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企業子宝率

கᤀޔಆఈࡹˠᅉ

1.54

従業員数：５４名 住所：長井市平山 647 番地 3 TEL：0238 - 84 - 1890 URL：http://www.asakin.co.jp/

おもな
取組み

・
「山形いきいき子育て応援企業 優秀（ダイヤモンド）企業」
、
「くるみん」認定、
「やまがた企業イクボス同盟」加盟。
・子どもの送迎など、短時間勤務で調整が可能。
「お互い様」の意識が従業員間でも根付き、チームワークの良さには定評がある。
・担当スタッフが出産時の休暇や育休について推奨するほか、労働組合の勉強会でも従業員に子育て支援制度を周知している。

ͧ⒚ ȼɪɼɑ
弊社は「明日を創る技術こそ資本」を経営理
念に創業から 65 年、時代の荒波をくぐり抜け
てきましたがその原動力は「人の力」にあった
と確信しています。
時代の変化で「働く環境・役割」が変わって
も企業存続の鍵は「人づくり・人づかい」にある
と思います。今後も社員すべてが力を発揮でき
る環境づくり・制度づくりに注力していきます。
代表取締役社長 横沢 芳樹

1.50

・女性の育休取得率は 100％。保育園の送迎時には正社員だけでなく契約社員も短時間勤務 ( 有給 ) を利用している。

企業子宝率

ீᑅಆఈࡹˠᅉ

1.53

従業員数：２３名 住所：新庄市大字福田 711 番地 186 TEL：0233- 22- 3522

取組み

・
「山形いきいき子育て応援企業 実践（ゴールド）企業」認定、
「やまがた健康企業宣言事務所」登録。
・妊娠、
出産期は工事担当の女性には内勤業務を任せるなど配慮し負担を軽減。配偶者の出産から３日間は男性も休暇を取得。
・従業員が他県に出張している間の家族サポート（雪かきなど）や祭り参加など、
家族や地域とのつながりを大切にしている。

ͧ⒚ ȼɪɼɑ

൞Ꮲݳȼɪɼɑ
私は現場作業員として入社後、国家資格をは
じめ沢山の資格を取得してきました。12 月に妊
娠が分かってから内勤業務へと配慮していただ
き、現場管理等の新しい仕事をしています。６
月からは産休に入り、出産後は１年間の育児休
業を取得する予定です。初めての出産育児です
が、会社の手厚い配慮のおかげで、仕事と育児
の両立に不安はありません。
工務部 24 才 女性

企業子宝率

1.56

・ノー残業デーやバースデー休暇など特色ある取組みのほか、従業員の生活環境に合わせて在宅勤務も可能としている。

※従業員数等の情報は平成 29 年３月 1 日現在のものです

൞Ꮲݳȼɪɼɑ
短時間勤務制度を利用しています。子どもが
小さいので幼稚園への送り迎えや、具合が悪い
時は帰宅後に病院へ行くこともできるのであり
がたいです。また、1 時間単位で年次有給休暇
が取れるので、4 人の子ども達の授業参観等も
3 時間程度の休みで行くことができるなど便利
です。仕事に従事できる時間も限られているの
で上手に利用したいです。
用地補償グループ 40 歳 女性

今の子育ては学校行事や校外活動などで両親
が関わりをもつ機会が増えていると感じていま
す。当社は、子育ての現状を理解し、年間の休
日を設定したり、有給休暇の積極的活用に努め
ています。人材不足はワーク・ライフ・バラン
スを推進する妨げになるので、会社の魅力を発
信し若年者・女性など積極的に人材を確保し、
ワーク・ライフ・バランスが保てるようにした
いと思います。
代表取締役 鈴木 秀治

・子ども見学会や交流イベントに招待するなど、従業員の家族を大切にしている。従業員の子どもが就職することも。

代表取締役社長 船橋 吾一

・社員の和、家庭の和、地域の和を大切にし、毎朝通学の時間帯に立哨指導をするなど地域活動も積極的に行っている。

൞Ꮲݳȼɪɼɑ

・
「山形いきいき子育て応援企業 優秀（ダイヤモンド）企業」認定、
「やまがた企業イクボス同盟」加盟。

ͧ⒚ ȼɪɼɑ

・昭和 44 年の創業時から女性の技術者が在職し、子育て支援の制度を徐々に整備。短時間勤務は小学校就学始期まで取得可能。

０歳児保育を実施している保育園が少なく、
夫婦共働きの私たちにとって、事業所内保育所
は大変ありがたい存在です。初めはぐずってい
た我が子もアットホームな環境にすぐに打ち解
け、保育園での毎日を楽しく過ごしています。
私たち夫婦も、安心して子どもを預けて仕事に
専念できています。
事業所内保育所「鈴の音保育園」利用者

従業員数：９５名 住所：山形市北町一丁目 7 - 2 TEL：023 - 684 - 4151 URL：http://www.koeisetsubi.jp/

「一人ひとりが感動を共有し、心豊かな会社を
作ろう」のスローガンのもと、ワーク・ライフ・
バランスを大切にしながら、大小様々な感動を
共有できるよう、家族参加型の事業を多く行っ
ています。社員に我が子と共に働きたいと思え
る、家庭的で温かい会社にしたいと真剣に考え、
経営に邁進しています。

・
「山形いきいき子育て応援企業 優秀（ダイヤモンド）企業」
、
「くるみん」認定。

女性社員が結婚や出産をしても働き続けられ
るよう、休暇制度などを整えてきたら、現在の
形になっているというのが実情です。
弊社は創業時から「和」を理念に掲げ、
「人と
自然が優しく融けあうまちづくり」を目指して
います。足りない部分を補い合う精神が社内に
定着しており、家庭や地域も大切にしながら、
仕事に力を発揮できるよう環境づくりを進めて
いきます。
代表取締役 安孫子 正芳

おもな

・事業所内保育所を完備し、保育料は半額を会社が負担。結婚、出産、入学などの節目には、お祝い品を贈呈。

ࢁఀᚩʹಆఈࡹˠᅉ
取組み

取組み

1.68

企業子宝率

ͧ⒚ ȼɪɼɑ

おもな

おもな

ͧ⒚ ȼɪɼɑ

・
「山形いきいき子育て応援企業 優秀（ダイヤモンド）企業」認定。

当会は福祉事業を展開し、女性職員が 80％を
超えているため、開設以来ワーク・ライフ・バ
ランスの推進や女性の働きやすい職場環境づく
りと人材育成に努めてきました。就業規則の改
正や、ハラスメント防止規程の制定等、法改正
に先行してきた結果、職員や来訪者から「明る
い職場」との感想をいただいています。４月に
開所した事業所内保育所も好評です。
事務局次長 鈴木 博道

従業員数：４５名 住所：寒河江市大字西根字長面 153 番地の 1 TEL：0237- 86 - 5520 URL：http://www.sagae-sokuryo.co.jp/

൞Ꮲݳȼɪɼɑ

従業員数：３２０名 住所：鶴岡市茅原町 28 番 10 号 TEL：0235- 29- 5111 URL：http://www.keisen-swc.jp/

取組み

ఈࡹˠᅉඖ൷รᚩᚙʚѧ

私は入社 18 年目で 3 人の子供がいます。安
心して出産・育児をすることができるのは、社
内に『お互い様』の精神が定着しており、子ど
もの年齢や就学状況等、その人ごとに安心して
働ける柔軟な勤務体制と職場環境を社長をはじ
め上司や同僚が理解して支えてくださるからで
す。これからも仕事と子育てを両立して、私が
出来ることは精一杯協力していきたいと思って
います。
業務課リーダー 36 歳 女性

ᅉˠᅧᅎඦʵकජˠ
おもな

企業子宝率
宝率

൞Ꮲݳȼɪɼɑ
仕事と子育てを両立している社員が年々増え
ている中で、ワーク・ライフ・バランス制度が整っ
ている環境は非常にありがたく、働きやすいと
感じています。２人の娘がおり、今は小学校と
幼稚園のかけ持ちで忙しい日々ですが、周りの
方々のご理解とご協力をいただき、仕事と家庭
のバランスをうまくとることができ、大変なが
らも充実しています。
総務管理本部 36 歳 女性係長

企業子宝率
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1.51

従業員数：９５名 住所：山形市幸町 18 番 20 号 TEL：023 - 623- 0526 URL：http://www.jayamagatashi.or.jp/

おもな
取組み

・
「山形いきいき子育て応援企業 優秀（ダイヤモンド）企業」認定、
「やまがた健康企業宣言事務所」登録。
・協同組合らしい職場風土を確立し、労働組合員の意見や職員アンケートを参考にＷＬＢの取組みと多様な働き方を提案。
・職場での子育て支援は、順送りの相互扶助ととらえ、就学前の育児短時間勤務制度や並びに育児部分休業を導入。

ͧ⒚ ȼɪɼɑ
「ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）の推進で笑顔
が集まる職場を創造する」を目標に掲げてＷＬＢの取
組みを開始。組合員向け広報誌や座談会で説明し、毎
週水曜日・金曜日早帰りデーの取組みや子育て支援の
要領規程を改定し、働き方改革、労働生産性改革で残
業解消に取り組んでいます。平成 29 年の役員改選期
にあたり、政府の女性参画目標として男女共同参画基
本計画に基づき 15 名の役員のうち、初めて女性役員
２名を選任する計画を進めています。
（ＷＬＢ推進統括）参事 佐藤 安裕

൞Ꮲݳȼɪɼɑ
我が子が１歳半になった時、１年間の入院を
余儀なくされました。今や育児休業の取得は、
当組合において当たり前となっていますが、介
護休業は前例がなく、職場への影響も考え、辞
めようかと考えました。しかし、職場から介護
休業の提案を受け、また、職場仲間の支援もあり、
休業を取得する事が出来ました。また、今後の
子育て・仕事の両立についても一緒に悩み、提
案してくれる職場に感謝しております。
39 歳 女性

