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《地方公共団体等の動き》 10件 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■□■1．取組事例                     ■□■ 

働くを HAPPYに！  

株式会社ディノス・セシール 
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株式会社ディノス・セシールは、「モノがたりで、くらし、たのしく。」をビジョンとし

て、「ディノス」と「セシール」の 2 つのブランドによる通信販売事業を展開していま

す。 

お客様にワクワクするような価値を提供する魅力的な企業であるために、社員がイキイ

キと HAPPY に働ける環境づくりを整え、2018 年に厚生労働省「第 3 回働きやすく生産

性の高い企業・職場表彰」において優秀賞を受賞しました。 

 

■主な取組・制度の概要・特長 

・多様な働き方…テレワーク、フレックスタイム制（コアタイムなし）、裁量労働制、

時差勤務（回数制限なし） 

・健康づくり…階段推奨キャンペーン、健康セミナー 

・育児・介護と両立サポート…男性育休キャンペーン、小学 6年生まで時短勤務可、管

理職のイクボス宣言 

・生産性・モチベーション向上…部門表彰、有休奨励デー、各種啓発セミナーの実施 

 

■成果 

・年間総実労働時間 1811：29 

・平均残業時間 14：40 

・平均有休取得日数 12.3日 

・女性育児休業取得率・復職率 100％ 

・男性育児休業・出産休暇取得率 75％ 

・従業員満足度 75％ 

 

■利用・活用した社員の声 

育児と両立するため、テレワーク・フレックス・時短勤務を利用しています。「短時間

勤務でも貢献したい・楽しく仕事をしたい」という思いを実現しやすい会社だと思いま

す。（財務経理部・女性） 



 

■会社情報 

・会社名 株式会社ディノス・セシール 

・事業内容 通信販売事業 

・本社所在地 東京都中野区本町 2-46-2 

・社員数  1191名（男性 492名、女性 699名）2019年 12月時点 
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■□■ 2．最新情報                     ■□■ 
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《お知らせ》 

 

【内閣府】 

令和２年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズを募集しています！ 

→すべての人が性別にかかわらず、自分らしい充実した人生を実現する。そのために、

個人は人生の時間の使い方を考えること、そして家族、地域、社会は、その生き方を後

押ししていくことが求められています。 

 人生 100年時代ともいわれる中、自分らしい充実した人生のためには、すべての人が

性別にかかわらず、自分の意思にそって、職業生活や家庭生活、その他の社会生活をお

くることが重要です。そのために、「仕事」や「家事・育児・介護」、「学び」、「趣味・娯

楽」などにどのように時間を使ってバランスをとるか、考えていくことが必要となりま

す。 

 自分らしい人生を実現するために、時間をどう使っていくのか。家族や地域、社会は

それをどう後押ししていくのか。それを社会全体で考えていくきっかけとなるキャッチ

フレーズを募集します。 

 このキャッチフレーズは、令和２年度「男女共同参画週間」のポスターをはじめ、

様々な場面で広報・啓発活動に使用させていただきます。 

応募締切：令和 2年 2月 28日(金)／応募フォームに必要事項を入力して応募／

入賞作品（最優秀賞、優秀賞）には記念品を贈呈 

詳しくは、以下の URLをご覧ください。 

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html 

 

 

【厚生労働省】 

●子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！ 

→育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができる

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html


よう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和３年１月１日から時間単位で取得

できるようになります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 

 

 

●『テレワーク総合ポータルサイト』を開設しました！ 

→テレワークは、パソコンやインターネットといった情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し

て、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。テレワークの活用によって、さ

まざまな生活スタイルに応じた働き方が可能となり、企業の生産性の向上にもつながり

ます。 

このため、厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総

合ポータルサイト』を開設し、テレワークの導入・活用に向けた支援を行います。 

 https://telework.mhlw.go.jp/ 

 

 

 

《地方公共団体の動き》 

 

【秋田県】 

女性のためのおしごと探しフェスタ 

→結婚や出産等で離職するなどして、再就職を希望する女性向けの合同就職説明会を

開催します。 

日時・場所：令和 2年 2月 25日（火）10時 30分～14時 30分 秋田市中央市民サービ

スセンター センタース／対象：現在お仕事をしていない女性／申込方法：WEBにて

申込 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/45553 

 

 

【福島県】 

ふくしまワーケーションツアー“ふくしまから始めるワークスタイル研究合宿” 

→地方での働き方の一形態となるテレワークの実践による都市部から地方への人の流

れを後押しするため、首都圏の企業を対象とする県内におけるテレワーク環境の視察

や体験機会を創出するためのスタディツアーを行います。 

日時・場所：令和 2年 2月 10日（月）～11日（火）1泊 2日（※希望により 2月 12

日までの延泊可能）／対象：経営者・人事担当者など、働き方改革に取り組む企業の

方、新規事業等の立ち上げに関心のある企業の方／定員：6名／参加費：無料（滞在

期間中の食事に関する費用は各自負担）／申込方法：電話又はメール 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://telework.mhlw.go.jp/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/45553


https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/telework.html 

 

 

【埼玉県】川口市 

ディズニーの元人材トレーナーが教える「一緒に働きたい」と思われる心くばりの魔法

50 の教え 

→ハピネスコンサルタント櫻井恵里子氏による、ディズニー流の心くばりや人材育成、

働く女性の時間術等、働く人を応援するセミナーです。 

日時・場所：令和 2年 2月 7日（金）13時 30分～16時 30分 川口総合文化センターリ

リア 1階催し広場／対象：市内事業所で働く経営者、従業員／定員：50名／参加費：無

料 

https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/seminar/monthlycalendar/200207.html 

 

 

【埼玉県】深谷市 

働く女性のストレス対処～いきいきと働くために～ 

→働く女性を取り巻く社会環境の変化を確認し、ストレスとうまくつきあい、いきいき

と働けるポイントを学びます。 

日時・場所：令和 2年 2月 27日（木）18時 30分～20時 上柴公民館 中会議室／対象：

就業中または就職をめざす女性／定員：30名（先着順）／参加費：無料／申込方法：電

話にて 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/event/1577062584066.html 

 

 

【東京都】 

「だれもが輝くとうきょうガイドブック 男女平等参画のための施策」を作成しました 

→都では女性も男性も輝く東京を目指し、男女平等参画社会の実現に向け取り組んでい

ます。このたび、男女平等参画の現状とさまざまな施策を紹介するためパンフレットを

作成しました。 

発行部数：6,500部／配布場所：東京ウィメンズプラザ、都内区市町村の男女平等参画

担当部署など（ホームページからも閲覧可能） 

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/houkoku/0000001376.html 

 

 

【新潟県】 

男性向け講座「妻が育休後、職場復帰します」 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/telework.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/seminar/monthlycalendar/200207.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/event/1577062584066.html
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/danjo/houkoku/0000001376.html


→「妻が数か月後に職場復帰する」「妻が産後休業または育児休業を取得中」という男

性を対象にした講座を開催します。先輩パパや育休パパの体験談から、これからの生活

のことを一緒に考えてみませんか。 

日時・場所：【1 回目】令和 2 年 2 月 9日（日）【2 回目】2 月 16 日（日）各回 13時 30

分～15 時 30 分 新潟県女性センター 女性団体交流室 2／対象：妻が 4 月から又は数か

月後に職場復帰を予定している男性、現在妻が産後休業又は育児休業を取得している男

性／定員：20名（先着順）／参加費：無料／申込方法：電話、FAX又はメールにて 

https://npwf.jp/event/%e7%94%b7%e6%80%a7%e5%90%91%e3%81%91%e8%ac%9b%e5%ba%a7%

e3%80%8c%e5%a6%bb%e3%81%8c%e8%82%b2%e4%bc%91%e5%be%8c%e3%80%81%e8%81%b7%e5%a0

%b4%e5%be%a9%e5%b8%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%8d-5/ 

 

 

【京都府】 

仕事選びで後悔しないために！自分に合った求人情報の探し方（マザーズジョブカフェ

就職支援セミナー） 

→ハローワークの求人票の見方やフルタイムとパートといった働き方の違い、企業研究

のポイント等をレクチャーします。自分に合った求人を見極め、応募できるようになり

ましょう。 

日時・場所：令和 2年 2月 27日（木）10～12 時 京都府男女共同参画センター らら京

都内 マザーズジョブカフェ／定員：10名／参加費：無料／問合せ・申込：電話にて 

https://kyoto-

womens.org/event/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%a7%e5%be%8c%e6%82

%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%ef%bc%81%e8%87%aa%e

5%88%86%e3%81%ab%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%b1%82%e4%ba%ba-2 

 

 

【大阪府】大阪市 

【男女共同参画セミナー】ママはヨガでリフレッシュ！パパとキッズはハッピーお菓子

作り！ 

→ママとパパ、家族の時間を一緒に楽しみませんか。ママはヨガ、パパは子どもとおや

つ作りをして、最後に作ったお菓子を家族みんなで食べます。 

日時・場所：令和 2年 3月 1日（日）13～16時 クレオ大阪東／対象：小学生とその両

親／定員：30名／参加費：無料（材料費：1,000 円 ママとパパ＆子ども 1人の 3人組、

又は子ども 2名の 4人組）／申込締切：2月 20日（木） 

http://www.creo-

osaka.or.jp/webapp/AppMain.php?koza_preview=4123&port=50251&from_kan=04 

https://kyoto-womens.org/event/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%a7%e5%be%8c%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%ef%bc%81%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%b1%82%e4%ba%ba-2
https://kyoto-womens.org/event/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%a7%e5%be%8c%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%ef%bc%81%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%b1%82%e4%ba%ba-2
https://kyoto-womens.org/event/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%a7%e5%be%8c%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%ef%bc%81%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%b1%82%e4%ba%ba-2
https://kyoto-womens.org/event/%e4%bb%95%e4%ba%8b%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%a7%e5%be%8c%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%ef%bc%81%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ab%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%b1%82%e4%ba%ba-2
http://www.creo-osaka.or.jp/webapp/AppMain.php?koza_preview=4123&port=50251&from_kan=04
http://www.creo-osaka.or.jp/webapp/AppMain.php?koza_preview=4123&port=50251&from_kan=04


 

 

【兵庫県】 

「仕事と子育ての両立～自分のキャリアをイメージしながら～」参加者募集 

→職場への復帰を控え、不安を感じていませんか。自分の仕事の幅を子育てしながらど

う広げていくのかを一緒に考えましょう。 

日時・場所：令和 2年 2月 13日（木） 10～12時 県立男女共同参画センター セミナ

ー室／対象：産休・育休中の方、将来的に育休を取得して働き続けたいと考えている方

／定員：10名（申込多数の場合は抽選）／参加費：無料／申込方法：申込書に必要事項

を記入の上、FAX又は郵送・持参 

https://hyogo-even.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/ikukyu0213.pdf 

 

 

【和歌山県】 

「ワーク・カフェ」 ～よりよい“はたらく”に向けたアクションプランを描く～ 

→理想のキャリアと比べた、自分の現在の課題や壁を見いだして、解決に向けたプラン

をワークショップ形式で作っていきましょう。 

日時・場所：令和 2年 2月 15日（土）13時 30分～16時 和歌山県男女共同参画センタ

ー“りぃぶる”会議室 C／定員：20 名（先着順）／参加料：無料／申込方法：電話、メ

ール又は Webにて 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/kouzaevent/d00202951.html 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 

仕事が終わり、夫と子供たちと一緒に食事をとって帰宅した夜のこと。家に帰っ

てから洗濯物や明日の準備など、慌ただしく動いている私に、「ママのお仕事は、

まだ終わらないんだね」と娘が声をかけてきました。確かに夫と子どもたちはく

つろいでテレビを見ているのに、母である私は、会社での仕事を終えて、帰宅し

たあとも家事という仕事を当たり前のように行っています。もちろん疲れてい

るのは、夫も自分も同じ。すぐに家族みんなで洗濯物をたたむように声がけをし

ました。令和という新しい時代に育つ子どもたちのためにも、小さなことであっ

ても違和感のあることはなくすように心がけていきたいと思いました。 
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このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。 

このまま御返信いただいてもお答えできませんので御了承ください。 

 

配信中止・配信先変更は、こちらから 

https://hyogo-even.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/ikukyu0213.pdf
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/kouzaevent/d00202951.html


http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/tetsuzuki.html 

 

バックナンバーはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/index.html 

 

このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから 

https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0086.html 

 

内閣府「仕事と生活の調和」推進サイトはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ 

 


