応募期間

令和３年

４/１（木）

～６/１１（金）
第3回表彰式の様子

応募対象

（1）大阪府内で事業活動、雇用を行っている事業者
（2）「大阪府男女いきいきプラス」認証事業者（※プラス認証については最終面をご覧ください）
（3）女性活躍推進について、特に顕著な実績があり、他の事業者の模範となる取組を行う事業者
※ 上記(1)～(3)のすべてに該当する事業者

表彰事業者数 （1）男女いきいき大賞
（予定） （2）男女いきいき優秀賞
応募方法

１事業者
４事業者以内 （半数以上は、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業者）

ホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、６月11日（金）までに
メールでご提出ください。応募にあたっては、｢第４回 大阪府男女いきいき事業者表彰募集要項｣
を必ずご確認ください。
※ 選考結果通知は令和3年8月上旬～中旬頃です。

大阪府は男女いきいき
「登録」「認証」「表彰」制度で、
いきいきと働くことのできる職場づくりを応援します！

「登録」「認証」の詳細については、最終面をご覧ください

第３回 大阪府男女いきいき事業者表彰

受賞企業の取組

田辺三菱製薬株式会社（大阪市中央区） 業種：製造業（医薬品の製造・販売）
男女

 平成27年度に女性活躍に関する部門横断プロジェクトチームを立ち上げ、経営層に提言を実施。
いきいき
その結果、営業外勤者が子どもの送迎に営業車を利用できる「営業車両の保育園送迎」、
大賞
ライフイベント前からキャリア形成に対する意識を高める「WWW（Win-Win-Woman）研修」、
経営層と現場従業員がダイバーシティ推進について意見交換を行う「ランチョンミーティング」、
全職制出席必須の「ダイバーシティ研修」等の施策を実現。また、令和元年度に女性の役員が
誕生、女性の管理職比率及び係長級以上に占める女性割合が増加（女性の管理職割合：平成28年度6.7％ →
令和2年度9.2％、女性の係長級以上の割合：平成28年度13.8％ → 令和2年度16.5％）
 平成29年度から男性の育児参加を促進するため、配偶者の出産時に最大5日間取得できる有給休暇「プレパパ休暇」を導入
（切迫流産・切迫早産・つわり等、出産に係る入院でも利用可能）。また、男性の育児休業のうち最初の5日間を「イクパ
パ休暇」とし、対象の男性従業員とその上司に案内メールを配信する等、取得しやすいよう工夫（プレパパ休暇取得：令和
元年度95人／116人（配偶者が出産した従業員）、イクパパ休暇取得：令和元年度107％ ※子どもが3歳まで取得が可能であ
り、年度によって100％を超えることがある）
 平成30年度から「仕事と治療の両立支援制度」を導入。勤務可能で、反復・継続して治療が必要となる傷病や不妊治療を対
象に、治療の必要がなくなるまで、期間の制限なく取得可能
 柔軟な勤務体制として、平成28年度から、3時間を最低勤務時間とするコアなしフレックスタイム制、平成28年度から働く
場所を自宅に限定しないテレワーク制度を導入
 平成30年度からLGBTに関する相談窓口設置、採用時エントリーシートから性別記入欄の廃止をした他、令和2年度から介護
休業・介護休暇取得の対象に同性パートナーを含める等、LGBTに対する取組を積極的に実施

株式会社ウィット★（高槻市） 業種：学術研究、専門・技術サービス業（広告代理、デザイン制作等）
男女いきいき

 男女差のない採用や人材育成、人事評価を行うことで、正社員の女性の採用人数は3年連続で
優秀賞
男性の採用人数を上回り、多くの女性が活躍（女性採用数／男性採用数）：平成28年度1.4人、
平成29年度1.2人、平成30年度1.7人。リーダー職（係長級）以上の女性の割合：75％
 男性従業員の育休取得促進の周知・啓蒙により、家庭と仕事の両立を応援する風土を醸成。男性従業員1人が2回の育児休業
を取得
 家庭と仕事の両立支援のため、企業主導型保育所と契約し、該当保育所に入所した場合、保育料を会社が半額負担する制度
や、短時間勤務制度、18時以降の残業依頼がない限定正社員制度を導入
 育児休業から復職する社員の活動支援として、「面談」「育児休業中に社内情報にアクセスできる環境の整備」等、育児休
業中の職場とのつながりとキャリアの継続をサポートする環境を整備（育児休業取得率・復職率：100％
※復職率については、遠方への引越でやむを得ず退職した社員1人を除く）
 セクシャルハラスメントの防止のため、マニュアルの作成や研修実施のほか、チャットでの相談体制を整備
 平成30年度から、業務や作業方法について、従業員の意見や要望を聴き、改善につなげる仕組みとして、提案書の提出に手
当1000円を支給。
 「テレワーク（在宅勤務）」を整備・導入し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方を実践

株式会社髙島屋（大阪市中央区） 業種：卸売業、小売業（百貨店業）
男女いきいき
優秀賞

 男女雇用機会均等法施行以前より男女同一基準の人事制度で職務任用や人事処遇を行い、
敢えて女性のみを集めた組織等は存在せず、様々な組織で女性が活躍。育児中の短時間勤務の
女性も管理職として活躍（女性管理職比率は30％以上）
 男性の育児休業取得促進として、平成17年度から、連続2週間以内であれば、勤続年数へ加算かつ有給扱いとなる育児休業
（短期）制度を導入しているほか、取得率100％を目指し、対象者とその上司用の啓発マニュアルにより、社内周知を実施
（男性育児休業取得者：令和元年度 17人、37.8％）
 ゴールデンウィークや年末年始等臨時の社内保育を開設。府内では大阪店で実施
 9パターンの勤務形態（労働時間数・処遇は通常労働者と同様で、勤務時間帯が固定されるパターンや、勤務日数を増やし1
日当たりの勤務時間を減らすパターン、特定の日だけフルタイム勤務を選択できるパターン等）がある「育児勤務制度」を
設け、令和2年には子が小学校6年生を終えるまで利用できる勤務形態も新設
 育児勤務中の従業員を対象とした両立支援のためのワークショップを開催
 介護と仕事の両立支援として、5パターンの勤務形態がある「介護勤務制度」を設けるほか、介護用品代の補助や介護見舞
金など経済的な支援の導入、法定を上回る「通算1年」の介護休業期間を制定
 多様な働き方として、平成29年度から、モバイルPCの導入を拡大しテレワークを制度化。また、1日の勤務時間帯や長さを
変更できる制度（スライド勤務・拡縮勤務）を導入
 働きやすい環境づくりとして、経営トップを含めた経営層対象の研修の中で、セクハラを始めとするハラスメント防止のた
めの研修や、LGBTに関する基礎研修等を実施
 ダイバーシティ推進方針を策定し、令和2年7月に社外へ公表。社内イントラネットで周知

※ 取組内容は表彰時点のもの
※ ★は、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業者

株式会社デイリー・インフォメーション関西★（大阪市淀川区） 業種：サービス業（広告代理店）
男女いきいき

 DACホールディングスの女性社員同士のコミュニケーション促進やキャリアプラン・ライフ
優秀賞
プランをサポートする「新・白百合の会」に参加するほか、令和元年度にスタートした
後進育成のための「DAC女性リーダー育成プロジェクト」の研修に参加
 男性の育児参加を促進するため、入学式・卒業式・運動会・参観等での有給休暇取得を
推奨するほか、妻の出産に際して特別有給休暇2日間を設定
 全社員を対象とした「育児休業・DAC WorkingStyle説明会」をオンラインで実施
 年に2回長期休暇前に介護と仕事両立セミナーを実施
 毎週水曜日をNO残業DAY（最終週除く）とし、18時30分に事務所を施錠。ダイバーシティ＆インクルージョン推進委員メン
バーが中心に声をかけ促進
 社内報（紙面・web）やデスクネッツ等の活用による休業中の社内情報提供や、「勤務時間選択制度」、「休暇制度」、
「復帰面談制度」、「慣らし復帰制度」、「へるほり」等、生産性の向上を実現する制度（DAC WorkingStyle）により仕
事と家庭の両立を支援（直近3年の育児休業後の復帰率：100％）
 ダイバーシティ＆インクルージョン推進委員会による「世界で一番働きたい会社をつくろう！」をスローガンに様々な取組
を実施。令和元年度に社員インタビュー、座談会を実施し社内報にて周知
 パワハラ・セクハラ・介護・メンタル不調・疾病・不妊治療・育児・LGBTQ・その他心身の健康管理等の相談窓口を全社員
に開示し、相談しやすい環境づくりをしている。

明治安田生命保険相互会社（大阪市中央区） 業種：金融業、保険業（生命保険業）

男女いきいき
優秀賞

 女性の管理職を継続的に登用するため、女性管理職登用候補者「L-NEXT」を選定・登録。
めざす職務に応じた層別研修や執行役員をメンターとするメンタリングの実施、公募型の
研修機会の提供等を通じ女性のキャリア形成を支援。主要職制となった女性職員向けには
社外のキャリア相談窓口を設置。また、平成30年度から管理職等をめざす職員の不安や悩みの払拭による挑戦意欲の向
上を企図し、先輩職員が相談に応じる社内ネットワーク「女性サポート・ネットワーク（JSN）」を展開（女性の管理職
比率：平成26年8.6％→令和2年30.1％ [部長相当職11人 、課長相当職373人の計384人]）
 男性職員の育児休職取得率100％をめざし、対象者に取得勧奨の上、その所属長等あてに休暇取得の呼びかけを実施（男
性育児休職取得率：平成28年度67.3％→令和元年度98.6％）
 育児休職から復職した女性職員への上司面談のほか、復職から1年未満の職員を対象に復職後研修を毎年開催。仕事と育
児の両立に対する不安解消や、キャリアアップに対する挑戦意欲の醸成を企図
 平成21年度から、結婚・介護・親または配偶者の転居等により転居が必要となった場合、転居先での継続勤務が可能な
部署への人事異動を実施する「勤務地変更（Iターン）」制度を導入
 平成30年度から、介護離職抑制を企図した介護セミナーを開催し、各所属での勉強会開催も推奨
 各所属のD&I（ダイバーシティ&インクルージョン）の推進に向けた取組、多様性を発揮して活躍する職員等を掲載する
サイトを社内イントラネット上に開設。また、管理職の意識改革と職場内の風土醸成を目的に「イクボス育成プログラ
ム」を展開。管理職全員に対し、「イクボス宣言・アクションプラン」の策定・実践を求めることで、意識改革・風土
醸成、ワーク・ライフ・バランスの推進等を強化

大阪府男女いきいきプラス認証事業者一覧 （５０音順）
㈱アイエンター
㈱あさひ
㈱アサヒディード
アサヒビール㈱
イカリ消毒㈱
イケア・ジャパン㈱
㈱池田泉州銀行
泉鋼管工事㈱
㈱インゲージ
㈱ウィット
㈱エイル
㈱エキ・リテール・サービス阪急阪神
ＳＢＩ日本少額短期保険㈱
エスペック㈱
ＮＣＳ＆Ａ㈱
㈱ＮＴＴドコモ関西支社
㈱荏原製作所
エブリ㈱
大阪シーリング印刷㈱
大阪信用金庫
大阪ダイハツ販売㈱
大阪トヨタ自動車㈱

大阪よどがわ市民生活協同組合
一般財団法人大阪労働協会
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング
関西電力㈱
㈱関西みらい銀行
㈱空間デザイン
㈱クボタ
倉敷紡績㈱
㈱ＧＲＡＺＩＥ
㈱コンシェルジュ
㈱サカイ引越センター
サンコーインダストリー㈱
㈱ジェイテック
シオノギテクノアドバンスリサーチ㈱
敷島製パン㈱
学校法人常翔学園
昭和公基㈱
進栄化工㈱
新教育総合研究会㈱
㈱すてらめいとジャパン
住友電気工業㈱
住江織物㈱

計８６社

令和３年３月１５日現在

積水ハウス㈱
㈱セブン－イレブン・ジャパン
㈱センショー
損害保険ジャパン㈱
第一鋼業㈱
大建工業㈱
大同生命保険㈱
大和ハウス工業㈱
㈱髙島屋
竹田印刷㈱
㈱竹延
田辺三菱製薬㈱
㈱デイリー・インフォメーション関西
㈱東研サーモテック
東洋技研コンサルタント㈱
東洋炭素㈱
東洋冷蔵㈱
㈱日本オカダエンタープライズ
日本生命保険相互会社
㈱日本ビジネスデータープロセシングセンター
㈱日本マネジメント協会

ノースヒルズ溶接工業㈱
㈱ビジネスブレーン
㈱ヒッツカンパニー
㈱フォーカスシステムズ
㈱プロネット
ホーム㈱
㈱ほけんのＡＲＭ
ホシザキ京阪㈱
㈱ポピンズ
㈱マケレボ
三井住友海上火災保険㈱
明治安田生命保険相互会社
㈱メディアテック
矢野歯科医院
㈱ヤマダホームズ
㈱ライフコーポレーション
㈱ライフサポートジャパン
㈱りそな銀行
㈱レオパレス２１
㈱レザック
㈱ワークアカデミー
※ 太字は過去の表彰受賞事業者

STEP１
登録

「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度

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組を
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事業者のみなさん
を「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録し、その取組を応援しています。

募集の対象

以下の項目をすべて満たしている事業者が対象です。

(1)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組を行っている事業者
※事業者とは、企業、財団、社団法人などをさします。また、営利、非営利を問いません。
(2)大阪府内で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
※ただし、大阪府内に本社がある中小企業等については、経営者や役員に女性がいる場合、
女性従業員の数に関わらず対象となります。

登録の要件

次の取組のうち、いずれかに取り組んでいることが登録の要件となります。

(1)女性の能力を活用するための取組

(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組

(2)男性の育児参加を支援するための取組

(4)男女がともに働きやすい職場づくりのための取組

STEP２
認証

「男女いきいきプラス」事業者認証制度

「男女いきいき・元気宣言」の次のステップとして、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定など、
男女が働きやすい職場環境の整備と、さらなる女性活躍に向け取り組む事業者を「男女いきいきプラス」事業者に
認証します。

募集の対象

以下の項目をすべて満たしている事業者が対象です。

(1)大阪府内に事業所を有する事業者
(2)「男女いきいき・元気宣言」事業者登録を行っている事業者
※「男女いきいき・元気宣言」に未登録の場合も、プラス認証申請と同時にご応募いただけます。

認証の要件

次のいずれにも該当することが認証の要件となります。

(1)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・都道府県労働局へ届出、厚生労働省のホームページ
「女性の活躍推進企業データベース」で一般事業主行動計画を公表していること。
(2)上記ホームページで、女性の職業選択に資する情報の公表を、以下のとおり
実施していること。
女性活躍推進法が
常時300人以下の労働者を雇用する事業者 全14項目中、1項目以上
改正されました！
常時301人以上の労働者を雇用する事業者 全14項目中、8項目以上
女性活躍推進法が改正され、

一般事業主行動計画の策定・

応募方法

届出義務及び自社の女性活躍

「登録」「認証」の手続きは一年を通じて行っていただけます！

に関する情報公表の義務対象

１．大阪府ホームページから応募用紙等をダウンロード
２．必要事項を記入
３．添付書類とともに大阪府男女参画・府民協働課へメールで提出
（郵送・持参も可）
※「登録」「認証」は同時応募・申請が可能です

「登録」「認証」「表彰」の詳細
および各種用紙のダウンロードは
大阪府ＨＰをご覧ください ！

が、常時雇用する労働者が
301人以上から101人以上の事
業主に拡大されます。
（令和4年4月1日施行）

担

当：大阪府

府民文化部

男女参画・府民協働課

男女共同参画グループ
E-Mail：danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp
電

話：06（6210）9321 ／ FAX：06（6210）9322

