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１ 実施期間  令和４年９月 30 日（金）から 11 月４日（金）まで 

 

２ 開催場所    大阪府内２か所のマザーズハローワーク 

13 か所の各ハローワーク内マザーズコーナー など 

 

３ 対 象 者  子育て中の女性など、仕事と家庭の両立を目指す全ての方 

 

４ 実施内容     

・仕事と家庭との両立ができる企業の説明会・面接会 

・子育て世代の方が一緒に仕事や育児について考え、 

意見交換を行う座談会・交流会  

・子育て世代のお金の話（教育資金・年収・扶養等）セミナー 

・好印象就活メイクセミナー 

・その他、託児付セミナー多数 マザーズＷＥＥＫＳ 
特設ＷＥＢサイト 

 

大阪労働局発表 

令和４年９月２９日（木） 

 

年月日 

 

【照会先】 

大阪労働局職業安定部職業安定課 

（直通電話）０６（４７９０）６３０２ 

Press Release 

大阪府における 44 歳までの女性の完全失業率が全国と比べると高い状況の中、大阪労働局 

（局長：木原 亜紀生）では、子育て中の女性などを含む、仕事と家庭の両立を目指す全ての方に対

して、個々のニーズに応じたきめ細かな就職支援を行うため、府内２か所にマザーズハローワーク、

府内 13 か所の各ハローワーク内にマザーズコーナーを設置しています。 

 

この度、府内のマザーズハローワーク、マザーズコーナーの利用を促進し、就職意欲の喚起や就

職可能性を一層高めることを目的とした、就職支援イベントの集中実施期間「マザーズＷＥＥＫＳ」

を下記のとおり実施します。 

 

 
 
 
 

 



     

 

 

 

５ 申込方法  イベントを実施する各ハローワークまでお問い合わせください。 

         詳細は、マザーズＷＥＥＫＳ特設ＷＥＢサイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪労働局 マザーズハローワーク・マザーズコーナー 

●マザーズハローワーク（２か所） 

 大阪マザーズハローワーク・堺マザーズハローワーク 

●マザーズコーナー（13か所） 

 ハローワーク梅田・ハローワーク大阪東・ハローワーク阿倍野（ルシアス庁舎）・ 

ハローワーク淀川・ハローワーク布施・ハローワークプラザ千里・ハローワーク泉大津・ 

ハローワーク藤井寺・ハローワーク枚方・ハローワーク泉佐野・ 

ハローワーク茨木（ワークサポートたかつき内）・ハローワーク河内長野・ハローワーク門真 

 

（参考）大阪府、全国における年齢階級別の女性完全失業率（令和４年４～６月期平均） 
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年齢階級別の女性完全失業率（全国・大阪）（％）

大阪

全国

全国に比べると

大阪は４４歳以下の女性の完全失業率が高い

【マザーズハローワーク・マザーズコーナーにおける支援内容】 

『お子さま連れでも安心の設備』 

おもちゃ・絵本のあるキッズコーナー、チャイルドシートを設置したゆったりとした相談スペースなど、 

お子さま連れでも安心してご利用いただける環境を整えています。 

 
『担当者が一人ひとりに就職支援』 

専属スタッフが、一人ひとりの状況に応じた就職活動をサポートします。 

 
『家庭と両立しやすい仕事の紹介』『保育所などの子育て支援に関する情報の提供』 

 「勤務時間が保育施設の送迎に対応できる」、「子どもの急な病気や学校行事の際に柔軟に休暇がとれる」 

など、家庭と両立しやすい仕事をご紹介します。 

また、地域ごとの保育情報や子育て支援サービスなど、お仕事以外の情報も提供しています。 

 

『就職に役立つセミナーの開催』 

 就職活動に向けた心構え、面接対策、パソコン講習など、就職に役立つセミナーを開催しています。 

 

資料出所：「労働力調査 地方集計結果 大阪の就業状況（令和４年（2022年）４～６月期平均）」（大阪府） 

「労働力調査 基本集計（2022年４～６月期）」（総務省統計局） 



開 催 期 間 令和４年９月３０日～１１月４日まで

対 象 者

開 催 場 所

大阪府内各マザーズハローワーク、
またはハローワーク内マザーズコーナー

※マザーズハローワーク・マザーズコーナーはチャイルドスペース、授乳室を設置しており、
お子様連れでも安心してご利用いただけます。

子育てをしながら就職を希望する方など、
仕事と家庭の両立を希望される方

大阪ハローワーク・ホームページ内、
マザーズハローワークのページに掲載しています
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/kanren/mothers.html

イベント内容

大阪ハローワーク マザーズハローワーク

「仕事と家庭を両立したい」
そんな悩みを抱える全ての方へ

託児付きイベント
もあります

お子様連れＯＫ！

いざ再就職をしたいと思ったとき、「何から始めればいい？」
「子育てをしながらできる仕事は？」

お悩みの皆さんを応援するため、マザーズハローワーク・マザーズコーナーでは、
イベントを開催します！

●大阪マザーズハローワーク 堺マザーズハローワーク ハローワーク梅田 マザーズコーナー

ハローワーク大阪東
マザーズコーナー

ハローワーク阿倍野
ルシアス庁舎 マザーズコーナー

ハローワーク淀川 マザーズコーナー

ハローワーク布施 マザーズコーナー
ハローワークプラザ千里

マザーズコーナー
ハローワーク泉大津

マザーズコーナー

ハローワーク藤井寺
マザーズコーナー ハローワーク枚方 マザーズコーナー

ハローワーク泉佐野
マザーズコーナー

ハローワーク茨木 マザーズコーナー
（ワークサポートたかつき内）

ハローワーク河内長野
マザーズコーナー

ハローワーク門真 マザーズコーナー

〒542-0076
大阪市中央区難波２－２－３

御堂筋グランドビル４階

《アクセス》Osaka Metroなんば駅
近鉄・阪神線大阪難波駅

《開庁時間》 10：00～18：30(月～金)
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－７６５３－１０９８

大阪府内 マザーズハローワーク・マザーズコーナー一覧

お申し込み、お問い合わせについては、各実施ハローワークまで！

〒590-0028
堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９ 髙島屋堺店９階

《アクセス》南海高野線堺東駅

《開庁時間 》10：00～18：30（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》 ０７２－３４０－０９６４

〒530-0001
大阪市北区梅田１－２－２

大阪駅前第２ビル１６階

《アクセス》各線梅田駅、JR大阪駅
JR北新地駅

《開庁時間》 8：30～17：15（月～金）

土・日・休祝日・年末年始休み

《TE L》０６－６３４４－８６０９

〒540-0011
大阪市中央区農人橋２－１－３６ ピップビル２階

《アクセス》Osaka Metro谷町線・中央線
谷町四丁目駅

《開庁時間》8：30～17：15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－６９４２－４７７１

〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１

あべのルシアスオフィス棟８階

《アクセス》JR・Osaka Metro天王寺駅
近鉄線大阪阿部野橋駅

《開庁時間》10：00～18：30（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－６６３１－１６７５

〒532-0024
大阪市淀川区十三本町３－４－１１

《アクセス》阪急線十三駅

《開庁時間》8：30～17：15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－６３０２－４７７１

〒577-0056
東大阪市長堂１－８－３７ イオン布施駅前店４階

《アクセス》近鉄大阪線・奈良線
布施駅

《開庁時間》8：30～17：15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－６７８２－４２２１

〒560-0082 豊中市新千里東町１－４－１
阪急千里中央ビル１０階

《アクセス》大阪モノレール・北大阪急行
千里中央駅

《開庁時間》10：00～18：00（月～土）
日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－６８３３－７８１１

〒595-0025
泉大津市旭町２２－４５ テクスピア大阪２階

《アクセス》南海本線泉大津駅

《開庁時間》8：30～17：15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０７２５－３２－５１８１

〒583-0027
藤井寺市岡２丁目１０－１８

ＤＨ藤井寺駅前ビル３階

《アクセス》近鉄南大阪線藤井寺駅

《開庁時間》8：30～17：15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０７２－９５５－２５７０

〒573-0031
枚方市岡本町７－１ 枚方ビオルネ６階

《アクセス》京阪本線枚方市駅

《開庁時間》8:30～17:15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０７２－８４１－３３６３

〒598-0007
泉佐野市上町２－１－２０

《アクセス》南海本線泉佐野駅

《開庁時間》8:30～17:15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０７２－４６３－０５６５

〒569-0804
高槻市紺屋町１－２ クロスパル高槻５階

《アクセス》ＪＲ高槻駅
阪急京都線高槻市駅

《開庁時間》10:00～18:00（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０７２－６０４－１２３３

〒586-0025
河内長野市昭栄町７－２

《アクセス》南海高野線・近鉄長野線
河内長野駅

《開庁時間》8:30～17:15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０７２１－５３－３０８１

〒571-0045
門真市殿島町６－４ 守口門真商工会館２階

《アクセス》京阪本線・大阪モノレール
門真市駅

《開庁時間》8:30～17:15（月～金）
土・日・休祝日・年末年始休み

《TEL》０６－６９０６－６８３１

ハローワーク
Ver.0921



日付 時間 イベントの名称

●大阪マザーズハローワーク

10月3日（月） 10:20 ～ 13:20 今さら聞けない・・・ 社会人としての基本マナー講座 ～スキルアップサロン～

10月3日（月） 10:15 ～ 15:00 Beauty Check

10月4日（火） 10:30 ～ 15:30

就職に役立つ！PC講座10月5日（水） 10:30 ～ 15:30

10月6日（木） 10:30 ～ 15:30

10月7日（金） 13:30 ～ 16:45 ハロトレ２daysものづくりのお仕事体験会「３次元ＣＡＤ」

10月11日（火） 13:30 ～ 15:00 なんばEnjoyワーク・ライフサロン ～ロールモデルと語ろう 家庭と仕事の両立の「実際」～

10月12日（水） 13:00 ～ 16:00 両立支援企業 職業理解セミナー＆面接会

10月13日（木） 13:30 ～ 17:00 ハロトレ２days事務職のお仕事体験会

10月14日（金） 13;30 ～ 15:00 応募書類作成セミナー

10月17日（月） 10:15 ～ 12:15 就活に役立つメイク講座

10月17日（月） 13:00 ～ 15:00 Beauty Check

10月19日（水） 13:00 ～ 16:00 けんせつ小町のお仕事体験会

10月20日（木） 13:00 ～ 16:00 両立支援企業 会社説明＆面接会

10月21日（金） 14:00 ～ 15:00 髙島屋女性社員に聞く「家庭と仕事の両立」特別講演

●堺マザーズハローワーク
10月5日（水） 14:00 ～ 15:40 「プロ」を育てる「プロ」から伝授！ ★印象アップ★ ビジネスメイクセミナー

10月6日（木） 14:00 ～ 15:30 子育て世代のお金の話～「年収の壁」編～

10月13日（木） 14:00 ～ 15:30 ～面接にも活きる～ビジネスマナー

10月17日（月） 14:00 ～ 15:00 仕事と子育てとの両立のための『眠育』セミナー

10月18日（火） 14:00 ～ 15:00 ～マザーズ交流会～ ワーキング・マザー♪就活クラブ

10月20日（木） 14:00 ～ 15:30 堺市保育サービス案内＆就職準備セミナー

10月25日（火）
10:30 ～ 12:30

両立支援会社説明会・面接会
14:00 ～ 16:00

10月27日（木） 14:00 ～ 15:30 面接のポイントを学ぼう！ 印象アップのための面接セミナー

●ハローワーク梅田 マザーズコーナー
10月13日（木） 10:00 ～ 11:30 社会保険適用拡大～扶養の壁について学ぶ～

10月24日（月） 10:30 ～ 11:30 面接に使える！リフレーミング講座

10月28日（金） 14:00 ～ 16:00 マザーズコーナー就職面接会

●ハローワーク大阪東 マザーズコーナー
10月7日（金） 10:00 ～ 11:00 わいわい子育て交流会♪

10月7日（金） 14:00 ～ 16:00 仕事と子育てが両立できる求人 ミニ面接会・相談会

10月12日（水） 14:00 ～ 16:00 仕事と子育てが両立できる求人 ミニ面接会・相談会

10月13日（木） 10:00 ～ 12:00 子育て世代 まるっとまるまる応援セミナー 社会保険適用拡大 ～扶養の壁について学ぶ～

●ハローワーク阿倍野 ルシアス庁舎 マザーズコーナー
10月24日（月） 13:30 ～ 14:30 仕事と家庭の両立に向けたキャリアプランセミナー

10月26日（水） 13:30 ～ 14:30 Ｚｏｏｍによるオンラインセミナー 印象ＵＰ！ビジネスメイクセミナー

10月27日（木） 14:00 ～ 15:15 子育て世代のマネー講座 ～「年収の壁」編～

●ハローワーク淀川 マザーズコーナー
10月6日（木） 10:00 ～ 11:00 絵本の読み聞かせ付き 仕事と家庭の両立応援セミナー

10月21日（金） 10:00 ～ 11:30 仕事と家庭の両立応援セミナーin東淀川区

10月27日（木） 10:00 ～ 12:00 仕事と家庭の両立応援セミナーin吹田市

11月4日（金） 10:00 ～ 11:30 子育て世代のマネー講座～教育資金＋年収の壁編～

マ ザ ー ズ W E E K S 開 催 イ ベ ン ト 一 覧
●ハローワーク布施 マザーズコーナー

9月30日（金） 10:00 ～ 11:00 マザーズおしごとフェアin八尾 心のパワーアップ 自分磨きでチャンスをつかむ！セミナー

9月30日（金） 11:15 ～ 12:15 マザーズおしごとフェアin八尾 「仕事とお金」のプランニングセミナー

9月30日（金） 13:00 ～ 16:00 マザーズおしごとフェアin八尾 マザーズ就職面接会

●ハローワークプラザ千里 マザーズコーナー
10月6日（木） 10:30 ～ 11:30 マザーズセミナー（オンライン）「仕事と家庭の両立のために」～税金と社会保険についてかんがえよう～

10月17日（月） 10:00 ～ 11:30 働き方に悩む子育て世代向けフリーランスセミナー

10月27日（木） 10:30 ～ 11:30 マザーズセミナー「仕事と家庭の両立のために」 ～税金と社会保険についてかんがえよう～

10月3日（月）～10月28日（金） マザーズ求人情報発信ＷＥＥＫＳ

●ハローワーク泉大津 マザーズコーナー
10月24日（月） 14:00 ～ 15:00 面接に活かそう！リフレーミング手法 ～ネガティブをポジティブに、短所を長所に換える～

●ハローワーク藤井寺 マザーズコーナー
10月17日（月） 10:30 ～ 11:30 ～子育てしながら働きたい～ 就活のい・ろ・は 就活準備編

10月21日（金） 13:00 ～ 14:00 子育て世代が働きやすい職場のはなし 座談会（医療・福祉業界）

10月28日（金） 10:30 ～ 12:00 ～自己PRに役立つ！～ 「私の魅力」発見セミナー

●ハローワーク枚方 マザーズコーナー
10月6日（木） 14:00 ～ 16:00 マザーズWEEKS ミニ就職面接会

10月12日（水） 10:00 ～ 11:30
就活準備セミナー
～仕事と家庭の両立は大変！少しの工夫とコツでゆとりを得てみませんか？～

10月19日（水） 10:00 ～ 11:00 マザーズミニセミナー 履歴書・職務経歴書作成ポイント

10月25日（火） 10:00 ～ 11:00 マザーズミニセミナー 面接の準備と対策

●ハローワーク泉佐野 マザーズコーナー
10月27日（木） 10:30 ～ 11:30 マザーズ交流会

10月28日（金） 9:00 ～ 15:00 両立支援 ミニ面接会

●ハローワーク茨木 マザーズコーナー
10月26日（水） 10:00 ～ 11:30 私らしい未来を描く！キャリアデザインセミナー

10月31日（月） 10:00 ～ 11:30 「私らしく働く」再就職準備セミナー

●ハローワーク河内長野 マザーズコーナー
10月13日（木） 10:30 ～ 11:30 好印象・就活メイクセミナー

10月26日（水） 10:15 ～ 11:30 仕事と子育ての両立を応援！履歴書作成セミナー

10月27日（木） 14:00 ～ 16:00 マザーズ求人説明会in介護就職デイ

10月28日（金） 10:30 ～ 11:30 ～仕事と子育てを両立したい方のために～ ゆる～く話せる交流会

●ハローワーク門真 マザーズコーナー
10月5日（水） 10:15 ～ 11:45 マザーズコーナー就職準備セミナー ～応募書類編～

10月12日（水） 10:15 ～ 11:00
マザーズコーナー交流会（子同伴参加）
子育て期の働き方について一緒に話そう 「保活、就活のアレコレ」

10月14日（金） 10:30 ～ 12:00
マザーズコーナー就職準備セミナー
職業適性セミナー「自分の適性を知ることで今後のお仕事探しに役立てよう」

10月17日（月） 11:00 ～ 12:40
マザーズコーナー就職準備セミナー
出張ハローワークｉｎ四條畷市＆ミニ会社説明会

10月26日（水） 10:30 ～ 12:00 マザーズコーナー就職準備セミナー 子育て世代のお金の話～年収の壁編～

★イベントは事前予約制（全て無料）です。定員になり次第、締切となりますので、
お早めにお申し込みをお願いいたします。

★イベントの詳細については、ＨＰ、ＱＲコードをチェックして下さい。
★最新の情報については、直接、各ハローワークにお問い合わせ下さい。

★新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、日程が急遽中止・変更となる場合がございます。

★当日、受付で検温を行います。３７．５℃以上の発熱がある方、咳や喉の痛みなど
体調のすぐれない方は、参加をお控えいただきますようお願いします。
また、ご来場にはマスクの着用をお願いします。

Ver.0921

託児付きイベント
お子様連れＯＫ！

託児付き

～お子様連れの場合はご相談ください～
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