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女性で輝く実践企業６社

大阪府八尾市
［主な業務］
 自動車部品・機械部品等の焼入受託加
工や焼入装置

製造業

富士電子工業
株式会社
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営業部営業課
紙井秀典さん
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▲製造部や総務部など様々な部署で女性が力を発揮している
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職場の働き方を見直すことで、優秀な人材が働き続けることができるだけでなく、効率的に業務を進める
きっかけにもなります。各企業の実際の取り組み事例を 4つの柱でまとめました。

女性も男性もいきいき働く職場環境づくりのために

女性の採用拡大・能力開発
● 営業や理工系技術者など女性が少ない職種や職場に、女性を積極的に
採用する。

● 女性向けの会社案内を作成するなど、女性の活躍を期待していること
をアピールする。

● 女性の能力発揮を促進するための担当部署やプロジェクトチームなど
を設置する。

● 能力開発、人材育成を目的とした研修に女性を積極的に参加させる。

● 部署、年齢、職階などの異なる女性が集まる交流の機会を設ける。

● 知識や経験の豊かな先輩（メンター）が後輩女性に対してサポートす
る「メンター制度」を設ける。

女性の職域拡大・管理職登用
● 女性がこれまでいなかった（又は少ない）職種や職場へ、女性を積極
的に配置する。

● 女性が扱いやすい機械を導入するなどハード面の環境を整備する。

● 女性管理職の登用促進に関する数値目標を設定する。

● 女性管理職育成プログラムや研修を実施する。

● 社内外の手本となる女性管理職（ロールモデル）や経営者との意見交
換会を実施し、女性の意欲を向上させる。

男性の理解促進
● 管理職男性や同僚男性に対し、女性の能力発揮の重要性についての啓
発や研修を行う。

● 女性社員への過度な配慮や性別の違いによる先入観を払拭するための
研修を行う。

① 女性の能力活用

できることから始めてみませんか

育児・介護関係
● 法定以上の期間の休業の付与や看護休暇、学校行事参加のための休暇
など、育児・介護のための独自の休業・休暇制度を設ける。

● 育児・介護休業中に給与の一部や手当を支給する。

● 育児・介護休業の取得者が出た場合に業務上の影響を少なくするよう、
非常勤等の人員措置や業務分担の見直しを行う。

● 休業中の情報提供や復帰前面談など、休業者が職場復帰しやすいよう
配慮した取り組みを行う。

● 事業所内に託児・保育施設を設置する。

ワーク・ライフ・バランス関係
● 短時間勤務、フレックスタイム、在宅勤務など、柔軟な働き方ができ
る制度を導入する。

● 半日又は時間単位の有休の取得制度や、年次有休の積立て制度を導入
する。

● 地域限定の転勤に加え、配偶者の転勤に配慮した転勤を行う。

● 本人の実情や希望に応じて、正社員からパートへ、パートから正社員
へなど雇用形態を変更できる制度を設ける。

● 資格取得や健康維持・増進活動参加、社会貢献のための休暇や助成金
の付与制度を設ける。

● 定時退社や有休取得の促進など、長時間労働防止のための取り組みを
行う。

③ 仕事と家庭の両立支援

④ 働きやすい職場づくり
● セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）防止のための研修や啓発を
実施するほか、セクハラ相談窓口（社内・社外）を設置する。

● 勤務時間、勤務地、担当業務など、従業員の意欲や希望を反映するこ
とができる制度を設ける。

● 従業員から仕事や就業環境についての意見や要望を聴き、改善につな
げる仕組みを作る。

● 従業員家族に職場を開放し、家族と職場の交流を図る職場参観を実施
する。

● 配偶者が出産する際の有休取得促進や、配偶者出産後の特別休暇を制
度化する。

● 男性の育休取得を促進するため、育休制度についてポスターや冊子を
作成し、周知する。

● 子どもの学校行事参加のための特別休暇など、男性の育児参加を促進
する制度を導入する。

● 男性の育休取得を特別視しない職場風土を醸成する。

● 企業のトップが男性の育児参加支援の姿勢を明確にし、社内及び対外
的にアピールする。

② 男性の育児参加支援
育休は、原則として子が１歳に達する日までの連続した期間、男
女の労働者が取得できます。

●パパ・ママ育休プラス
　�父母がともに育休を取得する場合は、子が１歳２か月に達する日ま
での間取得できます。（ただし、父母１人ずつが取得できる期間の
上限は、父親は１年間、母親は�出産日・産後休業期間を含む１年間）

●�妻が専業主婦や育休中であっても、夫も育休を取得することができ
ます。

　詳しくは、�
　HPイクメンプロジェクト　http://ikumen-project.jp/

ご存知ですか？育休は男性も取得できます！
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　子どもが３歳まで取得可能な育休制度や、
小学校１年生まで勤務時間短縮が可能な育児
勤務選択制度を整備。産休・育休取得者への
会社情報の提供や休職者同士の交流の場を設
け、復職準備のための支援を行っています。
　復職者研修では、産休・育休経験者の日々
の活動の発表をもとにディスカッションを行
います。研修の内容は上司やチームメンバー
も共有。育休や時短勤務を自己成長の機会と
とらえ、それぞれの強みを発揮できる働きや
すい職場づくりに生かしています。
　また家族を介護しながら仕事を続けられる
ように介護休業制度や介護勤務選択制度も整
えています。 （人事部　松本陽子さん）

株式会社 公文教育研究会
（大阪市淀川区）

サービス業（教育）

従業員数　女性 1122人　男性 845人

職場全体で復職をサポート

　当社では、グローバルに事
業を展開するには女性の活躍
が不可欠という考えのもと、
平成 12年に「女性活躍推進
室」（現ダイバーシティ推進
室）を設置。以来、「新卒総
合職の女性採用比率 30％以
上」を掲げ、通年で目標を達
成しています。在宅勤務や短
時間勤務などフレキシブルな働き方ができる制度を整
え、再雇用制度、配偶者海外転勤同行休職制度等で継続
雇用を支援しています。また、男性が育休を取得しやす
いように、本人と上司に出産情報を得たタイミングで個
別メールをしています。
　当社の代表取締役社長は、内閣府の「輝く女性の活躍
を加速する男性リーダーの会」の行動宣言に賛同してい
るほか、NPO法人ファザーリング・ジャパンが主唱す
る「イクボス企業同盟」にも加盟しています。「女性の
活躍が不可欠」という経営トップの強い思いで、さらな
るダイバーシティ推進に取り組みます。
 （人事総務部ダイバーシティ推進室長　日高乃里子さん）

帝人 株式会社
（大阪市中央区）

製造業（合成繊維の製造・加工・販売など）

従業員数　女性 1432人　男性 6142人

イクボス宣言。
トップダウンで女性活躍を推進

　女性や障がい者、シニア世代など多様な人材活用をめざし、平成 26年に社
長直轄の「ダイバーシティ推進プロジェクト」を発足。男性中心の物流業界の
イメージを払拭すべく女性新卒者を積極的に採用し、職域の拡大を図るため「エ
リア総合職」も導入し、女性も物流業界で活躍することができる仕組みを作っ
ています。
　社内では女性活躍の取り組み事例などの情報を掲載した「ダイバーシティＮ
ＥＷＳ」を配信するとともに、社内報で頑張る女性社員をクローズアップし、
企業風土の醸成を図っています。また、男女とも育児や介護をしながらでもバ
ランス良く働くことができる積立有休制度を導入。育休から円滑に職場復帰が
できる環境を整備しています。 （総務部人事グループ　有馬未来さん）

大和物流 株式会社
（大阪市西区）

運輸業

従業員数　女性 244 人　男性 1366人

女性活躍の
取り組み事例を発信

　お菓子の製造・販売会社ということで全社的に女性が多く、女性が活躍する
社風があります。接客研修など女性の能力開発や人材育成を目的とした研修を
積極的に実施しています。上司が部下を評価するだけでなく、自分・上司・部下・
同僚の全員が全員を評価する「360 度評価」を採用し、公平な人事評価を行っ
ています。
　工場は男性が多いのですが、商品開発や企画、店舗運営など多くの業務で女
性が活躍しています。販売店のスタッフは店長を含めてほとんどが女性です。
女性は丁寧な接客や包装などこまやかな対応ができると評判がいいんです。複
数の店舗で経験を積み、優秀な人は管理職として登用。採用から数年で店長に
なる人もいます。 （総務部　石倉由記子さん）

株式会社 青木松風庵
（泉南郡岬町）

製造・小売業（和菓子・洋菓子の製造・販売）

従業員数　女性 322人　男性 74人

企画や営業、店舗運営など
多方面で女性が活躍

　平成 23年から経営トップ直轄のプロジェクトとして女性の活躍推進を実行
しており、管理職と女性社員の意識改革、女性管理職の育成の加速、育休から
の早期復帰支援に取り組んできました。
　平成 27年度からは、女性管理職候補者の計画的な育成のため、部門ごとの
「女性フィーダー（育成）ポジション」の設定や「スポンサー制度」「メンター制度」
の導入、将来の幹部をめざす人を対象とした「女性版若手チャレンジプログラ
ム」を実施。平成 32年度末までに女性管理職数・率を、平成 27年の 3 倍強
にあたる 100 人、10％とする目標を設定し、従来にないスピードで管理職の
育成に取り組んでいます。
 （人事本部 ダイバーシティ推進グループ 担当課長　今西亜裕美さん）

ダイキン工業 株式会社
（大阪市北区）

製造業（空調・冷凍機の製造・販売など）

従業員数　女性 1194人　男性 6871人

女性管理職を 5年で 3倍に

　住宅リフォーム
業界はどうしても
拘束時間が長い傾
向にあり、育児中
の女性の就労が難
しいと言われま
す。そこで当社で
は、子どもが学校
に行っている間だ
け働ける超時短型就労システムや、育休後の
女性の職場復帰をしやすくするため、正社員
の条件を満たす就労時間を短縮した「時短正
社員制度」を導入しています。 
　当社はリフォーム業界でも有名な女性営業
職が活躍し、デザイン部門で数々の受賞歴を
持つ女性インテリアコーディネーターも在
籍。専務をはじめ、次長や課長などの要職で
も女性がいきいきと働いています。女性の更
なる活躍をめざし、この環境をさらに充実さ
せていきます。（経営管理本部経営企画部　
　 人財開発課　藤本展州さん）

株式会社 ＣＯＮＹＪＡＰＡＮ
（大阪市中央区）

サービス業（住宅リフォーム・新築など）

従業員数　女性 79人　男性 169人

超短時間勤務システムを導入

「男女いきいき・元気宣言」ホームページでは、登録事業者（約 300社）の具体的な取り組みを多数掲載しています。　   大阪府　男女いきいき 検 索 http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/ikiiki2013/index.html

　社内で女性の活躍を推進するため、平成 22年にホシザキグループ全体で
「女性かがやきプロジェクト」を発足し、様々な取り組みを進めています。そ
の一つが職域を拡大することで女性の採用人数を増やし、新卒採用時の女性の
割合を 30％にする目標です。6年前には２人だった女性の営業職は 15人に
まで増えました。また、産休育休取得者への支援（休業中の社内情報の提供・
育休復帰前の事前面談の実施など）を行うことで、育休取得率は過去 5年で
100%になっています。また、各営業所のトイレやロッカー室などの職場環
境の改善も行っています。
　さらに、社員の働きやすい環境づくりとワークライフバランスの取れた会社
をめざし、ES（社員満足）向上委員会も立ち上げました。有休や５日連続の
リフレッシュ休暇の取得、週１回の定時退社を奨励し、有休の取得率は 57％
まで向上しています。 （総務課　久保千里さん）

ホシザキ京阪 株式会社
（大阪市中央区）

卸売業（厨房機器の販売・メンテナンスなど）

従業員数　女性 85人　男性 463人

女性かがやきプロジェクトで
女性の職域を拡大



12

　人材を育成するこ
とが経営の根幹と考
えており、個人の能
力や適性に応じて男
女の別なく配置し、
営業職など男性の多
い職域にも女性の登
用を進めています。
　女性社員が出産や
育児のために離職したり、キャリアが途切れる
ことのないよう柔軟に対応。社員が育休を取る
場合、同じ部署全員で職務分析を行い、役割分
担の見直しを行います。ルーチンワークはパー
ト社員に依頼するなど、職務再編や作業効率化
を図る良い機会になっています。年収が 130
万円を超えるパート社員に対して、発生した社
会保険料の本人負担分を会社が補助する制度を
導入。パート社員の向上意識のアップにつなが
り高いレベルの業務を任せられるようになりま
した。 （代表取締役社長　栗原清一さん）

クリロン化成 株式会社
（大阪市東淀川区）

製造業（複合フィルムの製造販売）

従業員数　女性 56人　男性 105人

育休を機会として業務を改革

　仕事と家庭の両立支援を目的に、平成 27年度から新たな取り組みを導入し
ています。まず介護休業の通算日数を 120日に拡大し、それぞれのケースに
あわせて利用しやすいように労働日単位での分割取得を可能にしました。また、
積立年休の制度も新設し、失効する年次有休を最大 40日分まで積み立てるこ
とができるようになりました。
　総労働時間の削減にも全社を挙げて取り組んでいます。始業時・終業時の社
内アナウンスで定時退社を呼びかけているほか、毎週水曜日を「ＮＯ残業デー」
に設定し、会社と組合で終業後に職場の見回りを実施しています。労使が一体
となって、総労働時間の削減に力を注いでいます。今後もワークライフバラン
スの実現に向けて、様々な施策を考え、働きやすい職場環境づくりをしていき
たいと思います。� （人事部　片山真喜子さん）

モリト 株式会社
（大阪市中央区）

卸売業（ハトメ・ホックなどの製造・販売）

従業員数　女性 107 人　男性 179 人

全社を挙げて
“総労働時間の削減”を促進

　企業の成長には、経営者と社員、家族が理解しあい、風通しを良くすること
が大切です。毎年、社員の家族を会社に招待する「天晴（あっぱれ）カーニバ
ル」というイベントを開催。入学・卒業式や運動会、参観日といった子どもの
行事、介護業務は優先して休暇を取得できる社風があります。
　社員の能力を生かす経営を実践。語学堪能な女性社員の発案で、女性だけの
営業部隊でウェブを活用した海外向けサービスを展開。顧客のニーズをすくい
取るきめ細かな対応が評価され、これまで 15％だった海外取引率が 30％ま
でアップしました。
　女性活躍で大事なのは制度より風土。これからも男女の別なく優秀な人材を
採用し、登用していきます。� （代表取締役社長　樋口友夫さん）

株式会社 天彦産業
（大阪市住之江区）

卸売業（特殊鋼・ステンレスなどの加工販売）

従業員数　女性 10人　男性 28人

経営者と社員、
家族が理解しあう会社

　社員が出産や育児で退職してしまうのは貴重な人的資産を失うこと。生涯働
いてもらえるように仕事と家庭の両立を支援しており、男女とも育休取得を推
奨。育休中は社内行事や仕事の情報を提供し復帰後の不安を解消するなど、社
員の復帰をサポートしています。小学 1年生までの時短勤務制度もあり、育
休からの復帰はなんと 100％。育児のスキルは仕事にも役立ちます。育休を
取った社員は皆、人間的にも大きく成長して帰ってきます。
　社員の子どもを対象にした会社参観日や社員誕生会、家族連れの社員旅行を
しているのは、一人ひとりの社員を理解し支える応援体制を会社の中にも外に
も作っておくため。そういった企業風土の醸成と柔軟な制度運営が女性の働き
やすさにつながると考えています。 （代表取締役社長　生駒京子さん）

株式会社 プロアシスト
（大阪市中央区）

サービス業（ＩＴ関連）

従業員数　女性 33人　男性 107人

ライフイベントを共有し
両立を支える

　かつては男性社員の多い会社でしたが、平成 22年以降、女性を積極的に採
用する方針を決め、今では総合職採用の約半数が女性です。30代前後の働き
盛りで退職されるのは会社にとっても大きな損失です。出産や子育て期の女性
が働き続けられるように、産休・育休取得者には出産前・休業終了前、復帰後
に、本人と上司、人事担当者で３者面談を実施し、仕事と家庭の両立を支援し
ています。
　また、女性が能力を発揮し活躍できるように女性社員と管理職を対象にした
研修を実施。女性役職者はまだ少ないのですが、平成 30年度には 10人程度
にしたいと考えています。
　午後８時の自動消灯などで残業を防ぎ、ライフ・ワークバランスの推進にも
力を入れています。 （総務人事部　山坂麻衣子さん）

大建工業 株式会社
（大阪市北区）

製造業（住宅用建材、設備機器の製造・販売など）

従業員数　女性 373人　男性 1642人

３者面談で
仕事と子育ての両立をサポート

　女性の採用を積極的に進
めるとともに、女性が働き
続けられる環境を整備。法
定を上回る小学３年までの
子どもを養育する場合の短
時間勤務制度をはじめ、出
産や育児に伴う制度が充実
しているので、育休からの
復職率は毎年 100％を達
成しています。さらに、平成 27年に立ち上げた未来
塾（ＷＬＢ：ワークライフバランス）では、塾生とし
て集まった各部門のメンバーが「男女がいきいきと働
ける会社とは」をテーマに、ワークライフバランスの
推進について検討を重ねています。
　多彩な人材がいるのも当社の特長。女性社員の中に
は国内トップレベルの陸上選手が在籍しており、自身
の経験を基に子どもたちに夢や希望を伝える講演活動
も行っています。社員の能力をフルに発揮することに
より、すべての社員が幸せになれる組織づくりをめざ
しています。
� （ワークライフバランス推進室長　鹿本真由さん）

株式会社 ミライト・テクノロジーズ
（大阪市西区）

建設業（ＩＣＴソリューション、通信設備事業など）

従業員数　女性 84人　男性 1059人

個々の能力を発揮できる環境を整備

　知的障がい者やホー
ムレスの方を雇用す
る「ダイバーシティ経
営」を推進し、社員の
適性を踏まえ、働きや
すい職場づくりをして
います。業務内容も清
掃・ビルマネジメント
から公園管理事業に拡
大し、造園業務に携わる専門職として女性を積極
的に採用しています。
　また、職場環境への顧客の理解を得るため、園
芸福祉活動も積極的に展開。園芸療法士の女性社
員はアメリカでこの資格を取り、精神障がい者向
けの社会生活適応訓練事業の受け入れを担当して
います。社内では従業員同士互いにフォローでき
る雰囲気ができているので、子どもの病気や学校
行事などで休暇が必要な場合も柔軟に対応。管理
職が率先して声かけを行い、定時退社や有休の取
得を促進しています。
 （専務取締役　福田久美子さん）

株式会社 美交工業
（大阪市西区）

サービス業（清掃･ビルマネジメント、公園管理業務など）

従業員数　女性 66人　男性 85人

ダイバーシティ経営を推進

「男女いきいき・元気宣言」ホームページでは、登録事業者（約 300社）の具体的な取り組みを多数掲載しています。　



ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議を設置しました

大阪労働局からのお知らせ 女性活躍推進法がスタートしました

 

女性が輝く ＯＳＡＫＡ行動宣言 

 

  

私たちは、男女が持てる力を存分に発揮し、あらゆる分野で 

活躍できる元気な大阪をめざし、次のことに連携して取り組んでいく 

ことを宣言します。   

 

１ 女性が社会の中でいきいきと活躍できるよう、機運醸成や組織  

トップをはじめとした意識改革に取り組みます。 

２ 女性自らが意欲や意識を高め、その能力を発揮することができる 

よう、女性のキャリア形成支援や就業機会の提供に取り組みます。 

３ 男女が共に仕事と家庭の両立ができるよう、働きやすい職場  

環境づくりに取り組みます。 

  

平成２７年９月１１日 

 

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議 

 

　男女が持てる能力を十分に発揮し、あらゆる分野で活躍できる社会の実現に向
けて、オール大阪で女性の活躍推進の機運を盛り上げるために「ＯＳＡＫＡ女性
活躍推進会議」を平成 27年７月 30日に新たに設置しました。９月 11日には、
会議の構成団体が一堂に会する記念イベントを開催し、オール大阪で女性の活躍
推進の機運を盛り上げるため、「女性が輝くＯＳＡＫＡ行動宣言」を発表しました。

構成団体　大阪商工会議所、大阪府、大阪労働局、公益社団法人関西経済連合会、近畿経済産業局、
　　　　　日本労働組合総連合会大阪府連合会、特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム

ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議 検 索

採用活動や人材定着に向けた中小企業の取り組みを支援します！
　「人が定着しない」「採用コストがかけられない」「社員のスキルアップを望んでい
る」等の課題に対して、「中小企業支援センター」が、様々なセミナーや面接会の開催、
人材紹介、採用後の定着・育成のための人事・給与制度や社風作りまで、各社の人
材ニーズに合わせてトータルでサポートします。

「ひと」と「企業」をつなぐ就業支援施設 OSAKAしごとフィールド

大阪市中央区北浜東 3-14　エル・おおさか本館 2・3階
【ホームページ】http://shigoto�eld.jp/　【お問い合わせ】℡ 06-4794-9198
【利用時間】月～金 9:00 ～ 20:00（受付は 19:00 まで）／土 9:00 ～ 16:00（受付は 15:00 まで）／休館日 日・祝日・年末年始

❶ 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
❷  ①の状況把握・課題分析に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、
取組内容、取組の実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定

❸ 策定した行動計画の社内周知、外部公表
❹  一般事業主行動計画策定・変更届の都道府県労働局への届出
❺  自社の女性の活躍に関する情報公表

　常時雇用する労働者が 300人以下の事業主については上記❶～❹が努
力義務とされていますが、規模にかかわらず、個々の事業主の課題に応
じて積極的に取り組みましょう。

　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）
に基づき、常時 301人以上の労働者を雇用する事業主は、次の❶～❺を
行うことが、義務づけられています。

　行動計画の策定・届出
を行った企業のうち、女
性の活躍推進に関する取
組の実施状況等が優良な
企業は、都道府県労働局
への申請により、厚生労
働大臣の認定を受けるこ
とができます。
　認定は、評価項目を満
たす項目数に応じて３段
階あり、認定を受けた企
業は、厚生労働大臣が定
める認定マークを商品な
どに付することができま
す。

認定マーク「えるぼし」

１段階目

２段階目

３段階目

女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特
集ページ」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
【お問い合わせ】大阪労働局雇用環境・均等部指導課 ℡ 06-6941-8940
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女性のための総合相談

労働に関する相談

労働相談をはじめとした職場のトラブル解決に向けたサポート、労働に関する情報提供などにより、労働に関する総合的なサービスを提供してい
ます。労働相談では、働く上で、困ったことや、人事・労務管理上の問題についての相談に応じています。また、必要に応じ、弁護士・社会保険
労務士による特別労働相談も予約制で受け付けています。

大阪府総合労働事務所

総合的な相談・情報提供を行っています。
【お問い合わせ】 総合労働相談ダイヤル　 0120-939-009 または ℡ 06-7660-0072

（フリーダイヤルは大阪府外及び携帯電話・IP電話等からはご利用になれません）
【  利 用 時 間  】月～金　９：00～ 18：00（土・日・祝日・年末年始休み）

大阪労働局　総合労働相談 （総合労働相談コーナー）

【利用時間】
月～金　９：00～ 17:00（土・日・祝日・年末年始休み）

各労働基準監督署内  総合労働相談コーナー
男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、育児・介護休業法、次世代育成
支援対策推進法及びパートタイム労働法等についての相談
【お問い合わせ】℡ 06-6941-8940
【  利 用 時 間  】月～金　８：30～ 17：15（土・日・祝日・年末年始休み）

大阪労働局　雇用環境・均等部　指導課

ＤＶについての相談（配偶者暴力相談支援センター）

名　　称 電話番号 住     所 労働相談利用時間

大阪府総合労働事務所
労働相談専用 06-6946-2600
セクシュアルハラスメント相談専用 
 06-6946-2601

大阪市中央区石町 2-5-3 
エル・おおさか南館３階

月～金　９：00 ～17：45
※ 夜間相談は毎月第１、２、３、５木曜日 
（20：00まで）

大阪府総合労働事務所 
南大阪センター

代表・労働相談 072-273-6100
セクシュアルハラスメント相談専用
 072-273-6321 

堺市西区鳳東町 4-390-1 
泉北府民センタービル２階

月～金　９：00 ～17：45
※ 夜間相談は毎月第４木曜日 
（20：00まで）

施 設 名 相談内容 電話番号 受付時間 休 館 日

大阪府女性相談センター ストーカー被害、夫婦・家庭内のトラブル、対
人関係の悩みなどの女性相談に応じています

06-6949-6022
06-6946-7890

９：00～ 20：00 祝日・年末年始

大阪府立男女共同参画・
青少年センター
（ドーンセンター）

家庭・社会・職場などで女性が出会う様々な悩
みの相談に応じています

相談専用電話
06-6937-7800

【火～金】 
17：00～ 20：00
【土・日】

10：00～ 16：00

月・祝日・年末年始

施　設　名 電話番号 受付時間 休館日等

大阪府女性相談センター

06-6949-6022
06-6946-7890 ９：00～ 20：00 祝日・年末年始

夜間・祝日ＤＶ電話相談
06-6946-7890 上記以外の時間

中央子ども家庭センター 072-828-0277 （DV専用）

９：00～ 17：45 土・日・祝日・年末年始

池田子ども家庭センター 072-751-3012 （DV専用）

吹田子ども家庭センター 06-6380-0049 （DV専用）

東大阪子ども家庭センター 06-6721-2077 （DV専用）

富田林子ども家庭センター 0721-25-2065 （DV専用）

岸和田子ども家庭センター 072-441-7794 （DV専用）

大阪市配偶者暴力相談支援センター 06-4305-0100 （DV専用） ９：30～ 17：00 土・日・祝日・年末年始

堺市配偶者暴力相談支援センター 072-228-3943 （DV専用） ９：00～ 17：30 土・日・祝日・年末年始

すいたストップ DVステーション 06-6310-7113 （DV専用） ９：00～ 17：30 土・日・祝日・年末年始

枚方市配偶者暴力相談支援センター「ひらかたＤＶ相談室」 050-7102-3232 （DV専用） ９：00～ 17：30 土・日・祝日・年末年始

茨木市配偶者暴力相談支援センター 072-622-5757 （DV専用） ９：00～ 17：00 日・祝日・年末年始
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配偶者等からの殴る、蹴るといった身体的暴力のほか、精神的な暴力も含め相談、各種情報提供などを行います。
※緊急時は 110番へ。最寄りの警察署及び市町村福祉事務所においても、配偶者からの暴力に関する相談に応じています。



「男女いきいき・元気宣言」
事業者に登録しませんか

　大阪府は、「女性の能力活用」や
「仕事と家庭の両立支援」など、働
く場における男女共同参画に向け
た取り組みを進め、男性も女性もい
きいきと働くことのできる元気な
企業・団体をめざしてがんばってい
るみなさんを、「男女いきいき・元
気宣言」事業者として登録し、その
取り組みを応援しています。

府民文化部　男女参画・府民協働課
〒 559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16（大阪府咲洲庁舎 38階）
TEL 06（6210）9321／ファックス 06（6210）9322
メールアドレス：danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp

平成 28年 3月発行

ホームページから応募用紙をダウンロードしていただけます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/ikiiki2013/index.html

大阪府　男女いきいき

大阪府知事の登録証を発行します

「男女いきいき・元気宣言」事業者として、府のホームペー
ジや冊子などを通じて、広く府民に紹介するほか、登録
事業者向けの講座や研修など、取り組みの促進に役立つ

情報をメールでお知らせします。また、大阪府が提供する登録事業
者のシンボルマークを、名刺やホームページ等に使用していただけ
ます。さらに、大阪府提携の融資をご利用いただけます！
「おおさか男女いきいきサポートローン」（商工中金）
「エコビジョン・ダイバーシティ・カンパニー」融資制度（りそな銀行）

登録すればどんなメリットがありますか？Ｑ
Ａ

大阪府内に事業所があり、男女がいきいきと働くことが
できる取り組みを行っている事業者で、かつ、２人以上
の女性従業員（うち少なくとも１人は正社員）を雇用し

ている事業者が対象となります。事業者とは、企業、財団・社団法
人などをさし、営利、非営利を問いません。

どのような事業者が登録の対象となりますか？Ｑ
Ａ

主な柱は４つあり、①女性の能力を活用するための取り
組み、②男性の育児参加を支援するための取り組み、③
仕事と家庭・その他の活動が両立できるようにするため

の取り組み、④男女がともに働きやすい職場づくりのための取り組
み、となります。①～④のいずれかに取り組んでいる事業者が登録
対象となります。取り組みの事例は本誌10ページをご覧ください。

どのような取り組みをしている事業者が対象
となりますか？Ｑ

Ａ

検 索


