平成28年度認定企業

いしかわ男女共同参画
推進宣言企業
取組紹介
男女がともに生き生きと働くことができる職場環境づくりを進める
「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」の取り組みをご紹介します。

「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」とは
石川県では、男性も女性もいきいきと働くことができる職場環境づくりのため、女性の活躍を推進する
ポジティブアクション（積極的改善措置）の取組や、仕事と育児・介護の両立支援などを推進するワー
クライフバランス（仕事と生活の調和）の取組、男女が共に働きやすい職場環境づくりなどの取組につ
いて、社内で具体的に取り組むことを宣言した企業等を認定し、その取組を支援しています。

石 川 県

平成28年度「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」の宣言内容をご紹介します。
株式会社技研サービス（金沢市）………………………………………
株式会社北陸電器製作所（かほく市）…………………………………
株式会社北都組（金沢市）………………………………………………
有限会社森山設備（輪島市）……………………………………………
株式会社エー・オー・シー（金沢市）…………………………………
ナナオ土建株式会社（七尾市）…………………………………………
株式会社吉光組（小松市）………………………………………………
株式会社升方工務店（野々市市）………………………………………
株式会社建設ドットウェブ（金沢市）…………………………………
株式会社杉本工務店（中能登町）………………………………………
合同会社レインボーハート（金沢市）…………………………………
株式会社アイデン（金沢市）……………………………………………
金沢ターミナル開発株式会社（金沢市）………………………………
株式会社スギヨ（七尾市）………………………………………………
和田内潜建株式会社（七尾市）…………………………………………
宮下建設株式会社（輪島市）……………………………………………
北川ヒューテック株式会社（金沢市）…………………………………
シンワ通信工業株式会社（金沢市）……………………………………
浦谷建設株式会社（七尾市）……………………………………………

■株式会社技研サービス（金沢市）

菱機工業株式会社（金沢市）…………………………………………… ４
株式会社岡組（金沢市）………………………………………………… ４
株式会社大和印刷社（金沢市）………………………………………… ４
株式会社青木産業（能登町）…………………………………………… ４
加越建設株式会社（小松市）…………………………………………… ４
PFUテクニカルコミュニケーションズ株式会社（かほく市）… …… ４
株式会社立花造園（能美市）…………………………………………… ４
株式会社コスモサミット（金沢市）…………………………………… ４
株式会社エース（金沢市）……………………………………………… ４
北陸電設株式会社（金沢市）…………………………………………… ５
株式会社キョー・エイ（金沢市）……………………………………… ５
荒木空調工業株式会社（白山市）……………………………………… ５
PFUライフエージェンシー株式会社（かほく市）… ………………… ５
北陸コンピュータ・サービス株式会社金沢本社（金沢市）………… ５
萩野塗装株式会社（金沢市）…………………………………………… ５
日本電気株式会社北陸支社（金沢市）………………………………… ５
PFUテクノコンサル株式会社（かほく市）
… ………………………… ５
肥田電器株式会社（中能登町）………………………………………… ５
計37社

２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４

を積極的に推進します。
◦所定外労働削減のための仕組みを整備し、クライアントへ
の働きかけを積極的に推進します。
◦ノー残業デーを導入します。
◦キャリアコンサルティングの仕組みを整備し、性別に関わ
らず、働き方について話し合い、育児等しやすい職場への
紹介、配属を推進します。
◦性別に関わらず、悩みや不安、相談、苦情等を申し出るこ
とができる仕組みを整備します。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦性別に関わらず、事業所内の清掃・ゴミ捨て・来客・電話
対応は全員で行います。

サービス業

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦エブリデイ「ノー残業デー」の実施。
◦平日出社の場合、定時帰社の徹底。
◦祝日出社の場合、平日に代替休暇の取得と祝日の仕事が終
わり次第「早上がり」の実施。

■株式会社北陸電器製作所（かほく市）

製造業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦性別の区別なく採用し、公正な人事評価により管理職への
登用を行います。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦育児休業取得率100％の継続及び推進。

■株式会社北都組（金沢市）

■ナナオ土建株式会社（七尾市）

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦女性を積極的に採用する。また、自分自身のスキルアップ
のため、研修や訓練に積極的に参加し、資格取得にも挑戦
する。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦育児・介護休業に対する理解を全社員が深め、休暇を取り
やすい環境を整備する。また、育児・介護休業中の社員に
対し、定期的に社内状況を報告し、職場復帰が容易になる
ようにする。
◦親や子の介護、子の行事（授業参観等）、地域行事参加の
ための休暇は、積極的に取得するよう促す。

■有限会社森山設備（輪島市）

建設業

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦子どもが生まれる際の父親の休暇取得の促進
◦年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
◦子どもが保護者の働いているところを実際に見ることがで
きる「子ども参観日」の実施
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦女性の負担、雑務を減らし効率化の推進
◦性別による役割慣習を見直し

■株式会社吉光組（小松市）

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦インターンシップ制度を利用する学生において男女問わ
ず、積極的に就労体験の機会を提供します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦育児休業取得者が職場復帰する際は、元の部署に復帰でき
る環境づくりを推進します。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦本社社屋内に喫煙所設置による分煙を推進し、男女を問わ
ず非喫煙者に配慮した職場環境向上に繋げます。
◦女性技術者が常駐する現場事務所及び本社社屋内に女子更
衣室、女子専用トイレを設置し、男女が共に働きやすい環
境を整備します。

建設業

＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦職場風土の改善
その日の必要な業務が終了すれば、無駄な仕事をせずに、
帰宅できるようにします。

■株式会社エー・オー・シー（金沢市）サービス業
＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦性別に関わらず、積極的に採用活動、クライアントへの女
性活用提案を推進します。
◦性別に関わらず、キャリアアップのための研修・講習への
積極的な参加を促し、管理者・リーダーへの昇進の機会を
提供します。
◦性別に関わらず、キャリア形成のための資格取得を積極的
に推進します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦性別に関わらず、有休・育休取得を促進するため、多能工

■株式会社升方工務店（野々市市）

建設業

＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦男女を問わず研修の参加を推進します。

■株式会社建設ドットウェブ（金沢市）情報通信業
＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦新卒採用・中途採用のいずれにおいても、職種に関わらず、
男女の区別なく募集・選考を行っています。
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ンを明確化する。
「スキルアップビジョン」を作成し、自己啓発目標の明確
化及び資格取得の推奨を行うと共に、キャリアパスに応じ
た研修に入所させる。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦年次有給休暇の計画的取得の推進として、一週間程度の長
期休暇取得制度を導入し、リフレッシュや年次有給休暇取
得率向上に努める。

◦インターンシップ活動を通じ、男女の区別なく受け入れる
こととし、就労体験の平等な機会提供を図ります。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦従業員及びその配偶者の誕生日には早めの帰宅を促すと共
に、お祝いのケーキをプレゼントすることにより、日頃の
業務への、またその支援への感謝を表すことを継続します。
◦健康の増進を図ることを目的とし、スポーツクラブ施設の
利用料の助成を、従業員及びその配偶者に対し行うことを
継続します。
◦年次有給休暇の取得を積極的に促すと共に、計画的付与を
有効に活用することにより、休暇取得率の向上を図ります。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦社内清掃・ゴミ出し・電話応対・来客応対等については、
男女の区別なく取り組むことを継続します。
◦「男女共同参画推進チーム」を立ち上げ、増加にある女性
社員からの意見を吸い上げる機会を設け、風通しの良い職
場環境構築に努めます。

■株式会社杉本工務店（中能登町）

■株式会社スギヨ（七尾市）

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦建築部門、土木部門とも女性技術者を積極的に採用します。
◦多能工をめざし、相互の協力体制を密にします。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦電話対応、お茶入れ、トイレ掃除を男女問わず分担して実
施します。
◦職場環境向上のため、指定場所以外は禁煙とします。

■合同会社レインボーハート（金沢市）医療、福祉
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦当社の創業時からのテーマ「子育て・家庭と両立できる職
場作り」
みなさんそれぞれの家庭環境があり、子育て・身内の介護
など様々です。当社は、子育て・身内の介護などの環境下
にある、正社員・パートを積極的に採用します。
◦家庭との両立に重点をおき、正社員は8時間勤務ではなく
7時間勤務制で、9時から17時を採用しております。就業
終了時刻を17時にすることによって家庭とのバランスがと
れるとの意見があり、今の就業体制となりました。パート
に関しては、ご自身のライフワークに合せた時間を、こち
らから勤務時間を指定するのではなく、働きたい時間をご
自身で選び、直行直帰も可能な体制になっております。
◦子供の用事、家庭の急用、ご自身の通院などの1時間程度
の私用は、勤務中に行きやすい環境作りに取り組んでおり
ます。
◦勤務中に従業員のお子さんが体調不良などにより、お迎
え・看病が必要なケースで本人が対応できない場合は、当
スタッフで空いている人が、代わりにお迎えに行き、会社
で看病したりなど、当社は訪問看護ステーションで医療従
事者である看護師が多く在籍しておりますので、安心して
働ける環境作りに取り組んでおります。

■株式会社アイデン（金沢市）

製造業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦新卒採用、中途採用ともに男女区別なく採用活動を実施し
ます。
◦管理・監督職の女性の割合を増やし、女性の活躍の場を増
やします。
◦男女問わず研修や資格取得を積極的に推進し、やりがいの
ある職場づくりを目指します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦週2回のノー残業デーの実施（一般管理、研究開発、品質
管理部門等）
◦育児や介護のための短時間勤務制度の充実
育児休業明けの子育ては何かと負担がかかるため、柔軟な
勤務時間を取り入れることで余裕をもちバランスの取れた
生活を送れるような取り組みを目指します。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦職場内の清掃は男女問わず全社員が共同で実施する。
◦女性の育児休業取得率100％であるが、今後は男性社員の
育児休業取得率を推進する。
◦男女ともに看護休暇の積極的な利用を推進する。

■和田内潜建株式会社（七尾市）

建設業

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦育児休業中の代替要員の確保や業務内容・体制の見直し
◦育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための
業務内容や体制の見直し
◦子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得でき
る等より利用しやすい制度の導入
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦お茶入れ・ゴミ出し・清掃等、男女問わず分担して実施し
ます。

■宮下建設株式会社（輪島市）

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦性別に関係なく研修や講習会に積極的に参加し、女性にも
専門的な知識を習得してもらい能力をフルに発揮できる環
境をつくります。
◦学生の就業体験等を受入れ、男女問わず若年層の就労体験
を提供します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦定期健康診断の実施と健康状態のフォローをします。
◦育児及び介護時には、時間外労働や勤務時間の短縮等の配
慮をして支援します。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦事務所外の喫煙所を設け完全分煙化をします。
◦事務所内お茶入れや清掃・ゴミ出し等は、性別による役割
慣行を見直しします。

製造業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦平成30年3月末までに主任の女性の割合を33%に高めます。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦勤怠管理システムを利用して、長時間労働者の勤務指導を
行う。
◦近隣小学校に対して、工場見学の受け入れ表明を行う。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦清掃等、性別による役割慣行を見直します。

■北川ヒューテック株式会社（金沢市）

建設業

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きや
すい雇用環境の整備を行うため、以下の取組を行います。
＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦社内で活躍する女性の紹介等積極的な広報活動を行い、女
性技術者を積極的に採用します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦子供の出生の際、父親の休暇取得を促進します。
◦有給休暇取得促進の周知徹底を行い、有給休暇取得日数の

■金沢ターミナル開発株式会社（金沢市）

不動産業、物品賃貸業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦男女を問わず社員育成のインフラを整備
「キャリアステップイメージ」を作成し、社員の将来ビジョ
3

向上を図ります。

■シンワ通信工業株式会社（金沢市）

■加越建設株式会社（小松市）

建設業

建設業

＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦職場風土の改善
その日の必要な業務が終了すれば、無駄な仕事をせずに、
帰宅できるようにします。

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦定期健康診断の結果から、有所見者に対する保健師による
面談・健康支援を実施します。
◦工事部において現場完成後、次の現場へ入るタイミングで、
有給休暇の利用促進を推進します。

■浦谷建設株式会社（七尾市）

■PFUテクニカルコミュニケーションズ株式会社

建設業

（かほく市）

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦毎週水曜日をノー残業デーとします。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦お茶入れ、ゴミ出し、清掃等は、性別による役割慣行の見
直しを実施します。

■菱機工業株式会社（金沢市）

＜ワークライフバランス推進の取組＞
〇「育児休職を取得しやすい職場」「スムーズに職場復帰で
きる職場」環境づくりを推進します
◦育児休職取得推進―女性の育児休職取得率90％以上とする。
―男性の育児休職取得の促進を図る。
〇仕事と育児の両立支援に関する制度運用の更なる充実・利
用を促進します
◦ホームページ等の活用継続や社内講習会を通して、制度運
用の社内への啓発推進を図る。
◦社員会との定期的な協議を継続実施し、具体的な施策や制
度に関する検討を行う。
◦職場ヒアリングによる実効性の高い制度見直しの検討およ
び働きやすい職場環境を推進する。
〇柔軟でかつメリハリのある働き方を促進する。
◦在宅勤務制度を通してワークライフバランスを充実させ、
社員一人ひとりがいきいきと活躍できる職場環境づくり・
組織風土を醸成する。
◦計画的な年次休暇や定時退社日の運用を継続実施し、「メ
リハリのある働き方」を意識する社内風土を醸成する。

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦女性技術系社員を増員していきます。
◦性別を問わず、個人の能力向上のために資格取得支援制度
をもって能力開発をサポートしていきます。
◦インターンシップ等で学生の就業体験や企業見学を積極的
に受け入れ、男女問わず若年層の就労体験の機会を提供し
ます。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦全社員の健康診断の実施、異常所見者へのフォロー及び保
健師等による保健指導の面談を行い、健康な会社作りを
行っています。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦年2回上司と部下との間でフィードバックを行い、コミュ
ニケーションを図る場を設け、よりよい環境づくりに取り
組んでおります。

■株式会社岡組（金沢市）

■株式会社立花造園（能美市）

■株式会社コスモサミット（金沢市）

サービス業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦男女問わず優秀な人材採用を継続します。
◦職域拡大のスキルアップのため、男女平等に研修や訓練を
受講させています。
◦能力主義評価制度で、男女問わず管理職に起用しています。
◦女性のプロジエクトリーダーも多く、プロジェクト会議、
ミーティングでは男女問わず活発な意見交換をおこなって
います。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦ノー残業デーを毎週水曜に設定しています。
◦5月の大型連休のタイミングと夏期休暇で有給休暇促進を
図っています。
◦育児時には、育児休業・育児の短時間勤務、介護時には、
介護休業・介護の短時間勤務、それぞれの制度で支援して
います。

製造業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦女性が少ない部門に女性を積極的に採用します。
◦職域拡大のため、男女を問わず研修や訓練に派遣します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦お互いの業務を代替できるよう何種類もの仕事ができるよ
う従業員を育成します。
◦有給休暇・特別休暇等の取得を促進します。
◦育児・介護休業の取得制度を導入、積極的活用を推進して
います。
◦男女問わず子育て、介護を会社全体でサポートします。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦来客応対や電話応対、社内清掃を男女関係なく分担して実
施します。

■株式会社青木産業（能登町）

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦男女問わず、資格取得や研修会への参加を積極的にすすめる。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦育児休業制度の定着をはかる。

建設業

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦長期労働時間の是正
部署の事情に合わせながら月1回からノー残業デーを開始
し週1回行えるように努力します。
◦健康管理の充実化
健康診断の内容の充実化を図り健康維持・促進を推進しま
す。

■株式会社大和印刷社（金沢市）

情報通信業

■株式会社エース（金沢市）

卸売業、小売業

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦2017年5月より週休二日制度にし、ノー残業デーを週に1
日設けて働きやすい職場づくりに取り組みます。
◦子育て中のスタッフに対して、柔軟な働き方を推進してい
ます。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦スタッフ一人ひとりが「仕事のやりがい」「生きがい」を
感じ目標達成や更なる向上を目指して、ＱＣ活動（他部署
を交えたミーティング）やＯＪＴを活用し、全スタッフの
意見を積極的に取り入れています。
◦コミュニケーションスキルの向上を図る為、話し合いの機
会を持ち、相手の話を積極的に受け入れるよう全スタッフ

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦男女を問わず研修会の参加や、資格取得の促進に努めます。
◦男女を問わず社員の意欲や能力に応じた業務分担を行い、
性別に関わりなく活躍できる職場づくりを目指します。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦年次有給休暇の取得を積極的に促進します。
◦結婚・出産時には休暇の付与や慶弔金等により支援します。
◦育児・介護時には、時間外労働や勤務時間短縮等により支
援します。
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に共有しています。

■北陸電設株式会社（金沢市）

＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦お茶入れや清掃等、性別による役割慣行を見直します。
女性が休暇の日に男性もお茶入れや清掃を実施します。
◦慰安会、ボーリング大会などを実施し、心身のリフレッシュ
及び男女の親睦を図ります。

建設業

＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦社員研修旅行や新年会旅行などのバス旅行を開催すること
で、福利厚生の充実を図るとともに、組織としての一体感
を高め、男女が共に活躍できる職場環境づくりに取り組む。

■日本電気株式会社北陸支社（金沢市）情報通信業
＜ワークライフバランス推進の取組＞
○ワーク・ライフ・バランス
ＮＥＣは、事業を通じて社会に貢献する企業として、事
業への貢献に応じて、公平な評価を行う処遇制度を確立し
ています。処遇制度をはじめとして、福利厚生制度、ワー
ク・ライフ・バランスの実現、社員一人ひとりの能力を最
大限に発揮できる働き方について労働組合と協議を行い、
労使で協力しながら働きやすい職場環境の整備を進めてい
ます。
○ダイバーシティ
ＮＥＣでは、「ＮＥＣグループ人権方針」を定めており、
そこに記載している人種、信条、年齢、社会的身分、門地、
国籍、民族、宗教、性別と性自認、性的指向、障がいの有
無等に加え、ワークスタイル、キャリア、視点、価値観な
どもダイバーシティとしてとらえています。ＮＥＣでは、
一人ひとりの「個性を尊重する」ことをダイバーシティ推
進の核と位置づけ、「ＮＥＣグループバリュー」の行動原
理のひとつにも掲げています。「ワーク」と「ライフ」の
バランスがとれている環境を整えることにより、各組織・
部門で多様な人材が活躍し、多様な視点やアイデアが取り
込まれる環境が醸成され、新しい価値創造やイノベーショ
ンの創出にもつながるという考えのもと、
「ダイバーシティ
＆インクルージョン」を推進しています。

■株式会社キョー・エイ（金沢市） 卸売業、小売業
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦子どもの出生時に父親が取得しやすい休暇制度を導入しま
す。
◦育児休業者がスムーズに職場復帰できるように定期的な情
報提供をします。
◦業務の効率化をはかり残業を減らす仕組みをつくります。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦男女共同参画意識の向上のため研修会を実施します。
◦男女共同参画推進のチームを結成して取組を推進します。

■荒木空調工業株式会社（白山市）

建設業

＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦本人及び家族の誕生日等を申し出により、ノー残業デーに
します。
◦年次有給休暇の取得日数を、1人当たり年間平均最低5日
以上とする。また、年1回は連続（2日）で有給を取れる
ようにしていきたい。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
◦お茶いれ、清掃、ゴミだし等は、性別による役割慣行の見
直しを実施します。

■PFUライフエージェンシー株式会社
（かほく市）

■PFUテクノコンサル株式会社

サービス業

（かほく市）

＜ワークライフバランス推進の取組＞
○育児休職取得推進
◦女性の育児休職取得80％とする。
○年次有給休暇の取得促進
◦全員が最低6日以上取得する。
◦全ての部門において年間平均取得日数を12日以上とする。
○労働時間の適正化推進
◦総労働時間の短縮に向けて「安全衛生委員会」および「経
営会議」による労働時間（超過勤務状況）の分析および職
場への指導等の実施。

＜ワークライフバランス推進の取組＞
○「育児休職を取得しやすい職場」、「スムーズに職場復帰で
きる職場」環境作りを推進します。
◦育児休職取得促進－女性の育児休職取得90％とする。
－男性の育児休職促進を図る。
○計画的な休暇取得を促進します。
◦定時退社日の運用を継続し、「メリハリのある働き方」を
意識する社内風土を醸成する。
◦ホームページに年次休暇年間取得日数の目標値を周知し、
4半期毎に部署ごとに3か月間の休暇予定を立ててもらい、
取得促進をはかる。
＜男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組＞
○一人ひとりの成長を支援する活動（『１ＵＰ活動』）を推進
します。
◦各種セミナーや研修会を開催する。
◦資格取得制度の充実を図る。
◦個々の取組を支援する。

■北陸コンピュータ・サービス株式会社金沢本社
（金沢市）

情報通信業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦男女の区別なく採用しています。
◦男女を問わず研修等への参加機会を提供しています。
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦ノー残業デー（毎週金曜日）の推進。
◦有給休暇の取得を推進しています。そのために、計画的な
休暇取得を推奨し、また7月8月を取得推奨月としていま
す。
◦育児休業は子が最長2歳まで、時短勤務は小学校4年始業
前まで利用できます。
◦介護休業は、通算365日まで利用できます。
◦療養やご家族の介護・看護のため、未消化で失効する有給
休暇を積立て、翌年以降に利用できる制度としています。
最大40日。

■萩野塗装株式会社（金沢市）

サービス業

■肥田電器株式会社（中能登町）

製造業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦女性を積極的に採用し、女性の職域拡大に取り組みます。
◦女性の管理監督者への登用を推進します。
◦女性社員のキャリア形成のため、外部研修への参加を推進
します。
◦キャリアビジョン研修を実施します。（年代別）
＜ワークライフバランス推進の取組＞
◦育児しやすい環境・制度の整備を行います。
◦産前休暇前及び育児休業後に会社や上司と話す場を設けて
働き方や不安を解消します。
◦所定外労働時間の削減に取り組んでいます。
◦年次有給休暇の計画的付与に取り組んでいます。

建設業

＜ポジティブ・アクション推進の取組＞
◦職種（営業職・塗装工）を問わず、女性を積極的に採用し
ます。
◦男女を問わず、社員育成のため研修に派遣します。
◦必要資格は積極的に取得します。
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「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定企業 ( 団体 ) 一覧（業種別）
建設業

株式会社鼎建設

株式会社東振精機

真柄建設株式会社

兼六建設株式会社

株式会社BBS金明

姥浦建設株式会社

南建設株式会社

津田駒工業株式会社

寺西建設株式会社

株式会社北都組

中村留精密工業株式会社

ツボ電気工事株式会社

有限会社森山設備

株式会社有川製作所

第一電機工業株式会社

ナナオ土建株式会社

株式会社オンワード技研

松谷建設株式会社

株式会社吉光組

小松ウオール工業株式会社

米沢電気工事株式会社

株式会社升方工務店

株式会社日立製作所金沢支店

大三建設株式会社

株式会社杉本工務店

EIZO株式会社

株式会社加賀土石建設

和田内潜建株式会社

小松電子株式会社

株式会社里谷組

宮下建設株式会社

賀谷セロファン株式会社

株式会社山崎建設

北川ヒューテック株式会社

高松機械工業株式会社

清水建設株式会社北陸支店

シンワ通信工業株式会社

goowa株式会社

鈴木建設株式会社

浦谷建設株式会社

株式会社グランゼーラ

株式会社戸田組

菱機工業株式会社

宮丸精密金型株式会社

竹内電気工事株式会社

株式会社岡組

株式会社森八

北陸東和冷暖房株式会社

株式会社青木産業

直源醤油株式会社

小倉造園株式会社

加越建設株式会社

ライオンパワー株式会社

昌和管工株式会社

株式会社立花造園

ジェイ・バス株式会社

株式会社白原組

北陸電設株式会社

絹川工業株式会社

大和ハウス工業株式会社金沢支社

荒木空調工業株式会社

株式会社小松製作所

みづほ工業株式会社

萩野塗装株式会社

澁谷工業株式会社
一村産業株式会社

株式会社新出組
城東建設株式会社

製造業

PFUテクノワイズ株式会社

株式会社北陸工建

加賀種食品工業株式会社

サンテック株式会社のと輪島工場

藤井電気工事株式会社

株式会社ＰＦＵ

株式会社ＪＡアグリライン石川

株式会社宗重商店

株式会社ぶった農産

株式会社北陸電器製作所

株式会社江口組

株式会社丸八製茶場

株式会社アイデン

株式会社トーケン

丸井織物株式会社

株式会社スギヨ

株式会社エオネックス

宮米織物株式会社

株式会社大和印刷社

横山建設株式会社

株式会社箔一

肥田電器株式会社

国際地研株式会社

玉田工業株式会社

加賀建設株式会社

福島印刷株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社田村工業

株式会社永島製作所

北陸電力株式会社石川支店

株式会社グリーンプロジェクト

日機装株式会社金沢製作所

株式会社クリエイション江口

鹿島興亜電工株式会社

情報通信業

株式会社丸西組

株式会社金沢豆冨

株式会社シーピーユー

株式会社ウエストサークル

株式会社橋本確文堂

株式会社石川コンピュータ・センター

須美矢建設株式会社

株式会社明治堂

株式会社石川県農協電算センター

鈴平建設株式会社

浅地高周波株式会社

株式会社ネスク

株式会社イーヴァ

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社システムサポート

石田工業株式会社

ニッコー株式会社

北国インテックサービス株式会社

小倉建設株式会社

塩安漆器工房

株式会社NTTドコモ北陸支社

株式会社豊蔵組

藤八屋

株式会社ドコモCS北陸

橘建設株式会社

株式会社グローイングスペース

株式会社金沢倶楽部

株式会社柿本商会

能登印刷株式会社

株式会社建設ドットウェブ

株式会社明翫組

石川サニーフーズ株式会社

株式会社丸中組

株式会社谷印刷

PFUテクニカルコミュニケーションズ
株式会社

株式会社アメニティ

田中昭文堂印刷株式会社

有限会社大山商店

若松工業株式会社

株式会社和泉建設

アール・ビー・コントロールズ株式会社

株式会社ＪＡ建設エナジー

アムズ株式会社
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北陸コンピュータ・サービス株式会社
金沢本社
日本電気株式会社北陸支社

運輸業、郵便業

学術研究、専門・技術サービス業

志賀農業協同組合

丸一運輸株式会社

株式会社国土開発センター

能登わかば農業協同組合

大和タクシー株式会社

株式会社中央設計技術研究所

町野町農業協同組合

佐川急便株式会社北陸支店

石川県農業協同組合中央会

内浦町農業協同組合

野々市運輸機工株式会社

太陽テクノリサーチ株式会社

野々市農業協同組合

コマツ物流株式会社

株式会社北日本ジオグラフィ

根上農業協同組合

西日本旅客鉄道株式会社金沢支社

株式会社エイチツーオー

白山農業協同組合

ＩＲいしかわ鉄道株式会社

株式会社地域みらい

松任市農業協同組合

特定非営利活動法人金沢観光創造会議

金沢中央農業協同組合

卸売業、小売業

株式会社迅技術経営

金沢市農業協同組合

株式会社クスリのアオキ

学校法人アリス国際学園

おおぞら農業協同組合

株式会社示野薬局

株式会社利水社

珠洲市農業協同組合

生活協同組合コープいしかわ

株式会社ケイアイデザイン

エキスパートトレーディング株式会社

富来町商業近代化協同組合

公益財団法人石川県産業創出支援機構

株式会社アルプ

丸果石川中央青果株式会社

株式会社東洋設計

全国共済農業協同組合連合会石川県本部

株式会社六星

全国農業協同組合連合会石川県本部

山成商事株式会社

宿泊業、飲食サービス業

株式会社ヤクルト北陸

株式会社金沢ニューグランドホテル

サービス業

株式会社データサポート

株式会社かなや旅館

公益財団法人北陸体力科学研究所

株式会社白や

有限会社ファーストサイト

株式会社丸一観光

株式会社山岸製作所

株式会社モス

シオタニ株式会社

ホテル日航金沢

杉永電機株式会社

株式会社コスモテックス

金沢機工株式会社

生活関連サービス業、娯楽業

株式会社まちづくり輪島

ホシザキ北信越株式会社

カミオ株式会社

株式会社エイム

加賀木材株式会社

株式会社ダイナム金沢統括事務所

有限会社クリーンブライト金沢

株式会社オートモ

株式会社プログレッシブアートステイト

株式会社久世ベローズ工業所

教育、学習支援業

株式会社計画情報研究所

コマツ産機株式会社

国立大学法人金沢大学

ウイルフラップ株式会社

三谷産業株式会社

株式会社学研エデュケーショナル金沢
事務局

大和リース株式会社金沢支店

泰和ゴム興業株式会社
株式会社アミング
株式会社岡田商会
株式会社米心石川
株式会社ジャコム石川
株式会社エース
株式会社キョー・エイ
金融業、保険業
鶴来信用金庫
のと共栄信用金庫
興能信用金庫
北陸信用金庫
株式会社日本政策金融公庫…
(金沢支店、小松支店)
株式会社トミショープラン
石川県信用農業協同組合連合会
不動産業、物品賃貸業
株式会社アーバンホーム
リ・ライフホーム株式会社
金沢都市開発株式会社
金沢ターミナル開発株式会社

株式会社キャリアドットコム
株式会社ホライズン・ホテルズ…
ANAクラウンプラザホテル金沢

医療、福祉
医療法人社団勝木会やわたメディカル
センター

有限会社かよう亭

医療法人社団勝木会芦城クリニック

株式会社技研サービス

社会福祉法人篤豊会
医療法人社団竜山会

石野病院

医療法人社団和泉会
医療法人社団慈豊会
医療法人社団仁智会
株式会社ケアプラス
特定医療法人扇翔会
社会福祉法人くりから
社会福祉法人愛里巣福祉会
合同会社レインボーハート

株式会社コスモガード
株式会社エー・オー・シー
株式会社コスモサミット
PFUライフエージェンシー株式会社
PFUテクノコンサル株式会社
その他
サイバーステーション株式会社
共栄テック株式会社
株式会社北陸スタッフ
株式会社スマイルラボ
有限会社ライターハウス

複合サービス事業

有限会社アールビープランニング

加賀農業協同組合
小松市農業協同組合
能美農業協同組合
石川かほく農業協同組合
はくい農業協同組合

各社の具体的な宣言内容は下記のホームページで確認できます。
ht t p ://www.p r e f . i s h i k a w a . l g . j p / d a n j o / s u is in kigy o u/ n in t eikigy o un it uit e. h t ml
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平成24 ～ 28年度

認定企業

合計272企業（団体）

【特集】企業における女性の活躍推進セミナー
平成29年２月23日(木)、石川労働局と共催で「企業における女性の活躍推進セミナー」を開催しました。三州製菓株式
会社代表取締役社長の斉之平 伸一さんを講師に迎え、
「三州製菓における女性活躍推進への取り組み」というテーマで
講演していただきました。
講演の後、「わが社の女性社員の活躍推進について」をテーマに、いしかわ男女共同参画推進宣言企業である興能信用
金庫と金沢機工株式会社の２社に事例発表をしていただきました。
講演と事例発表の概要をご紹介します。

＜基調講演＞三州製菓における女性活躍推進への取り組み
社会にとっても非常に残念なことであり、潜在的な力を
是非発揮してほしいという気持ちで女性活躍を推進して
きました。また、男性が外で仕事をして、女性は家で家
事や育児、介護をするという固定的役割分担意識が、男
性の中で根強く残っており、これをいかに変えていくか
ということも進めてきました。
＜女性活躍推進の成果＞
●若手女性社員による「揚げパスタ」の考案
これまで、新商品を企画するトップは男性でした。提
案してくるのは伝統的なせんべいが中心でしたが、せん
べいは成熟産業であり、なかなか売り上げは増えません
でした。そこで、企画をトップを含めて全員女性にした
ところ、
「揚げパスタ」の提案がありました。製造機械
から作ったため、三州製菓だけの商品です。最初のうち
は売れませんでしたが、女性スタッフがどんどん新しい
デザインパッケージにするなどの工夫もあり、今では売
上全体の12％を超えるヒット商品になりました。
●良い人材の確保
また、経済産業省でホワイト企業に選ばれたこともあ
り、インターネットに掲載され、新入社員を2人募集し
たところ、300人程の応募がありました。今の時代は人
手不足になってきていますが、女性活躍推進により、良
い人材がどんどん入り、良い循環になってきています。
●仕事のスピード化、効率化
例えば、子育て中の女性で、短時間正社員制度を利用
する場合、
その方は16時までに帰るという目標ですから、
チームで仕事をしていると、周囲の人も早く仕事をとい
うことで、スピードが速くなったという声があります。
そのことで、全体の仕事効率も良くなってきたというプ
ラス面があります。
●経営効果
私どもの会社は女性活躍推進で売り上げや利益が増え
ました。経済産業省の資料でも、女性が活躍する会社や
ワークライフバランスが進んでいる会社ほど、経済的な
数値も良いという結果が出ています。
＜女性活躍推進の取り組み内容＞
まず、人事の方針に明記し、全員に配布しました。
●女性活躍推進組織の設置
そして、部門横断型で男女共同参画委員会を作りまし
た。社長がセミナーなどで聞いて、女性活躍をやろうと
朝礼で話しても、大体はそれで終わってしまいます。だ
から、それを担当する組織を作らないといけないと思い

三州製菓株式会社
代表取締役社長
さい の ひら

斉之平

しんいち

伸一さん

【プロフィール】
1971年一橋大学経済学部卒業後、松下電器産業株式会
社入社。1976年三州製菓株式会社入社。1988年より現職。
社員のワークライフバランスを推進するための様々な
取組を行い、女性活躍の先進企業として、経済産業省「ダ
イバーシティ経営企業100選」、経済産業省「APEC女性
活躍推進企業50選」(日本5社)、厚生労働省

女性活躍

推進企業認定段階３(最高位)ほか多数受賞。2016年6月
には、男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表
彰を受賞。

三州製菓株式会社は、昭和25年に設立し、高級米菓[せ
んべい、あられ]及び洋菓子[揚げパスタ、バウムクーヘン]
を製造しています。埼玉県春日部に本社工場を構え、従
業員246名のうち、182名が女性となっています。
＜企業理念＞
「すべてのものを真に活かす。
」を企業理念に、社訓と
して「人が真に活きる経営を追求する。
」
と掲げています。
一人ひとりが活き活きと仕事ができるような会社にして
いき、社員の満足を上げ、それにより良いサービス、商
品をお客様へ提供し、売り上げが増える。それを社員へ
還元し、ますますやる気が高まる、そのような経営を目
指しています。
＜女性活躍推進に取り組んだ理由＞
●女性の潜在的な能力を活かす
私は女性一人ひとりの潜在的な能力を、日本の場合は
まだまだ活かしていないのではないかと思います。先進
国の中で、日本は政治・経済活動や意思決定に参加する
機会の男女格差の順位がとても低くなっています。私は
よく学校へ行く機会がありますが、女性の方が成績の平
均点が良いと聞きます。ところが、社会へ出ると、男性
の補助的な仕事しか与えられない。能力があるのに発揮
できないでいるというのは、三州製菓にとっても、地域
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●有給休暇取得奨励
現在83%の取得ですが、100%が目標です。取得しや
すいように、個人で取得計画を作り、印刷して全員に配
布しています。
●育児短時間勤務、所定外労働の免除
男性の育児休暇の取得率が100%となっています。取
得しない男性がいると、
社長が先頭に立って説得します。
また、社員からの要望により、小学校3年まで短時間勤
務や所定外労働の免除ができる制度にしています。
●駅の近くにサテライトオフィスの設置
駅から会社まで時間がかかるので、子育て中の女性は
忙しいことから、駅に店があるので、2階にサテライト
オフィスを作りました。
●会議で男性発言禁止タイム
会議でどうしても男性の係長と部長が発言し、若い女
性が発言しないということがあったので、ある一定の時
間、
女性しか発言できないようにしました。これにより、
「揚げパスタ」の意見も出てきました。
●ロールモデル、メンター
例えば、マネージャーや課長で輝いている女性がいる
と、自分も頑張ろうという女性が増えてきます。その女
性がメンターになり、意欲のある女性をサポートするよ
うにしています。
●満足度調査
年2回、パートさんも含めた社員全員に匿名で満足度
調査を行い、まず社長の私が見ます。問題点は必ず解決
して、掲示します。
＜全員経営＞
男性も女性も全員が活躍する全員経営を目指し、他に
も様々な工夫をしています。経営数値や目標管理などが
入ったシステム手帳をパート社員も含めた全員に渡し、
情報を共有しています。先述の部門横断型委員会活動で
は予算も付け、小さい会社のようにして自主的に取組を
進めています。新商品の味の決定などの権限も社長から
委員会に委譲しています。そして、逆ピラミッド型組織
として、お客様に接する人を一番上に、幹部は支援する
という考え方で仕事をしています。
＜女性の働きがいのある会社＞
女性の働きがいのある会社とは、やはり楽しい職場で
あること。それから、仕事には意味があると認識してい
ること。社会貢献活動を積極的にしているので、実感し
てもらえると思います。そして、上司が誠実であり、信
用できることと考えています。
＜女性活躍を推進する上で重要なこと＞
まず、社長、役員のリーダーシップが大事です。特に
中小企業の場合は、影響力が大きいです。取組にあたっ
ては、外部の指導機関やコンサルタントも活用すれば、
今の時期だと、そんなに費用をかけなくても行政で支援
してくれると思います。それから、女性活躍推進法に基
づく行動計画を策定し届け出、外部に対する目標を作っ
て推進するのも大事なことだと思います。
一人ひとりのライフステージ、事情が違いますから、
それに応じて、個人主義ではなく、助け合いの職場をつ
くろうというスローガンで取り組んでいます。

ます。
●女性活躍推進のKPIを設定
当社では重要な数値目標をいくつか決めていますが、
この女性活躍については、社長が責任をもってやるとし
ており、2020年までに女性管理職比率35%という目標で、
毎月進捗を報告しています。
●女性管理職の積極的登用
当社では、伝統的な価値観から、男性の場合は35歳を
超える頃になると係長にしたいと、昇進の推薦がありま
すが、女性に対してはそのような推薦はありませんでし
た。そこで、男性の係長を一人昇進させたい場合は、女
性も同時に一人昇進させるというルールを作りました。
そういう女性がいないということであれば、パートさん
も含めて見渡して、可能性のある人を正社員に。そして
正社員の中から育成指導するということで進めていきま
した。現在、女性管理職比率は28%まで上がってきてい
ます。
●時間当たり成果で評価
ボーナスや昇給の評価の場合、
短時間勤務の方よりも、
８時間勤務や残業をした人の方がたくさん仕事ができる
ので有利になり、時間当たりで考えないと不公平になり
ます。子育て中の女性も時間当たりの評価なので頑張っ
てというと、喜んで一生懸命仕事をしています。
●正社員登用制度
当社の女性正社員の中で27%がパート社員からの登用
です。積極的に、やりたいという人がいれば正社員にし
ています。パート社員から正社員になり、係長になり、
課長になった方もいます。
●一人三役制度
メインの仕事以外に２つのスキルを身につけることに
よって、残業しそうな人がいたら、周りの人で応援して
定時で帰れるようにしています。スキルは新人から達人
までの6段階に分けて掲示し、誰がどのレベルでと、誰
もがわかるように見える化しています。
●朝礼で一善の発表
また、制度だけを作っても、助け合いの精神、風土が
ないとできませんので、朝礼で、助け合う事例を各職場
で発表して、それを社内のグループウェアに載せ、全社
員で共有しています。その中で一番優れた事例について
は、委員会で検討して表彰もしています。
●配偶者手当の廃止と子ども手当の増額
103万円の壁ということがありますが、当社では配偶
者手当を廃止し、その分、子ども手当を増額し、女性が
103万円を超えて、仕事ができるようにしています。
●在宅ワーク
ITの会社に協力をしてもらい、セキュリティを考えた
システムを作り、就業規則を変え、在宅ワークをできる
ようにしました。
●一人一研究制度
パートさんも含め、一人一研究をしています。工場の
コンベアにジャッキで工夫する提案があり、それにより
女性でも重いものを持てるようになり、女性の職域拡大
にもつながりました。良いアイデアを出した人について
は、掲示もしています。
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＜事例発表＞わが社の女性社員の活躍推進について
ている大きくて重い集金鞄を持ってお客様のもとを訪問
するのは、とても大変なことで、女性の活躍に大きな障
害となっていました。そこで、当金庫では、平成24年12
月に全国の信用金庫初のタブレット端末を使用した渉外
支援システムを導入しました。女性職員の負担が軽減さ
れ、また、職員のスキルアップも図られ、これまで以上
に、お客様のご要望に応じた提案とサービスを提供して
います。

興能信用金庫
人事部長
しんたに

新谷

よし み

芳美さん

興能信用金庫は、昭和8年に創業し、本店を能登町に
構えています。全28店舗で、職員は327人、うち148人が
女性となっています。

＜女性の育児休業取得率100%・復帰率100%＞
当金庫の女性の育児休業取得率は100%。復帰率も
100%です。女性のライフサイクルの中で、仕事より優
先されるものがある時期は必ずあります。出産と育児は
その時期の一つと言えます。しかし、そのために仕事を
諦める必要はありません。ライフサイクルにあった働き
方を選べるので、育児休業からの復帰後、仕事と子育て
を両立しながら、たくさんの職員が活き活きと働いてい
ます。

＜ライフステージに応じた働き方を選べる
新人事制度の創設＞
近年、女性の活躍が話題となるよりも前から、当金庫
では男性も女性も同じ仕事を行っていましたが、人事制
度には大きな違いがありました。
従来の人事制度は、総合職と一般職の採用があり、ど
ちらも男女とも仕事内容は同じですが、総合職はあらゆ
る店舗で勤務、一般職は自宅や寮施設から通勤可能な範
囲で勤務するといった違いがありました。
しかし、この制度では、入庫時に総合職か一般職を選
択するため、仕事の内容も知らないうちにイメージだけ
でコースを選んでしまうという欠点がありました。あと
で、こんなはずではなかったと思っても、自分自身の生
活環境の変化から、コース変更を希望する人はいません
でした。また、一般職のまま管理職になると、総合職と
一般職では給与体系が違うので、リスクに見合った収入
を得ることはできませんでした。
そこで、平成26年度から、ライフステージに応じた、
働き方を選べる新人事制度を導入しました。新しい人事
制度では、まず、総合職でも一般職でもない、事務職と
して採用します。1等級から始まる高卒は5年間、2等級
から始まる大卒は2年間、この期間を「適性を見極める
期間」とし、まずは仕事の基本を覚えていただく。その
後で、総合職か一般職か選んでいただく形にしました。
5等級以上の管理職になる場合、自分自身の生活環境を
考慮して、総合職、または地域を限定したエリア総合職
かを選択できるようにしました。
こうすることで、自分の仕事の適性を見極めたうえで
決定するので、コース選択に誤りが少なくなりました。
また、多様な働き方を選択でき、頑張りたいときや頑張
れるときに、頑張ることができるようになりました。リ
スクに応じた収入を得ることもできるようになりまし
た。いわば、頑張った人が報われる人事制度となりまし
た。

＜女性役席の登用＞
平成3年に初めての女性役席2名が任命されてから26
年。平成24年には初の女性支店長2名が、平成28年には、
初の女性部長が誕生しました。適材適所でその能力を発
揮できる環境づくりに努め、現在は、女性職員107名中
15名の女性役席が活躍しています。
また、昨年度から進めている、店舗の機能を特化した
サテライト店。4店舗中、
3店舗が女性だけの店舗として、
きめ細やかな営業で、地域・お客様とのつながりをさら
に深めています。
女性役席の登用は、職員一人ひとりのライフサイクル
を無視して、単なる数合わせで進めると、必ずどこかで
その歪みが出てきます。頑張りたい時に頑張ることがで
きる人事制度にしたことで、今年、役席となる5等級の
昇格試験を受けた女性は、3回の育児休業を取った後で
のチャレンジで、見事合格しました。管理職を目指す女
性の意欲は高まっていると感じています。
＜頑張りたい人に頑張る場を与えることが
興能信用金庫の責任＞
興能信用金庫の男女の区別なくは、人事制度や仕事ば
かりではありません。平成23年、東日本大震災の被災地
へ県内の信用金庫からボランティアを派遣する際、男性
ばかりのボランティア隊の中にただ一人、当金庫の女性
職員が自ら志願しました。女性を一人参加させることに
は様々な非難を受けましたが、
「頑張りたいという者に、
頑張る場を与えることが興能信用金庫の責任」と、女性
職員を派遣しました。
女性だからできないということなど、
何もありません。
全ての職員が、その個性と能力を発揮できる場であり
続けることを興能信用金庫の使命として、これからも活
躍の場を広げていきます。

＜活躍する女性渉外係＞
昭和57年、自ら進んで渉外係への挑戦を申し出た職員
により、当金庫初の女性の渉外係が誕生しました。35年
経った今では、84名の渉外係のうち18名が女性となって
おり、男性職員と同じ業務内容で活躍しています。
かつては、たくさんの説明資料やチラシ、伝票が入っ
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います。また、当社は、女性営業職採用に取り組んでお
りますが、まだ採用にはいたっておりませんので、女性
営業職の採用にも引き続き取り組んでいきたいと思って
います。
そして、私どもの女性活躍推進の取組の中で一番特徴
があるのではないかと思われるのが、
「活性化なでしこ
プロジェクト」です。
当初、女性活躍推進に向け、女性リーダーを育成しよ
うと、経験や実績などを考慮して、何名かにリーダーを
お願いしたのですが、
「私なんかそんな大役は無理です。」
と断られてしまいました。
そこで、各部署から女性社員を選んでいただき、その
中で、少しでもやる気のある方たちを引き上げていきた
いという思いから、
「活性化なでしこプロジェクト」を
平成25年5月に立ち上げました。
このプロジェクトで、女性がなぜリーダーシップを発
揮できないのかを話し合ったところ、忙しいからという
ことが一番の理由でした。そこで、フォロー体制を作る
ため、業務二人体制を提案したところ、実施につながり
ました。
今期からは新しくスキルマップの作製に取り組んでい
ます。今後、これをもとに運用していきたいと考えてい
ます。
また、この「活性化なでしこプロジェクト」では、取
引先企業との交流会も実施しています。お互いの会社を
訪問して、
それぞれの会社を理解し、
そしてグループワー
クも実施し、問題の共有や働き方などを勉強する機会と
なっています。これにより刺激を受け、モチベーション
も高くなっていきました。
これからも引き続き、こういっ
た交流会を企画していきたいと考えています。
こうした様々な取組を通じ、少しずつプロジェクトの
メンバーが、リーダーとしての自覚を持ってきたのでは
ないかと思っています。引き続き、リーダーの育成と、
女性の活躍の場を作れるように取り組み、サポートして
いきたいと考えています。

金沢機工株式会社
取締役 総務部 部長
たにもと

谷本

ゆ

み

こ

裕美子さん

金沢機工株式会社は、昭和21年創業、昭和44年に設立
し、機械器具の卸売を行っています。社員は92名で、そ
のうち38%が女性となっています。
＜あらゆる人に活躍の場を提供＞
当社では、年令・性別・国籍に関係なくあらゆる人
に活躍の場を提供するという基本的な考えにのっとり、
ワークライフバランスや女性活躍の推進について取組を
行っています。
＜ワークライフバランスの取組＞
有給休暇取得率の向上に向けて、平成26年4月から、
計画的に有給休暇を取得してもらえるように進めていま
す。
まず、平均5日の取得を目指しました。平均では達成
できたものの、まだ取得できていない人がたくさんいま
した。そこで、2年目には、4月に有給休暇の計画を各
部署に責任者から提出していただくことにしました。し
かし、取得が進まず、年度末の一番忙しい時期に駆け込
んで取得することが多くなってしまいました。3年目の
今年は、毎月、各部署へ進捗の報告を行いました。そう
したところ、計画に基づいた取得が改善傾向にあり、有
給休暇取得についての浸透ができてきているのではない
かと感じています。
来年度は社員全員が7日以上の取得に取り組む予定と
しています。従来では、
半日休暇は6日までの取得となっ
ていたところ、制限を撤廃したので、有給休暇7日取得
も達成できるのではないかと考えております。
また、時間外労働の削減を目指しています。以前、19
時までに帰るようにということで取り組んだことがあり
ますが、なかなか達成が難しいといったことがありまし
た。現在は、全社員の退社時間をデータ化し、それを掲
示することで、社員へ状況をお知らせしています。どう
しても遅くなるような方については、上司同席のもと、
面談を行って、改善に向けて取り組んでいます。
その他、社員の健康維持・増進に向けては、毎朝のラ
ジオ体操、禁煙奨励制度や健康増進同好会への補助も
行っています。
さらに、外国人の方の採用にも取り組んでおり、現在
3名の方が海外営業の仕事を行っております。

＜課題と今後の取組＞
働き方改革が大変重要になってきていると思います。
長期の休暇が取れる企画や、フレックスタイム制度の導
入などをこれから考えていきたいと思っています。ただ、
お客様の満足度を下げるということは絶対にできません
ので、生産性の向上は必須になると思います。そのため
には、業務改革に取り組まなくてはいけないと考えてい
ます。
＜女性だけではなく・・・＞
女性だけではなく、社員全員が元気で楽しく仕事がで
きる職場づくりをこれからも目指していきたいと考えて
います。

＜女性活躍推進の取組＞
女性の活躍推進については、展示会やホームページの
リニューアルなど、様々な当社のプロジェクトへ女性が
参加しています。女性社員の積極的な研修参加も促して
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「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」になりませんか
■対象は？

石川県内に事業所がある企業・団体等です。

■宣言内容は？

下記のア～ウの視点で、社内で具体的に取り組んでいくことを 1 つ以上宣言してください。
ア

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）推進の取組…
たとえば、女性の採用・職域の拡大、女性管理職の増加などの視点

イ

ワークライフバランス（仕事と生活の調和）推進の取組…
たとえば、仕事と育児・介護等の両立支援、休暇の取得促進、長時間労働の是正などの視点

ウ

その他（男女が共に働きやすい職場環境づくり等）の取組…
たとえば、性別による役割慣行など職場風土の改善、職場環境の整備などの視点

■宣言をすると？

要件審査の上「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」に認定します。（認定書交付）

■認定されると？

〇シンボルマークを交付します。（名刺、広告等にご利用いただけます。）
〇企業名や宣言内容等を積極的に広報します。
〇男女共同参画の推進に関する各種情報を提供します。
〇石川県が発注する建設工事、物品の製造の請負・購入等および建築物管理業務の入札参加資…
格に係る審査において加点対象となります。
＊認定の有効期間は認定した日から起算して５年を経過した日の属する年度の末日までです。…
取組の状況等を毎年報告していただきます。

■応募方法は？

申請書に必要事項を記載し、石川県男女共同参画課まで郵送または持参してください。
募集要綱、申請様式等は県の男女共同参画課ホームページからダウンロードできます。

■締め切りは？

締め切りはありません。随時受け付けています。

人材の能力がフルに発揮されれば、企業にとって大きなプラスになります
女性の能力発揮を図るため、ポジティブ・
アクションに取り組んだ企業では、

「労働意欲の向上」
「職場の活性化」
「良い人材の確保」
「生産性向上・競争力強化」

積極的改善措置
（ポジティブ・アクション）
の取組を行った効果
積極的改善措置
（ポジティブ・アクション）
の取組を行った効果

（複数回答）
（複数回答）

女性従業員の労働意欲が高まった
女性従業員の労働意欲が高まった
職場が活性化された
職場が活性化された
良い人材を採用しやすくなった
良い人材を採用しやすくなった
生産性向上や競争力強化につながった
生産性向上や競争力強化につながった
取引先や顧客からの評判が良くなった
取引先や顧客からの評判が良くなった
特に目立った効果はなかった
特に目立った効果はなかった
その他
その他

といった効果があったと回答しています。

「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」
シンボルマークについて
人を表わす四つの図形は
男女共同参画の「共」を、
それを囲む輪図形は石川
県の「い」をデザインし、
ひと・企業・社会の調和
を表しています。

（%）
（%）

50.2
50.2

34.3
34.3
24.8
24.8
22.3
22.3
14.1
14.1
9.2
9.2 【積極的改善措置（ポジティブ・
（ポジティブ・
7.3 【積極的改善措置
アクション）
の取組を進めている
7.3
アクション）
の取組を進めている
事業所（
】n= 3 2 7 ）
事業所（
】n= 3 2 7 ）

平成23年「企業における男女共同参画に関する取組状況実態調査」（石川県）
平成23年「企業における男女共同参画に関する取組状況実態調査」（石川県）

石川県県民文化局男女共同参画課
〒920-8580

石川県金沢市鞍月１－１

TEL 076-225-1378
Eメール

FAX 076-225-1374

danjo@pref.ishikawa.lg.jp

ホームページ

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo

