京阪天満橋駅、Osaka Metro（旧大阪市営地下鉄）谷町線天満橋駅
①号出入口から東へ約 300ｍ
ＪＲ東西線大阪城北詰駅 ②号出入口から西へ約 500ｍ
シティバス（旧大阪市営バス）京阪東口からすぐ

男女共同参画社会の推進に向けて、
私たちは チャレンジ を続けます。
沿

基本理念 ・ 目的
「男女が対等な立場で、あらゆる分野へ参
加・参画することができる社会の創造」を基
本理念とし、社会的・経済的な男女格差の是
正、女性のエンパワメントのための専門的で
総合的な支援機能を果たしていくことを財団
運営の目的としています。

運営方針 －３つのＣ－
Continue

継続のＣ

20 世紀に起こった女性の社会参加・参画への理念・熱意、
ジェンダー格差是正のための意識改革、女性のエンパワメ
ントの意欲などを継承する。

Collaborate

協働のＣ

さまざまな機関と、新しい分野に向けて「協働」して取
り組む。

Change

変革のＣ

男女共同参画社会づくりを阻む社会慣行や制度を変革す
る事業を展開する。

革

平成６（1994）年
４月 財団法人大阪府男女協働社会づくり財団設立
11 月 ドーンセンターの施設管理、事業運営を受託

平成 15(2003) 年
４月 財団法人大阪府男女共同参画推進財団に名称変更
平成 18(2006) 年
４月 ドーンセンターの指定管理業務開始

平成 22(2010) 年
４月 大阪府の行財政改革により法人自立化
平成 23(2011) 年
４月 ドーンセンター指定管理業務（２期目）
４月 東大阪市立男女共同参画センター（イコーラム）指定管理業務開始
平成 24 (2012) 年
４月 一般財団法人に移行
平成 26 (2014) 年
４月 イコーラム指定管理業務（２期目）
10 月 財団の愛称を「ドーン財団」と発表
平成 27(2015) 年
４月「はなみずき女性支援センター」設置
平成 28(2016) 年
４月 財団事務所移転
４月 ドーンセンター指定管理業務（3 期目）

自立化後の経営
ピーク時には５億７千万円の大阪府補助金
（委 託 金）で 運 営 し て い た 財 団 は、平 成 22
（2010）年度から補助金ゼロの自立化法人と
なりました。
以後は大阪府や国、東大阪市等の事業受託
や、皆さまからの寄附金、賛助金、助成金な
どによって運営しています。

ドーン財団
＜評議員会＞
評議員 上田理恵子
熊

和子

役員

株式会社マザーネット代表取締役社長
元毎日放送ラジオ局長

高瀬久美子 弁護士
高田 昌代 神戸市看護大学教授
時岡禎一郎
早瀬

昇

学校法人大阪女学院監事
認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯ
センター代表理事、社会福祉法人大阪
ボランティア協会常務理事

＜理事会＞

ドーン財団
川中

アドバイザー

大輔

シチズンシップ共育企画代表、
龍谷大学社会学部現代福祉学科講師
黒瀬友佳子 帝人株式会社ＣＳＲ・信頼性保証部 企業倫理・
コンプライアンスグループグループ長
弘本由香里 大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究所
特任研究員
ローラ・デールズ 西オーストラリア州立大学准教授
委嘱期間︓平成 30（2018）年 4 月～平成 31（2019）年 3 月

※50 音順

理事長 段林 和江 弁護士
業務執行理事 白井 文
グンゼ株式会社取締役
理 事 伊田久美子 大阪府立大学人間社会システム科学研
究科教授、女性学研究センター主任
金光 哲司 （一財）大阪府男女共同参画推進財団
事務局長
仁科あゆ美 （一財）大阪府男女共同参画推進財団本部長
畑
律江 毎日新聞大阪本社学芸部専門編集委員
焼野嘉津人 大阪府キャンプ協会常務理事
監 事 中島 ふみ 弁護士
林 紀美代 公認会計士
※50 音順、平成 30（2018）年 7 月現在

平成 29（2017）年度の主な事業

DAWN
ドーン財団

一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団

愛称：「ドーン財団」について
財団がドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
を拠点に活動してきたことにちなむ愛称。ドーンセンターととも
に、ドーンと進んでいこう、という思いを込め、設立 20 周年を記
念して平成 26(2014）年度に決めました。ドーンセンターは、平
成６ (1994）年の開館時に大阪府の公募によって選ばれた愛称で、
「夜明け」や「物事の始まり」を意味する英語ＤＡＷＮと、大阪の
女 性 た ち の「ド ー ン と 行 こ う」と い う 心 意 気 を 表 し て い ま す。

受託事業

■国受託【内閣府】
・東日本大震災による女性の悩み・暴力相談事業
・女性に対する暴力被害者支援のための官官・官民連携促進ワークショップ事業
・若年層を対象とした女性に対する暴力の予防啓発のための研修事業
・性犯罪被害者等支援体制整備促進事業
■大阪府【府民文化部】
・大阪府男女共同参画にのための相談事業等業務
・大阪府における男女共同参画施策に関わる市町村職員のための研修企画・
運営業務

・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者対応マニュアル改訂等業務
・働く女性のための『お悩み』相談会における女性相談
■大阪府【健康医療部】
・不妊専門相談センター事業
■石川県
・ＤＶ相談員等育成研修
■大阪府東大阪市
・東大阪市立男女共同参画センター（イコーラム）指定管理事業
■大阪府泉大津市
・男女共同参画啓発講座

ドーン運営共同体事業
■大阪府【府民文化部】
・ドーン財団を代表として４団体で構成する
「ドーン運営共同体」による事業
大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
指定管理業務

はなみずき女性センター事業
■困難を抱える女性のための事業
・シングルマザーのためのはなみずきセミナー

公益目的事業

■人材育成事業
・フェミニストカウンセリング専門講座
・グループ・スーパービジョン
・女性相談に関わる事務局専門スタッフ養成講座
■相談事業
・女性弁護士による女性のための法律相談
■啓発事業
・ワークショップ

自主事業

■広報事業
・はなみずきツアー
・上映会
■研修コーディネート事業
・男女共同参画に関する講座・研修コーディネート事業
■企業・団体等を対象とした事業
・研修会
・ダイバーシティ推進のためのサポートデスク
■次世代育成事業
・インターシップ生 受入れ
■販売事業

共催事業
■共催事業

駐大阪・神戸米国総領事館広報文化部／関西アメリカン・センター

「国際女性デー 2018

■三重県伊賀市
・男女共同参画講座事業
■近畿大学総合社会学部
・キャリアサポートセミナー
■大阪女学院大学・大阪女学院短期大学
・人権教育講座

記念イベント

#PressforProgress」

講師派遣、委員応嘱 等

■講師派遣等
滋賀県立男女共同参画センター、和泉市総務部人権・男女参画室、
四條畷市市民生活部人権政策課、寝屋川市男女共同参画推進セ
ンター、岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課、東大阪市
教育委員会、吹田市男女共同参画センターデュオ、寝屋川市人・
ふれあい部人権文化課、四條畷市総務部人事課、寝屋川市総部
人事室、岸和田市保健部健康推進課、公立大学法人大阪府立大
学、関西外国語大学、龍谷大学社会学部、大阪府立豊島高等学校、
大阪府立桃谷高等学校、大阪府立枚方高等学校、大阪成蹊女子
高等学校、大阪府立春日丘高等学校、大阪府立久米田高等学校、
交野市立第二中学校、岸和田市立春木中学校、岸和田市立北中
学校、関西大学北陽中学校、大阪公立高等学校教職員組合
■委員応嘱等
公益財団法人大阪府市町村振興協会おおさか市町村職員研修セ
ンター運営審議会委員、門真市男女共同参画審議会委員、専門
図書館協議会関西地区連絡会委員、大阪府立大学外部評価委員
会委員
■研究協力
「ひとり親家族を生活主体とする支援のあり方に関する日韓共同
研究」研究協力者

