
 

京都府 

京都府の女性の活躍支援 

資料１ 



マザーズジョブカフェ 
 

一人ひとりのニーズに応じた子育てと就業のワンストップ支援 
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総合就業支援拠点「京都ジョブパーク」とは… 

   京都雇用創出活力会議(平成18年10月）で、「公労使」が中核となり共同運営を行う

ことを決め、ジョブカフェ事業で培った支援ノウハウや企業とのネットワークを女性、
中高年齢者等へも拡大した「京都ジョブパーク」をオープン 

 設置時期 
・開    設: 平成１９年４月２日 

・開設場所: 京都テルサ            

 運営体制 

京都ジョブパーク推進協議会 

会長：   知事 

副会長: 連合京都会長 

            京都経営者協会会長 
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 京都労働局・京都府・京都市＝「公」、連合京都＝「労」、京都経営者協会＝「使」を中
心に関係団体が加わった「地域で支える共同運営方式」で運営 
 

京 都 ジョブパークの ４ つ の コ ン セ プ ト 

 ①全国初！公・労・使による共同運営方式を採用 

 ②京都労働局・ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携によるワンストップ機能 

 ③「働きたい！」みなさんのニーズに応じたきめ細かな支援 

 ④全国初！企業応援団を結成 

京都ジョブパークのコンセプト 

 専門カウンセラーによる相談からハローワークによる職業紹介、就職後の定着支
援までワンストップで支援 

 若年者、中高年齢者、女性、一人親家庭、障害のある方で就職を希望する方、福
祉、農林水産業に就職を希望する方のための専門コーナーを設置し、担当制による
カウンセリングを中心にきめ細かく支援 

 セミナー・研修への講師派遣、職場実習の受け入れなど、京都企業が就業を目指
す京都ジョブパークの求職者を支援 
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  求職者の就労支援  

求職者の生活支援 

公労使（京都労働局、京都府、京都市、連合京都、京都経営者協会）連携による共同運営 

 

企業の人材確保・定着支援 

京都ジョブパークのコンセプト 

３つの 
歯車 

の連動が 
重要 



 
マザーズジョブカフェの誕生へ 

◇行政側視点から利用者視点へ 

 

変わらない課題 

子育て中の働きたいお母さん 

①仕事が先か？ ②保育が先か？ 

①仕事は、ハローワーク ②保育所は、市町村 
 

※ワンストップでサービスを受けることができたら… 

  これがマザーズジョブカフェの原点 

※男女共同参画課が中心となり徹底的に施策に「横串」を通す 
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マザーズジョブカフェ 

京都ジョブパークマザーズジョブカフェとは 

• 設置時期 
  開    設: 平成22年８月９日 

  開設場所: 
   京都府男女共同参画センター内 
    (京都市南区) 

• 運営体制 
 京都労働局・京都府・京都市・連合京都・京都経営者協会 
 からなるオール京都体制で運営 

 

★子育てしながら働きたい女性やひとり親のニーズに応じて子育てと 
  就業をワンストップで支援 
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マザーズジョブカフェ 

 

専任のカウンセラーによる  

    適性や働き方、就職活動 

   のアドバイス 

 

 

ハローワークの相談員に 

よる職業相談・職業紹介 

 

 

 

ひとり親の方の 

就業生活相談 

ママさんコンシェルジュ 
一人ひとりの事情に応じて、就業に伴う保育に関する相談、情報提供等 

マザーズジョブカフェ 

ニーズに応じてワンストップで就業を支援 

●安心ゆりかごサポート・・・就職活動中及び就職決定後子どもの預け  

              先が決まらない場合の一時保育を確保 【最長１年】 

●保育付き訓練・・・子どもを預けて受講できる職業訓練・講座等を実施 

女性再就職支援コーナー ひとり親自立支援コーナー マザーズコーナー 
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マザーズジョブカフェ 

◆マザーズジョブカフェ北部サテライト 
        毎週火～木、ハローワーク福知山において開設 
 
◆巡回相談の実施 
      北部－毎週月・金、綾部、舞鶴、峰山、宮津の各ハローワーク 
        及び舞鶴市就労支援センター 
   南部－毎月第２火・金、ハローワーク宇治、ゆめりあうじ及びハロー       
        ワークプラザかめおか  
 
◆ママ再就職フェアの開催 
    平成２５年３月５日開催   平成２６年１月１５日開催予定  
 
◆働くためのスキルを身につけるためのセミナーと併せ、入園 
  のための保育園セミナーを始めとする各種講座等の実施 
 
◆保育ルーム戸外にウッドデッキを設置し、保育環境を改善 



■京都ジョブパークマザーズジョブカフェ利用状況 

【延べ利用者数】 【内定者数】 

【安心ゆりかごサポート利用者数】 

平成24年度に戸外スペース（ウッドデッキ）を増設 9 



働く女性応援事業 
女子シャインチアーズ 

• 女性社員のネットワークで、女性の就業継続
やキャリアアップを支援 

• 企業を超えた女性社員間の交流 

• モデルとなる先輩社員（ロールモデル）による
後輩社員の支援（メンター事業） 

 

 会員登録数：200名（H25.10.7現在） 
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ワーク・ライフ・バランスの取組           
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仕事と生活の調和の推進
（ワーク・ライフ・バランス） 

■働き方の見直しアドバイザー派遣・経費支援 

  →働き方の見直しのための専門家（社労士、 

   中小企業診断士等）を派遣し、取組に対する 

   経費を支援 
 

■「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業 

  認証制度 

     宣言企業数 ㉒３９４社 → ㉕１，３９４ 社 

     認証企業数 ㉒４１社  → ㉕１３２ 社 

                          （H25.8末） 
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様々な女性の活躍支援 
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第１回京都女性起業家賞（アントレプレナー賞）授賞式（H24） 



 新たなビジネスを提唱する女性からの提案を全国から公募し、女性の起業モデルと
なる提案を顕彰するとともに事業化を支援 

 京都女性起業家賞（アントレプレナー賞） （Ｈ２４～） 

女性の起業事例を女性の活躍の好事例へ発展（広く
府民に認知）させることが必要 

全国83件応募 
京都府 66件 
他府県 17件 

京都府知事賞 最優秀賞 （副賞 助成金 30万円）

氏 名

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ

名称

概 要

京都府知事賞 優秀賞 （副賞 助成金 10万円） ・ 日本政策金融公庫グッドプラン賞

氏 名

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ

名称

概 要

 がん患者さんの日常を応援！専門美容室と理美容師さんが使いやすいウィッグ展開

がん罹患者の抗がん剤による脱毛から自毛までをケア（ウィッグによる美容、情報提供等）する専門美容室の運営

とウィッグ開発及び研修によるケア可能な理美容師の育成

 消費～加工～生産者を幸せにする「そば」事業

消費者：美容健康、加工者：麺以外製品の流通拡大、生産者：やせた土地でも短期収穫可能なそばの魅力発信な
ど、そばガレットを提供するカフェ事業から展開する「そば」の総合プロデュース

Happy Beauty Project 代表 三田 果菜

SOBA Café．さらざん 代表 橋本 陵加

（さんだ かな）

（はしもと りょうか）
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起  業  支  援 



京都府女性の船同窓会 
「ステップあけぼの」 
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 ■Ｓ５８～（３１ 年の歴史） 
 ■府域全体  に１２  支部 
 ■会員数：約 ２，０００  名！ 

   →府内全域に多くの会員を 
          有する有数の女性団体！ 



多くの会員が様々な分野で活躍！  
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■「ステップあけぼの」活動状況調査 （Ｈ２４年度実施） 

   

  

＜現在の活動状況＞ 

   

  高齢者支援 
  子育て支援 
  プチ起業 
  エコ活動 等々 

ソーシャルビジネス 

回答数１，１２５人 
（回答率５６．０％） 



京都府男女共同参画センター 
らら京都 

  平成  8年4月 

    京都府女性総合センター開設 

  平成20年4月 

      京都府男女共同参画センターに改称 

  平成21年4月 

       指定管理者制度導入  
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らら京都の主な事業 

○相談（女性、法律、労働、フェミニストカウンセリング） 

○起業支援 （相談、セミナー、オフィス、手づくり市） 

○研修（市町村・センター職員研修、出前講座）   

○ワーク・ライフ・バランス推進（地域別交流会） 

○ＤＶ対策（啓発講座、グループワーク） 

○交流支援（交流スペース提供） 

○防災（避難所運営ガイド、被災時の支援体制づくり） 
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 チャレンジ相談 （Ｈ１６～） 

 キャリアカウンセラー等による、相談者の状況に応じたカウンセリング、アドバイス、情報提供 
［開催場所］ 京都市内（京都府男女共同参画センター） ／ 北部会場 

 女性のための起業セミナー （Ｈ１７～） 

 起業の具体的な方法を学ぶ長期講座 ［開催場所］ 京都市内（京都府男女共同参画センター） 

 女性チャレンジオフィス 

 商店街空店舗等を活用した女性向けインキュベート施設運営 （商工会議所、ＮＰＯによる支援） 
  ［設置場所］ 京都市（京都府男女共同参画センター） ／亀岡市（亀岡駅前ＮＰＯ法人事務所） 

（Ｈ１７～） 

Ｈ２４までに約１５０人の女性起業家を輩出 

 ＣoＣoサロン（ココサロン） 

 起業や経営の悩みの解消やｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟするための、起業を目指す女性と先輩女性起業家の交流  
  ［開催場所］ 京都市内会場（京都府男女共同参画センター他） 

（Ｈ１７～） 
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パープルリボンキャンペーン 
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ご清聴ありがとうございました 
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