
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 
 

 

平成 27年度「均等・両立推進企業表彰」表彰企業決定 

 

厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」（ポジティ

ブ・アクション）及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の

模範ともいうべき取組を推進している企業を表彰し、これを広く国民に周知することに

より、男女ともそれぞれの職業生活の全期間を通じて持てる能力を発揮できる職場環境

の整備を推進するため、「均等・両立推進企業表彰」を行っています。 

本年度の大阪労働局長賞受賞企業は、下記企業に決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰式は、9月 16日（水）13時 30分からエル・おおさか本館 11階 セミナールー

ム（大阪市中央区北浜東３－１４）で行います。（「ワーク・ライフ・バランスを考える

セミナー」と同時開催）＜別紙９参照＞ 

 

大阪労働局発表 
平成２７年８月２７日 

 

【照会先】 
大阪労働局雇用均等室 
 
電話      （０６）６９４１－８９４０ 

大阪労働局 
Press Release 

均 等 推 進 企 業 部 門 

「大阪労働局長優良賞」 

小野薬品工業株式会社（大阪市中央区）＜別紙１参照＞    

株式会社関西アーバン銀行（大阪市中央区）＜別紙２参照＞ 

 

ファミリー・フレンドリー企業部門 

「大阪労働局長優良賞」     

株式会社関西アーバン銀行（大阪市中央区）＜別紙３参照＞ 

「大阪労働局長奨励賞」     

小野薬品工業株式会社（大阪市中央区）＜別紙４参照＞ 

ダイキン工業株式会社（大阪市北区）＜別紙５参照＞ 



 

添付資料 

 別紙１ 均等推進企業部門 小野薬品工業株式会社取組内容 

 別紙２ 均等推進企業部門 株式会社関西アーバン銀行取組内容 

 別紙３ ファミリー・フレンドリー企業部門 株式会社関西アーバン銀行取組内容 

 別紙４ ファミリー・フレンドリー企業部門 小野薬品工業株式会社取組内容 

 別紙５ ファミリー・フレンドリー企業部門 ダイキン工業株式会社 

 別紙６ 平成 27年度 均等・両立推進企業表彰リーフレット 

 別紙７ 均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）受賞企業一覧（大阪労働局） 

  別紙８ 均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業部門）受賞企業

一覧（大阪労働局） 

  別紙９ 「ワーク・ライフ・バランスを考えるセミナー」チラシ 

 



別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

人財の活用を具体化する経営戦略として、女性活躍支援等の 

「ダイバーシティ（多様化）マネジメント」の取組を推進 

１ ポジティブ・アクション取組方針・取組体制   

◇ 平成 24 年 10 月の中期計画策定委員会で多様性向上への取組として女性が働きやす

い職場環境の整備、女性ＭＲ（医薬情報担当者）・管理職候補者の教育等について検討

を開始し、人事部が中心となって取組を推進 

 

２ ポジティブ・アクション取組内容 

◇ 学生に配布する会社案内で、社内で活躍している女性ＭＲを紹介する、自社ホーム

ページの採用情報で女性活躍支援への取組を紹介する等、女性ＭＲを積極的に採用す

るための取組を実施 

 

◇ 管理職登用も含めて、女性がより活躍できる能力を身に付けること、女性社員同士

の積極的な意見交換、情報共有等を目的に、女性の少ない職種について、「女性ＭＲ 

研修」「女性開発職研修」「女性研究職研修」と職種別の研修を実施 

 

◇ 女性社員がライフイベントを迎えても仕事を続けられるように、結婚及び配偶者の

転勤の際に勤務先を考慮するための仕組みを導入するとともに、「福利厚生制度活用 

ハンドブック」を作成し、両立支援制度を周知 

 

◇ 課長クラスを対象に「ダイバーシティマネジメントプログラム研修」を実施し、 

女性の活躍推進等の「多様性の向上」のための社内環境づくりを推進 

 

３ ポジティブ・アクション取組成果 

 ◇ 女性ＭＲの人数の増加が顕著 

平成 24年 53人（5.2％） → 平成 26年 87人（8.3％） 

 

 ◇ ＭＲ（新規学卒者）の採用者数に占める女性比率（平成 24 年度～平成 26 年度）は

41.3%（76人） 

 

均等推進企業部門 大阪労働局長優良賞 

小野薬品工業株式会社 
所在地：大阪市中央区 業種：製造業  従業員数：約 2,800人 

 

 



別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

経営方針の一つである「活力溢れる逞しい人材集団の形成」のもと、 

積極的にポジティブ・アクションの取組を推進 

１ ポジティブ・アクション取組方針・取組体制   

◇ 平成 22年 4月の中期経営計画で女性の積極登用を行うことを決定し取組を開始。人

事部内にダイバーシティ推進チームを設置し、取組を推進 

 

２ ポジティブ・アクション取組内容 

◇ 平成 26年度の新卒採用計画に女性総合職を積極的に採用することを掲げ、数値目標

（女性総合職を 10％以上採用）を設定。採用担当者マニュアルを整備する等の男女に

公正な選考をするための体制整備を行うとともに、採用パンフレット等で総合職女性

の活躍を PRし、総合職女性の採用数増加のための取組を実施 

 

◇  希望する部門でのジョブ（職務）へエントリーできる「ジョブエントリー制度」の 

実施、高度な業務手法や専門スキル習得のため専門部署で一定期間研修を行う「トレ

ーニー制度」の実施、自己啓発支援を目的とした「関西アーバンビジネススクール（資

格取得奨励制度）」の開講等、キャリア形成支援の取組を実施 

 

◇  グループ長以上の女性登用率を 2017 年度（平成 29 年度）に 20%とする数値目標を

設定。管理職ポストへ積極的に挑戦できる機会を提供する制度として「ポストエント

リー制度」を実施。管理職候補の女性をリストアップし、管理職育成研修である「グ

ループ長養成カレッジ」を受講させる等、目標達成に向けての取組を実施 

 

◇  育休復帰予定者を主たる対象とし、キャリア形成の重要性や復帰後の働き方につい 

て「気づき」を与えるための「育児休暇復職支援セミナー」、管理監督者を対象に「育

児をしながら働く行員を部下に持つ管理職研修」を実施する等、仕事と家庭を両立さ

せ、意欲的に仕事に取組めるような職場風土づくりを推進 

  

３ ポジティブ・アクション取組成果 

◇ 総合職女性（新規学卒者）の採用比率が平成 24年度の 20.0%(9 人)から、平成 26年

度には 31.2%(29 人)に増加 

 

◇ グループ長以上の女性比率が、平成 25 年の 13.4%(103 人)から、平成 27 年には

15.2%(117名)に増加      

均等推進企業部門 大阪労働局長優良賞 

株式会社関西アーバン銀行 
所在地：大阪市中央区 業種：普通銀行業  従業員数：約 3,700人 

 

 



別紙３ 

 

 

 

 

 

 

育児・介護休業法を上回る両立支援制度の整備による継続就業支援に 

取組むとともに、産休前・育休中・復職前の「３つのセミナー」による 

制度周知とモチベーション向上及び管理職研修の開催による社内環境を整備 

 

１ 両立支援に関する基本方針   

◇ 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備や、仕事での成果と家庭生活の両立に向

けた環境の確立に向けた制度拡充の方針の打ち出し 

 業務時間管理について様々な制度を設け、時間外労働の削減の方針を明確化 

◇ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん）平成２５年取得 

 

２ 育児休業制度 

◇ 制度   満１歳６ヶ月未満の子について取得可(５日間を有給化) 

       一定の場合において、子が２歳に達するまで取得可 

 ◇ 利用状況 女性の育児休業取得率は過去３年間において１００％ 

        男性は、平成２４、２６年度において各１名取得 

 

３ 介護休業制度 

◇ 制度   対象家族１人につき、通算最大３６５日まで取得可 

◇ 利用状況 過去３年間において、男性３名、女性２名取得 

 

４ 勤務時間短縮等の措置 

 ◇ 育児のための制度 

 ・短時間勤務制度（小学校入学まで） 

１日６時間、７時間又は週の勤務日数短縮のいずれかの選択可 

 ・時間外勤務免除（１ヶ月２０時間、年間１５０時間） 

 ◇ 介護のための制度 

 ・短時間勤務制度（通算最大３年まで） 

  １日６時間、７時間又は週の勤務日数短縮のいずれかの選択可 

 ・時間外勤務免除（１ヶ月２０時間、年間１５０時間） 

 

５ その他の制度 

 ◇ 配偶者の出産時に２日を限度として特別休暇（有給）を付与 

 ◇ 看護・介護休暇、半日単位での取得可 

 ◇ 復職前の人事面談での意向確認や、研修の実施により、復職後の職場環境に配慮 

 ◇ メリハリのある休暇制度として、スポット休暇・連続休暇制度を導入し、有給休暇の計

画的な取得を促進 

 ◇ 結婚、出産・育児、配偶者の転勤等により退職した場合の再雇用制度（最長１０年） 

ファミリー・フレンドリー企業部門 大阪労働局長優良賞 

株式会社関西アーバン銀行 
所在地：大阪市中央区 業種：普通銀行業  従業員数：約 3,700人 

 



別紙３ 

６ 社内環境整備 

 ◇ 「仕事と育児の両立支援ガイドブック」を作成し、イントラネット上にも掲載するなど、

制度等を広く周知 

  ◇ 育休からの早期復職を目指す従業員を応援するため、健康保険組合を通じて保活コンシ

ェルジュサービスを提供 

 ◇ プレママセミナー、育児休暇復職支援セミナー、育サポセミナーを実施し、制度周知と

モチベーション向上に取り組む 

 ◇外部講師を招き、「育児をしながら働く行員を部下に持つ管理職研修」を開催し、周囲の

理解を促進 

 ◇ 職業意識の変化に対応するためのコース転換制度を設け、年に一回希望を聴取 

 ◇ 毎月、個々人が勤務計画の策定、実績の入力を行い、各部店長が確認するなど、適正時

間の管理意識を徹底 



別紙４ 

 

 

 

 

 

 

育児休業、満３歳まで取得可 

復職時には、本人・直属上司・業務課長・人事４者含めたオリエン 

テーションを実施し、スムーズな職場復帰のサポート体制を構築 

制度の更なる拡充に向け、社員向けアンケートを実施 

 

１ 両立支援に関する基本方針   

◇ 女性の継続就業支援についての制度拡充の方針を明確にし、そのための研修の実施や、

拡充に向けての意見や要望を聞き取るアンケートを広く実施 

◇ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん）を３度取得 

 

２ 育児休業制度 

◇ 制度   子が満３歳に達する日の月末まで取得可 

 ◇ 利用状況 女性の育児休業取得率は過去３年間において平均９７％ 

        男性は、平成２４年度の取得者１名１６９日間の育児休業 

 

３ 介護休業制度 

◇ 制度   対象家族１人につき、通算して１年間を限度として取得可 

◇ 利用状況 過去３年間において、女性１名取得 

 

４ 勤務時間短縮等の措置 

 ◇ 育児のための制度 

 ・短時間勤務制度（小学校３年生３月末まで） 

３０分単位で３０分から２時間までの短縮時間の選択が可 

 ・所定外労働免除制度（小学校就学の始期まで） 

 ◇ 介護のための制度 

 ・短時間勤務制度（通算最大１年まで）１時間又は２時間の短縮時間の選択が可 

 

５ その他の制度 

 ◇ ２年で消滅する年次休暇を３年間にわたって積立て、育児や介護など一定の事由につ

いての使用を認める積立休暇制度 

 ◇ 年間３万円を上限に、就学前までの子に係る保育料等を支給する託児所・ベビーシッ

ター補助 

 ◇ 営業車の託児所送迎時使用許可（男性社員の利用多数） 

 ◇ 休業期間中の希望者へのＰＣ貸与による、社内情報共有の環境づくり 

 ◇ 結婚、出産・育児、配偶者の転勤等により退職した場合の再雇用制度（１０年間） 

 

 

ファミリー・フレンドリー企業部門 大阪労働局長奨励賞 

小 野 薬 品 工 業 株 式 会 社 
所在地：大阪市中央区 業種：製造業  従業員数：約 2,800人 

 

 



別紙４ 

６ 社内環境整備 

 ◇ 「福利厚生制度活用ハンドブック」を作成し、全社員に配布、イントラネット上へ 

掲載するなど、制度等を広く周知 

 ◇育児休業等の復職時にオリエンテーションを実施。本人と直属の上司のみならず、業

務課長、人事を加えた４者で情報を共有することで、本人と会社の認識のずれをなく

し、よりスムーズな復職のためのサポート体制を確立 

◇ 出産・育児支援制度についての内容を研修項目に盛り込んだ課長クラス研修を実施 

 ◇ 職種や勤務地の希望を聴取するための制度を設け、全員に希望届の提出を指示 

 ◇ 年次有給休暇取得状況や、時間外労働の問題点把握のためのアンケートを行い、改善

に向けた「働き方を見直す取り組み」を実施 



別紙５ 

 

 

 

 

 

 

男性の育児休業取得率５７．８％（平成２６年度） 

年次有給休暇取得率９４．８％（平成２６年度） 

育児支援カフェテリアプランや保活コンシェルジュサービスなど、 

キャリアアップ支援としての手厚い両立支援制度 

 

１ 両立支援に関する基本方針   

◇ 女性活躍推進を会社の重要施策の１つとして位置づけ、仕事と育児を両立して活躍で

きる環境づくりを推進している。2012 年度からは、とりわけ育児休業からの復帰後の

働き方を重要視し、早期に復職しキャリアアップしてもらうための支援策に特に重き

をおいている 

◇ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん）を３度取得 

 

２ 育児休業制度 

◇ 制度   子が満１歳に達するまでの日数において、２回までの分割取得可 

        一定の場合において、子が１歳６ヶ月に達するまでの間または子が満１歳

の３月末日に達するまでのいずれかの期間まで取得可 

 ◇ 利用状況 女性の育児休業取得率は過去３年間において１００％ 

        男性は、平成２６年度１３０名が取得 

 

３ 介護休業制度 

◇ 制度   対象家族１人につき、通算最大３６５日まで取得可 

◇ 利用状況 過去３年間において、男性６名、女性３名取得 

 

４ 勤務時間短縮等の措置 

 ◇ 育児のための制度 

 ・短時間勤務制度（小学校１年の年度末まで） 

１日６時間（子が満６ヶ月未満での早期復職者に限り、復帰後１ヶ月間は１日４時間

勤務も可）。一定の場合において、小学校２年以降小学校卒業までに最大２年間適用可 

 ・フレックス勤務制度（小学校卒業まで。子が満６ヶ月未満に限り６時間勤務のフレッ

クスも適用） 

 ・時差勤務制度（最大１時間。子が満１歳以降小学校卒業まで） 

 ◇ 介護のための制度 

 ・短時間勤務制度（１日６時間。介護休業と通算して最大３６５日まで） 

 ・フレックス勤務制度 

 ・時差勤務制度（最大１時間） 

 

 

ファミリー・フレンドリー企業部門 大阪労働局長奨励賞 

ダ イ キ ン 工 業 株 式 会 社 
所在地：大阪市北区 業種：製造業  従業員数：約 8,400人 

 

 



別紙５ 

５ その他の制度 

 ◇ 保育所入所のための情報提供や、活動のためのノウハウを個別にサポートする保活コ

ンシェルジュサービス 

◇ 小学校６年生までの子に係る外部サービス費用を、年間２０万円まで（子が満６ヶ月

未満で復職の場合は、最大６０万円まで）補助する育児支援カフェテリアプラン 

 ◇ 従業員の家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し家事援助を行うホームヘルプ制度 

 ◇ 小学校６年生までの子を持つフルタイム勤務者に対し、週１回までの自宅勤務を認 

める部分在宅勤務の導入に向けたトライアル実施 

 

６ 社内環境整備 

 ◇ 社員向けに、産休・育休に関する制度等を周知するためのガイドブックを作成する他、

イントラネット「仕事と子育て両立支援サイト」においても制度等を広く周知 

 ◇ 育児休業復職者向けセミナーに所属長も参加するよう呼びかけ 

 ◇ 毎年「自己記録表」の提出において、職種や勤務地の希望を聴取し、家庭環境の変化

にも配慮 



応募期間▶平成27年１月１日～３月31日

ポジティブ・アクションを推進している企業
ファミリー・フレンドリーな企業

を表彰します

ポジティブ・アクションを推進している企業
ファミリー・フレンドリーな企業

を表彰します

ポジティブ・アクションを推進している企業
ファミリー・フレンドリーな企業

を表彰します

厚生労働省雇用均等・児童家庭局／都道府県労働局雇用均等室

平成27年度　均等・両立推進企業表彰

両部門に優れた企業両部門に優れた企業

「均等推進企業」部門「均等推進企業」部門 「ファミリー・フレンドリー企業」部門「ファミリー・フレンドリー企業」部門
職場における女性の能力発揮を促進するため
の積極的な取り組みを実施している企業

仕事と育児・介護との両立支援のための取り
組みを実施している企業

厚生労働大臣
最優良賞

厚生労働大臣優良賞
都道府県労働局長優良賞
都道府県労働局長奨励賞

厚生労働大臣優良賞
都道府県労働局長優良賞
都道府県労働局長奨励賞

厚生労働省では、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」
（ポジティブ・アクション）および「仕事と育児・介護との両立支援のための取り組
み」について、他の模範となる取り組みを推進している企業を表彰しています。
平成27年度の各賞候補を募集します。「わが社こそは」と思われる企業の皆さま、ぜひ
ご応募ください！



このような企業が表彰の候補ですこのような企業が表彰の候補ですこのような企業が表彰の候補です

厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞

平成 26 年度
表彰企業
平成 26 年度
表彰企業
平成 26 年度
表彰企業 厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞

該当企業なし

厚生労働大臣優良賞 6 企業

都道府県労働局長賞 13 企業
（優良賞・奨励賞）

ファミリー・フレンドリー企業部門ファミリー・フレンドリー企業部門
厚生労働大臣優良賞 1 企業

都道府県労働局長賞 49 企業
 （優良賞・奨励賞）

均等推進企業部門均等推進企業部門

各企業の取組内容などは厚生労働省ホームページでご紹介していますのでご覧ください。

トップページ
「報道・広報」 報道発表資料 2014 年 9 月 9 月 25 日「平成 26 年度

「均等・両立推進企業表彰」受賞企業決定」

（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000058840.html）

応募方法

選考方法

その他

ポジティブ・アクション　シンボルマーク「きらら」 次世代認定マーク「くるみん」 仕事と介護の両立支援のシンボルマーク「トモニン」

ポジティブ・アクションに取り組む企業・両立支援に取り組む企業の皆さまの
積極的なご応募をお待ちしています！

平成27年１月１日～３月31日応募期間は
（※当日消印有効）

均等推進企業部門均等推進企業部門 ファミリー・フレンドリー企業部門ファミリー・フレンドリー企業部門

★★ ★ ★ ★

く

る み ん

◦�ポジティブ・アクションを企業の方針として示し、積
極的に取り組んでいることを公表している。
◦�ポジティブ・アクションの取り組みとして「採用拡
大」、「職域拡大」、「管理職登用」または「職場環
境・職場風土の改善」に取り組んでいる。
◦�ポジティブ・アクションの取り組みのうち、「女性のみ
を対象」または「女性を優遇」する取り組みは、女性
労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合
（雇用管理区分ごとにみて女性労働者の割合が４割
を下回っている状況）に限られている。

※	「ポジティブ・アクション」とは…
� �男女間に見られる格差の解消を目指して、個々の企業が行
う自主的かつ積極的な取り組みをいいます。

※	「公表」とは…
� 「ポジティブ･アクション応援サイト」
	 http://www.positiveaction.jp/pa/index.php
� 「女性の活躍推進宣言コーナー」
	 http://www.positiveaction.jp/declaration/

◦�過去に「均等推進企業部門」の大臣賞または「ファミリー・フレンドリー企業部門」の大臣賞を受賞し、さらにそ
の部門での取り組みが進んでいる。
◦もう一つの部門についても積極的に取り組み、成果をあげている。

※上記以外にも部門ごとに表彰基準が定められています。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

◦�両立指標（平成24年２月改訂版）の点数が一定程
度以上である。
◦�法の規定を上回る育児・介護休業制度や所定労働時
間の短縮などの措置を導入し、よく利用されている。
◦�男性労働者について、一定の育児休業取得実績がある。
◦時間外労働がおおむね年150時間未満である。
◦�年次有給休暇取得率がおおむね50％（大臣賞は
60％）以上である。
◦�次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けて
いる、または認定を目指している。

※	「両立指標」とは…
� �企業自らが自社の仕事と家庭の両立支援策の進展度合い
や不足している点を、63問の設問に答えて採点。自社の
「仕事と家庭の両立のしやすさ」が客観的に評価できるよ
うに構成されたものです。

	 詳しくはこちら：http://www.ryouritsu.jp/index.html



このような企業が表彰の候補ですこのような企業が表彰の候補ですこのような企業が表彰の候補です

厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞

平成 26 年度
表彰企業
平成 26 年度
表彰企業
平成 26 年度
表彰企業 厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞

該当企業なし

厚生労働大臣優良賞 6 企業

都道府県労働局長賞 13 企業
（優良賞・奨励賞）

ファミリー・フレンドリー企業部門ファミリー・フレンドリー企業部門
厚生労働大臣優良賞 1 企業

都道府県労働局長賞 49 企業
 （優良賞・奨励賞）

均等推進企業部門均等推進企業部門

各企業の取組内容などは厚生労働省ホームページでご紹介していますのでご覧ください。

トップページ
「報道・広報」 報道発表資料 2014 年 9 月 9 月 25 日「平成 26 年度

「均等・両立推進企業表彰」受賞企業決定」

（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000058840.html）

応募方法

選考方法

その他

ポジティブ・アクション　シンボルマーク「きらら」 次世代認定マーク「くるみん」 仕事と介護の両立支援のシンボルマーク「トモニン」

ポジティブ・アクションに取り組む企業・両立支援に取り組む企業の皆さまの
積極的なご応募をお待ちしています！

平成27年１月１日～３月31日応募期間は
（※当日消印有効）

均等推進企業部門均等推進企業部門 ファミリー・フレンドリー企業部門ファミリー・フレンドリー企業部門

★★ ★ ★ ★

く

る み ん

◦��所定の応募用紙に必要事項を記入し（平成27年１月１日現在の状況）、自己採点の上、都道府県労働局雇用
均等室あてに郵送またはＦＡＸでご応募ください。
◦�電子申請(http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html)による応募も受け付けます。
◦��応募用紙は、厚生労働省ホームページまたは都道府県労働局雇用均等室で入手できます。
� �均等推進企業部門とファミリー・フレンドリー企業部門とは応募用紙が異なりますのでご注意ください。
� 厚生労働大臣最優良賞の応募の際は、両部門とも応募用紙にご記入ください。

❶�都道府県労働局雇用均等室で、書類選考後、取り組み内容など詳細についてのヒアリングを実施します。

❷�都道府県労働局長は、ヒアリング結果をもとに、表彰基準を満たす企業の中から、
� ・都道府県労働局長賞の受賞企業
� ・厚生労働大臣賞の候補企業
� 　を決定し、厚生労働大臣賞候補企業については、厚生労働大臣に対し推薦を行います。

❸�厚生労働大臣は、推薦された企業の中から、
� ・厚生労働大臣最優良賞　
� ・厚生労働大臣優良賞
� 　の受賞企業を決定します。

❶�実施要領、表彰基準および応募用紙は厚生労働省ホームページからダウンロードしていただけます。� �
（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html）

トップページ「厚生労働省からのご案内
「政策について（組織別の政策一覧）」」 雇用均等・児童家庭局 主な制度紹介「均等・両立

推進企業表彰について」

� また、都道府県労働局雇用均等室でも配布しています。

❷�選考結果は、都道府県労働局雇用均等室からお知らせします。

❸�受賞企業には平成27年10月に表彰状の授与を行います。
� ※�厚生労働大臣賞については厚生労働大臣より、都道府県労働局長賞は各都道府県労働局長より、それぞれ表彰状の授与

を行う予定です。



均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）受賞企業一覧
（大阪労働局）

別紙７

年度 区分 企業名 所在地 業種

武田薬品工業㈱ 大阪市 製造業

㈱髙島屋 大阪市 卸売業、小売業

平成12年度 大阪労働局長賞 サントリー㈱ 大阪市 製造業

厚生労働大臣賞 松下電器産業㈱ 門真市 製造業

大阪労働局長賞 ロート製薬㈱ 大阪市 製造業

厚生労働大臣賞 ㈱大丸 大阪市 卸売業、小売業

大阪労働局長賞 サンスター㈱ 高槻市 製造業

㈱髙島屋 大阪市 卸売業、小売業

帝人㈱ 大阪市 製造業

大阪労働局長優良賞 不二製油㈱ 泉佐野市 製造業

厚生労働大臣最優良賞 松下電器産業㈱ 門真市 製造業

大阪労働局長優良賞 ㈱池田銀行 池田市 金融業、保険業

平成17年度 厚生労働大臣優良賞 ダイキン工業㈱ 大阪市 製造業

平成18年度 厚生労働大臣優良賞 松下電工㈱ 門真市 製造業

平成19年度 大阪労働局長優良賞 積水化学工業㈱ 大阪市 製造業

平成20年度 大阪労働局長優良賞 ㈱近畿大阪銀行 大阪市 金融業、保険業

平成22年度 厚生労働大臣優良賞 ㈱りそな銀行 大阪市 金融業、保険業

厚生労働大臣最優良賞 (株)髙島屋 大阪市 卸売業、小売業

大阪労働局長優良賞 シャープ(株) 大阪市 製造業

厚生労働大臣優良賞

平成16年度

平成11年度 大阪女性少年室長賞

平成13年度

平成14年度

平成23年度

平成15年度



均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）受賞企業一覧
（大阪労働局）

別紙７

パナホーム(株) 豊中市 建設業

(株)竹中工務店 大阪市 建設業

大阪労働局長奨励賞 大阪東信用金庫 八尾市 金融業、保険業

大阪労働局長優良賞 (株)クボタ 大阪市 製造業

大阪労働局長奨励賞 (株)関西アーバン銀行 大阪市 金融業、保険業

平成26年度 大阪労働局長優良賞 日本生命保険相互会社 大阪市 金融業、保険業

大阪労働局長優良賞 小野薬品工業㈱ 大阪市 製造業

大阪労働局長優良賞 (株)関西アーバン銀行 大阪市 金融業、保険業

平成27年度

平成23年度

大阪労働局長優良賞

平成25年度



均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業部門）受賞企業一覧
（大阪労働局）

別紙８

年度 区分 企業名 所在地 業種

平成11年度 大阪女性少年室長賞 ㈱エクセディ 寝屋川市 製造業

㈱阪急百貨店 大阪市 卸売業、小売業

大阪ガス㈱ 大阪市
電気・ガス・

熱供給・水道業

厚生労働大臣努力賞 ミノルタ㈱ 大阪市 製造業

大阪労働局長賞 三洋電機㈱ 守口市 製造業

平成14年度 大阪労働局長賞 ㈱阪神百貨店 大阪市 卸売業、小売業

平成16年度 大阪労働局長賞 ㈱京阪百貨店 守口市 卸売業、小売業

平成17年度 厚生労働大臣優良賞 松下電器産業㈱ 門真市 製造業

平成18年度 大阪労働局長賞 東レ㈱ 大阪市 製造業

平成20年度 厚生労働大臣優良賞 参天製薬㈱ 大阪市 製造業

平成22年度 大阪労働局長優良賞 ㈱千趣会 大阪市 卸売業、小売業

厚生労働大臣最優良賞（再掲） (株)髙島屋 大阪市 卸売業、小売業

厚生労働大臣優良賞 シャープ(株) 大阪市 製造業

平成25年度 大阪労働局長優良賞 日立造船（株） 大阪市 製造業

平成26年度 大阪労働局長優良賞 日本生命保険相互会社 大阪市 金融業、保険業

大阪労働局長優良賞 (株)関西アーバン銀行 大阪市 金融業、保険業

大阪労働局長奨励賞 小野薬品工業㈱ 大阪市 製造業

大阪労働局長奨励賞 ダイキン工業㈱ 大阪市 製造業

平成12年度

平成13年度

労働大臣努力賞

平成23年度

平成27年度



 

 １ と き 

     平成２７年９月１６日（水）  １３：３０～１６：００ 

                          （受付開始）１３：００ 

 ２ ところ 

      エル・おおさか本館 １１階 セミナールーム 

        （大阪市中央区北浜東３－１４） 

 ３ 対象（定員） 

     企業の人事労務担当者  ５０名（申込先着順） 

 ４ 参加費    無料 

 ５ 申込方法 

    裏面の「参加申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸにてお申込みください。 

    ＦＡＸ送付後、確認のため必ず当課まで電話でご連絡をお願いします。 

          （申込締切日  平成２７年９月８日（火）まで） 

※締切日までに定員に達した場合、申込みをお断りすることがあります。 

 ６ 内容 

  （１）平成２７年度「均等・両立推進企業表彰」  大阪労働局長賞表彰式  

  （２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（案）について 

                       雇用均等室 （担当職員） 

  （３）フレックスタイム制等の導入に当たっての留意点等 

                       労働時間課 働き方・休み方改善コンサルタント 

━女性活躍推進＆労働時間法制導入━ 

●京阪・地下鉄谷町線「天満
橋駅」より西へ300m 

●京阪・地下鉄堺筋線「北浜
駅」より東へ500m 

●地下鉄御堂筋線「淀屋橋
駅」より東へ1,200m 
●JR東西線「大阪天満宮駅」
より南へ850m 
 
  ※公共交通機関を 
    ご利用ください。 

［お問合せ先］ 大阪労働局 労働基準部  労働時間課 Ｔｅｌ．０６－６９４９－６４９４ 

大阪労働局 検索 

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
別紙９

Administrator
タイプライターテキスト



ワーク・ライフ・バランスを考えるセミナー参加申込書 

  事業場名 
  （住  所） 

役職・氏名 

  連絡先 電話  （      ）   － 
ＦＡＸ  （      ）   － 

  質問欄 

 
（あればご記入くださ
い。セミナー講師の
参考資料とさせてい
ただきます。） 

（フレックスタイム制に関すること） 

（上記以外の労働時間法制に関すること） 

定員に達した場合、申込みをお断りすることがあります。 
かならず、連絡先をご記入ください。 
 
（申込先）  大阪労働局 労働基準部 労働時間課 

    ＦＡＸ： ０６－６９４９－６０３４ 
     （お問合せ等はTEL. 06-6949-6494 まで） 
 
セミナー当日、この参加申込書を受付にご提示ください。 
 
  ※ ご記入いただいた個人情報は本セミナー運営以外の 
    目的には使用いたしません。 働き方・休み方改善コンサルタント 

    Dr.カイゼン© 

主催：大阪労働局働き方改革推進本部 

ＦＡＸ  06－6949－6034 
番号のお間違いのないようにお願いします。 
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