くご記入ください。
　●１・２枚目を受付にてご提出ください。３枚目以降は訪問した企業にご提出ください。（1社につき1枚）

（兼　OSAKAしごとフィールド利用登録票）

フリガナ 性別 生年月日 年齢

希望職種（複数可）

希望する勤務地
（複数可）

帰省先住所

留学生のみ 　□留学生　　　　出身国（　　　　　　　　　　　　）

現住所

電話番号

氏名
□男性

□女性

【個人情報の取扱いについて】 
○本受付票をもち、大阪府の総合就業支援施設「ＯＳＡＫＡしごとフィールド」に登録します。 
○このカードに記入された個人情報については、就職支援に関するサービスの提供や、参加者の傾向分析等 
  の集計に利用する以外には、使用いたしません。 
○参加企業に提出されたカードについては、あなたの就職に関わる場合にのみ使用いたします。 
○その他の個人情報等に関する情報は、最終頁をご覧ください。 



平成 27 年 11 月 16 日

〒 -

　　問１　性別についてお尋ねします。　　　　①　男性　　 ② 女性

　　問２　年齢についてお尋ねします。　　　　① １０代　　 ② ２０代　　 ③ ３０代　　 ④ ４０代　　 ⑤ ５０代　　 ⑥ ６０代以上

　　問３　就職支援終了時の就労状況予定についてお尋ねします。

　　　　　　　①　企業等で働いている。 　④　仕事を探す

　　　　　　　②　企業等で働くことが決まっている （　　　　年　　月予定） 　⑤　仕事は探さない

　　　　　　　③　起業、創業する予定

　　問４　問３で「①企業等で働いている」又は「②企業等で働くことが決まっている」を選んだ方にお尋ねします。

　　　　　　　①　正規の職員・従業員 　④　労働者派遣事業所の派遣社員（概ね1年未満）

　　　　　　　　　　（一般職員、正社員）　※紹介予定派遣を含む 　⑤　契約社員（概ね1年以上）

　　　　　　　②　パートタイマー・アルバイト 　⑥　契約社員（概ね1年未満）

　　　　　　　③　労働者派遣事業所の派遣社員（概ね1年以上）

　　問５　問３で「①企業等で働いている」又は「②企業等で働くことが決まっている」を選んだ方にお尋ねします。

　　　　　　　業種および職種について

　　　　　　　【業種：　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）】

　　　　　　　【職種：　①　事務　・　②　営業　・　③　製造　・　④　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）】

　　問６　問３で「⑤仕事は探さない」を選んだ方にお尋ねします。

　　　　　　　就職活動をしていない理由について　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　問７　本事業は、ご自身にとって役に立ちましたか。

　　　　　　　①　大変役に立った 　③　どちらでもない ⑤　まったく役に立たなかった

　　　　　　　②　役に立った 　④　役に立たなかった

就　職　状　況　調　査　（就職支援者用）

※個人情報の管理については、十分ご注意ください。

地域金融機関等と連携した未就職若年者等就職支援事業〔第Ⅱ期〕

フリガナ

氏名

（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　― （　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　―

地域人づくり就職マッチング事業共同企業体地域人づくり就職マッチング事業共同企業体

大阪府商工労働部雇用推進室長　様

調 査 協 力 承 諾 書

　地域人づくり事業により、就職支援を受けられた方を対象とした就職状況等に関する調査について承諾します。
　また、承諾書及び下記就職状況調査を大阪府商工労働部雇用推進室へ提出することを承諾します。

フリガナ

　地域人づくり事業により、就職支援を受けられた方を対象とした就職状況等に関する調査について承諾します。
　また、承諾書及び下記就職状況調査を大阪府商工労働部雇用推進室へ提出することを承諾します。

現住所

電話番号



【一般財団法人大阪労働協会の個人情報の取扱いについて】

１．利用目的について

２．第三者提供について

３．個人情報保護法に基づく、開示、訂正、不正な利用・取得・第三者提供時等の利用停止等について

４．取得した個人情報の返却、破棄について

５．個人情報に関するお問合せ窓口について

就職等調査のお願い

就職支援を受けた方向け配布用 

（問い合わせ先）  
受託者連絡先 
  地域人づくり就職マッチング事業共同企業体 
  株式会社インテリジェンス/一般財団法人大阪労働協会 
  TEL：06-4794-7406（構成員：一般財団法人大阪労働協会）  
 
大阪府の問い合わせ先 
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課企業支援グループ 
   TEL：06 - 6360 - 9074 

 大阪府では、昨今の厳しい雇用失業状況に対応するため、国の雇用基金を活用して、求職者の方を対象に、次
の雇用につなげるためのスキルアップ等を図るための人材育成などの就職支援を展開しており、本事業はその
一環として実施しています。 
 本事業の効果の検証を行うため、この事業で就職支援を受けられた方を対象に就職状況等を調査することとし
ておりますので、ご協力お願いします。 
 
具体的には、次のとおり実施します。 
          時     期 ：概ねイベント実施日より３カ月以内 
          実施者 ： 地域人づくり就職マッチング事業共同企業体 
          方     法 ：別紙「調査協力承諾書」にて記載してください。 
 
  なお、就職に係る調査目的のために、あなたのお名前、ご住所といった個人情報をお聞きしますが、他の目的
のために利用しませんので、別紙「調査協力承諾書」に必要事項をご記入いただき、地域人づくり就職マッチング
事業共同企業体にご提出ください。また、本調査の回答は個人情報も含め、大阪府に提出します。 

本日のイベントで受付に提出いただくカードに記載された個人情報は、一般財団法人大阪労働協会が登録・管理し、
就職支援に関するサービスの提供や、各種分析等の集計のみに利用されます。 

本イベントで提出いただいた個人情報は、本イベントの各主催団体、共催団体及び委託元に提供し、就職支援に関する

サービス提供や、各種分析等の集計のみに利用されます。 

本人からのお申出があった場合には、個人情報保護法に基づく、開示、訂正、不正な利用・取得・第三者提供時等の利
用停止等を行います。なお、法令に違反する行為の調査に関わる情報や、その他法令で定められている「個人情報の存
否」が明らかになると本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合、又は公益その他の利益
が害される等に該当する個人情報については、開示、訂正、利用停止等の対象にはなりません。 

各施設で管理する個人情報は、登録取り消しに際し、又はその他お申出があった場合でも、本人及び第三者に対し、
いかなる媒体によっても返却する義務を負いません。 

個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止請求、苦
情その他お問い合わせは、ご本人より次の問い合わせ先にご連絡ください。 
  
【問い合わせ先窓口】 
   一般財団法人大阪労働協会 
 【TEL】06-4794-7406  【受付】平日 9:15～18:00 

【株式会社インテリジェンスの個人情報の取扱いについて】 



【株式会社インテリジェンスの個人情報の取扱いについて】 

 

 

1.事業者の名称 ：株式会社インテリジェンス 

2.個人情報保護管理者 ：NEDディビジョン 管掌役員 

3.事業の運営主体 ：地域人づくり就職マッチング事業共同企業体 

               一般財団法人大阪労働協会 株式会社インテリジェンス 

4.委託元 : 大阪府 

5.利用目的 

（１）皆さまの個人情報は、地域人づくり事業(雇用拡大プロセス)「地域金融機関等と連携した未就職若年者等就職

支援事業(地域中小企業人材確保支援事業)[第Ⅱ期]」(以下「当事業」）の運営を適切に実施するため、次

に定める目的でのみ利用いたします。 

 ① 株式会社インテリジェンスが運営する説明会、研修、セミナー、交流会等（以下「本イベント」という）の案内、 

運営管理、その他の事務処理を行うため。 

 ② 当事業での就職支援に関するサービスの提供のため。 

            ※株式会社インテリジェンスの他事業でのサービスでは利用いたしません。 

 ③ 本イベントの参加者の傾向分析、集計のため 

（２）電話によるお問い合わせや当社からのご連絡等の際、内容の正確な記録および電話応対の品質向上への活用

のために、通話内容を録音する場合がございます。 

6.第三者提供について 

   取得した個人情報は、当該公共事業を共同で運営する企業体、委託元および、法令で定める場合を除き、 

   お客さまの同意なしに第三者に提供しません。 

 ＜当該公共事業を共同で運営する企業体、委託元について＞ 

 提供先： 共同企業体：一般財団法人大阪労働協会 委託元：大阪府  

 取得方法： 本イベント参加受付票 受付提出用の記載の項目を書面により取得 

 提供方法： 電子メール、郵送、FAXにより、データまたは書面で提供 

7．取扱いの委託について 

個人情報の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合、十分な個人情報保護水準を確保する委託先を選定し、

機密保持契約を結んだ上で委託します。  

8．開示・訂正・削除等について 

個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加または削除、利用の停止・消去または第三者への提供の停止につい

てのご依頼を受けた場合は、当社の手続き規定に従ってすみやかに対応します。なお、当社の業務に支障がある場合等

については、ご依頼に対応できない場合がございます。 

9．ご提供の任意性について 

個人情報の提供は任意となっておりますが、当社が求める個人情報をご提供いただけない場合、また記載不備があった

場合は、本イベントに関する必要なご案内ができない場合がございます。 

10．ご本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得する個人情報について  

（１）Cookieに関して 

 公共事業において設置したウェブサイト（以下「本ウェブサイト」といいます。）を経由して本イベントに申込や、当

社が提供するサービスをご利用された場合、皆様により有益なサービスを提供するための情報を得るため、またセッ

ション管理のためにCookieを使用します。その際に個人を特定するような情報は一切収集されることはありません。

ユーザーは本サイトから送られるCookieをブラウザの設定で拒否することが可能ですが、その場合本サービスで提

供されているサービスの一部を受けることができなくなります。 
（２）アクセス情報に関して 
 本ウェブサイトでは、当社もしくは外部企業によるWebビーコン等を使用した、サイト訪問者のアクセス履歴情報の

収集を行っております。なお、それらと個人を特定させる情報をリンクさせることは一切ございません。 
11．個人情報の取扱いに関する苦情・相談・開示請求等の窓口 

株式会社インテリジェンス 個人情報に関する苦情・相談窓口 
E-mail:privacy@inte.co.jp   TEL:03-6741-9228 

以上（201502版） 



●ご登録情報の取扱い

2014/5/21改定

ご登録手続きの前に、個人情報の取扱い等に関する下記事項をご確認ください。

７．個人情報に関するお問合せ窓口について

３．外部委託について

５．開示請求、訂正、利用停止について

【　ＯＳＡＫＡしごとフィールド個人情報の取扱い等に関する同意書　】

６．取得した個人情報の返却、破棄について

１．利用目的について

２．第三者提供について

４．個人情報提供の任意性について

ＯＳＡＫＡしごとフィールド（以下、「OSF」といいます。受託運営：Pasona group my Life my Future共同企業体）にご提供
ないし仮登録いただいた情報は、OSFにて利用します。 

また、ＯＳＦにご登録される場合、仮登録ないしご登録頂いた情報は、選考、登録・採用合否判定、人事労務管理、

安全管理、紹介先若しくは紹介先になろうとする者へのスキル・資格・経歴等の照会、業務請負・委託注文主への各

種申請・報告等、ＯＳＦの各種情報(教育研修等)、資料の送付、提供に利用します。 
また、ＯＳＦにご登録される場合で紹介のお仕事のご案内をご希望される方は、紹介における紹介先による選考に利
用します。 

ご提供ないし仮登録いただいた情報は、委託元である大阪府及び大阪府が提供を希望する団体に提供することが

あります。 

個人情報保護体制についてパソナの定める水準に達していると認める委託先に対し、教育研修をＯＳＦより外部委
託する場合があります。 

個人情報を提供していただくことは任意によるものです。ただし、必要な個人情報を提供いただけない場合には、利
用目的が適切に実施できない場合があることをご了承ください。 

個人情報保護法に基づく、開示、訂正、不正な利用・取得・第三者提供時等の利用停止等についてＯＳＦ事務局が
開示、訂正、利用停止等の対応を担当いたします。お申出があった場合は、ご本人確認とご請求内容等が必要にな
りますので、ＯＳＦ所定の必要書類にご記入の上、ＯＳＦ事務局へお申出いただきます。また、次のいずれかに該当
する場合には、開示、訂正、利用停止等の対象になりません。 

* 人事評価情報、人事考課結果、選考に関する情報、法令又はＯＳＦの諸規則に違反する行為の調査に関わる情

報。 
* その他、政令で定められている「個人情報の存否」が明らかになると本人又は第三者の生命、身体又は財産に危
害が及ぶおそれがある場合、又は公益その他の利益が害される等に該当する個人情報。 

ＯＳＦにご登録いただいた情報は、登録取り消し(ご本人の申告による場合なのか、その他ＯＳＦの登録取り消し決定
によるかは問いません)に際し、又はその他でお申出があった場合でも、ＯＳＦはご登録されたご本人及び第三者に、
いかなる媒体によっても返却する義務を負いません。 

ＯＳＦにご登録を希望される場合で、ＯＳＦへの本登録に進まない仮登録情報は仮登録日から３ヵ月後に廃棄いたし

ます。また、紹介における紹介先による選考に利用するためにいただいた履歴書・職務経歴書は、受領日から６ヶ月

以内に廃棄し、いかなる媒体によっても返却いたしません。 

相談、苦情については、ＯＳＦ事務局宛に文書でお申し出ください。 
ＯＳＡＫＡしごとフィールドPasona group my Life my Future共同企業体 ＯＳＦ事務局 
大阪府大阪市中央区北浜東3-14 

E-MAIL：p.public@pasona.co.jp 
個人情報保護管理者  代表構成員 株式会社パソナ 取締役常務執行役員 

以上（201502版） 


