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大阪企業人権協議会への加入のお願い
日頃は大阪府政の推進に御理解・御協力を賜り、感謝を申し上げます。
今日、企業活動は様々な場面で人権に関わっており、人権尊重の視点は企
業の発展に不可欠なものとなっております。
大阪府では、大阪労働局と連携・協力し、各事業所において「公正採用選
考人権啓発推進員」の設置をお願いし、この推進員を中心として企業におけ
る「公正な採用選考システムの確立」と「差別のない職場づくり」をめざし
た企業内での人権意識の高揚に向けた取組みを進めていただいているとこ
ろです。
このような中、推進員を設置している府内事業所の方々が自主的に「大阪
企業人権協議会（企業人権協）」を組織し、府内３７の地域連絡会を中心に、
相互連携を図りながら、推進員活動をより充実・活性化させるための取組み
を進めておられます。現在約５９００の加入事業所に対して「企業人権協サ
ポートセンター」が実施する｢人権リーダー養成講座｣や「人権研修への講師
派遣･紹介サービス」、さらには、企業内における人権研修教材である「人権
腕だめし」作成など、多様なサービス提供をしておられます。
企業人権協のこれらの活動は有意義なものであり、府内事業所の皆様方に
おかれましても、企業人権協のこのような趣旨・目的を十分御理解いただき、
ぜひ、
「大阪企業人権協議会」へ加入されることをお勧めいたします。
なお、御不明な点などがございましたら、裏面に掲載している地域連絡会
までお問合せいただきますよう、お願いいたします。

【大阪企業人権協議会
連絡会の名称
池田地区企業人権啓発推進員協議会（池田市･豊能町･能勢町）
泉大津市事業所人権協議会
泉佐野･熊取･田尻事業所人権連絡会
和泉市企業人権協議会
茨木地区人権推進企業連絡会
大阪市企業人権推進協議会
大阪狭山市企業人権協議会
貝塚市企業人権協議会
柏原市企業人権連絡協議会
交野事業所人権推進連絡会
門真市企業人権推進連絡会
河南町･太子町･千早赤阪村企業人権協議会
河内長野市企業人権協議会
岸和田市人権啓発企業連絡会
堺市人権教育推進協議会企業部会
四條畷市事業所人権連絡会
島本町企業内人権啓発推進連絡会
吹田企業人権協議会
摂津地区人権推進企業連絡会
泉南市事業所人権推進連絡会
大東市事業所人権推進連絡会
高石市事業所人権教育推進連絡協議会
高槻地区人権推進員企業連絡会
忠岡町企業人権問題推進員連絡会
豊中企業人権啓発推進員協議会
富田林市企業人権協議会
寝屋川事業所人権推進連絡会
羽曳野市企業人権連絡会
阪南市事業所人権問題連絡会
東大阪市企業人権協議会
枚方事業所人権推進連絡会
藤井寺市人権のまちづくり協会事業所啓発委員会
松原市企業人権協議会
岬町事業所人権問題連絡会
箕面企業人権啓発推進員協議会
守口市企業人権推進連絡会
八尾市企業人権協議会

地域連絡会の一覧】
所在地

〒563-8666 池田市城南 1-1-1
池田市 市民生活部 人権・文化国際課内
〒595-8686 泉大津市東雲町 9-12
泉大津市 総合政策部 人権くらしの相談課内
〒598-0007 泉佐野市上町 3-11-48
泉佐野市 生活産業部 まちの活性課内
〒594-8501 和泉市府中町 2-7-5
和泉市 環境産業部 商工労働室内
〒567-8505 茨木市駅前 3-8-13
茨木市 産業環境部 商工労政課内
〒541-0055 大阪市中央区船場中央 1-4
船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 3 号館 3 階 303 号
大阪市企業人権推進協議会事務センター内
〒589-8501 大阪狭山市狭山 1-2384-1
大阪狭山市 市民生活部市民相談・人権啓発グループ内
〒597-8585 貝塚市畠中 1-17-1
貝塚市 都市政策部 人権政策課内
〒582-8555 柏原市安堂町 1-55
柏原市 市民部 人権推進課内
〒576-0034 交野市天野が原町 5-5-1
交野市 総務部 人権と暮らしの相談課内
〒571-8585 門真市中町 1-1
門真市 市民生活部 人権女性政策課内
〒585-8585 河南町大字白木
河南町住民部人権男女共同社会室内
〒586-8501 河内長野市原町 1-1-1
河内長野市 総合政策部 人権推進課内
〒596-8510 岸和田市岸城町 7-1
岸和田市 市民環境部人権・男女共同参画課内
〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3-1
堺市 市民人権局 人権部 人権推進課内
〒575-8501 四條畷市中野本町 1-1
四條畷市 市民生活部 人権・市民相談課内
〒618-0011 三島郡島本町広瀬 2-22-27
島本町 総合政策部 人権文化センター内
〒564-8550 吹田市泉町 1-3-40
吹田市 都市魅力部 地域経済振興室内
〒566-8555 摂津市三島 1-1-1
摂津市 市民生活部 産業振興課内
〒590-0521 泉南市樽井 9-16-2
泉南市 総合政策部 人権推進課内
〒574-8555 大東市曙町 4-6 大東市立市民会館 2 階
大東市 市民生活部 人権室内
〒592-8585 高石市加茂 4-1-1
高石市 総務部 人権推進課内
〒569-0067 高槻市桃園町 2-1
高槻市 産業環境部 産業振興課内
〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東 1-34-1
忠岡町 町長公室 人権広報課内
〒561-8501 豊中市中桜塚 3-1-1
豊中市 都市活力部 産業振興課内
〒584-8511 富田林市常盤町 1-1
富田林市 産業環境部 商工観光課内
〒572-8555 寝屋川市本町 1-1
寝屋川市 人・ふれあい部 人権文化課内
〒583-8585 羽曳野市誉田 4-1-1
羽曳野市 生活環境部 産業振興課内
〒599-0201 阪南市尾崎町 35-1
阪南市 市民部 まちの活力創造課内
〒577-8521 東大阪市荒本北 1-1-1
東大阪市 経済部 労働雇用政策室内
〒573-8666 枚方市大垣内町 2-1-20
枚方市 市長公室 人権政策室内
〒583-8583 藤井寺市岡 1-1-1
藤井寺市 市民生活部 協働人権課内
〒580-8501 松原市阿保 1-1-1
松原市 市民生活部 産業振興課内
〒599-0303 泉南郡岬町深日 2000-1
岬町 総務部 人権推進課内
〒562-0003 箕面市西小路 4-6-1
箕面市 地域創造部 箕面営業室 内
〒570-8666 守口市京阪本通 2-5-5
守口市 市民生活部 人権室内
〒581-0006 八尾市清水町 1-1-6 八尾商工会議所会館内
八尾市 経済環境部 労働支援課内

電話番号
072-754-6231
0725-33-1131
072-469-3131
0725-99-8124
072-620-1620
06-4705-6152
072-366-0011
072-433-7160
072-972-1544
072-817-0997
06-6902-6079
0721-93-2500
0721-53-1111
072-423-9562
072-228-7420
072-877-2121
075-962-4402
06-6384-1365
06-6383-1362
072-480-2855
072-870-9061
072-275-6279
072-674-7411
0725-22-1122
06-6858-2177
0721-25-1000
072-825-2168
072-958-1111
072-471-5678
06-4309-3178
072-841-1259
072-939-1059
072-337-3112
072-492-2773
072-724-6727
06-6992-1512
072-924-3860

