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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。

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27年２月17日(火)、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。内閣府少子化危機突
破タスクフォース推進チームリーダーの渥美由喜さんを講師に迎え、
「女性の力を経営に活かすには」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加賀建設株式会社
と高松機械工業株式会社の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
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内閣府少子化危機突破タスク
フォース政策推進チームリーダー
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由喜
なおき

びつきます。この取組は、短期的にはコストが発生しますが、
中長期的には、ハイリターンで返ってくる「投資」なのです。

さん

こうした企業の取組で、社員の意識、行動が変わることで、
企業の業務改善にもつながり、コスト削減が図られます。こ

プロフィール

こで大切なのは、業務改善を行った部署に、ボーナスや手当

コンサルタント、アドバイザーとして、
実際にワークライフバランスやダイバー
シティに取り組む企業の取組推進をサ
ポート。
また、内閣府男女共同参画会議専門
委員、
日経WOMAN「女性が活躍する会
社100」審査委員等も務める。

などでしっかりと評価することです。

②本人の意識改革
昇進意欲の問題は、女性の問題ではありません。
「大変そう
だから、管理職になりたくない」という若い男性社員も増え

働き方の見直しの必要性

ています。健全な組織では、自分の能力を発揮したい、そのた

①人口減少社会

めには、更に高いポジションについて会社に貢献したいとい

「女性活躍推進のため、なぜ男性が働き方を変えなければ

う競い合いがあります。自分の能力を発揮したいと思えない

いけないのか」という声をよく聞きます。働き方の見直しが

組織は、非常に不健全です。積極的に機会を与え、管理職が育

必要なのは、人口減少社会だからです。今後、一人あたりの業

つ環境づくりが必要となります。

務量はますます増加します。効率的な働き方を習慣化しなけ
れば、人口減少社会においては、生き残れません。

③上司のマネジメント力

また、制約のある社員も働き続けられる職場でなければ、

上司のマネジメントで最も大切なのは、
「向き合う」ことと

人材確保ができません。優秀な人材を確保できるかどうか

「感じること」です。日本人男性のみの均一組織というのは、

は、働きやすい職場を作れるかにかかっています。

多数派にとってはやりやすいですが、このような職場はこれ
から減少し、多様な人たちによる職場が増えます。

②増える介護リスク

きめ細やかな配慮をし、全員が「違う」ことを前提に、一人

現在、介護をしている570万人のうち過半数は働いていま

一人に合わせるマネジメントが必要です。

す。今の団塊の世代があと10年で後期高齢者に突入し、介護

また、配慮と遠慮を混同しないことも重要です。時間的な

と仕事の両方を担う介護社員の割合は急増します。効率的な

制約がある社員だからといって、簡単な仕事を与えるのでは

働き方を社員が習慣化し、介護と仕事を両立できる職場環境

なく、難易度の高い仕事を与え、しっかりと評価することが

の整備が急務です。

大切です。

③オフの時間の必要性

④リスクをどう乗り越えるか

新しいビジネスや住民サービスのニーズは職場ではなく、

人口減少社会において、仕事と家庭の両立が大きな経営課

現場にあります。自己研さんや地域貢献などを行うオフの時

題となってきます。

間がなければ、新しい発想は生まれません。

女性の活躍推進やダイバーシティは、経営戦略として不可
欠ですが、即効薬ではありません。取組を行えば、すぐに売り

成功するワーク・ライフ・マネジメント

上げや業績に直結するものではないので、目先の業績向上だ
けにとらわれると、後回しになりがちです。しかし、取り組む

①管理職の意識改革

うちに、いつしか、強靭な企業体質、健全な職場となる漢方薬

経営トップが女性の活躍推進を言っても、現場の管理職に

です。そのことに気付けるかどうか、日本企業は今、大きな分

浸透させないと、働きやすい職場は作れません。

岐点に立っています。

企業のダイバーシティの取組は、中長期的に必ず利益に結
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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
加賀建設株式会社
専務取締役

鶴山

つるやま

高松機械工業株式会社
取締役総務人事部長

雄一 さん

宮川

ゆういち

みやかわ

隆 さん

たかし

女性プロジェクトチームによる商品開発

現場で活躍する女性技術者

東南アジア向けの商品ニーズがあり、東南アジアの現場
作業者は女性が多いということで、女性プロジェクトチー
ムを立ち上げ、商品開発にあたりました。開発に当たっては、
女性社員の意見交換会を開催し、その意見を設計に反映し
ました。
例えば、デザインは全体的に明るめにし、工場でも圧迫
感がないように配慮しました。また、操作ボタンは小柄な
女性でも操作しやすいよう配置しました。
デザインや色、操作性、組み立てやすさなど、女性の視
点を取り入れることにより、これまでの機械設計の概念か
ら脱却した商品ができたと思っています。

女性技術者の積極的な採用に取り組んでおり、現在２名が就
業しています。
女性技術者がいることで、明るい現場環境となっています。
ま
た、
男性技術者は
「当たり前」
と思って行っている業務に対して、
女性技術者は疑問や新たな気づきを持つことが多いです。

ポジティブ・アクション推進の取組

女性が土木業界に入りやすい取組を少しずつ進めています。
例えば、住民や設計者に対する説明会では、性別に関わりな
く、
女性にも表に立って説明してもらうこともよくあります。
また、公正な能力評価を行い、女性も管理職に起用していま
す。難しい資格をとり、同期の男性社員よりも早く役職についた
女性技術者もいます。

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推進の取組

取組のひとつとして、家族の工場見学会を行っています。
自分の家族に対して工場の案内や説明を行い、家族に対し
ても職場の理解を深めてもらっています。普段は行かない、
工場内のさまざまな部署を周り、本人も勉強になったかと
思いますし、会社のことを家族に理解してもらう良い機会
になっていると思います。

産前産後休暇や育児休業制度について、社内のグループ
ウェアや面談等において、諸制度の周知に努めています。
また、
お互いの業務をフォローし合える職場環境整備として、
失敗や課題が見つかれば、すぐにマニュアル化して、共有できる
ようにしています。

男女がともに働きやすい環境づくりの取組

男女共同のチームによるグループディスカッションを定期的に
開催し、
社員のニーズを職場環境に反映させています。

平成26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
竹内電気工事株式会社（加賀市）
北陸東和冷暖房株式会社（金沢市）
小倉造園株式会社（羽咋市）
昌和管工株式会社（金沢市）
株式会社白原組（小松市）
株式会社モス ホテル日航金沢（金沢市）
アムズ株式会社（金沢市）
ホシザキ北信越株式会社（金沢市）
株式会社東振精機（能美市）
大和リース株式会社金沢支店（金沢市）
株式会社BBS金明（白山市）
津田駒工業株式会社（金沢市）
株式会社システムサポート（金沢市）
野々市運輸機工株式会社（金沢市）
中村留精密工業株式会社（白山市）
株式会社キャリアドットコム（金沢市）
株式会社有川製作所（金沢市）
加賀木材株式会社（金沢市）
エキスパートトレーディング株式会社（金沢市）
リ・ライフホーム株式会社(金沢市)
大和ハウス工業株式会社金沢支店（金沢市）
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（金沢市）
有限会社かよう亭（加賀市）
株式会社オンワード技研（能美市）
小松ウオール工業株式会社（小松市）
みづほ工業株式会社（金沢市）
株式会社新出組（輪島市）
城東建設株式会社（金沢市）

株式会社日立製作所金沢支店（金沢市）
EIZO株式会社（白山市）
株式会社北陸工建（金沢市）
小松電子株式会社（小松市）
賀谷セロファン株式会社（白山市）
株式会社迅技術経営（金沢市）
学校法人アリス国際学園（金沢市）
社会福祉法人愛里巣福祉会（金沢市）
北国インテックサービス株式会社(金沢市)
藤井電気工事株式会社(羽咋市)
株式会社宗重商店（金沢市）
株式会社江口組（小松市）
株式会社オートモ（金沢市）
高松機械工業株式会社(白山市)
株式会社トーケン(金沢市)
株式会社エオネックス(金沢市)
株式会社利水社(金沢市)
goowa株式会社(金沢市)
株式会社グランゼーラ(金沢市)
横山建設株式会社(小松市)
国際地研株式会社(金沢市)
宮丸精密金型株式会社（金沢市）
株式会社久世ベローズ工業所（津幡町）
株式会社森八（金沢市）
株式会社NTTドコモ北陸支社（金沢市）
株式会社ドコモCS北陸（金沢市）
株式会社ケイアイデザイン（金沢市）
直源醤油株式会社（金沢市）
ライオンパワー株式会社
（小松市）
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ジェイ・バス株式会社
（小松市）
絹川工業株式会社
（白山市）
株式会社小松製作所
（小松市）
コマツ物流株式会社
（小松市）
コマツ産機株式会社
（金沢市）
加賀建設株式会社
（金沢市）
株式会社田村工業
（七尾市）
金沢都市開発株式会社
（金沢市）
株式会社グリーンプロジェクト
（小松市）
株式会社クリエイション江口
（小松市）
株式会社丸西組
（小松市）
株式会社ウエストサークル
（小松市）
三谷産業株式会社（金沢市）
須美矢建設株式会社
（能登町）
鈴平建設株式会社
（能登町）
株式会社イーヴァ
（能登町）
公益財団法人石川県産業創出支援機構
（金沢市）
有限会社ライターハウス
（金沢市）
株式会社東洋設計
（金沢市）
石田工業株式会社
（志賀町）
小倉建設株式会社
（羽咋市）
株式会社豊蔵組
（金沢市）
橘建設株式会社
（金沢市）
有限会社アールビープランニング
（小松市）
泰和ゴム興業株式会社
（金沢市）
株式会社アルプ
（金沢市）
株式会社柿本商会(金沢市)
計84社
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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。

■竹内電気工事株式会社（加賀市）

覧にて計画的な有給休暇を促しています。
◦時間外労働削減へ向けての取組み
毎週水曜日を「ノー残業デー」としています。
◦育児休暇取得促進
仕事と育児の両立支援のため復帰後の時間短縮制度を
採用しています。現在、2 名の女性職員が育児休暇復
帰後にこの制度を利用しています。
「くるみんマーク」取得を目指したプロジェクトを立
ち上げ、男性の育児休暇取得を推進しています。

建設業

―――

〈ワークライフバランスの推進〉
◦女性従業員の子育て支援
結婚、出産後も働きやすい職場作りができるよう、育
児休暇取得率 100％の維持、推進を図ります。
◦全従業員の健康の維持・推進
全従業員の健康診断の実施、保健指導の面談を行い、
健康な会社作りを行っています。

■北陸東和冷暖房株式会社（金沢市）

■株式会社東振精機（能美市）

建設業

―――

子育て中の従業員について、短時間勤務制度と子の看
護休暇制度の導入。（現在、女性社員 1 名が活用してい
ます。）

■小倉造園株式会社（羽咋市）

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
新卒採用に関して、男女の区別なく募集・試験を行っ
ています。
総合職 ( 技術職・営業職 ) へ女性社員を積極的に配属
させていきます。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
子育て中の社員に対して、短時間勤務制度を導入して
います。
有給休暇の計画取得と誕生月取得 ( メモリアル休暇 )
を行っています。

建設業

―――

〈ワークライフバランスの推進〉
◦休日前は、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の推進〉
◦男女問わず、お茶入れや事務所内の清掃等を行い、役
割分担を実施します。
◦職域拡大のため男女問わず、専門分野における研修会
の受講や資格取得を推進し、各種訓練にも派遣します。

■昌和管工株式会社（金沢市）

■大和リース株式会社金沢支店（金沢市）サービス業

―――

〈金沢支店目標〉
支店でともに働く仲間を互いに認め尊重し、「ワーク
ライフバランスの推進」「CSR への取組み」「職場環境
改善」を通じて、個人が能力を発揮し、組織として、一
体感があり、活気のある職場環境づくりを目指します。
〈ワークライフバランスの推進〉
所定外労働の削減・有給休暇取得を推進し、仕事と家
庭の両立を支援。性別を問わず、社員にとって働きやす
い職場環境と風土の改善を推進していきます。
◦ノー残業デーの実施 ( 毎週金曜日、第 1・3 水曜日 )
◦有給休暇取得日数 1 人あたり年間 12 日以上を目指す
◦子どもが生まれた際、父親の休暇 ( ハローパパ休暇 )
取得率 100％の実施
◦子ども参観日 ( 会社訪問・仕事体験 ) の開催
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
仕事以外でもさまざまな活動を通して社員同士のコ
ミュニケーションを深め、組織として一体感があり、活
気のある職場環境づくりを目指します。
◦若手社員による職場環境改善委員会の実施 ( 月1回実施 )
◦事務所近隣清掃等、社会貢献活動の実施 ( 月 1 回実施 )
◦社員旅行等のレクリエーションの実施 ( 年 1 回 )

建設業

―――

◦職場風土の改善
お茶入れや清掃等の性別による慣行の見直しを行いま
す。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。

■株式会社白原組（小松市）

建設業

―――

◦職場の清掃において、性別による役割慣行を見直します。
◦従業員と年に 2 回程度、会社内の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みます。
◦インターンシップ等の学生の就業体験や企業見学を積
極的に受け入れます。

■株式会社モス ホテル日航金沢（金沢市）宿泊業、飲食サービス業

―――

◦女性社員の育児休業取得率 100％維持と共に男性社
員への取得を促進します。
◦職種を問わず、男女均等の採用を推進します。
◦所定休日以外に連続休暇取得の促進を図ります。

■アムズ株式会社（金沢市）

製造業

―――

■株式会社BBS金明（白山市）

製造業

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ています。女性技術者も在職。
◦男女問わず公平な評価を行っています。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
◦社内清掃においては男女関係なく全社員で行っています。
◦社員の男女共同参画意識の向上のため色々なレクリエー
ションを実施しています。

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦職域拡大のため、男女問わず研修や訓練に積極的に派
遣します。
〈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の見直しを実施します。

■ホシザキ北信越株式会社（金沢市）卸売業、小売業

―――

◦有給休暇の取得推進
年間取得率 50％を目指し、毎月有給休暇取得予定一
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■津田駒工業株式会社（金沢市）

製造業

■エキスパートトレーディング株式会社（金沢市）複合サービス事業

〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦毎週水曜日にノー残業デーの継続
◦ 2 ヵ月に 1 回の有給休暇取得の継続維持
◦年に 1 回のメモリアル休暇取得推進の継続維持
◦年に 1 回の従業員の家族を対象とした工場見学の継続
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
◦小学校就業前の子どもを持つ従業員の育児短時間勤務
制度の継続維持
◦開かれた人事考課制度による評価の継続維持

◦男女の区別なく、積極的に採用活動を行っています。
◦事業所内の清掃等は全員で行い、性別による役割慣行
を見直しています。
◦業務改善等、女性社員の意見も積極的に取り入れ、男
女区別のない働きやすい職場環境に改善しています。

―――

―――

■リ・ライフホーム株式会社（金沢市）不動産業、物品賃貸業

―――

◦男女の区別なく、積極的に採用活動を行っています。
◦事業所内の清掃等は全員で行い、性別による役割慣行
を見直しています。
◦業務推進に対して、女性の企画・提案を積極的に取組
むようにしています。

■株式会社システムサポート（金沢市）情報通信業

―――

〈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ます。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児、介護の時間短縮勤務制度、時差出勤制度を導入
しています。
◦年次有給半日単位取得制度を導入しています。
◦ノー残業デーを実施しています。

■大和ハウス工業株式会社金沢支店（金沢市）建設業

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦「育児休業制度」法を上回る、子が 3 歳に達するまで
の期間で休業できます。
◦「出産・育児短時間勤務」1 日の労働時間を 1 時間ま
たは 2 時間短縮できます。
◦「看護休暇」家族の看護が必要な時、就業前の子の看
護や健康診断等の付添いが必要な時、要介護状態にあ
る家族の看護が必要な時、それぞれにつき 1 年間に 5
日まで、有給とは別に休暇を取得することができます。
◦「ハローパパ休暇」子どもが生まれた男性職員は、5
日間の連続休暇を取得できます。
◦「ホームホリデー」有給休暇を、各四半期につき 1 日、
計画的に取得することを義務付けています。
◦「再雇用機会優先制度」結婚や出産などの理由により
退職した職員が再度就業を希望した場合、一定のルー
ルの下で再雇用できる仕組みがあります。
◦「時間単位有給休暇」年次有給休暇を 1 時間単位で取
得できます。
◦「介護休業制度」法定期間を超えて、1 ヵ月単位で介
護休業の終了事由が生じるまで、または定年を迎える
まで休業できます。

■野々市運輸機工株式会社（金沢市）運輸業、郵便業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦資格取得支援制度を拡充します。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦社内で働き方について話し合い、新しい働き方を考え
ます。

■中村留精密工業株式会社（白山市）

製造業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦技術職を含む全職種において、女性の積極的採用を行っ
ております。
◦性別を問わず、個人の能力向上のための研修に参加し
てもらうとともに資格取得支援制度をもって自発的な
能力開発をサポートしております。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児休業の取得率は 100％。育児休業取得後の短時間
勤務など、職場復帰においても柔軟に対応できる制度
があります。

■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（金沢市）サービス業

―――

■株式会社キャリアドットコム（金沢市）サービス業

◦職種を問わず、性別の区別なく採用活動の実施に取り
組みます。
◦所定外労働時間削減に向けて、業務の効率化やスキル
アップを図る育成に努め、メリハリのある働き方の実
践を推進します。
◦育児、介護関連の法令や制度について周知し、制度の
浸透を図ります。
◦ 35 歳以上の従業員を対象に人間ドックの受診や婦人
科検診を推進します。

―――

◦性別に関わらず、能力主義で採用・評価を行います。
採用に関して、今までの経験・実績・スキルによって
採用します。
◦性別に関わらず、責任のある仕事を割り振ります。
会社にとって重要な仕事や責任のある仕事は、女性に
も積極的に任せます。
◦子育て中の女性の時間短縮勤務制度を整備します。
保育園のお迎えや行事などに柔軟に対応し、子育て中
の女性が働きやすいしくみの整備を行います。

■株式会社有川製作所（金沢市）

■有限会社 かよう亭（加賀市）

製造業

〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
◦女性の働きやすい職場環境づくりを心がけています。
◦お客様との一期一会の出会いを大切に、男性女性のそ
れぞれの視点を活かした心づくしのおもてなしをいた
します。

―――

◦性別に関わらず、採用活動を実施します。
◦女性技術者を積極的に採用します。
◦研修や訓練への派遣を勧め、個々の能力向上を図ると
ともに、仕事のやりがいを創ります。
◦お互いの業務を代替できるように、多能工化を図ります。

■加賀木材株式会社（金沢市）

サービス業

―――

■株式会社オンワード技研（能美市）

製造業

―――

卸売業、小売業

◦女性社員を積極的に採用します。
◦女性社員が産休後に職場復帰しやすい環境を整えます。
◦高校生、大学生、短大生、高等専門学校等に入学が決
まった子を持つ社員には育成補助金制度を設置し、家
庭の経済的負担を軽減する制度を実施しております。
◦毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、仕事と家庭の両
立を促します。また、それ以外の日でも残業削減に取

―――

◦男女の区別なく、積極的に採用活動を行っています。
◦事業所内の清掃等は全員で行い、性別による役割慣行
を見直しています。
◦業務改善等、女性社員の意見も積極的に取り入れ、男
女区別のない働きやすい職場環境に改善しています。
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り組んでおります。
◦性別に関わらず、公正な評価を行うため、人事制度を
導入し、働く女性の活躍の場を提供できる体制を実施
しております。

建設業

■株式会社北陸工建（金沢市）

◦育児休業・介護休業を取得しやすい環境を目指す。
◦女性技術者の採用を積極的に実施していきます。
◦家族とのコミュニケーションをとりやすくする為に誕
生日プレゼントを実施しています。

■小松電子株式会社（小松市）

〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児短時間勤務制度の利用促進により、柔軟な働き方
を推進します。
◦毎週水曜日をノー残業デーと設定します。
◦誕生日休暇の利用を促進します。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
◦性別に関係なく採用活動を行い、本人の意思や適性に
応じた配置を目指します。
◦研修や訓練への参加機会を男女平等に与えます。

建設業はかつて男の世界という独特の状況にあり、女
性の育児、若手社員の育児に対する理解がない状況がま
だ残っているが、推進宣言をトップが率先して、実施す
ることにより、会社全体の子育てに対する理解がより得
やすい環境づくりを実施し、より一層企業としての社会
的責任を果たします。また、仕事と子育ての両立をはじ
め、従業員全員が働きやすい環境をつくれるよう目指し
ます。
◦従業員の妊娠中および出産後における配慮
◦育児休業後の原職相当職への原則復帰の明示
◦職場復帰を円滑にするための情報提供の実施
◦家族手当を就学中までの子女に支給実施の継続

■賀谷セロファン株式会社（白山市）

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦女性でも働ける職場づくり
作業負荷を軽減するための継続的改善を行い、女性や
高齢者でも作業しやすい職場を目指します。
◦働きやすい職場づくりの推進
年に 1 度自己申告書を配布し、現状抱えている問題や
会社への要望などの意見を聞き、職場改善のために活
用します。
〈ワークライフバランス推進との取組〉
◦有給休暇取得の促進
有給休暇を取得しやすくするため、アニバーサリー休
暇等の導入を検討します。

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦仕事と育児の両立
妊娠・出産・育児・職場復帰後等の様々な場面で従業
員を支援する制度を充実させます。
主な制度
不妊治療休暇、妊婦通院休暇、妊娠障害休暇等

■株式会社迅技術経営（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

―――

出産休暇（産前8週間・産後8週間）
配偶者出産休暇（5日間・男性が利用）

職場復帰後

短時間勤務、家族看護休暇、子の看護休暇
在宅勤務（総合職）、半日年休、配偶者海外転勤休暇

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦働きながら育児を行う従業員を支援します。
①育児介護休業法を上回る短時間勤務制度の導入。
②育児休業を行う従業員へ賃金を支給。
③「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認
定を目指します。
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区分

主な制度

製造業

―――

■株式会社日立製作所金沢支店（金沢市）製造業

小学校1年修了までの通算3年・分割取得可
カフェテリアプラン（育児メニュー）

製造業

―――

建設業

育児休暇

建設業

―――

―――

産

製造業

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦性別に関係なく、能力・適性に応じた採用・研修・配
置・活用を実施しています。
◦女性の管理職・リーダー職を積極的に育成・登用して
います。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦ NO 残業 DAY の設定や時間外勤務時間の削減、有給
休暇の取得を推進し、従業員の健康で豊かな生活を支
援しています。
◦女性の育児休暇取得率 100％を継続し、育児短時間・
時差出勤制度と併せ、育児と仕事の両立を積極的に支
援しています。

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に何種類もの仕事がで
きる社員を育成し、育児・介護休業、休暇などを取得
しやすい環境づくりをする。
◦学校行事参加のための特別休暇制度。
◦介護で退職した者を対象とする再雇用制度。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
◦自己啓発や地域参加などを行うための時間確保ができる
措置。
◦社内 LAN などによる制度の周知及び相談窓口の設置。

出

短時間勤務、家族看護休暇、子の看護休暇
年次介護休暇、在宅勤務（総合職）、半日年休

―――

―――

娠

主な制度

■EIZO株式会社（白山市）

◦長時間労働の是正
ノー残業デーを月 2 回 ( 第 1、第 3 火曜日 ) から実施し、
毎週 1 回行えるように努力します。
◦定期健康診断の実施及びフォロー
定期健康診断の結果から、保険指導員による面談を実施
します。

区分

通算1年・分割取得可

〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
◦毎週水曜日を「健康日」として定時退勤を徹底します。
◦ 11 月を「WLB-up 月刊」とし、個々人のワークライフ
マネジメント意識の向上、働き方の見直し、制度、ツー
ルの理解促進に取り組みます。

―――

妊

短時間勤務、家族看護休暇、子の看護休暇
在宅勤務（総合職）、半日年休、配偶者海外転勤休暇

職場復帰後

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦女性の管理・監督者の今後一層の育成および登用に努
める。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児休業取得率、現状 ( 直近 5 年間 97.6%) を維持・
向上する。
◦ 3 歳未満の子をもつ社員が希望する場合に利用できる
当社の制度 ( 短時間勤務・時間外労働または休日労働
の免除 ) の利用を促進する。

■城東建設株式会社（金沢市）

職場復帰後

区分
介護休暇

―――

■株式会社新出組（輪島市）

小学校1年修了までの通算3年・分割取得可
カフェテリアプラン（育児メニュー）

◦仕事と介護の両立
介護が必要な家族がいる従業員を支援する制度を充実さ
せます。

■小松ウオール工業株式会社（小松市） 製造業

■みづほ工業株式会社（金沢市）

育児休暇

■株式会社オートモ（金沢市）

◦年次有給休暇の計画的付与を行います。
◦働く時間が制限される従業員が当社で活躍できる環境
を整えます。
①契約期間の定めのあるパートタイマーが正社員とな
れる制度 ( 正社員転換規定 ) を策定する。
②短時間正社員制度を策定する。
上記の内容を従業員に周知します。

〈社員の子育て等支援〉
◦育児休業を取得しやすく、また、職場復帰しやすい環
境づくり。
◦小売業では、土日祝の休みを取得しにくいが、小学校
低学年の子どもをもつ人には月 3 回の休みの取得を認
める。
◦幼児をもつ人には、保育園の送り迎えや病気等による
早退・遅刻には柔軟な対応をしています。

■学校法人アリス国際学園（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

―――

◦性別にかかわらず、能力・適性に応じた部署の配置を
行い、公正な人事評価の人材育成によって管理職に登
用する。
◦研修の積極的な受講を促し、スキルやキャリアの向上
を目指す。
◦インターンシップの受入などを通じ、若年層の就労体
験の機会を提供。

■社会福祉法人愛里巣福祉会（金沢市）

■高松機械工業株式会社（白山市）

〈子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立
を支援するための雇用環境の整備〉
◦小学校就学前の子をもつ社員が希望し、一定条件に合
致する場合に、利用できる短時間勤務制度を導入する。
◦月に 1 日以上、社員各自でノー残業デーを設ける。
◦社員旅行に家族帯同コースを設け、1 家族当たりの費
用を補助する。

医療、福祉

◦性別にかかわらず、能力・適性に応じた部署の配置を
行い、公正な人事評価の人材育成によって管理職に登
用する。
◦研修の積極的な受講を促し、スキルやキャリアの向上
を目指す。
◦インターンシップの受入などを通じ、若年層の就労体
験の機会を提供。

■株式会社トーケン（金沢市）

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦女性を積極的に登用します。
現在、全従業員数 75 名中、正社員が 57 名で、こ
のうち女性社員は 10 名です。この中の女性管理職社
員は 5 名おり、主に事務担当管理職として各部署ごと
に責任のある業務を担っています。
以前はいなかった女性管理職を、ここ 5 年で 5 名
登用したことによって、社内が生き生きと活性化して
おります。これを受けて、今後 3 年間で、全管理職社
員における女性管理職社員の割合を現在の 15％から
20％に高めるように取り組みます

―――

〈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ます。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦仕事と家庭の両立のため、育児休業 3 歳まで、時短勤
務小学校 4 年始業前まで利用できる制度とし、社員に
定着させていきます。
◦リフレッシュや療養時のため、失効する有給休暇を積
み立て翌年以降に利用できる制度とし、社員に定着させて
いきます。

■株式会社エオネックス（金沢市）

建設業

―――

当社の経営方針には「人材は会社の最大の財産である」
と明記されており、「One for All,All for One」( 一人
はみんなのために、みんなは一人のために ) の組織を創
造すべく以下のことに取り組みます。
◦社員同士が触れ合う機会 ( 研修会・講演会・全社一斉
清掃等 ) を多く設け、社員同士の親密力 ( コミュニケー
ション力 ) の向上に努めます。
◦男女問わず能力・適性に応じた部署の配置を行います。
◦子どもが生まれる際の父親休暇取得を推進します。
◦育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に
基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休
暇など諸制度を周知します。
◦ワークライフバランス ( 仕事と生活の調和 ) を考え、所
定外労働削減に向け、ノー残業デーを設置、実施する
とともに有給休暇取得を推進します。

建設業

―――

〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
◦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。
建設業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦女性社員や若手社員が活躍できるよう、プロジェクト
委員会を通じて社員みんなが自主性を発揮し、意見が
反映しやすい環境づくりをしています。
◦男女問わず、能力・適性に応じた部署の配置、管理職
への登用を行っています。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦仕事と子育ての両立を安心して行えるよう、子どもの
看護のための休暇、育児休業の取得や短時間勤務制度
の利用を促進し、長く働きやすい環境づくりを推進し
ています。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
◦働きがいを感じ、仕事を通じて自分の未来を明るくイ
メージできるよう、人間性を高めるための研修を積極
的に行っています。

■株式会社江口組（小松市）

建設業

―――

■北国インテックサービス株式会社（金沢市）情報通信業

■株式会社宗重商店（金沢市）

製造業

―――

―――

■藤井電気工事株式会社（羽咋市）

卸売業、小売業

―――

■株式会社利水社（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

―――

当社の経営方針には「人材は会社の最大の財産である」
と明記されており、「One for All,All for One」( 一人
はみんなのために、みんなは一人のために ) の組織を創
造すべく以下のことに取り組みます。
◦社員同士が触れ合う機会 ( 研修会・講演会・全社一斉
清掃等 ) を多く設け、社員同士の親密力 ( コミュニケー
ション力 ) の向上に努めます。
◦男女問わず能力・適性に応じた部署の配置を行います。
◦子どもが生まれる際の父親休暇取得を推進します。
◦育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に
基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休
暇など諸制度を周知します。
◦ワークライフバランス ( 仕事と生活の調和 ) を考え、所
定外労働削減に向け、ノー残業デーを設置、実施する
とともに有給休暇取得を推進します。

建設業

―――

◦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。
◦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。
◦女性技術者を積極的に採用します。
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■goowa株式会社（金沢市）

組織横断的なネットワークの構築、そして女性が活躍し
やすい環境をつくることです。
お客様一人一人が主人公の「幸せ」な毎日の実現のた
めに、ドコモ社内における意識改革を大胆に実施し、こ
れからも社員一人ひとりの「個性 ( 多様性の視点 )」を
エネルギーに「価値創造」「価値提供」をし続けること
をここに宣言します。

製造業

―――

◦女性の採用を積極的に行います。
◦性別の区別なく公正な人事評価を行い、管理職への登
用を行います。

■株式会社グランゼーラ（金沢市）

製造業

―――

■株式会社ドコモCS北陸（金沢市） 情報通信業

改正育児・介護休業法が定める以上に社内制度を充実
させ、男女の区別なく、全社員が当然に利用できる環境
を作ります。

■横山建設株式会社（小松市）

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
下記の取組を行い、ワークライフバランスの推進を目指し
ます。
◦年次有給休暇等の利用促進
◦ノー残業デー ( 毎週水曜日と金曜日、給与及び賞与支
給日 ) を設定し定時退社の促進
◦出産、育児に関する諸制度の充実 ( 例 育児休職、短
時間勤務、時間外勤務の制限等 )
◦ファミリーデー ( 会社見学 ) の実施 等
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりへの取組〉
「Win-d 北陸」(Women’s Innovative Network in
docomo の略 ) というダイバーシティ推進を具体的に進
めるためのワーキンググループも立ち上げます。
狙いは、社員のダイバーシティに関する意識の醸成機
会の創出と意識向上、さらに、女性ロールモデルの育成・
組織横断的なネットワークの構築、そして女性が活躍し
やすい環境をつくることです。お客様一人一人が主人公
の「幸せ」な毎日の実現のために、ドコモグループ一体
となり、意識改革を大胆に実施し、これからも社員一人
ひとりの「個性 ( 多様性の視点 )」をエネルギーに「価
値創造」
「価値提供」をし続けることをここに宣言します。

建設業

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
所定外労働時間の削減
◦毎週休日前は、ノー残業デーとする。
◦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。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
職場環境の改善
◦お茶入れや清掃等、性別による役割慣行を見直す。

■国際地研株式会社（金沢市）

建設業

―――

◦女性管理職拡大に努め、社外研修や社外講習に積極的
に参加してもらう。
◦事務所のお茶入れや掃除は男女問わず、分担する。

■宮丸精密金型株式会社（金沢市）

製造業

―――

◦年次有給休暇消化日を年間 2 日設定します。
◦事務所内の清掃を全員で行います。
◦育児、介護休業制度を充実させます。

■株式会社ケイアイデザイン（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

―――

女性活躍の舞台を積極的につくり、やりがいのある仕
事をまかせ、物心両面の幸せを創造します。

■株式会社久世ベローズ工業所（津幡町）卸売業、小売業

―――

■直源醤油株式会社（金沢市）

〈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実施しています。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦誕生日、記念日休暇を設けて有給休暇の取得を推進し
ています。
◦有給休暇の計画付与を年間 5 日実施しています。

■株式会社森八（金沢市）

製造業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦働きがいのある職場環境づくりに心がけていきます。
◦専門分野における研修会の参加や取得を促進し、人材
育成に努め、男女を問わない公平な人事評価を行います。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児休職しやすい環境づくりに心がけ、育児休業者に
対しての情報提供を行い、スムーズな職場復帰を支援
します。
◦女性の目線での商品開発、アイディアの発掘、企画の
立案などを積極的に取り入れ、より活躍できる職域を
広げます。
◦お互いの業務を代行できるような人材育成に努めます。

製造業

―――

◦子育て世代や高齢者に働きやすい職場を目指し、柔軟
な勤務日数、勤務時間に対応します。
◦有給休暇の計画取得を推進し、上期 2 日、下期 2 日
の 100％取得を目指します。
◦年間通じて残業 0 を目指し、業務の効率化、簡素化を
行います。また、早帰りの推進を行います。

■ライオンパワー株式会社（小松市）

■株式会社NTTドコモ北陸支社（金沢市）情報通信業

製造業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦職域拡大のため、また、管理職育成のために男女問わ
ず研修や訓練に派遣します。
◦女性が行っていなかった職務 ( 技術職 ) に女性を配置
して、女性のきめ細かい配慮を活かした活動を行います。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦従業員の多能工化の育成を行い、欠勤者が出ても製造
工程に支障が無いようにします。

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
下記の取組を積極的に行い、ワークライフバランスの推
進を目指します。
◦年次有給休暇 ( 年間 20 日付与、最大 40 日まで保有可 )
等の利用促進。
◦ノー残業デー ( 毎週水曜日と金曜日、給与及び賞与支
給日 ) を設定し定時退社の促進。
◦出産、育児に関する諸制度充実 ( 例：育児休職、時間
外勤務の制限等 )
◦ファミリーデー ( 会社見学 ) の実施 等
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりへの取組〉
「Win-d 北陸」(Women’s Innovative Network in
docomo の略 ) というダイバーシティ推進を具体的に進
めるためのワーキンググループも立ち上げます。
狙いは、社員のダイバーシティに関する意識の醸成機
会の創出と意識向上、さらに、女性ロールモデルの育成・

■ジェイ・バス株式会社（小松市）

製造業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦新規採用、中途採用に関して、男女区別なく募集・選
考を行っています。
◦男女の区別なく、能力に合わせ昇進の機会を与えてい
ます。
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〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児のため短時間勤務、所定外労働免除の制度を導入
しており、利用の促進を図っています。
◦年次有給休暇の消化率（取得日数 / 付与日数）を平均
70％以上とするために、記念日休暇、半休を定める
など労使協同で促進しています。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりへの取組〉
◦地域の子どもや当社で働く従業員の家族の工場見学を
労使協同で実施しています。

■絹川工業株式会社（白山市）

制度・施策名
内
容
育児休業制度 出産から保育園入園まで最大3年間取得可能。
小学校3年まで子の育児のため、1日最大
短時間勤務
3時間の労働時間の短縮。
育児支援 育児サービス・ 保育園入園児（2歳まで）の保育料の
経 費 補 助 一部補助（月額1万円）
看 護 休 暇

介護支援

製造業

―――

製造業

■コマツ産機株式会社（金沢市）

短時間勤務

〈ワークライフバランス推進の取組〉
当社では社員のワークライフバランス推進において、
労働組合と協調し、以下のような取組を行っております。
◦総実労働時間の削減目標値の設定 ( 年間 2,100H 未満 )
◦年休取得の目標値の設定 ( 年間平均 16 日、全員最低
12 日 ) 及び各個人の年休取得計画の職場内周知
◦週 2 日 ( 水・金 ) の定時退社日の設定
制度・施策名
内
容
育児休業制度 出産から保育園入園まで最大3年間取得可能。
小学校3年まで子の育児のため、1日最大
短時間勤務
3時間の労働時間の短縮。
育児支援 育児サービス・ 保育園入園児（2歳まで）の保育料の
経 費 補 助 一部補助（月額1万円）

容

小学校3年までの子の育児のため、1日最大
3時間の労働短縮。

看 護 休 暇

育児サービス・ 保育園入園前の2歳までの乳幼児の保育料の
経 費 補 助 一部補助（月額1万円）
看護が必要な小学3年までの子ども1人につき
看 護 休 暇
年間5日、2人以上であれば年間10日（有給）
介護支援

介護支援

介護休業制度 家族の介護のため最大3年間取得可能。
短 時 間 勤 務 1日最大3時間労働時間短縮。

看護が必要な小学校3年までの子ども1人につき
年間5日間、2人以上であれば年間10日（無給）

介護休業制度 家族の介護のため最大3年間取得可能。
短 時 間 勤 務 1日最大3時間の労働短縮。
介 護 休 暇

2週間以上の常時要介護家族1人につき年間5
日、2人以上であれば年間10日（無給）

前年度未使用のため消滅した年次休暇を積立（最
前
年
度
大40日まで積立可）
し、1週間以上の私傷病欠勤・
未使用年休
未就学児の看護・家族の介護に利用できる（未就
の
積
立
学児の看護・家族の介護の場合は年5日が限度）

要介護家族1人につき年間5日、2人以上であ
介 護 休 暇
れば年間10日（有給）。

私傷病、出産、育児、介護のために利用でき
ライフサポート る休暇（有給）で、毎年5日間を新規付与。
休
暇 最大40日まで積立可。育児の場合は小学校6
年修了までの子の学校行事にも利用可。
そ の 他
休暇制度 リ フ レ ッ シ ュ 社員のリフレッシュを目的とした連続5日間
休
暇 の年休取得促進。

毎年社員のリフレッシュを目的とした連続5
そ の 他 リ フ レ ッ シ ュ 日間の年休付与
休
暇 勤続15年、25年、35年の年には上記連続休
暇に加えて連続5日間の年休付与
長期休暇として1カ月以上最大2年間(休職扱いとし、休職期間
ボランティア
中は「ボランティア手当」として給与・賞与相応分を支給)、短期
奨 励 制 度
休暇として年間12日(半休取得も可)取得可能(特別休暇扱い)

ボ ラ ン テ ィ ア 長期有給休暇として、最大2年間、短期特別
奨 励 制 度 休暇として12日取得可能。

■コマツ物流株式会社（小松市）

卸売業、小売業

―――

出産から保育園入園まで最大3年間取得可能。
育児休業制度 また、配偶者の転勤等による小学校3年まで
の子の育児のため最大3年間取得可能。
育児支援

2週間以上の常時要介護家族1人につき年間5
日、2人以上であれば年間10日（無給）

長期休暇として1カ月以上最大2年間(休職扱いとし、休職期間
ボランティア
中は「ボランティア手当」として給与・賞与相応分を支給)、短期
奨 励 制 度
休暇として年間12日(半休取得も可)取得可能(特別休暇扱い)

〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦総実労働時間の削減
社員の「ワークライフバランス」を考えていく上で、
総実労働時間の削減は大きなテーマです。例えば日本で
は、コマツはこの問題に対して労働組合と協調し、年間
2,100 時間未満、年次有給休暇平均 17 日以上取得とい
う具体的な数値目標を掲げ、各職場で活動計画を作成す
るなど、効率的な働き方の実現に向けた取組を進めてい
ます。
内

介 護 休 暇

毎年社員のリフレッシュを目的とした連続5
そ の 他 リ フ レ ッ シ ュ 日間の年休付与
休
暇 勤続15年、25年、35年の年には上記連続休
暇に加えて連続5日間の年休付与

―――

制度・施策名

介護休業制度 家族の介護のため最大3年間取得可能。
短 時 間 勤 務 1日最大3時間の労働短縮。

前年度未使用のため消滅した年次休暇を積立（最
前
年
度
大40日まで積立可）
し、1週間以上の私傷病欠勤・
未使用年休
未就学児の看護・家族の介護に利用できる（未就
の
積
立
学児の看護・家族の介護の場合は年5日が限度）

◦社員が仕事と育児を両立できるような体制づくりをし
ていきます。
◦企業が社員の有給休暇取得を促すためにアニバーサル
休暇（本人や家族の誕生日、結婚記念日等に休暇をと
る）を実施していきます。
育児休暇、有給休暇で誰が休んでも、仕事に差し支え
がないように、誰かがその人の作業をカバーできるよう
に定期的に、各工程間の移動を行い、どの工程でも仕事
ができるように人材育成をしていく。

■株式会社小松製作所（小松市）

看護が必要な小学校3年までの子ども1人につき
年間5日間、2人以上であれば年間10日（無給）

■加賀建設株式会社（金沢市）

運輸業、郵便業

建設業

―――

性別に関わらず多様な人材が力を発揮でき、いきいき
とした社会生活を送るなか、明確な共通目標に向かって
取り組むことは、企業として継続的な成長につながるた
め、私たちは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〉
◦性別の区別なく積極的な採用活動を行います。
◦公正な能力評価を実施することで、女性を管理職に起用し
ます。
◦女性が建設業界へ入職しやすくするために、様々な広
報活動に努めます。
◦女性単独での現場配置をせず、複数の女性を配置して
孤立を防ぎます。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦産休制度、育児休業時における待遇ならびに育児休業

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦総実労働時間の削減
社員の「ワークライフバランス」を考えていく上で、
総実労働時間の削減は大きなテーマです。コマツ物流は
この問題に対して労働組合と協調し、年間 2,100 時間以
内、年次有給休暇取得目標 16 日以上という具体的数値
目標を掲げ、各職場で活動計画を作成するなど、効率的
な働き方の実現に向けた取組を進めています。
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■三谷産業株式会社（金沢市）

後の変わらぬ条件を事前周知することで、復帰しやす
い職場環境を作ります。

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。
◦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。
◦女性技術者を積極的に採用します。

当社は、社員にとって安心安全で働きがいのある組織
づくりを推進しています。
社員が更に安心して育児に関われるよう、以下の取組
を継続します。
◦子どもの出生時に父親が休暇を取得することを促進し
ます。
◦男性社員の育児休業取得を促進します。
◦社員の希望により、子どもが小学校就学の始期に達す
るまで短時間勤務制度を適用します。
社員が男女ともに働きやすい職場環境づくりにおいて、
以下の取組を継続します。
◦研修制度の充実
「入社後 10 年間人財を育てる」という方針のもと、研
修を実施していきます。
◦奨学手当支給制度
社員の子女大学進学時にその学費相当分 ( 在学 4 年間
分 ) を奨学手当として支給します。
◦心理療法士 ( 外部 ) によるカウンセリング制度
社員が仕事・人間関係・家庭・恋愛などさまざまな相
談ができるカウンセリングを行っています。
◦マッサージルームの常設
社員の疲労回復やリフレッシュをサポートするために、
ヘルスキーパーによるマッサージを行っています。

■株式会社クリエイション江口（小松市）建設業

■須美矢建設株式会社（能登町）

◦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。
◦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。
◦女性技術者を積極的に採用します。

◦従業員の子育て等を支援
子育て中の従業員について、申し出により短時間勤務
制度の導入。( 朝 1 時間、夕方 1 時間の勤務時間の短縮 )
◦本人及び子どもなど同居家族の誕生日等を申し出により
ノー残業デーにします。

■株式会社田村工業（七尾市）

建設業

―――

◦女性スタッフを積極的に採用します。
◦男女問わず、研修への参加・資格の取得を支援します。

■金沢都市開発株式会社（金沢市）不動産業、物品賃貸業

―――

◦女性の職域拡大
職域拡大のため、男女を問わず研修や訓練に派遣します。
◦仕事と子育ての両立支援
育児休業、介護休業制度の定期的な情報提供をし、ス
ムーズに職場復帰できる環境を整備します。
◦健康促進の充実
35 歳以上の社員を対象に希望者には人間ドックを受
診します。

■株式会社グリーンプロジェクト（小松市）建設業

―――

―――

■株式会社丸西組（小松市）

建設業

―――

建設業

■鈴平建設株式会社（能登町）

―――

〈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ます。
◦男女問わず、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〉
◦育児、介護休暇を取得しやすく、職場復帰しやすい環
境づくりを推進します。
◦健康診断結果により、社員全員が保健指導を受けるよ
う働きかけます。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり推進の取組〉
◦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。
◦毎月、全員会議を開き、社内の周知事項の確認や、改善
事項の提案など、皆で話し合って、職場環境の向上をは
かります。

建設業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦女性職員 ( 男女の比率が 5：1) の専門分野での負担の
軽減と、新たな技術分野への進出を応援し採用に努め
ます。
◦性別に関係なく専門分野における研修会の受講や資格
取得を促進します。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦男性も育児休暇や介護休暇を取得し、女性のワークラ
イフバランスを積極的に応援します。
◦職員が趣味や特技で社会奉仕活動や地域行事の協力員
として参加できる職場環境を支援します。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり推進の取組〉
◦習慣化した職場のトイレ清掃を全員で行い、性別によ
る慣習を見直します。
◦気持ちのいい職場環境のために、職場内での喫煙を決
まった場所で行います。

■株式会社ウエストサークル（小松市） 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します。
◦男女問わず、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〉
◦育児、介護休暇を取得しやすく、職場復帰しやすい環境
づくりを推進します。
◦健康診断結果により、社員全員が保健指導を受けるよう
働きかけます。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり推進の取組〉
◦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。
◦毎月、全員会議を開き、社内の周知事項の確認や、改善
事項の提案など、皆で話し合って、職場環境の向上をは
かります。

■株式会社イーヴァ（能登町）

建設業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦現在、職員に女性社員がいませんが、建設経理または
技術部門に積極的に採用を行います。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦男性の育児休暇や介護休暇を積極的に推進して女性への
ワークライフバランスを積極的に行います。
◦有給休暇の取得を促進して社会奉仕活動や地域貢献に
協力できる職場環境を促進します。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり推進の取組〉
◦お茶入れやトイレ清掃といった性別習慣をなくします。

■公益財団法人石川県産業創出支援機構（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦男女問わず研修会の受講や資格取得促進を促し、能力・
適性に応じた配置や評価を行います。
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■小倉建設株式会社（羽咋市）

◦職種を問わず、男女の区別なく採用活動の実施に取り
組みます。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦ノー残業デーを毎週設定し、長時間労働の是正に努め
ます。
◦年次有給休暇取得促進のため、1 時間単位の休暇の取
得を可能としています。
◦年次有給休暇の計画的取得の推進に努めます。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
◦社内 LAN などによる制度の周知を行います。
◦業務改善等において男女問わず積極的な意見を取り入
れ、男女がともに働きやすい職場環境づくりに努めます。

■有限会社ライターハウス（金沢市）

◦女性技術者を積極的に採用します。
◦家族と過ごせる休暇取得の推進をします。
◦掃除やごみ捨ては男女それぞれで役割分担します。

■株式会社豊蔵組（金沢市）

建設業

―――

ワークライフバランス推進の取組として、以下の制度
について社内における浸透・定着化を図ります。
◦毎週水曜日のノー残業デー
◦メモリアル休暇 ( 誕生日休暇 ) 制度
◦育児休業制度
◦育児のための短時間勤務制度

その他

―――

■橘建設株式会社（金沢市）

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦性別にかかわりなく、経験や能力に応じた採用を行い
ます。
◦男女の区別なく、能力や適性に応じた配置や評価を行
います。
◦男女問わず実践の機会を与えることで、スキルやキャ
リアの向上を図ります。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦男女ともに育児休業を取得しやすい職場環境づくりに
努めます。
◦育児のための柔軟な働き方を認めることで、仕事と育
児の両立を行っています。
◦育児休業者に定期的に情報提供を行うほか、復帰時に
原則、現職に復帰させるなど、スムーズな職場復帰に
向けた支援を行っています。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
◦性別による役割慣行にとらわれず、お茶入れや清掃等
を行い、男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り
組んでいます。

建設業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦女性の技術者の採用、育成を積極的に行います。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦週 1 回のノー残業デーを徹底します。

■有限会社アールビープランニング（小松市）その他

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
育児、介護を必要とするものが家庭におり、
◦急な病気や参観日など健やかな人間に育つ ( 在る ) 為
に必要と思われることがある場合、休暇の取得や早退
等の支援をします。
◦妊娠出産等のライフスタイルの変化がある場合、周囲
と調整をとりながら本人が働きやすい環境づくりにシ
フトしていきます。

■泰和ゴム興業株式会社（金沢市）卸売業、小売業

―――

■株式会社東洋設計（金沢市）学術研究、専門・技術サービス業

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦性別に関わりなく、能力に応じた採用・配置を行います。
◦契約社員の正社員転換を推進します。
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦毎週水曜日を定時退社日に設定します。
◦有給休暇の取得を推進します。
◦育児休職を取得しやすい職場を目指します。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
◦男女問わず研修、会議に参加します。
◦女性管理職の配置を目指します。

―――

〈ワークライフバランス推進の取組〉
長時間労働の削減への取組
◦ノー残業デーへの取組
◦マルチタスクや適性な分業体制の試行による生産効率の
改善
◦管理職による時間管理の徹底
〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
安定的な雇用と定着率の向上に関し男女ともに向上する
ことへの取組
◦男女の区別のない採用活動
◦男女を問わないキャリアアップ支援活動
◦育児休暇の取得推進と復職支援 ( 男女共に )
◦介護休暇取得の環境整備
◦上記施策の結果としての女性管理職の登用に向けた職
場環境整備
〈男女が共に働きやすい職場環境づくり等の取組〉
企業の風土・土壌に新たな文化・考え方を取込むための
取組
◦管理職研修の継続的な実施
◦若手や中堅社員へのキャリアアップ研修の実施
◦研修制度や研修体系の整備に関する取組
◦経営者層と社員との密接なコミュニケーションを継続的に
実施

■石田工業株式会社（志賀町）

建設業

―――

■株式会社アルプ（金沢市）

複合サービス業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
◦男女の区別のない採用活動の実施
◦男女にかかわらず公平な人事評価及び人材育成による
管理職への登用
◦男女の区別なく研修や訓練への参加及び派遣
〈ワークライフバランス推進の取組〉
◦育児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
◦有給休暇の計画的付与を実施

■株式会社柿本商会（金沢市）

建設業

―――

◦インターンシップの受入を積極的に行い、それを通じ
若年層の就労体験の機会を提供します。
◦中途採用の際にはトライアル雇用も考慮し、求職者の
安定雇用を支援します。
◦育児休業取得者が復帰する際には、元の職場（部署）
に復帰できる環境づくりを推進します。

建設業

―――

〈ポジティブ・アクション推進の取組〉
女性職員及び女性技術者を積極的に採用します。
〈男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組〉
電話や来客の対応、お茶入れや事務所内清掃を男女問
わず分担して実施します。
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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―――――――――――――――
真柄建設株式会社
姥浦建設株式会社
寺西建設株式会社
ツボ電気工事株式会社
第一電機工業株式会社
松谷建設株式会社
米沢電気工事株式会社
大三建設株式会社
株式会社加賀土石建設
株式会社里谷組
株式会社山崎建設
清水建設株式会社北陸支店
鈴木建設株式会社
株式会社戸田組
竹内電気工事株式会社
北陸東和冷暖房株式会社
小倉造園株式会社
昌和管工株式会社
株式会社白原組
大和ハウス工業株式会社金沢支店
みづほ工業株式会社
株式会社新出組
城東建設株式会社
株式会社北陸工建
藤井電気工事株式会社
株式会社宗重商店
株式会社江口組
株式会社トーケン
株式会社エオネックス
横山建設株式会社
国際地研株式会社
加賀建設株式会社
株式会社田村工業
株式会社グリーンプロジェクト
株式会社クリエイション江口
株式会社丸西組
株式会社ウエストサークル
須美矢建設株式会社
鈴平建設株式会社
株式会社イーヴァ
石田工業株式会社
小倉建設株式会社
株式会社豊蔵組
橘建設株式会社
株式会社柿本商会
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
株式会社システムサポート
北国インテックサービス株式会社
株式会社NTTドコモ北陸支社
株式会社ドコモCS北陸
運輸業、郵便業――――――――――――
丸一運輸株式会社
大和タクシー株式会社
佐川急便株式会社北陸支店
野々市運輸機工株式会社
コマツ物流株式会社

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

製造業―――――――――――――――
加賀種食品工業株式会社
株式会社ＰＦＵ
株式会社ぶった農産
株式会社丸八製茶場
丸井織物株式会社
宮米織物株式会社
株式会社箔一
玉田工業株式会社
福島印刷株式会社
株式会社永島製作所
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
株式会社明治堂
浅地高周波株式会社
株式会社アイ・オー・データ機器
ニッコー株式会社
塩安漆器工房
藤八屋
株式会社グローイングスペース
能登印刷株式会社
石川サニーフーズ株式会社
株式会社谷印刷
田中昭文堂印刷株式会社
若松工業株式会社
アール・ビー・コントロールズ株式会社
アムズ株式会社
株式会社東振精機
株式会社BBS金明
津田駒工業株式会社
中村留精密工業株式会社
株式会社有川製作所
株式会社オンワード技研
小松ウオール工業株式会社
株式会社日立製作所金沢支店
EIZO株式会社
小松電子株式会社
賀谷セロファン株式会社
高松機械工業株式会社
goowa株式会社
株式会社グランゼーラ
宮丸精密金型株式会社
株式会社森八
直源醤油株式会社
ライオンパワー株式会社
ジェイ・バス株式会社
絹川工業株式会社
株式会社小松製作所

宿泊業、飲食サービス業――――――――
株式会社金沢ニューグランドホテル
株式会社かなや旅館
有限会社ファーストサイト
株式会社モス ホテル日航金沢

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
学術研究、専門・技術サービス業――――
太陽テクノリサーチ株式会社
株式会社北日本ジオグラフィ
株式会社エイチツーオー
株式会社地域みらい
特定非営利活動法人金沢観光創造会議
株式会社迅技術経営
学校法人アリス国際学園
株式会社利水社
株式会社ケイアイデザイン
公益財団法人石川県産業創出支援機構
株式会社東洋設計
金融業、保険業――――――――――――
鶴来信用金庫

女共同参画推進宣
言
わ男
か

企業

いし

卸売業、小売業――――――――――――
株式会社クスリのアオキ
株式会社示野薬局
生活協同組合コープいしかわ
富来町商業近代化協同組合
丸果石川中央青果株式会社
株式会社六星
山成商事株式会社
株式会社ヤクルト北陸
株式会社データサポート
株式会社白や
株式会社山岸製作所
杉永電機株式会社
金沢機工株式会社
ホシザキ北信越株式会社

加賀木材株式会社
株式会社オートモ
株式会社久世ベローズ工業所
コマツ産機株式会社
三谷産業株式会社
泰和ゴム興業株式会社

「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。

生活関連サービス業、娯楽業――――――
カミオ株式会社
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
医療法人社団勝木会芦城クリニック
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佐原病院
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
複合サービス業―――――――――――
石川県農業協同組合中央会
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
志賀農業協同組合
能登わかば農業協同組合
町野町農業協同組合
内浦町農業協同組合
野々市農業協同組合
根上農業協同組合
白山農業協同組合
松任市農業協同組合
金沢中央農業協同組合
金沢市農業協同組合
おおぞら農業協同組合
珠洲市農業協同組合
エキスパートトレーディング株式会社
株式会社アルプ
サービス業―――――――――――――
公益財団法人北陸体力科学研究所
株式会社国土開発センター
株式会社石川県農協電算センター
株式会社丸一観光
シオタニ株式会社
株式会社コスモテックス
株式会社まちづくり輪島
株式会社エイム
有限会社クリーンブライト金沢
株式会社プログレッシブアートステイト
株式会社計画情報研究所
ウイルフラップ株式会社
大和リース株式会社金沢支店
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
有限会社かよう亭
その他―――――――――――――――
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
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
有限会社アールビープランニング

平成24年度、平成25年度、平成26年度 認定企業
合計206企業（団体）

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

