
 
 
 

 

 

 

 

報道関係者 各位      

 
 
 
 

堺マザーズハローワーク 誕生 
～子育て女性等の就職を徹底サポート～  

 

大阪労働局（局長：中沖 剛）は、昨年１１月に、堺市、株式会社髙島屋及び株式会社 

ボーネルンドの３者がコラボレーション事業として、平成２６年４月から運営する（仮称） 

キッズサポートセンターさかい事業と連携して、子育て支援に努めることに基本合意し協 

定を締結したところです。 

 当該事業の開始に先立ちまして、平成２６年４月１日から、当該施設内にある現在 

のハローワーク堺マザーズコーナーを「堺マザーズハローワーク」（堺市堺区三国ヶ 

丘御幸通５９髙島屋堺店９階）に拡充し業務を開始いたします。 

「堺マザーズハローワーク」の誕生に伴う「オープングイベント」を下記の日程で行い 

ますので、ご案内いたします。 

 

 

拡充内容 

・求人情報提供パソコンを２台から１６台に増設 

・チャイルドスペース及び授乳室を設置 

・各種セミナー開催時における託児や座談会等で使用可能なフリースペースの設置 

・お子様の安全面及び衛生面に配慮するために安全サポートスタッフを配置 

・土曜日も開庁 

 

オープニングイベント 

第１弾 託児付き 自分を知る！マナーも知る「就活力向上セミナー」を開催します！ 

【日 時】平成２６年４月１５日（火）１３：００～１５：００ 

第２弾 託児付き マザーズ版「就職準備セミナー」を開催します！           

【日 時】平成２６年４月１７日（木）１３：００～１４：３０ 

第３弾 託児付き 怒りをためない、残さない！「アンガーマネジメントセミナー」を開催します！         

【日 時】平成２６年４月２５日（金）１３：００～１５：００ 

大阪労働局 Press Release 

大阪労働局発表 

平成２６年３月２７日（木） 

【紹介先】 

大阪労働局 職業安定部 職業安定課 

（電話）０６－４７９０－６３０２ 



「自分の持ち味って何？」「これまで頑張ったことは何？」など、自分の見つめ直しや

過去の振返りをして、今後のキャリアプラン＆ライフプランについて一緒に考えていき

ましょう♪基本マナーも学んで自信ＵＰ！やる気スイッチＯＮ！

平成２６年４月１５日（火）
１３：００～１５：００

・自己理解を深めよう！
（自分ってどんな人？ 職歴以外で仕事に役立つ事は？ 将来のプランは？）

・就活に役立つ基本マナー

【講師 中田真理子氏の略歴】
ＭＢＡ（経営修士）、人事・キャリアコンサルタント。

大手銀行に入行後、ＮＨＫ大阪支局に出向、銀行関係のニュースキャスターを担当する一方で、人事部研修業務

に携わる。その後フリーとなり、多数の企業等において人材研修の活動を広げ、『ＮＰＯ法人えむ・コミューズ』

を設立する。現在は、講演・研修・コンサルティングと幅広く活動中。

ハローワーク堺 堺東駅前庁舎 マザーズコーナー
ＴＥＬ ０７２（２３８）８３０３ 部門コード ４７＃

堺マザーズハローワーク

H26.3.31まで

はこちらへ

南海高野線

堺東駅すぐ！

髙島屋堺店９階堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９

子育て中の方、就活中のすべての女性１５名

託児付

＊託児希望の方は、３月３１日（月）までにお申し込みください。

堺マザーズハローワーク
ＴＥＬ ０７２－３４０－０９６４

H26.4.1～

人材開発コンサルタント

ＮＰＯ えむ・コミューズ 代表理事 中田 真理子氏

簡単な自己分析テスト実施♪



平成２６年４月１７日（木）
１３：００～１４：３０

☆再就職のための準備
☆雇用を取り巻く環境
☆自己分析

☆職業理解・決定 等

ハローワーク堺 堺東駅前庁舎 マザーズコーナー
ＴＥＬ ０７２（２３８）８３０３ 部門コード ４７＃

堺マザーズハローワーク

H26.3.31まで

はこちらへ

南海高野線

堺東駅すぐ！

髙島屋堺店９階堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９

子育て中の方、今後子育てしながら働きたい方１５名

託児付

＊託児希望の方は、３月３１日（月）までにお申し込みください。

堺マザーズハローワーク
ＴＥＬ ０７２－３４０－０９６４

H26.4.1～

子育てしながら働きたい方、子育てが一段落してそろそろ働きたい方、今後子育

てしながら働きたい方を対象に、今の雇用状況から求人情報の見方、就職に向け

ての心構えなど、就職活動の基本ポイントを伝授します！

セミナー終了後、ご希望の方を対象に交流会を実施します。（３０分程度）
就職活動のこと、子育てのことなど、セミナー参加者同士で自由にお話して
みませんか？



就活、家事、育児等、様々な場面においてストレス、怒りを感じることってありますよね。

そんなイライラを自分でコントロールできる方法が『アンガーマネジメント』なんです！

怒りをネガティブに働かせるのではなく、ポジティブなパワーとして発揮できるテクニック

を身につけましょう。

平成２６年４月２５日（金）
１３：００～１５：００

・なぜイライラするのか？

・不必要にイライラしないためには！？

【アンガーマネジメントとは！？】

１９７０年代にアメリカで始まったアンガー（イライラ、怒りの感情）を

マネジメントする（上手に付き合う）ための心理教育です。

ハローワーク堺 堺東駅前庁舎 マザーズコーナー
ＴＥＬ ０７２（２３８）８３０３ 部門コード ４７＃

堺マザーズハローワーク

H26.3.31まで

はこちらへ

南海高野線

堺東駅すぐ！

髙島屋堺店９階堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９

子育て中の方、就活中のすべての女性２０名

託児付

堺マザーズハローワーク
ＴＥＬ ０７２－３４０－０９６４

H26.4.1～

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会
アンガーマネジメントファシリテーター

アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー

福成 二三代氏

＊託児希望の方は、４月１１日（金）までにお申し込みください。



(H26.3)

◇担当者制だから安心

◇予約制だから待ち時間が少ない

◇土曜日も開庁（４月以降）

◇求人検索パソコン１６台

◇育児とお仕事両立応援求人をピックアップ

〒５９０－００２８

堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９髙島屋堺店９階

ＴＥＬ 3月まで→０７２－２３８－８３０3

（部門コード４７＃）

4月以降→０７２－３４０－０９６４

ＦＡＸ ０７２－２３８－６６４５

＜ご利用時間＞

１０：００～１８：３０（月～金）

１０：００～１８：００（土）※４月より開庁

【日・休祝日・年末年始休み】

チャイルドスペース、授乳室を設置。

お子様連れでも安心です。

様々なライフプランに合わせた就職活動をマンツーマンで

徹底サポートします。一緒に頑張りましょう！

堺マザーズハローワークの

就活サポーター♪

４月は・・・
自分を知る！マナーも知る！

就活力向上セミナー
怒りをためない、残さない！

アンガーマネジメントセミナー

マザーズ版 就職準備セミナー

座談会 を実施予定♪



      （H26.3） 
マザーズハローワーク事業について 

 

１ 事業概要 

  ・女性が様々な領域で活躍できる環境を整備し、結婚、出産、子育てなどのライフサイクル 

の中で、女性が意欲と能力を十分に発揮して働けるよう、地方公共団体との連携の下、平 

成１８年度から「大阪マザーズハローワーク」で各種就職支援事業を実施している。 

・以後、現在まで計５か所の「マザーズコーナー」を設置し、マザーズ事業の更なる支援拠 

点の拡大を図っている。 

 

２ マザーズコーナー設置場所 

  ・ハローワーク堺（H20.6.2） 

  ・ハローワークプラザ枚方（H20.6.2） 

  ・ハローワークプラザ千里（H20.12.22） 

  ・ハローワーク茨木（H21.5.18） 

  ・ハローワークプラザ布施駅前（H21.10.15）（※H22.4.1より正式設置〉 

 

３ 業務内容 

  ・求職者支援（プレ相談の実施） 

→重点支援対象者の選定 

      ア）子育てしながら早期の就職を希望する者 

      イ）関係機関が実施する再就職支援事業の参加者等で早期の就職を希望する者 

      ウ）仕事と子育てのために早期の転職を希望する在職者 

      エ）母子家庭の母等で早期の就職を希望する者 

      オ）その他     ・将来に仕事と子育ての両立を希望する者 

                       ・子育てを終えているが長期ブランクのある者 

                       ・介護等の理由で仕事と家庭の両立を希望する者 

                       ・担当制による支援を希望する者 

 ・重点支援対象者に対する支援 

   ・就職実現プランの策定 

   ・予約制、担当制による総合的かつ一貫した就職支援 

 ・保育サービス関連情報の提供 

 ・子育て女性等就職支援ネットワークの構築 

 ・安全面・衛生面への配慮、安全監視員の配置 

 ・出張相談、就職支援セミナー等の実施 

 

４ 事業実績（担当制による就職支援の対象者） 

  ・平成２１年度《目標：１,４８０人（就職率７４％）⇒実績２,０５３人（就職率６６％）》 

・平成２２年度《目標：１,９５０人（就職率７５％）⇒実績２,１１６人（就職率８７．６％）》 

  ・平成２３年度《目標：２,３１０人（就職率８５％）実績２，６３３人（就職率８９．７％）》 

  ・平成２４年度《目標：２,３１０人（就職率８５％）実績２，８４３人（就職率８５．２％）》 

・平成２５年度《目標：２,８６０人（就職率８７％）実績２，９１１人（就職率８８．１％）》 

 （※平成２５年度については、平成２５年４月から平成２６年２月までの累計。） 



大阪労働局　「マザーズハローワーク」及び「マザーズコーナー」一覧

平成２６年３月

名称 所在地 電話番号 業務取扱時間

（月～金）　午前１０時００分から午後７時００分まで

（土）　　　午前１０時００分から午後６時００分まで

※日・休祝日・年末年始休み

（土）　　　午前１０時００分から午後６時００分まで

※日・休祝日・年末年始休み

平成２６年３月３１日まで

※土・日・休祝日・年末年始休み

（月～金）　午前１０時００分から午後６時００分まで

※土・日・休祝日・年末年始休み

（月～土）　午前１０時００分から午後６時００分まで

※日・休祝日・年末年始休み

（月～金）　午前８時３０分から午後５時１５分まで

※土・日・休祝日・年末年始休み

（月～金）　午前８時３０分から午後５時１５分まで

※土・日・休祝日・年末年始休み

（月～金）　午前１０時００分から午後６時３０分まで

（月～金）　午前１０時００分から午後６時３０分まで

０７２－２３８－８３０３
堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９
髙島屋堺店９階ハローワーク堺

マザーズコーナー

大阪マザーズハローワーク
大阪市中央区難波２－２－３
御堂筋グランドビル４階

０６－７６５３－１０９８

平成２６年４月１日から

堺マザーズハローワーク
０７２－３４０－０９６４

堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９
髙島屋堺店９階

ハローワークプラザ千里
マザーズコーナー

豊中市新千里東町１－４－１
阪急千里中央ビル１０階

０６－６８３３－７８１１

ハローワークプラザ布施駅前
マザーズコーナー

東大阪市長堂１－５－６
布施駅前セントラルビル２階

０６－６７８５－１４１４

ハローワークプラザ枚方
マザーズコーナー

枚方市岡本町７－１
ビオルネ・イオン枚方店６階

０７２－８４１－３３６３

ハローワーク茨木
マザーズコーナー

茨木市東中条町１－１２ ０７２－６２３－２５５１



① 背景・抱える課題
・保育士資格あるものの経験なし（主婦）。
・事務職で３０年勤務してきたが、早期退職制度により退職。再就職にあたりどの職種で応募するか迷っている。
・子どもが好きで保育士に興味があるが経験がないため応募する自信がない。
・できれば正社員で採用を希望。
・前職で海外貿易業務の経験があるため、英語を使う仕事に興味あり。

受 講 者 ：５０歳・女性
希望職種：保育士
支援施設：大阪マザーズハローワーク

② 支援内容・経過
・保育士について、人手不足職種であるため、未経験でも応募可能であり、正社員での採用の可能性がある旨説明。
・トライアル求人で英語の幼児教育を実施している保育園の求人を紹介。
・志望動機、自己ＰＲ等を支援。

③ 結 果
保育士（正社員）として、採用が決定



① 背景・抱える課題
・結婚、出産による退職後、２年のブランクを経て就職活動開始。
・飲食店にてトータル１２年の調理師経験あり。（調理師、ふぐ免許あり。）
・求人広告等に応募するが、採用に至らずマザーズハローワークに来所。

受 講 者 ：３３・女性
希望職種：調理師
支援施設：大阪マザーズハローワーク

② 支援内容・経過
・自身で検索された求人（６件）について、応募状況、条件等細かく確認し、応募求人の絞り込みを行った。
・保育園での調理師求人を紹介。
・志望動機、自己ＰＲ等を支援。（現在子育て中であり、食への安全に注意している点、保育もサポートできることをア
ピール。）

③ 結 果
保育園の調理師（パート）として、採用が決定


