平 成 25 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
とは
「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」
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
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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。

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。

石川県

平成26年2月25日(火)、石川労働局と共催で「経営戦略としての女性の活躍推進セミナー」を開催しました。公益財団法
人21世紀職業財団会長の岩田喜美枝さんを講師に迎え、
「経営戦略としてのポジティブ・アクション−女性の活躍により
企業を活性化する−」というテーマで講演していただきました。
講演の後は、
「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のと共栄
信用金庫と福島印刷株式会社の２社に事例発表をしていただきました。

経営戦略としてのポジティブ・アクション

結果として女性の活躍が進む取り組みは全部ポジティブ・ア
クションです。
例えば、男女を対象とした評価基準の明確化や仕事と育児
の両立支援、社員の働き方の見直しなど、これらは全てポジ
ティブ・アクションです。

公益財団法人
21世紀職業財団会長

岩田 喜美枝

―女性の活躍により企業を活性化する―

さん

プロフィール
労働省で働く女性支援や国際労
働問題を担当し、退官後、株式会社
資生堂に入社。
現在は、株式会社資生堂顧問。
そ
の他、キリンホールディングス株式
会社社外監査役、日本航空株式会
社社外取締役等を務める。公職とし
ては、男女共同参画会議議員も務
める。

【ポジティブ・アクションの具体的なテーマ】
多くの会社が抱える課題が３つあります。

①仕事と育児の両立

これまでの両立支援策は、育児休業や短時間勤務、残業免
除など、仕事を免除するものでした。その結果、仕事の継続は
できるようになりましたが、管理職に続くレベルで活躍でき
ていないマミートラックに陥るということが言われています。
これからは、育児休業の長さを競うのではなく、事業所内
保育所や在宅勤務など、育児をしながら柔軟に働けるよう両
立支援策の質を変えていく必要があります。
また、男性の育児参加が必要です。多くの男性は育児も
しっかり担いたいと思っています。しかし、日本の男性の家
事・育児時間は欧米の３分の１です。これは、職場の理解、働
き方の常識の問題だと思います。

【石川県の女性はもっと活躍できます】
日本の女性は、出産・育児のために仕事を辞める人がいる
ため、30代に就業率が落ちます。このように、就業率がいわ
ゆるМ字型カーブを描いているのは、主要な先進国の中で
は、日本と韓国だけです。管理職に占める女性比率も、日本と
韓国は１割ほどですが、それ以外の国は３〜４割となってお
り、日本は諸外国と比べ、女性の活躍が非常に遅れています。
石川県の女性は、М字型カーブの底は浅く、子育て期に仕
事は継続していますが、管理職に占める女性の割合が全国平
均と比べると低いです。
石川県の女性はもっと活躍できます。

②全社員の働き方の見直し

男性の育児参加や女性がマミートラックから抜け出すた
めには、長時間労働の見直しが必要です。社員を増やさずに
残業をなくすには、１時間当たりの労働生産性を上げるしか
ありません。大切なのは業務改革です。選択と集中により、売
り上げ利益を落とさずに、仕事量を減らし、業務プロセスを
簡素化することが必要です。
また、時間当たりの生産性が高い人が評価されるように仕
事の評価軸を変える必要があります。そうすれば、短時間勤
務をしている人の評価も上がると思います。

【なぜ女性の活躍が必要か】
企業の持続的な発展のためには、人材の完全活用が必要で
す。人材は経営資源の中で、最も大切なものであり、その経営
資源が「女性だから」
「子どもがいるから」という理由で活用
できていないことは、人材の大きな無駄遣いであり、企業に
とっては大きな損失です。
また、人材の多様性は企業にとって、大きな力となります。
多様な市場ニーズの理解や新たな価値の創造のためには、男
性だけが活躍している企業より男女ともに活躍し、多様性に
富んだ組織の方が強いです。実際、女性の活躍により、これま
で見過ごされていた消費者ニーズに着目した新しい商品や
サービスがヒットするというのは、多くの業界に起こってい
ます。また、女性の活躍と経営パフォーマンスの間に正の相
関関係があるというのは、
多数の調査結果で表されています。

③女性社員の育成・登用

これまで、女性は男性と同じように育成されてこなかった
ため、企業の中に大きな男女間格差があります。
人を育てるのは仕事経験そのものです。男向きの仕事、女
向きの仕事という垣根を取り払い、入社時や育児中の女性社
員に今よりストレッチできる仕事、責任のある仕事を与えな
いと、女性はキャリアアップしません。また、同じ仕事にずっ
と就いていると、成長カーブが鈍化しますので、異動は男女
問わずに行うべきです。

【ポジティブ・アクションとは】

【企業へのメッセージ】

男女雇用機会均等法により、男女平等に機会の均等が保障
されていますが、管理職の比率や勤続年数など、男女間格差
はなくなっていません。男女間格差を埋めるために、企業の
現状に応じて目標を作り、計画的に取り組むことがポジティ
ブ・アクションです。ポジティブ・アクションは女性を優遇す
るものという誤解がありますが、女性だけを対象としたもの
だけがポジティブ・アクションということではありません。

今よりもっと女性が活躍するために行っていることは全
てポジティブ・アクションです。
「うちの会社は、男女平等な
ので、何もやらなくていい」ということはありません。会社の
実情に応じて、いろいろな課題に取りくんでいただきたいと
思います。
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わが社の女性社員の活躍推進

「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」による事例発表

のと共栄信用金庫
総合戦略部長

福島印刷株式会社
管理本部長兼総務部長

鰀目 孝和 さん

舘

「ニューのとしんカレッジ」
による人材育成

芳昭 さん

事業構造の変革

バブル経済の崩壊による金融経済環境の急激な変化によ
り、多くの人を採用できない状況のもとで、人材の潜在力の
活用と付加価値の向上のため、人材教育制度を大きく転換し
ました。
環境の変化に迅速に対応できる人材づくりのため、選抜型
の研修制度を設け、年間１００時間のカリキュラムを組んで
中小企業診断士に講師をお願いしています。現在、１９期生
になり、これまでの卒業生は男性１８０名、女性４２名と
なっており、昨年誕生した女性支店長は第３期生です。

時代の変化によって、従来の「印刷」から、企画・提案、デー
タ処理、印刷、加工、投函といった消費者の手に渡るまでの一
連の業務へと業務形態が大きく変化する中で、これまでには
なかった、企画部門やディレクション部門、ＤＰサービス部
門など社内での体制づくりを進める中、女性は大きな戦力と
なっています。

新卒採用、男女比１：１
性別を理由に扱いを変えることがない風土で、採用は当社
で力を発揮できるという基準で行っており、男女の区別はあ
りません。この８年間、新卒入社者の男女比はほぼ１：１と
なっています。

「チャレンジ・マルコポーロ」
による自立型人間の養成
自分で考え行動できる自立型の人間を養成するため、一人
旅で国内の先進企業を視察するもので、訪問先の選定、アポ、
報告書の作成、発表を義務付けています。これまでのチャレ
ンジャーは男女あわせて９９名となっています

多岐にわたる女性の活躍の場
営業、プログラム開発、生産など、それぞれにキーとなる女
性がおり、きめ細かなコミュニケーション力で取引先、社員
との信頼関係を強化しています。たとえば、営業では、ダイレ
クトメールとなると、最終エンドユーザーが個人消費者であ
ることから、その視点で提案することが非常に喜ばれます。
そのため、男性より女性の営業がお客様とフィットするとい
うことが起こっています。

非正規職員のキャリアアップ支援
過去に結婚、出産、介護等で退職した職員の職場復帰と
キャリアアップ支援を行っています。専門的知識や経験、能
力のある人材が庫外へ流出するのは大きな損失であり、パー
ト職員から契約職員、あるいは契約職員から正社員への転換
も図っています。

女性が働き続けることが
「自然」

ワークライフバランスの推進

社員の３０％近くが女性で、ようやく身につけたスキルを
結婚や出産で失うことは大きな損失です。現在は、結婚や出
産が理由の退職はほとんどなく、育児休業後の復職率は１０
０％です。また、１０才までの子を対象とした育児勤務時間
短縮制度を設けています。時間制約が効率的に質の高い仕事
をするモチベーションにもなっています。

ワークライフバランスについては、平成１７年に「のとし
んエンゼルプラン」を発表し、現在、育児休業の取得率は、女
性は１００％、男性はこれまでに３名が取得しています。ま
た、６歳以下の子どもをもつ男性職員を対象にパパ子育て講
座を開催しています。平成１７年に導入した看護休暇制度を
徐々に拡充し、現在は、子どもが２人以上の場合には、年１０
日間に拡大し、取得日数も徐々に上がってきています。

今後の課題
優秀な女性がたくさんいますが、上級管理職や役員への登
用はまだ進んでいません。ロールモデルがいないので、女性
社員の目標づくりが課題だと思っています。ただ、３５歳か
ら４０代前半に優秀な女性が分厚い母集団を形成していま
すので、彼女たちの活躍はこれから始まると思っています。
また、出産時期の重なりにより一気に欠員が生じる状況をい
かに乗り切るかということや、ブランクのある育休明けの人
をどうフォローしていくかということが課題です。ＩＴ技術
の進化により、在宅勤務も視野に、休職中のｅラーニングに
取り組みたいと考えています。

今後の課題
来年度の最重要課題として、１つ目は事務効率化による労
働負荷の軽減ということで、時間外労働の削減に取り組みま
す。２つ目は、金融環境の変化が目まぐるしく変化する中で、
初級管理者育成プログラムの再構築を図ります。３つ目は、
預かり資産業務における女性力の活用の推進に取り組んで
いきます。
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「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」
シンボルマーク
人を表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。

平成25年度「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定企業
（団体）
一覧
■ 医療法人社団慈豊会（加賀市）

■ 株式会社山崎建設（七尾市）

■ 松谷建設株式会社（志賀町）

■ 杉永電機株式会社（小松市）

■ 浅地高周波株式会社（金沢市）

■ 有限会社クリーンブライト金沢（金沢市）

■ 株式会社丸一観光（七尾市）

■ 株式会社トミショープラン（金沢市）

■ 丸一運輸株式会社（七尾市）

■ 社会福祉法人くりから（津幡町）

■ シオタニ株式会社（金沢市）

■ 能登印刷株式会社(金沢市)

■ 大和タクシー株式会社（金沢市）

■ 清水建設株式会社北陸支店(金沢市)

■ 米沢電気工事株式会社（金沢市）

■ 株式会社地域みらい(中能登町)

■ カミオ株式会社
（金沢市）

■ 根上農業協同組合(能美市)

■ 株式会社アイ・オー・データ機器（金沢市）

■ 白山農業協同組合(白山市)

■ 大三建設株式会社（金沢市）

■ 松任市農業協同組合(白山市)

■ 株式会社アーバンホーム（金沢市）

■ 金沢中央農業協同組合(金沢市)

■ 株式会社加賀土石建設（加賀市）

■ 金沢市農業協同組合(金沢市)

■ 株式会社コスモテックス（金沢市）

■ おおぞら農業協同組合(穴水町)

■ 株式会社かなや旅館（金沢市）

■ 珠洲市農業協同組合(珠洲市)

■ 医療法人社団仁智会（金沢市）

■ 鈴木建設株式会社(金沢市)

■ ニッコー株式会社（白山市）

■ 石川サニーフーズ株式会社(中能登町)

■ 株式会社ケアプラス（小松市）

■ 株式会社谷印刷(金沢市)

■ 野々市農業協同組合（野々市市）

■ 株式会社戸田組(七尾市)

■ 株式会社日本政策金融公庫（金沢支店、小松支店）

■ 株式会社ネスク(金沢市)

■ 塩安漆器工房
（輪島市）

■ 株式会社北陸スタッフ(金沢市)

■ 株式会社里谷組
（輪島市）

■ 田中昭文堂印刷株式会社(金沢市)

■ 株式会社データサポート（輪島市）

■ 株式会社スマイルラボ(金沢市)

■ 株式会社まちづくり輪島（輪島市）

■ 株式会社プログレッシブアートステイト(金沢市)

■ 藤八屋
（輪島市）

■ 株式会社計画情報研究所(金沢市)

■ 有限会社ファーストサイト（輪島市）

■ 若松工業株式会社(金沢市)

■ 株式会社グローイングスペース（輪島市）

■ アール・ビー・コントロールズ株式会社(金沢市)

■ 株式会社白や
（金沢市）

■ 佐川急便株式会社北陸支店(金沢市)

■ 株式会社山岸製作所（金沢市）

■ 金沢機工株式会社(金沢市)

■ 共栄テック株式会社（金沢市）

■ 特定非営利活動法人金沢観光創造会議(金沢市)

■ 株式会社エイム
（金沢市）

■ ウイルフラップ株式会社(金沢市)

■ 特定医療法人扇翔会（金沢市）
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「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。
私たちは、男性も女性もすべての個人が、互いに人権を尊重し、
その個性と能力を十分に発揮することができるよう、次の取組
を行うことを宣言します。

■医療法人社団慈豊会（加賀市）

■大和タクシー株式会社（金沢市）運輸業、郵便業

医療、福祉

̶
・育児休業取得率100％の維持継続を目指します。
・時間短縮勤務制度を導入しています。
・年次有休時間単位取得制度を導入しています。

■松谷建設株式会社（志賀町）

̶
全社員が働きやすい職場環境作りを推進します。
『所定外労働時間の削減』
・ノー残業デーの実施
・所定外労働時間の10％削減
『育児休業取得を促進』
・女性社員の育児休業取得率 80％目標
・男性社員の育児休業取得率 1名目標

建設業

̶
・子どもが生まれる際の父親の休暇取得の促進。
・子どもの学校行事や通院等による労働時間内の一時外出
を認める制度の実施及び休暇取得の促進。
・休日前はノー残業日とする。
・全社員の参画による現場及び事務所付近での子ども達 の
見守り。
・事業者の補導員活動

■浅地高周波株式会社（金沢市）

■米沢電気工事株式会社（金沢市）

製造業

̶
・ワークライフバランス推進の取組を行う。
・業務の効率化、長時間労働の是正。
・ノー残業デーを毎週設定します。
・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。

■株式会社丸一観光（七尾市）

■カミオ株式会社（金沢市）生活関連サービス業、娯楽業

̶
・社員が仕事と育児を両立できるよう、社内託児所を設
けています。
・スタッフは人材ではなく、人財と考えています。結婚・
出産後も安心して勤められるように短時間社員制度な
どを設けて周知しています。

サービス業

̶
・仕事と子育ての両立に関する制度の更なる充実・利用を
進める。

■株式会社アイ・オー・データ機器（金沢市） 製造業

̶
仕事と生活のバランスをとりながら、
全従業員がその能
力を十分に発揮できるような職場環境づくりに努めます。
〈ワークライフバランスの推進〉
・子育て中の社員向け短時間勤務制度を導入しています。
・毎週水曜日のノー残業デーを継続し、メリハリのある働
き方を推進します。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
・職種を問わず、男女分け隔てのない採用活動を推進いた
します。
・給茶器を設置し、来客時のお茶出し業務を原則廃止して
います。
・35歳以上の全社員・契約社員を対象に人間ドックを受
診できるようにしています。

■丸一運輸株式会社（七尾市） 運輸業、郵便業

̶
・女性ドライバーを積極的に採用する。
・仕事と子育ての両立に関する制度の更なる充実、利用を
進める。

■シオタニ株式会社（金沢市）

建設業

̶
ワークライフバランスの推進
「育児休業・介護休業」については、短時間勤務制度を取
り入れ、社員の方に周知し利用していただけるよう、推進
していきます。

サービス業

̶
ご遺族の気持ちを和らげ、お心が癒される葬儀を目指
す葬儀社として、男女共同参画に関し、下記のとおり取り
組みます。
・女性を積極的に採用し、より優しい目配り、心配りので
きる葬儀を行います。
・女性管理職を積極的に登用し、女性の意見が採用されや
すい社内環境を作ります。
・健康な身体と心で仕事に臨めるよう、心身の健康に関す
る情報提供、
育児関連の法令や制度の周知、
社内コミュニ
ケーションの組織的援助を行います。

■大三建設株式会社（金沢市）

建設業

̶
ワークライフバランス
・
「育児休業、介護休業制度」の情報を提供し、社員に制
度の浸透を図ります。
健康診断のフォロー
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・健康診断結果による有所見の有無にかかわらず、社員
全員が保健指導員による面談を実施し、
指導を仰ぎます。

・託児室の設置による子育て支援サービスの場の提供

■ニッコー株式会社（白山市）

̶
新卒採用、中途採用ともに男女の区別なく採用活動を
しています。平成25年7月1日現在の従業員数は、男性27
名、女性66名（内パート社員男性3名 女性29名）です。
また、積極的に女性も管理職に登用しています。既に、
管理職13名（管理職全体の40％）の女性社員が活躍して
います。
育児・介護休業法に基づき、現在4名の社員が育児休業
を取得しています。過去5年間の育児休業取得人数は以下
の通りです。
平成21年2名、平成22年5名、平成23年2名、平成24年4
名、平成25年1名（平成25年7月1日まで）

■株式会社加賀土石建設（加賀市）

■株式会社ケアプラス（小松市）

医療、福祉

̶
・男女を問わず、能力・適正に応じた部署の配置を行って
います。研修も積極的に受講を促し、当社でも自らイベ
ント等を計画して講師を招いて開催し、スキルの向上を
目指しています。
・有給休暇は１人当たり年８日を確実に取得するよう促
し、実行しています。育児、介護が必要な時には男女の区
別なく、
休暇を取得できる環境を促進し、
実行しています。
・男女が共に働きやすい職場環境作りのため、毎月第3金
曜日に全員で会議を開き、各自持ち回りで議題を提出
し、話し合って風通しのよい雰囲気で職場環境の向上を
実行しています。

建設業

̶
・ノー残業デーを毎週設定します。
・お茶入れや清掃等、性別による役割慣行を見直します。

■株式会社コスモテックス（金沢市）サービス業

̶
当社は、業種的に性別関係なく能力発揮が可能で、又そ
の様な場所（会社）にすることが我社の責務と考え、今後
の会社の発展又個々の能力開発につながるとして取り組
みます。
・少し前のメンテナンス業界は男社会のイメージでした
が、能力次第で女性の繊細な部分を生かし増々社会に参
加していただき、社会貢献することにもなり働きやすい
環境の活動推進により、会社にとっても豊かな人材が得
られると考えます。
・女性の管理職登用、男女共産休育児休暇、高齢化社会に
向け定年制の年齢条件等の見通しを常に考慮し、男女共
に持ち味を十分出し合い豊かな人生を仕事を通じて得
ていただきたいと考えています。
・今後は男女問わず、能力次第でやりがいのある職場を目
指したいと思います。

■野々市農業協同組合（野々市市） 複合サービス事業

̶
・意思決定機関である理事会に、
女性理事を2名登用します。
・320名の総代のうち、女性総代を1割以上選出します。

■株式会社日本政策金融公庫（金沢支店、小松支店） 金融業、保険業

̶
・組織としての力の最大化を目指して、女性が能力を最大
限発揮できる職場を実現するため、各種取組を着実に実
施します。
１ 女性の管理職登用の数値目標（2018年4月時点の
管理職に占める女性の割合5％）に向けて候補者を
育成します。具体策：管理職候補生育成プログラム
「プロジェクトChallenge」
２ 女性のキャリア開発を支援するとともに、両立支援
策を実施します。
具体策：事務職から業務職へのステップアップ育成
制度、メンター制度、ロールモデルの紹介、転勤特例
制度、結婚特例、出産特例、育児特例、介護特例、配偶
者転勤同行制度、Iターン制度
・職員一人ひとりがワークとライフにおける役割責任を
果たしながら、双方の充実が図れるよう、メリハリのあ
る働き方の実践を推進します。
具体策：ノー残業デー週2日の実施、計画的な休暇取得
の推進、家族の職場参観の開催、社内報「Rashiku」の発
行、WLBセミナー、男性の育児参画「パパ活」の推進、介
護ワークショップの開催
・東海・北陸ブロック女性活躍推進専任者及び名古屋支店
地域委員会と連携して、以下による支店独自の活動を行
います。
金沢支店 金沢市と連携して講習会を開催
小松支店 育児者間のミィーティングの開催

■株式会社かなや旅館（金沢市）宿泊業、飲食サービス業

̶
従来旅館業における接客係は女性のみとなっていた
が、男性も十分にその能力を有し、お客様へのおもてなし
を体現。男女ともにその職務を協力し行っている。これを
基礎により男女共同による職場環境を整えていく取組を
進めていく。

■医療法人社団仁智会（金沢市）

製造業

̶
・女性管理職の研修や訓練に積極的に参加します。
・女性の採用を積極的に実施していきます。
・男女問わず、メモリアル休暇（誕生日に休暇をとる）を実
施しています。

■株式会社アーバンホーム（金沢市） 不動産業、物品賃貸業

医療、福祉

̶
ポジティブ・アクション推進の取組
・性別の関係なく採用活動の実施
・性別の区別なく公正な人事評価人材育成による管理職
への登用
・性別の区別なく研修や訓練への参加派遣
ワークライフバランス推進の取組
・育児休業制度の定着
・育児休業のための短時間勤務制度の定着
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■塩安漆器工房（輪島市）

・本社では、営業職の女性が一人もおりません。そこで、こ
れからは、営業職の女性を増やしていくよう務めていき
ます。

製造業

̶
〈女性職員の登用〉
輪島塗の分業職種のうち、これまで男性専用と思われて
いた下地職に女性を採用。
〈育児休職しやすい職場〉
その後の勤務体制を臨機応変にする(保育園の都合に合
わせ、午前だけの勤務を2ヵ月、その後、15時までを2ヵ
月、その後定時まで 等)

■株式会社里谷組（輪島市）

■株式会社山岸製作所（金沢市）卸売業、小売業

̶
・職域拡大のため、
男女を問わず研修や訓練に派遣します。
・掃除等の性別による役割慣行を見直します。
・家族の記念日などに合わせた休暇や連続した休暇の取
得を推進します。
・お互いの業務を代替できるよう何種類もの仕事ができ
る従業員を育成します。

建設業

̶
○従業員の子育て等支援
・育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくり。
・子どもの看護のための休暇を取得できる制度の導入
促進。
○男女が共に働きやすい職場環境づくり
・男女問わず、
お茶入れや事務所内の清掃の分担を実施。

■共栄テック株式会社（金沢市）

■株式会社データサポート（輪島市）卸売業、小売業

̶
男女問わず、技術者育成の研修への積極的な参加・資格取
得の支援を行います。

■株式会社エイム（金沢市）

̶
・ノー残業デーを毎週2日設定します。
・従業員間の業務代替を行えるように従業員の多能化を
目指す。
・インターンシップ等の職場体験を積極的に受け入れます。

製造業

̶
藤八屋の二店舗の店頭では女性が接客を行っています。
そんな中で、小学校の子どもさんなど学校の都合や子ど
もさんの病気等で急なお休みが多いため対応が困難なと
きもありますが、自分の立場で考えた場合、快く自分たち
の生活を主とする対応を行っている。
日常からスタッフが気軽に生活面の不安を話せ、仕事
に集中できるような、そして個々の努力により能力を一
層発揮できるよう、働くことの楽しさや充実感を目指す。

■特定医療法人扇翔会（金沢市）

医療、福祉

̶
〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
・性別の区別なく、
能力主義の評価による管理職の登用で、
現在課長職以上の割合は男性50％、女性50％である。
また、4名の役付役員の内1名は女性理事が就いている。
・永年勤続者に対する独自のリフレッシュ休暇制度によ
り、5日から10日間の連続した特別休暇を付与し、積極
的に取得している。
〈ワークライフバランスの推進の取組〉
・女性の育児休暇取得率は100％であるが、今後男性職員
の育児休業取得を推進したい。
・育児休業取得後の短時間勤務等への変更や、その後の正
社員への復帰等、個々に合わせて柔軟な対応を行ってい
る。

■有限会社ファーストサイト（輪島市）宿泊業、飲食サービス業

̶
女性の積極的な雇用を促進します。

■株式会社グローイングスペース（輪島市）製造業
̶
女性の積極的な雇用を促進します。

■株式会社白や（金沢市）

サービス業

̶
〈ポジティブ・アクション〉
性別にかかわらず、公正な評価を行うため人事考課基準
を明確にし、女性管理職を積極的に登用します。
〈次世代育成支援のための雇い入れまたは職業訓練の推進〉
インターンシップの受入等を通じ、若年層の就労体験の
機会を提供。

■株式会社まちづくり輪島（輪島市）サービス業

■藤八屋（輪島市）

その他

̶
ポジティブアクション推進の取組
・現場の管理監督を行う上で男女を問わず登用し、責任
をもった立場で担当していただきます。
・職域拡大のため、
男女を問わず研修や訓練に派遣します。
男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組
・お茶入れは担当者が、清掃は男女を問わず全社員が当
番制で行います。

■株式会社山崎建設（七尾市）

建設業

̶
・ノー残業デーを週1日（水曜日）設定し、家族と過ごす時
間を増やせるようにします。
・女性技術者を積極的に採用します。

卸売業、小売業

̶
・結婚しても、仕事が負担にならないように配慮し、出産
してもまた職場に復帰しやすいように応援していきます。
・お子様が保育園や小学校に通っている間は出勤しやす
いように、時間差出勤や時短勤務を推進していきます。
・男女の隔たりなく、優秀な人材には役職を与え、仕事に
励みをもってもらえるようにしていきます。
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■株式会社地域みらい（中能登町） 学術研究、専門・技術サービス業

■杉永電機株式会社（小松市） 卸売業、小売業

̶
〈ワークライフバランスの推進〉
・育児、介護休業制度の定着
・育児、介護休業のための短時間勤務制度の定着

̶
・性別に関わらず専門分野における研修会の受講や資格取得
を促し、公平な人事評価、人材育成を行います。
・有給休暇の取得促進に向け、連続日でのリフレッシュ休
暇を推進します。
・家庭での家事育児介護などに積極的に参加するよう広
報等で意識啓発します。
・女性の意見を積極的に取り入れて、職場環境の改善を図
ります。

■有限会社クリーンブライト金沢（金沢市）サービス業

̶
・女性を積極的に採用します。
・事業所内の清掃や車の洗車等を全員で行い、性別による
役割習慣を見直します。

■根上農業協同組合（能美市）複合サービス事業

̶
・意思決定機関である理事会に、
女性理事を２名登用します。

■株式会社トミショープラン（金沢市） 金融業、保険業

̶
・年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施。
・積極的に学校行事に参加するように促し、勤務時間の短
縮を実施している。

■白山農業協同組合（白山市）複合サービス事業

̶
・意思決定機関である理事会に、女性理事を２名以上登用
します。

■社会福祉法人くりから（津幡町） 医療、福祉

̶
・男女の区別なく、積極的に採用活動を行います。
・男女の区別なく、
施設内外の研修を積極的に推進します。

■能登印刷株式会社（金沢市）

■松任市農業協同組合（白山市）複合サービス事業

̶
意思決定機関である理事会に、女性理事を４名登用して
います。

製造業

̶
〈子育て、介護を応援する制度の充実〉
・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。
・時間外勤務の制限を、制度として導入しています。
・育児短時間勤務を取得できる制度を導入しています。

■金沢中央農業協同組合（金沢市）複合サービス事業

̶
・意思決定機関である理事会に、女性理事を２名登用して
います。

■金沢市農業協同組合（金沢市）複合サービス事業

̶
ポジティブ・アクション推進の取組
・意思決定機関である理事会に、女性理事を２名登用し
ています。
・平成２６年改選時に５５０名の総代のうち、
女性を１０％
(５５名)以上登用します。
・正組合員のうち、女性正組合員比率が２０％以上にな
るよう加入促進を行います。
ワークライフバランス推進の取組
・ノー残業デー(毎週水曜日)の徹底を図ります。

■清水建設株式会社北陸支店（金沢市）建設業

̶
【多様な人材の活用】
・ダイバーシティ推進の一環として、特に女性の活躍を推
進するために、以下の取組を行っています。
⑴社内の意識改革を目的として、女性社員に対する
フォローアップ研修、男性上司向けのマネジメント
研修、女性活躍推進フォーラム等を実施。
⑵出産・育児に伴い、女性社員に対して一時的な配属先
の配慮を実施。
【仕事と子育ての両立支援】
・すべての社員にとって働きやすい環境を整備し、その能
力を十分に発揮できるよう、以下の取組を行っていきま
す。
⑴育児休職・介護休職の制度を充実させ、同制度の広
報・周知を推進。
⑵(財)こどもみらい財団によるベビーシッター支援制
度利用者への会社補助を実施
⑶勤続年数によるリフレッシュ休暇、年間最大１０日
間のボランティア休暇の制度等によるワークライフ
バランスの推進。
【くるみんマークの交付】
・子育て支援などに積極的に取り組む企業として、厚生労
働省から認定されています。

■おおぞら農業協同組合（穴水町）複合サービス事業

̶
・意思決定機関である理事会に、
女性理事を２名登用します。

■珠洲市農業協同組合（珠洲市）複合サービス事業

̶
・意思決定機関である理事会に、
女性理事を２名登用します。

■鈴木建設株式会社（金沢市）

建設業

̶
現状では女性労働者については、
子の看護休暇について
その内容について理解され利用されているが、
男性労働者
については過去に取得された実績がない。
この機会に男性
労働者・女性労働者の区別なく、共同参画型社会において
の男性労働者にも役割を理解してもらうための行動指針
等作成するのと合わせ、
付与日数についても見直したい。
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■石川サニーフーズ株式会社（中能登町）製造業

■株式会社北陸スタッフ（金沢市）

■株式会社谷印刷（金沢市）

製造業

̶
ポジティブ・アクション(積極的改善措置)推進の取組
・女性が少ない部署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。
・管理職の女性の割合を５０％に高めます。
ワークライフバランス(仕事と生活の調和)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。
その他(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。

■株式会社戸田組（七尾市）

建設業

■株式会社ネスク（金沢市）

情報通信業

その他

̶
・ポジティブ・アクション(積極的改善措置)推進の取組
半期ごとに「自己目標チャレンジ考課シート」を記入し
目標を立て、達成できたか、今後どのようにすべきかを
上司とヒアリングしています。
・ワークライフバランス(仕事と生活の調和)推進の取組
子が１歳まで育児休業が取得可能な制度にしています。
子が３歳まで所定外労働の免除可能な制度にしています。
子が３歳まで育児短時間勤務可能な制度にしています。
・その他(男女が共に働きやすい職場環境づくり等)の取組
社員全員で金沢城リレーマラソンに参加し(社員の家族
も含め)、親睦を深めています。

̶
ワークライフバランスの推進の取り組み
・所定時間外労働を削減するため、毎週水曜日を「ノー残
業デー」とする。
・子育て中の従業員について短時間勤務制度の導入。
小学校入学前までの子を養育する従業員で申請を申し
出た場合は、勤務時間の短縮をする。
・安定雇用支援としてインターンシップの実施、トライア
ル雇用の促進、インターンシップの継続、中途採用の際
にはトライアル雇用も考慮し求職者の安定雇用を支援す
る。

■田中昭文堂印刷株式会社（金沢市） 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活動を行い能力主義で評価し、管
理職に起用します。
(役職３部署中２名女性 H２５現在)
・仕事に対する性別の固定概念を払拭し、女性の活躍推
進の支援について社内の意識改革を図ります。
・柔軟な働き方に対応した制度の導入や雇用管理上の
配慮し、仕事と家庭の両立を支援する体制充実と周知
を推進していきます。
ワークライフバランス推進の取組
当社は、
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、社員が
能力を発揮し、仕事と子育ての両立を図り、働きやすい
職場環境の整備を行います。
〈育児・介護休業法に関する事項の周知〉
子どもの出生時に父親が休暇を取得できるように検討中。
〈ノー残業デーを増やし、所定外労働時間の削減〉
年間１２回を１８回(１、６、７、８、９、１０月を月２回)
に設定します。
〈継続目標政策〉
・育児・介護休業制度の充実を図り、会社全体で制度利
用しやすい環境づくりに努め、取得者がスムーズに職
場復帰できる職場づくりを推進します。
・有給休暇の取得促進を目指します。
その他
・職場環境については、管理職がよくその制度の趣旨を
理解することが肝要であり、管理職を中心として社内
全体に啓蒙を図っていきます。

̶
・新卒・中卒を問わず、
女性を積極的に採用していきます。
・育児・介護休業者に定期的に情報提供し、スムーズな職
場復帰を支援します。
・男女お互いの業務を代替できるよう研修や資格取得を
支え、やりがいのある職場を創ります。

̶
○ポジティブアクション推進の取組
・性別の区別なく、採用活動(募集・試験)を行います。
・男女問わず、研修やセミナーに参加します。
○ワークライフバランス推進の取組
・本人の誕生日に年次有給休暇を付与します。
・育児や介護のための短時間勤務制度を実施していま
す。
・育児休暇を取得しやすい職場とスムーズに職場復帰
できる環境作りを推進します。
○男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組
・グループウェアを利用した連絡共有や有給申請を実
施しています。
・女性従業員用の更衣室を設けて、気持ちよく働ける環
境作りに努めています。
・３０歳以上の全社員・契約社員を対象に人間ドックを
受診できるようにして、
婦人科検診を推進しています。
・職場内の空気調和設備を整え、温度や湿度の管理を
行っています。

■株式会社スマイルラボ（金沢市）

その他

̶
株式会社スマイルラボは、企画会社です。
株式会社スマイルラボでは、男性だから、女性だからと
いう分け方をしません。必要なのはヒトだからです。ヒト
である個人を尊重し、働きやすい職場環境づくりを取り
組んでいます。たとえば、現在は、女性にとって働きやす
い育児とお仕事の両立に心がけています。家族があって
の会社であることの重要性を感じるからです。担当する
お仕事に責任を持って従事することが基本だからです。
だから、自宅での就労もありえるわけです。
将来、社員の子ども達がスマイルラボで働きたいと
思ってくれるような社風でありたいと思います。男女が
それぞれの立場を尊重し合い、能力を生かし、クライアン
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トそして、その先にいるお客様の笑顔を想像して、社員に
はスマイルラボの仲間であることを誇りを持って働いて
もらいたいと思っています。

・就労環境(トイレ・更衣室・休憩スペース)の整備
・業務負担の細分化による、残業負担の軽減
２０１５年度『働きがいのある会社』
・ロールモデルの創出と女性管理職比率の向上
・明確な目標設定によるモチベーションアップ

■株式会社プログレッシブアートステイト（金沢市） サービス業

̶
・採用から性別の区別なく、ひとりひとりが持つ個性や能
力を評価し、それを引き出し活動できるポジションへの
登用に取り組んでいます。
・社内外等の社員研修によるキャリアアップを支援し積
極的に推進しています。
・ワークライフバランスを推進し、ひとりひとりが役割、
責任を果たすことができる職場環境の向上を目指して
います。
・育児及び介護休業は性別に関係なく取得制度の活用を
促進しています。

■金沢機工株式会社（金沢市） 卸売業、小売業

̶
ワークライフバランス推進の取組
有給休暇の取得促進の取組として、計画付与を実施し
ます。計画的な取得促進に向けて管理職が部下の希望と
仕事の調整を行い、計画表を作成します。取得未達部署の
管理職に対しては状況確認のうえ、取得しやすい環境を
整えるよう指導をします。(１人当たり年間６日間取得を
目指しています)

■特定非営利活動法人金沢観光創造会議（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

̶
NPO活動を通した、ポジティブ・アクション推進
・NPO法人金沢観光創造会議は、２０１５年春に予定さ
れる北陸新幹線金沢開業に向け、
「 文化」
「 歴史」
「 景観」
「食」など金沢のもつ魅力に磨きをかけ、その魅力を広く
発信するため、有志によって設立された特定非営利活動
法人です。会員企業へのポジティブ・アクションの啓発、
イベントにおいて、男女がへだたりなく、活躍できる環
境づくりに向けたPRを行っていきます。
・当法人は、副理事長をはじめ、理事や事務局メンバーに
も女性は多く、事務局環境およびイベントや活動におい
ても、女性が働きやすく、活動に参加しやすいよう、取組
を展開します。
・事務局長を務める女性を中心に、副理事長を含めた女性
チームにより、ポジティブアクション推進のために何が
求められるかを話し合い、理事メンバーとの意見交換を
定期的に行います。

■株式会社計画情報研究所（金沢市）サービス業

̶
・男女問わず、研修や講習会に派遣します。
・生活スタイルの変化に応じた、
多様な働き方の取り組み。
・お互いの業務を代替できるような人材育成。

■若松工業株式会社（金沢市）

製造業

̶
有給休暇の取得促進に向けた環境づくりに全社的に着手
します。

■アール・ビー・コントロールズ株式会社（金沢市） 製造業

̶
「３人(さんじん)調和」を尊重する施策推進
３人調和とは・・・
多様な価値観を持った社員一人一人が、
「会社人」
「家庭
人」
「社会人」としてそれぞれのバランスを保ちながら
社会生活を営む中、個々のバランスを尊重し、会社人と
して最大限の力量を発揮してもらう環境を造る。

■ウイルフラップ株式会社（金沢市）サービス業

̶
当社は、女性や男性というだけでなく、派遣社員、パー
トタイマー、高齢者、中途採用者の方など、個々人による
「仕事を通じた自己実現」と会社による「継続的な業績向
上」及び「雇用機会の創出」を積極的に図ることで、
「多様
な働き方の尊重と組織価値の共有化」を目指しています。
代表自身が、結婚、出産、子育てを経て、起業し、多くの
女性に社会で活躍してほしいとの思いから設立した人材
派遣業です。
今後とも女性が活躍できる就業機会の拡大や、取引先
であり、求人を募集する企業にも男女が働きやすい職場
環境づくりを啓発していきます。
社内の研修でも、ワークライフバランス、男女が共に働
きやすい職場環境づくりの勉強会を開催します。

■佐川急便株式会社北陸支店（金沢市）運輸業、郵便業

̶
〔女性の貢献度向上を図り、雇用拡大ならびに管理職育成
強化を積極的に取組む〕
○女性従業員比率 ３０％(２０１５年度)
・女性従業員採用者の増加
・女性従業員の定着率向上
○女性戦力のビジネスへの活用 女性社員の職域拡大
・女性従業員の活躍が期待できる職域を拡大する
・女性の少ない部署への女性配置の検討と積極的な登用
○施設の改善
・更衣室・トイレ等の整備(女性が働きやすい環境整整
備を構築する)
○ワークライフバランス適正化の為の社内制度の整備
・育休３年に延長
・婦人科検診における負担金(子宮頸がん、乳がん、骨密
度検査)
【方向性】
２０１４年度『女性の働きやすい会社』
・女性が活躍できる職域の明確化
・ワークライフバランスを考慮した制度の充実(育休３年)
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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―――――――――――――

運輸業、郵便業――――――――――

社会福祉法人篤豊会

丸一運輸株式会社

医療法人社団竜山会石野病院

姥浦建設株式会社

大和タクシー株式会社

医療法人社団和泉会佐原病院

寺西建設株式会社

佐川急便株式会社北陸支店

医療法人社団慈豊会

真柄建設株式会社

ツボ電気工事株式会社

医療法人社団仁智会

卸売業、小売業――――――――――

株式会社ケアプラス

株式会社クスリのアオキ

特定医療法人扇翔会

米沢電気工事株式会社

株式会社示野薬局

社会福祉法人くりから

大三建設株式会社

生活協同組合コープいしかわ

株式会社加賀土石建設

富来町商業近代化協同組合

株式会社里谷組

丸果石川中央青果株式会社

株式会社山崎建設

株式会社六星

加賀農業協同組合

清水建設株式会社北陸支店

山成商事株式会社

小松市農業協同組合

鈴木建設株式会社

株式会社ヤクルト北陸

能美農業協同組合

株式会社戸田組

株式会社データサポート

石川かほく農業協同組合

株式会社白や

はくい農業協同組合

製造業―――――――――――――

株式会社山岸製作所

志賀農業協同組合

加賀種食品工業株式会社

杉永電機株式会社

能登わかば農業協同組合

株式会社ＰＦＵ

金沢機工株式会社

町野町農業協同組合

第一電機工業株式会社
松谷建設株式会社

株式会社ぶった農産

複合サービス業―――――――――
石川県農業協同組合中央会

内浦町農業協同組合

金融業、保険業――――――――――

野々市農業協同組合

鶴来信用金庫

根上農業協同組合

宮米織物株式会社

のと共栄信用金庫

白山農業協同組合

株式会社箔一

興能信用金庫

松任市農業協同組合

玉田工業株式会社

北陸信用金庫

金沢中央農業協同組合

福島印刷株式会社

株式会社日本政策金融公庫(金沢支店、小松支店)

金沢市農業協同組合

株式会社永島製作所

株式会社トミショープラン

おおぞら農業協同組合

株式会社丸八製茶場
丸井織物株式会社

日機装株式会社金沢製作所
鹿島興亜電工株式会社
株式会社金沢豆冨
株式会社橋本確文堂

不動産業、物品賃貸業―――――――
株式会社アーバンホーム

珠洲市農業協同組合

サービス業―――――――――――
公益財団法人北陸体力科学研究所

学術研究、専門・技術サービス業――

株式会社国土開発センター

太陽テクノリサーチ株式会社

株式会社石川県農協電算センター

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社北日本ジオグラフィ

株式会社丸一観光

ニッコー株式会社

株式会社エイチツーオー

シオタニ株式会社

塩安漆器工房

株式会社地域みらい

株式会社コスモテックス

藤八屋

特定非営利活動法人金沢観光創造会議

株式会社まちづくり輪島

株式会社明治堂
浅地高周波株式会社

株式会社グローイングスペース

株式会社エイム

宿泊業、飲食サービス業――――――

有限会社クリーンブライト金沢

株式会社金沢ニューグランドホテル

株式会社プログレッシブアートステイト

株式会社谷印刷

株式会社かなや旅館

株式会社計画情報研究所

田中昭文堂印刷株式会社

有限会社ファーストサイト

ウイルフラップ株式会社

生活関連サービス業、娯楽業――――

その他―――――――――――――

能登印刷株式会社
石川サニーフーズ株式会社

若松工業株式会社
アール・ビー・コントロールズ株式会社

カミオ株式会社

情報通信業―――――――――――
株式会社シーピーユー

株式会社石川コンピュータ・センター
株式会社ネスク

株式会社中央設計技術研究所

サイバーステーション株式会社

医療、福祉――――――――――――

共栄テック株式会社

医療法人社団勝木会やわたメディカルセンター

株式会社北陸スタッフ

医療法人社団勝木会芦城クリニック

株式会社スマイルラボ
平成24年度、平成25年度 認定企業

11

「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？
宣言内容は？

石川県内に事業所がある企業・団体等です。
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

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日から５年間です。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」

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）
（%）

50.2

女性従業員の労働意欲が高まった
職場が活性化された

「職場の活性化」

34.3

良い人材を採用しやすくなった

「良い人材の確保」

24.8

生産性向上や競争力強化につながった

「生産性向上・競争力強化」
といった効果があったと回答しています。

22.3

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
その他

14.1
9.2
7.3

【積極的改善措置
（ポジティブ・
アクション）
の取組を進めている
事業所】
（n=327）

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 FAX 076-225-1374
Eメール danjo@pref.ishikawa.lg.jp ホームページ http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo

