
平成２９年１２月

　砺波市・砺波市男女共同参画推進員連絡会



　砺波市と砺波市男女共同参画推進員連絡会は、「いきいき働くことができる就労環

境づくり」のテーマのもと、労働の場における男女共同参画の取組みを促進し、男女

共同参画推進の普及・意識啓発を図るため、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調

和）と女性がいきいきと活躍できる職場づくりの推進等に積極的に取り組んでいる企

業を募集しました。

　子育て支援や男女がともに働きやすい職場環境づくりの取り組みを意欲的に行って

いる企業の事例を紹介します。

　　　　　目　　　　　　　次

砺波市ワーク・ライフ・バランス推進優良企業

　表彰企業紹介

　（１）　坂本組　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　 　　・・・・・・　　　１

　（２）　株式会社　三楽園　　　　　　　　 　　　　　　　　　　・・・・・・　  　２

　（３）　砺波工業　株式会社　　　　　   　　　　　　　　  　 ・・・・・・　　　３

　（４）　根尾建設　株式会社　　　　　   　　　　　　　　  　 ・・・・・・　　　４　　　　　　　　　　　

  （５）　株式会社　ヒスコム　　　　　 　　　　　　　　　　 　　・・・・・・　    ５

  （６）　株式会社　北陸銀行砺波支店　　 　　　　　　 　　・・・・・・　　　６

  （７）　ユーシン建設　株式会社　　　　　　　　　 　　 　　 ・・・・・・　  　７

  （８）　若鶴酒造　株式会社　　　　　   　　　　　　　　  　 ・・・・・・　　　８

　応募企業のワーク・ライフ・バランス取組状況　  　 ・・・・・・　   ９

　ワーク・ライフ・バランス推進企業応募一覧　　　 　 ・・・・・・   １０

　



取締役専務　坂本挙弥 氏　

　　For the FUTURE of home ～未来の故郷のために～　を
　スローガンに困った時は助け合い　
　　　　　　　　　　仕事も家庭もチームワークで頑張ろう

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市芹谷1179-2

業種：　建設業　

従業員数：　25人　（女性 3人、男性 22人）

坂本組株式会社

　弊社では20代～60代のスタッフが在籍しており育児中、介護中などの
様々な家庭環境がありますが、私共は企業として生活にストレスなく就業い
ただける環境作りを目指しています。休暇、就業時間については、生活を優
先したフォロー体制と職場風土を作り社内打ち合わせの中にも業務以外の
生活の相談があり、仕事と生活のバランスを考慮した現場スケジュール管
理を行うことを心がけています。

企業の紹介

主な取り組み
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・「男女共同参画推進事業所」の認定の取得、及びイクボス企業同盟にも加盟し、育児やハラスメント防止に関
する個別規程を設けて運用している。
・子育て世代の男女に関わらず、出社時間及び勤務時間を調整し、園児や児童の送迎時間の外出についても
柔軟に対応を図っており、子育てに関わる行事参加を奨励しているなど、子育て支援施策を充実化している。
・地域参加を奨励し、スキルアップ等に必要な学費等を補助し、３ヶ月に一度「交流会」を開催し、職場コミュニ
ケーションの活性化を促している。

　　「子育て支援推進賞」

　２人目の子供が生まれた際に育児休業を取得しました。
中々、言い出せなかったところを、逆に会社の方から「休
んで子供と奥さんのお手伝いしたほうがいいんじゃない
が？」と言ってもらい休暇をとりました。出産までは仕事
をしながら病院に行ったり、長女の保育園への送迎など、
どうやっていこうかと不安になっていた所だったので内心、
ホッとしました。　

　休暇が明けた後も、子供の体調が悪くなった時には現
場スケジュールを即、調整してもらったり子供の行事参
加などにも参加しやすく声掛けしてもらったりなど助かっ
ています。

　

重機オペレーターAさん

従業員の声

　ICT機対応工事、土木工事、解体工事、一般貨物運送、産業廃棄物収集運搬、各種山土砂販売などの事業
を行っています。女性社員4名を含む計26名の従業員が在籍しており、様々な事業をハイレベルなオペレー
ションを行いながら遂行しています。土木工事におけるICT（情報化施工）機対対応工事では、日本国内で唯
一の21ｍスーパーロングブームバックホーでの施工を行うなど最先端土木工事も行っております。



代表取締役社長　坂井 彦就 氏　

　全員参加で「自慢のできるいい会社」をつくるという
ビジョンのもと、安心して永く働ける職場を目指しています。

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市庄川町金屋839番地

業種：　宿泊・飲食・サービス業　

従業員数：　50人　（女性 30人、男性 20人）

株式会社三楽園

　社員が仕事と家庭を両立し、能力を十分に発揮しながら安心して働き続け
ることのできる職場環境を整えることは、会社の発展には不可欠です。

　また制度を使い易くするためには、社内の雰囲気がとても大切です。上司
と部下・社員同士が、あてにし、あてにされる信頼関係を築き、何でも相談
できる風通しの良い組織作りに力を入れています。

企業の紹介

主な取り組み
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◎社員満足委員会が中心となり、「仕事と家庭の両立支援ブック」を作成し、働き方の見直しや福利厚生の改善
　拡充を図るために就労環境改善に関する改善提案等について、定期的に委員会を開催している。
・育児休暇、子どもの看護休暇、介護休暇などの特別休暇、育児休業復帰支援
・本人希望で配置転換や勤務シフト形態変更など就労条件等について社内各委員会を設置し改善に努めている。
・男女を問わずともに活躍推進に向けたキャリアアップ研修実施や各委員会での職場活性化に向けた風土醸成を
　図っている。

「ワーク･スタイル･リフォーム賞」

　結婚して5年、エステの予約が何か

月先まで入っていて、妊娠なんてでき
る状況じゃないと諦めていました。　

　そんなとき社長がすごく心配してくれ
ていて、「こどもが欲しい」という私の
願いを叶えるため、予約をセーブして
出産できる体制を作ってくださいまし
た。

　これからは職場も家庭も自分が輝
ける居場所になるように、どちらも
120%がんばっていきたいと思います。

　　働く環境、人柄、何よりエステの仕
事が好きでしたが結婚して今まで通り
続けていけるかとても不安でした。

　社長と上司に相談したところ、時短勤
務のお話を頂きました。時短勤務にな
り家庭と仕事にメリハリがつき心に余
裕ができました。

　妊娠中も親切にして頂き、また戻って
きてねと快く産休制度もとらせていただ
きました。

　休業中もこまめに連絡をくださるなど
社員に温かい職場だと思います。 南　梢子さん松田 桂子　さん

従業員の声

　大正13年料理旅館として創業し、時代の変化と共に会社も変化し続けて来ました。三楽園のコンセプトは、
「心身ともにキレイになれる宿」です。成分の異なる2種類の温泉や美と健康をテーマにした日本料理。　また

オールハンドのエステと日本初のファンゴセラピー（温泉泥療法）が体験できます。特に女性のリピーターが多
い宿です。



代表取締役社長　上田 信和 氏　

社員とその家族が、より幸せな人生が送れる。

　その糧となるような企業になるよう全員で努力しています。

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市中央町3-21

業種：　建設業　

従業員数：　87人　（女性 11人、男性 76人）

砺波工業株式会社

　当社はアットホームな会社で、社員とのコミュニケーションや話し合いを大
事にしています。時間単位での有給休暇や看護休暇も、社員からの要望に
より実現したものです。　有給休暇や育児休暇をとるのが当たり前の雰囲気
になっており、休暇取得時は他の社員がカバーし合いながら、ワーク・ライ
フ・バランスを実現しています。　また、１つの現場が終われば連続して休暇
を取ることができ、取らない場合は上司が取るよう勧めています。

企業の紹介

主な取り組み
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※富山県チーフ・オフィサー（CGEO)認定企業、「元気とやま子育て応援企業」
・女性建設技術者（現場代理人等）育成に向けた建築現場での環境改善改革を推進（男女別トイレ、メークルー
ム、更衣室設置等）
・建設技術者及び安全施行管理者における女性の積極的登用など、女性が活躍できる建設会社として積極的
採用を図っている。

　「職場環境改善推進賞」

 和下　麻衣子さん
若林　希恵さん

従業員の声

　平成２９年３月に出産し、平成３０年
３月まで育児休業をいただいています。

　復職後は、休業する前と同じ建築部で
働ける予定で、今は子育てに専念してい
ます。

　当社は、就業規定で時間外労働の制限
や勤務時間の短縮等の措置、子の看護
のための休暇等子育てに配慮しており、
復帰後も安心して働ける環境です。　　

　初めての子で、わからないことが出てく
ると思いますが、社内には先輩ママも多く、
相談できることが大変心強く感じています。

　仮設事務所には、冷暖房も完備
され、会社のオフィイスと変わりなく、
私専用のディスクやパソコンもあり
ます。

　女性が安心して働ける環境となっ
ており、女性専用の明るくて清潔な
洗面所や広めの更衣室も設けられ
ており、トイレは暗証番号式のロッ
クも付いているので安心です。

　当社は、「感謝」の気持ちと「技術」で応える　感動につながる仕事づくりを合い言葉に、土木建築工事を始め、
海洋事業や耐震工事等、特徴的な技術と工法で、日本海から立山まで幅広い施工実績を誇る総合建設業で
す。



　代表取締役　根尾 由和 氏　

　仕事に誇りをもち、社員が安心して子育てや看護が
両立できる職場環境を目指します。

　

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市矢木362番地

業種：　建設業　

従業員数：　21人　（女性 3人、男性 18人）

根尾建設株式会社

　当社では、従業員一人一人の能力が十分に発揮し、充実した「働き方」の
できる職場を目指しております。建設業は、天候に左右され、工期の納期に
追われますが社内のコミュニケーションによって育児、子供の学校行事、家
族旅行などの休暇が気持ちよく取得できるように心がけています。又、女性
が生き生きと仕事ができるよう他部署とのかかわりも強め、一緒に工事を手
掛けているという意識を高めています。ストレスが蓄積されることなく上手く
「仕事と家庭の両立」ができる企業を目指しています。

企業の紹介

主な取り組み
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　　「女性活躍推進賞」

　3歳と生後5か月の2人の息子がいま

す。急な出産でも快く休暇届を認めても
らい安心して出産に立ち会うことが出来
ました。

　これからも子供が成長していく過程で
会社にご迷惑をかけることもありますが、
仕事と家庭の両立ができるように柔軟
な対応で休暇の取得を勧めていただけ
れば妻や子供にも喜んでもらえ、仕事
においてもさらに身が入ると思います。

　私は2002年にわが社がISOに取り組

み始めた時から事務担当として当社の
マネジメントシステムの運用に携わら
せていただいています。

　当初はパート勤務でしたが、子供も少
しずつ手が離れて、正式な社員として
採用していただいてからは、より責任
のある仕事を任されるようになり、仕事
へのやりがいが持てるようになりました。

　会社の一員として少しでも貢献できる
よう頑張っていきたいです。

 中嶋　由恵さん宇佐美　悟さん

従業員の声

　昭和44年に創業以来、土木工事を主として砺波市内の道路工事や用排水路整備などの公共工事を施工し

てきました。また、橋梁上部工工事を施工する専門業者でもあり近年では、北陸新幹線建設工事や東海北陸
自動車道4車線化工事も手掛けています。常に建設工事を通じて品質の向上と環境保全活動に取り組み、従
業員の安全と健康の確保を推進し地域社会の発展に寄与する企業を目指しています。

※富山県チーフ・オフィサー（CGEO)認定企業、「元気とやま子育て応援企業」
◎女性が建設会社事務等の重要な活躍により会社に貢献
・少数の総務部女性が、ＩＳＯの事務を担い、品質環境・労働安全衛生の中枢を遂行し、工事の積算や労務安全
等も担当し、社内の中枢事務で活躍している。
・仕事と家庭の両立できやすい企業を目指し、「育児介護休業法（Ｈ29.1.1）」改正の対応、男女共同参画関係の
講座に積極的に受講して、自社企業にも採用可能な施策展開・整備に努めている。



代表取締役社長　清水 淳正 氏　

「働き方改革に挑戦！」　

お客様も社員・家族も幸せに、そして共に働く仲間にも！！

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市三郎丸208番地

業種：　情報通信業　

従業員数：　67人　（女性 31人、男性 36人）

株式会社ヒスコム

　性別を問わず、グループ社員一人ひとりが違い（強み）を活かし、能力を
最大限に発揮し、価値創造に繋げる、安全で働きがいのある職場環境作り
を推進しています。　その為の取組みとして、育児や介護でキャリアを中断
することなく働き続けられる両立支援制度の充実や働き方改革での提案制
度、柔軟な働き方、「スマイルと帰ろう」の取組、ダイバーシティ推進等を
行っています。

企業の紹介

主な取り組み
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◎男女がともにキャリアＵＰに向けた支援制度の充実を図っている。
　・煌めく女性リーダ塾への参加や女性社員勉強会「WomanWorkWay=Ｗ３」の会への参加を促進
　・通信教育の補助金支給制度、及び専門的技術習得の受講や受験費用を会社が負担
◎仕事と家庭生活の両立支援の充実に向けた規程を就業規則にて反映している。
　・子育てや子どもの看護休暇、介護休暇、育児休業中の職場復帰支援、本人希望に配慮した配置転換や勤務　
　形態変更を可能としている。

　「キャリアアップ支援推進賞」

　

 　山本　陽子さん柴田　幸穂さん

従業員の声

　情報技術のプロとして、ビジネスにおける価値創造を追及し、「生産性向上」と「安心・安全」の提供を通じて、
お客様と共に成長を続けます。社員一人ひとりが時代に合った知識と技術を習得することで、お客様満足の向
上につながるよう、専門分野における社員教育の積極的な推進と援助を行っています。

　事業領域は、情報システムの企画・設計・開発・販売、ハードウェア・ソフトウェアの提供、シェアードサービス、
及びコールセンター事業と多岐にわたります。

　これまで2度、子供が満1歳まで育児
休業を取得しました。

　また、小学校の学童保育を利用の際
には育児のための時差出勤の制度を
活用し始業、終業時刻を30 分繰上げ
ての勤務にさせていただきました。 
　以前より、育児休業や育児短時間勤
務を利用した方がいたため、安心して
制度を活用することができました。

　上司をはじめ部署内全体が協力的で
育児休業に入る際も、復帰の際もあま
り不安を感じずに過ごすことができまし
た。 
 

　管理職となった1年目に、結婚・妊娠・出

産・育児と生活環境が大きく変わり、戸惑
いを感じながらも１年間の育児休業を取得
しました。復帰後は、当社が取組んでいる
女性社員のキャリア・スキルアップを目的
とした研修・勉強会などに参加することで、
以前と比べ仕事の幅が広がったと感じます。　

　職務上、障害対応などで残業になる場合
がありますが、家族の理解・協力を得てな
んとか仕事と家庭の両立ができていると実
感しています。充実した制度・社内環境に
感謝し、これからも充実した毎日を送って
いきたいと思います。



支店長　王生 幸夫 氏　

　仕事と家庭生活の両立に向けて
　　　　　『北陸銀行Better Work, Better Life宣言！』

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市本町５-17

業種：　金融・保険業　

従業員数：　50人　（女性 34人、男性 16人）

株式会社北陸銀行砺波支店

◆働きやすい職場環境の整備を進め、仕事と家庭生活の両立をサポートします。
・従業員が出産・育児と業務を両立できるような職場環境が重要と考えます

・従業員が充実した家庭生活・私生活と業務を両立できるような職場環境が重
要と考えます。
◆企業としての社会的責任に応えていきます。

・企業のCSRの一環として、仕事と子育てを両立できる職場環境整備が求めら
れています。　『もっと』制度を拡充し、『もっと』申請し易い雰囲気創りをし、『もっ
と』ワークライフバランスを向上します。

企業の紹介

主な取り組み
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◎女性活躍推進に向けた取り組み（総合職の女性採用比率目標を上げる、女性役職者を増やす、多様なキャリ
ア形成支援する研修体系の拡充、ワークライフバランスを積極的に支援する風土の醸成）
◎仕事と家庭生活の両立支援制度の拡充
　・育児休業、子の看護休暇、介護休業・休暇、育児短時間勤務、育児時差出勤、育児中の時間外労働免除、
育児・介護における時差出勤制度、復職支援（育ママ広場、育児休業向けセミナー等）
◎ライフスタイルにあわせた働き方を支援（総合職やエリア職へのコース転換、勤務地変更、再雇用制度、他）

「ワーク・ライフ・バランス賞」

　砺波支店で三人の子供の育児休業
を取得し、二人目の育児休業からは、
時短勤務をしています。子供が1歳に
なるまでの貴重な成長の1年を一緒に

過ごせたこと、家庭の事情で退職を考
えた際に親身に相談に乗ってもらえた
こと、同僚や上司の理解と温かいサ
ポートで仕事と家庭の両立ができてい
ることをとても有難く感じています。

形だけの支援制度ではなく、長く働き
続けられる会社であることに感謝し、
後輩にも伝えていけるよう、勤務を続
けていきたいです。

　社会人4年目の時に結婚をしました。

主人の勤務の都合で富山での生活が
始まり、前の勤務先は退職せざるを得
なくなりました。一から就職先を探さな
ければ…と不安に思っていたところ、

前の職場の支店長を通じて北陸銀行
の紹介を受けました。

同じ業務内容とはいえ、ルールは会
社毎に異なり戸惑いも多々ありました
が、職場の方々や充実した研修制度
のサポートのお陰で、知識や経験を
活かして働けることにとても感謝して
います。

　 本田　菜摘さん坂井　晃子さん

従業員の声

　当店は、明治２７年１２月に旧中越銀行本店として歩み始め、昭和１８年の県内４行合併を経て、現在の北陸
銀行砺波支店となりました。　中越銀行時代より１２０余年。これまでのご愛顧に感謝申し上げるとともに、これ
からもこの歴史を胸に、地域の皆様とともに歩んでまいります。

※富山県下民間企業第１号の「イクボス宣言」（平成28年2月）を行い取り組んでいる。



代表取締役社長　福澤 政明 氏　

「社員が健康であれば、会社も栄える」「健康管理も家族の
お蔭様」を第一に、仕事と家庭の両立を応援！

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市三郎丸56番地

業種：　建設業　

従業員数：　12人　（女性 1人、男性 11人）

ユーシン建設株式会社

　社員の健康管理を第一に考え、有休を一日プラスして二連休・三連休の
休暇取得促進、今年度より有給休暇とは別に、アニバーサリー特別休暇
（誕生日月）を一日付与を行っています。また、月に一度の「ストレッチ体操」
「昼食会（健康重視）の開催」、「定時退社」、「年２回から３回のコミュニケー
ションの場（１回は家族と一緒にBBQ)を設けています。社員・家族も安心で
きる職場を目指し、日々精進しながら取り組んでいます。

企業の紹介

主な取り組み

7

◎男女共同参画チーフ・オフィサー（CGEO）を設置し、仕事と家庭生活の両立支援に関して「一般行動計画書」　
　を策定して取り組んでいる。
　・男女雇用機会均等月間富山労働局長奨励賞（平成15年6月）　　　・砺波市消防団協力事業所
　・ヘルスアップチャレンジ宣言事業所認定（全国土木建築国民保険組合）　　　・元気とやま子育て応援企業
　･イクボス企業同盟とやま　　・健康経営優良法人２０１７認定

「仕事と家庭の両立支援賞」

　両親の病院への送迎・付き添い等に半
日単位で有給取得が出来るのは、本当
に助かります。緊急連絡等が入った場合
なども、皆さんから「直ぐに行け」「現場は
大丈夫だから」等の声を聴くと、また頑張
ろうと思います。建設業界は、高年齢と
なり、年老いた両親の事が大変気に掛
かる年齢層となっています。こうした中で
の有給取得促進は大変助かっています。
お互いに助け合いが大切です。　

　また、健康管理にも気を使って貰い、
家族との会話にも繋がっています。

　子育ては卒業していますが、孫・両親
等に有給を多く取得します。「いつかは
自分にもくるから」と若い方からの声を聴
くと、とても嬉しく思います。会社内で、有
給取得促進を行って頂く事で「仕事と家
庭の両立」が成り立ち、「お陰様」を忘れ
ずに日々過ごしています。今年度より、
アニバーサーリー特別休暇も付与されま
したので、リフレッシュ休暇として取得し
たいと思っています。健康管理の担当者
として、社員の健康に取り組んでいきた
いと思っています。 　　　Ｓ・Ｎさん　　　Ｋ・Ｋさん

従業員の声

　当社は、平成3年4月に設立し、道路・駐車場の舗装工事を主に行っています。年商2億8千万円・従業員数
13名。砺波市内を中心を仕事をしている為、地域の方々に少しでも恩返しと「ペットボトルのキャップ寄付」「遊
休品の寄付」等、又月2回行っている道路清掃ボランティアと共に十数年行っています。小規模事業所ならでも
できる事を考え、そして地域の皆様に愛され続けられる企業を目指し、日々精進しながら仕事をしています。



代表取締役社長　串田 　茂 氏　

　充実した育児や介護休業制度などを確立し、安心して働ける
職場環境の整備と両立支援を積極的に推進しています。

表彰企業紹介　　　　　

住所：　砺波市三郎丸208番地

業種：　製造業　

従業員数：　38人　（女性 16人、男性 22人）

若鶴酒造株式会社

　全ての社員が仕事と家庭を両立し、安心して働く事ができる職場環境を目
指すと共に、制度を活用しやすいような雰囲気作りが大切だと考えています。　

　従って、男女がお互いを尊重し合うことを基本に、社員１人１人が生き生き
と働き、個々の持つ能力を惜しみなく発揮できるような環境を整備し、社員・
家族の皆様ともども満足の行く結果が提供できるよう、「健康第一、家庭円
満」を唱えるなど積極的に取り組んでいきます。

企業の紹介

主な取り組み
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◎子育て支援として、「育児短時間勤務等規程」を設けて短時間勤務や、半日有給休暇制度で介護や子育て対
応に取得しやすい休暇制度を整備。また育児中の本人希望に応じた職場配置、変形労働時間制度なども対応。
◎女性活躍推進に向けて、「戦略企画グループ」において女性リーダによる商品・営業企画策定を推奨している。
　また、全国でも数少ない女性杜氏を目指す新卒社員を採用。
◎「社員地域貢献活動支援規程」を設けて地域社会に貢献参加する社員団体等へ支援している。
◎「リフレッシュ休暇規程」、「ストレスチェック制度規程」等による心身健全化や「通信教育制度」による受講助成。

　　「女性活躍推進賞」

平野　里菜さん

従業員の声

　清酒、焼酎、合成清酒、ウイスキー、甘味果実酒、リキュール等の製造販売を行い、創業は文久２年（1862
年）、設立は大正７年（1918年）で、今年はちょうど創立100周年を迎えることが出来ました。これからも、富山

県をはじめ全国すべての顧客に対して、日本酒を中心とした、最高品質の酒類の製造と販売を通じ、心のふ
れあいと豊かな食文化を提供することにより、社会に貢献するべく取り組んでまいります。

　初めての子が生まれた時に、1年の育児休
業を取得しました。

　現在取得中ですが、当時は前例もなく、ま
だ育児休業という制度も知らなかったのです
が、職場で親身に相談にのってくださり受け
容れてもらい、来年4月には職場復帰するこ

とになっています。お陰様で子どもはすくすく
育ち、この制度があったからこそと、家族とも
ども大変喜んでいます。いずれは、第2子の

誕生ということもあると思いますが、また利用
させて頂ければ幸いです。



応募企業のワーク・ライフ・バランス取組状況
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育 てや子どもの看護のため の休暇制度 がある。

介護のため の休暇制度 がある。

男性の育 児休業等の取得を積極 的に推進 している

両立支援に向 けて（メリハリのある働き方）、ノー 残業デー を設けたり、

夏期休暇　等の休暇制度 拡充 を積極 的に推進 している。　　　　　　　．

事業所に保育 施設を設置している。

育 児休業中の従業員が職場復帰す るため の支援をしている。
（例：復帰後は当面、短時間勤務 を承 認している）　　　　　　　．

育 児休業取得者の代替対 応について、社員相互でフォロー しあう
職場風土や仕組 みが醸成され ている。　　　　　　　　　　　　　　　．

介護休業取得者の代替対 応について、社員相互でフォロー しあう
職場風土や仕組 みが醸成され ている。　　　　　　　　　　　　　　　．

本人の希望があれ ば、配置転換や勤務 形態の変更 などを行う。

仕事と家庭生活等の両立支援の取組

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理職に女性を積極 的に登用している。

※１）イクボス宣言や取組を行っている。（取り組 む予定がある）

女性の活躍のため の独自の制度 等を進 め ている。
（女性が参画す る社内 企画会議や改善 委 員会等）

女性の職域拡大に向 けた採 用、配置、昇進の見直しに取り組んでいる。

ダイバー シティの推進 （女性社員向 けキャリアデザイン研修 や管理職向け研修 の
実施、多様な国・地域からの人材採用、経験 豊かなベテラン社員の能力活用等

女性がいきいきと活躍できる取組

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ワー ク・ライフ・バランス推進 のため の体制を整備している。

地域活動に参加す る従業員を支援・表彰 している。

学校行事や子育 てを支援す る行事等に参加す るなど、
地域活動に協力している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ボランティア休暇が取得できる。

上記内 容について、就 業規則などで定め ている。

社員がリフレッシュす るため に、福利厚生制度 拡充 に努め ている。
具体的内 容：サー クル活動の助成制度 等社内 交流 イベント　　　．

その他、ワーク・ライ フ・バランスに関す る独自の取組

0% 20% 40% 60% 80% 100%

長時間労 働を少なくす るため の工夫や意識啓発 をしている。

勤務 時間や勤務 形態の多様化・弾力化を進 め ている。

休暇制度 を利用しやす い職場環 境づくりを進 め ている。

セクシュアル・ハラスメントやマタニティハラスメント等の

防止のため の取り組 みを行っている。　　　　　　　　　　．

仕事をす るうえでの悩みやメンタルヘルスについて相談できる体制がある。

男女がともに働きやす い職場環 境とす るため の施設改善 をしている。

一方の性別 に偏らない従業員の採 用や配置をしている。

従業員の自己啓発 やキャリアアップを支援している。

男女がともに働気やす い職場づくりに向けた取組

Yes No



ワーク・ライフ・バランス推進企業応募一覧

　　　　　　　　　企　　　業　　　　名 　郵便番号 　　　　　住　　　　　　所

IAAZAJホールディングス㈱
　第一編物、エイゼット、アートジョイ

　932-0314 　　砺波市庄川町青島１１

大谷工業㈱ 　939-1335 　　砺波市鷹栖３９０

㈱オートパルとなみ野 　939-1327 　　砺波市五郎丸１１１６－１

㈱熊野製作所 　939-1333 　　砺波市苗加２１

坂本組㈱ 　939-1416 　　砺波市芹谷１１７９－２

㈱三恵ネット 　939-1302 　　砺波市東石丸２７６

㈱三楽園 　932-0305 　　砺波市庄川町金屋８３９

㈱スリー・ティ 　939-1335 　　砺波市鷹栖２３０５

社会福祉法人砺波福祉会 　939-1313 　　砺波市柳瀬３

砺波工業㈱ 　939-1375 　　砺波市中央町３－２１

㈱トナミ産業 　939-1363 　　砺波市太郎丸２１４

富山県信用組合
砺波支店、出町支店、庄東支店、庄川支店

　939-1371 　　砺波市栄町５－２６
　　　（代表：砺波支店）

根尾建設㈱ 　939-1317 　　砺波市矢木３６２

㈱ヒスコム 　939-1308 　　砺波市三郎丸２０８

(株)北陸銀行砺波支店 　939-1368 　　砺波市本町５－１７

北陸ハイウェイ建設㈱ 　939-1335 　　砺波市鷹栖３７３－１

㈱丸圓商店 　939-1371 　　砺波市栄町３－４　

ユーシン建設㈱ 　939-1308 　　砺波市三郎丸５６ 

若鶴酒造㈱ 　939-1308 　　砺波市三郎丸２０８
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（五十音順）


