
認定
番号

企業名 所在地 業種 従業員数 うち女性 認定年月日 取り組みの内容

1
株式会社　山陰合同銀
行

松江市魚町10
番地

金融業 2857名 1398名 平成19年5月1日

●［職場環境づくり］リフレッシュデー、リフレッシュウィーク（年３回）、アンケート
●［育児休業］３歳に達するまで
●［介護休業］３６５日の範囲内
●［短時間勤務］小学校３年生修了まで（勤務時間：5時間30分）
●［子の看護休暇］小学校３年生修了まで
●［独自の有給休暇制度］アニバーサリー休暇、計画休暇（年４回）、産前産後、育児時間
●［独自の取組］前々年度の有給休暇の積立制度あり
●［職場復帰前後の講習等］休業者向け通知文、在宅によるe-ﾗｰﾆﾝｸﾞの受講
●［出産祝賀金、子の扶養手当］

2 株式会社　長岡塗装店
松江市西嫁島
一丁 目2 番14
号

建設業
（塗装・防

水）
24名 6名 平成19年5月1日

●［職場環境づくり］従業員の申出による定時退社日指定制度、アンケート
●［短時間勤務］小学校３年生まで
●［就業時間繰下］小学校就学前まで（30分又は60分の繰下）
●［子の看護休暇］高校修了まで（３０分単位取得可）
●［育児費用の助成］保育所・ベビーシッター利用料の助成（１／３助成）
●［介護費用の助成］介護サービス利用料の助成（１／３助成）
●［独自の有給休暇制度］育児のための休暇（３日）、子の看護、育児時間
●［独自の取組］前々年度の有給休暇の積立制度あり（未消化分のうち２日間）
●［職場復帰前後の講習等］資料のメール送付、復帰前講習
●［出産祝金、子ども手当、子ども参観日の実施］

5 有限会社　ムラタ
安来市伯太町
安田中131-8

製造業
（機械
加工）

19名 2名 平成19年6月29日
●［職場環境づくり］相談窓口の設置
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［職場復帰前後の講習等］育児休業後に業務内容の変更部分について講習を実施

6

公益社団法人
益田市医師会立
益田地域医療センター
医師会病院

益田市遠田町
1917-2

医療 458名 350名 平成19年7月19日

●［職場環境づくり］ノー残業デー子の看護休暇、介護休暇
●［独自の取組］院内託児所設置、子育て支援ワークショップの開催
●［職場復帰前後の講習等］復帰前・復帰後の電子カルテ操作説明実施など
●〔子の扶養手当〕

7 平井建設株式会社
安来市安来町
763-3

建設業 57名 8名 平成19年7月20日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］産前産後、育児時間
●［職場復帰前後の講習等］復帰前プログラムの実施
●〔出産祝金、子の扶養手当〕

8
株式会社　ジュンテン
ドー

益田市下本郷
町206-5

小売業 1872名 1093名 平成19年7月23日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで　就業時間の繰上・繰下（２時間を限度）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児、介護
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで

9 三菱農機株式会社
松江市東出雲
町揖屋町667
番地１

製造業
（機械
器具）

663名 42名 平成19年8月16日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［フレックスタイム］一部の部署を除き全社員が取得可能
●［子の看護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［積立休暇制度］繰り越しができない有給休暇を積み立て（最大５０日）私傷病休業・
・　　　　　　　　介護休業に充当(積立日数分が有給）
●［出産祝金、入学祝金］

11 株式会社　一畑百貨店
松江市朝日町
661番地

小売業
(百貨店)

232名 153名 平成19年9月12日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校３年生まで
●［独自の有給休暇制度］子の結婚、子の看護、介護、産前産後、育児時間
●［再雇用制度］結婚、出産、育児等により退職した者が対象（規程あり）
●［職場復帰前後の講習等］資料送付による情報提供
●〔出産祝金、子の扶養手当〕

12
社会保険労務士
村松事務所

松江市内中原
町15-12

専門ｻｰ
ﾋﾞｽ業（社
会保険労

務士）

5名 5名 平成19年9月12日

●［職場環境づくり］子育てに関するテーマの情報交換会（月１回）
●［育児休業］３歳未満まで
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・就業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護休暇］時間単位（３０分単位）取得可

13 有限会社　本田商店
雲南市木次町
木次323

製造業
（出雲そ

ば）
23名 11名 平成19年9月14日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］フレックスタイム
●［始業・就業時刻繰上・繰下］育児
●［出産祝金、入学祝金］

14 マルハマ食品株式会社
浜田市周布町
イ100番地

食品製造
業

304名 179名 平成19年9月19日

●［職場環境づくり］支援制度の窓口設置
●［子の看護休暇］半日単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰プログラム基本計画により、休業中講習、復帰講習
・　　　　　　　　　　　　を実施
●〔出産祝金、子の扶養手当〕

15 松江連合青果株式会社
松江市嫁島町
5番39号

青果物卸
売業

29名 8名 平成19年9月19日
●［職場環境づくり］定時退社促進
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［職場復帰前後の講習等］希望者に休業中講習、復帰後講習を実施

16 今井産業株式会社
江津市桜江町
川戸472番地1

建設業住
宅部材製

造
298名 22名 平成19年9月19日

●［職場復帰前後の講習等］希望者に休業中講習、復帰後講習を実施
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●〔出産祝金、子の扶養手当〕

18 昭和開発工業株式会社
出雲市西郷町
334番地1

建設業測
量業採石
業地質調

査業

34名 4名 平成19年9月20日
●［職場環境づくり］アンケート実施
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●〔出産祝金、入学祝金〕

20 稗田産業有限会社
大田市久利町
松代99-1

建設業
運送業

20名 2名 平成19年10月10日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護
●［出産祝金］

21
株式会社　出雲村田製
作所

出雲市斐川町
上直江2308

電子部品
製造業

2979名 791名 平成19年11月5日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［介護休業制度］279日間取得が可能
●［職場復帰前後の講習等］社内報の送付等

しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）認定一覧
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22 山陰総業有限会社
松江市東出雲
町揖屋2730の
5

一般機械
器具製造

業
69名 11名 平成19年11月7日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、育児・介護相談窓口設置
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］誕生日休暇、リフレッシュ休暇、子の看護、介護
●［職場復帰前後の講習等］現状や変更事項などの情報提供

23
社会福祉法人　いそた
け保育園

大田市五十猛
町1473

保育園 18名 18名 平成19年11月9日
●［職場環境づくり］定時退社日の指定制度
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで

24
株式会社　石見エア
サービス

益田市幸町
2番63号

航空代理
店業

27名 14名 平成19年11月14日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て相談窓口設置
●［独自の有給休暇制度］育児時間
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰講習等
●［出産祝金、家族手当］

25 松江エルメック株式会社
松江市朝酌町
字取土1159-1

応用電子
部品製

造・
販売

15名 13名 平成19年12月21日

●［職場環境づくり］定時退社日の指定制度、アンケート実施
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●〔出産祝金、入院見舞金、家族手当〕

26 円建創株式会社
松江市東津田
町1280-1

建築業 20名 8名 平成20年1月22日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰講習等
●［扶養手当、入院見舞金］

27
特定非営利活動法人
穂なみネット21

出雲市里方町
116

福祉サー
ビス

37名 35名 平成20年7月3日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰講習等

28
株式会社　大田粘土企
業

大田市久手町
刺鹿306-１

建設業 14名 2名 平成20年7月3日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口
●［始業・終業時刻繰上・繰下］育児、介護
●［フレックスタイム制度］育児、介護
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚

29 有限会社　友田大洋堂
松江市嫁島町
13-34

理化学機
器・試薬

販売
26名 7名 平成20年7月4日

●［職場環境づくり］相談窓口
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［結婚祝金、出産祝金、家族手当］

31
株式会社　マサコーポ
レーション

松江市黒田町
454-9

清掃用具
レンタル・
販売、清
掃業、害
虫駆除

40名 21名 平成20年7月14日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、アンケート実施
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［介護休業］３６５日の範囲内
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚、子育て休暇
●［職場復帰前後の講習等］会社内の連絡事項はメールにて常に情報提供
●［出産祝金、子の扶養手当］

32 有限会社　澁谷商事
松江市下東川
津町20-11

機械器具
販売

4名 2名 平成20年7月18日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［その他］中学校入学まで事業所内での託児可(夏休み、休校日等)

33
医療法人　ぽよぽよクリ
ニック

松江市東津田
町1198-3

医療保健
業（小児

科）
8名 7名 平成20年8月12日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［独自の有給休暇制度］リフレッシュ休暇、子の看護、介護
●［職場復帰前後の講習等］出産に伴う各種手続き等文書配布
●［出産祝金、小・中・高校入学祝金］

35 株式会社　フジックス
松江市西嫁島
一丁目3-9

小売業 70名 59名 平成20年10月27日

●［職場環境づくり］育児・介護相談窓口
●［再雇用制度］結婚、出産、育児等により退職した者が復職を希望する場合は率先して
・・・・・・・・再雇用する。
●［出産祝金、扶養手当］

37
株式会社　ホンダカーズ
松江

松江市東津田
町1300-7

自動車販
売業

41名 7名 平成20年11月14日

●［職場環境づくり］子育て支援相談窓口
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［介護休業］95日の範囲内
●［出産祝金、子の扶養手当］

38
株式会社　増原産業建
設

松江市宍道町
白石1833-1

建設業 20名 1名 平成20年11月14日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで

39 有限会社　周藤土木
雲南市木次町
新市176

建設業 28名 ２名 平成20年11月18日

●［短時間勤務］３歳未満まで（5時間30分）
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］資料の送付等の情報提供
●［出産祝金］

41 石見工業株式会社
邑智郡邑南町
矢上7486-1

建設業 44名 7名 平成20年11月18日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口
●［職場復帰前後の講習等］資料の送付等の情報提供

42 株式会社　後藤建設
飯石郡飯南町
頓原2144

建設業 25名 5名 平成20年11月27日

●［職場環境づくり］相談窓口
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］３か月以上の育児休業中の希望者等に講習を実施

43 石見銀山建設株式会社
大田市鳥井町
鳥井963-2

建設業 25名 5名 平成20年12月2日
●［職場環境づくり］不要不急の残業を減らすよう啓発
●［出産祝金、入院見舞金］

44 日発工業株式会社
松江市魚町
53-6

建設業 52名 4名 平成20年12月2日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護
●［職場復帰前後の講習等］育児休業直前の職場（職務）で復帰（原則）
●［出産祝金、子の扶養手当］

45
森岡社会保険労務士事
務所

松江市殿町
111

専門ｻｰ
ﾋﾞｽ業（社
会保険労

務士）

4名 4名 平成20年12月16日
●［職場環境づくり］毎月のミーティングにて休暇制度や職場環境等の意見を聞いている。
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護休暇］時間単位取得可
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46 株式会社　金田建設
隠岐郡隠岐の
島町港町大津
ノ二・13-4

建設業 71名 13名 平成20年12月16日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］産前産後、子の看護、介護
●［職場復帰前後の講習等］復職教育を実施
●［家族手当、出産祝金、子の結婚祝金］

47 有限会社　神門組
大田市大田町
吉永1648-2

建設業 14名 3名 平成20年12月16日
●［職場環境づくり］相談窓口
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇
●［出産祝金、入学祝金、子の入院見舞金］

48 株式会社　トウケン
松江市東出雲
町錦浜583-16

建設業 13名 0名 平成20年12月16日
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産祝金、子の入院見舞金］

49 平成道路　株式会社
益田市乙吉町
イ89-10

建設業を
主として
塗装工

21名 3名 平成27年12月1日

●[介護休業]取得可能期間124日以内
●[介護短時間勤務]取得可能期間124日以内
●[職場復帰に対する取組]従業員間で仕事を分担し、職場復帰後も負担にならないように配
慮

50 有限会社　斎木組
浜田市旭町都
川916番地1

建設業 11名 1名 平成20年12月19日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［出産祝金、入学祝金、入院見舞金。従業員の子どもが職場体験］

51 株式会社　青田建設
隠岐郡隠岐の
島町東郷宮田
78-1

建設業 16名 3名 平成20年12月19日

●［職場環境づくり］アンケート、要望箱設置
●［育児休業］１歳６か月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［短時間勤務］満６歳まで
●［所定外労働の免除］満６歳まで
●［子の看護休暇］小学校４年生以下　７日／人
●［職場復帰前後の講習等］常にメールをし、月に１～２回会社で茶話会実施
●［養育手当、出産祝金、入学祝金、家族の入院見舞金］

52 有限会社　間壁組
出雲市大社町
遙堪1460

建設業 9名 1名 平成20年12月19日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、入学祝金、入院見舞金］

53 松近土木株式会社
松江市古曽志
町692

建設業 20名 2名 平成20年12月19日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］１人の場合７日/年、２人以上の場合１２日/年、半日・時間単位取得可
●［介護休業］通算９５日間まで取得可能

54 松浦造園株式会社
松江市大庭町
728-6

建設業 29名 5名 平成20年12月19日

●［職場環境づくり］相談窓口の設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［職場復帰前後の講習等］仕事復帰後、体調や子どもの迎え時間の配慮等
●［出産祝金、子の扶養手当、入院見舞金］

55 有限会社　ナギラ建工
出雲市多伎町
小田66-1

建設業 16名 ２名 平成20年12月22日
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰前プログラム

56
カナツ技建工業株式会
社

松江市春日町
636

建設業、
水処理業

195名 15名 平成20年12月22日

●［職場環境づくり］相談窓口の設置
●［子の看護・介護休暇］一人の場合７日／年
●［介護休業］１００日間まで(９３日間超過の場合、生活支援金２万円を支給)
●［独自の取組］年次有給休暇の前々年度の残日数を積立（年休保存制度）
●［職場復帰前後の講習等］社内報を自宅に郵送し情報提供
●［小・中学校入学祝金、出産祝金、家族手当］

57 大五建設有限会社
邑智郡美郷町
乙原167-1

建設業、
飲食業

17名 3名 平成20年12月22日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護休暇］一人の場合６日／年、二人以上の場合１２日／年、時間単位取得可
●［配偶者出産休暇］  ３日（賃金支給）
●［出産祝金、子の入院見舞金、子の扶養手当］

58 アルファ工業株式会社
出雲市古志町
868-1

管工事業 6名 1名 平成20年12月22日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知・徹底　行動計画のHP公表
●［家族手当］

59 田中工業株式会社
雲南市木次町
下熊谷1098-8

建設業 14名 0名 平成20年12月22日
●［職場環境づくり］毎月１回の会議で役員と従業員で話し合い
●［子の看護休暇］時間単位取得可

60 有限会社　松原組
安来市安来町
811-6

建設業 10名 ０名 平成20年12月25日

●［育児休業］１歳６か月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［介護休業］９５日間の範囲内
●［フレックスタイム制度］３歳まで
●［子の看護休暇］半日単位取得可
●［独自の取組］年次有給休暇の有効期間は３年間
●［独自の有給休暇制度］子の看護、育児時間
●［出産祝金、入学祝金、入院見舞金］

62 株式会社　斐川電工
出雲市大津朝
倉三丁目10-3

電気工事
業

25名 4名 平成20年12月25日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児（時差出勤制度）
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］時間単位取得可

63 有限会社　米江組
出雲市奥宇賀
町5-16

建設業 15名 3名 平成20年12月25日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金］

65 高橋建設株式会社
益田市遠田町
3815-1

建設業 108名 17名 平成21年1月5日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護
●［出産祝金］

66 宮田建設工業株式会社
浜田市朝日町
91-13

建設業 49名 3名 平成21年1月5日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［独自の有給休暇制度］従業員の誕生日
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67 大畑建設株式会社
益田市大谷町
36-3

建設業 136名 11名 平成21年1月7日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口の設置
●［独自の有給休暇制度］子、兄弟姉妹の結婚
●［職場復帰前後の講習等］インターネットによる情報提供
●［出産祝金、子の扶養手当］

68 株式会社　庭の川島
松江市菅田町
218

建設業 37名 4名 平成21年1月7日
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰後の職場のフォロー体制
●［出産祝金］

69 八光建設株式会社
松江市上乃木
二丁目20-8-
101

建設業 8名 1名 平成21年1月7日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口の設置
●［独自の有給休暇制度］子、兄弟姉妹の結婚
●［出産祝金、入学祝金、子の入院見舞金］

70 有限会社　山根建設
雲南市大東町
中湯石936-1

建設業 33名 3名 平成21年1月7日
●［職場環境づくり］相談窓口の設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産祝金、子の入院見舞金］

71 有限会社　米原組
安来市矢田町
8

建設業 6名 0名 平成21年1月7日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口の設置
●［子の看護休暇］時間単位取得可

72 日新建設株式会社
益田市下本郷
町219-2

建設業 27名 2名 平成21年1月7日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［出産祝金、子の入院見舞金］

73 若林建設株式会社
松江市西津田
二丁目1番24
号

建設業 14名 3名 平成21年1月9日
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、子の入院見舞金］

74 株式会社　出雲設備
出雲市平野町
646-1

管工事
業・水道
施設工事

業

13名 2名 平成21年1月9日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［出産祝金、子の入院見舞金、子の扶養手当］

75 徳畑建設株式会社
隠岐郡隠岐の
島町飯田津ノ
井18

建設業 53名 6名 平成21年1月13日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、職員アンケート
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［出産祝金、家族手当］

76 有限会社　忍谷建設
安来市黒井田
町397-5

建設業 10名 2名 平成21年1月13日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産祝金］

77 宍道湖建設株式会社
松江市宍道町
白石1408-7

建設業 14名 1名 平成21年1月15日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子、兄弟姉妹の結婚

79 有限会社　三島工業所
松江市八雲町
日吉282-14

建設業 19名 2名 平成21年1月15日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護休暇］時間単位取得可

80 有限会社　吉川工務店
仁多郡奥出雲
町大馬木1386

建設業 16名 2名 平成21年1月15日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［育児休業］１歳６か月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［再雇用制度］結婚、出産、育児等により退職した者（３年以上勤務の者で退職後３年
・　　　　　　　以内に希望した者に限る）

81 株式会社　安部建設
仁多郡奥出雲
町下横田452

建設業 21名 3名 平成21年1月15日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口の設置
●［育児休業］１歳６か月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［介護休業］９５日間の範囲内
●［子の看護休暇］一人の場合６日/年、二人以上の場合１１日/年
●［出産祝金、入学祝金］

82 株式会社　トガノ建設
出雲市白枝町
839-2

建設業 34名 4名 平成21年1月15日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［職場復帰前後の講習等］インターネットを利用して、休業中も業務の状況が常に把握
・　　　　　　　　　　　　できるよう情報提供
●［家族手当、入院見舞金］

83 株式会社　シンコー工業
出雲市白枝町
839-2

建設業、
管工事

業、水道
施設工事

業

14名 2名 平成21年1月15日

●［子の看護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［家族手当、出産祝金、入学祝金、入院見舞金、従業員レクレーション（旅行）の家族
・　参加］

84 大軌建設株式会社
松江市比津町
34-6

建設業 22名 2名 平成21年1月16日

●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［出産祝金］

85 有限会社　高島組
雲南市大東町
北村30

建設業 13名 1名 平成21年1月19日
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［入院見舞金］

86 内藤建設工業株式会社
出雲市大津町
585

建設業 14名 2名 平成21年1月19日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女、兄弟姉妹の結婚、育児時間
●［出産祝金、入院見舞金］
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87 株式会社　はたの産業
大田市大田町
大田イ660-13

建設業 16名 0名 平成21年1月19日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、アンケート
●［子の看護・看護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［出産祝金・入学祝金］

88
有限会社　松雲建設興
業

松江市上乃木
七丁目12番51
号

建設業 11名 2名 平成21年1月19日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］一人の場合１０日/年、二人以上の場合２０日/年　半日・時間単位取得
可　　　　　●［介護休暇］一人の場合１０日/年、二人以上の場合２０日/年　半日・時間
単位取得可　　　　　　　●［独自の有給休暇制度］産前産後休業

89
株式会社　シマダ技術コ
ンサルタント

安来市飯島町
228

建設業、地
質調査業、
建設コンサ
ルタント、
測量業

30名 6名 平成21年1月22日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［独自の有給休暇制度］子、兄弟姉妹の結婚、子の看護

90 有限会社　松雲土木
松江市上乃木
七丁目12番51
号

建設業 5名 0名 平成21年1月23日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］一人の場合１０日/年、二人以上の場合２０日/年　半日・時間単位取得
可　　　　　●［介護休暇］一人の場合１０日/年、二人以上の場合２０日/年　半日・時間
単位取得可　　　　　　　●［独自の有給休暇制度］産前産後休業

91
山陰フォーラム株式会
社

出雲市東神西
町95-2

土木工事
業、給排水
設備・水処
理施設工

事業

14名 3名 平成21年1月23日

●［短時間勤務等］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［出産祝金、入院見舞金、家族手当］

92 株式会社　ヒロクニ建設
出雲市斐川町
上直江1032-1

建設業 13名 1名 平成21年1月27日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護
●［出産祝金、家族手当、扶養手当］

93 徳栄建設株式会社
益田市下本郷
町454-1

建設業 38名 6名 平成21年1月30日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［家族手当］

94 寺本労務管理事務所
松江市伊勢宮
町560

専門ｻｰ
ﾋﾞｽ業（社
会保険労

務士）

3名 1名 平成21年2月9日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［育児休業］１歳６か月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［介護休業］95日間の範囲内
●［短時間勤務・フレックスタイム・始業・終業時刻の繰上・繰下］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］一人の場合７日/年、二人以上の場合１２日/年、半日・時間単位取得可
●［介護休暇］一人の場合７日/年、二人の場合１２日/年、半日・時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間
●［職場復帰前後の講習等］業務等の進捗状況ほか、メールによる情報提供
●［出産祝金・入学祝金・入院見舞金］

95 株式会社　島根富士通
出雲市斐川町
三絡1180-6

電気機械
器具製造

業
640名 181名 平成21年2月19日

●［職場環境づくり］定時退社日の設定
●［介護休業］１年間の範囲内
●［短時間勤務］小学校６年生まで
●［所定外労働の免除］小学校６年生まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護、介護
●［職場復帰前後の講習等］心配なく職場復帰できるよう本人と所属長の面談
●［出産祝金、入学祝金、子の入院見舞金、子の扶養手当、家族の職場参観日］

96 株式会社　布村工務店
松江市玉湯町
湯町405-3

建設業 8名 2名 平成21年2月20日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の入院見舞金］

97 湖南土建株式会社
松江市玉湯町
湯町113-7

建設業 8名 0名 平成21年3月3日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで

98 みつわ工業有限会社
益田市幸町1-
38

建設業 30名 1名 平成21年3月9日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰前講習や復帰後講習
●［子ども参観日の実施］

99 松江土建株式会社
松江市学園南
二丁目３番５
号

建設業 155名 15名 平成21年4月20日

●［職場環境づくり］子育て支援制度相談担当者を配置
●［育児休業］２歳まで
●［介護休業］１００日間の範囲内
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚、産前産後休業
●［独自の取組］前々年度の有給休暇繰越（長期療養の場合）、松江一受けたい事業の実施
●［職場復帰前後の講習等］職業能力開発のための情報提供、職場復帰セミナーの実施
●［出産祝金、子の扶養手当］

100 藤森建工有限会社
浜田市金城町
七条ｲ975-15

建設業 19名 2名 平成21年6月5日
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児（時差出勤）
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［出産祝金］

101 株式会社　都間土建
雲南市三刀屋
町給下622-1

建設業 58名 6名 平成21年6月9日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女、兄弟姉妹の結婚
●［職場復帰前後の講習等］休業取得者に常に会社の情報を伝える
●［家族手当］

102 出雲土建株式会社
出雲市知井宮
138-3

建設業 62名 6名 平成21年6月12日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の看護・介護休暇］半日・時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］同一家族の結婚、非常災害休暇、子の看護
●［職場復帰前後の講習等］インターネット、ＦＡＸ等を利用した資料の送付当の情報提供

103 樋野電機工業有限会社
松江市東出雲
町揖屋町
2801-1

電機機械
器具製造

業
21名 5名 平成21年6月15日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］郵送による情報提供
●［出産祝金］
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104 一畑工業株式会社
松江市千鳥町
24

建設業 76名 7名 平成21年6月17日

●［育児休業］１歳６ヶ月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］感染症により隔離、災害により出勤できないとき
●［職場復帰前後の講習等］社内報の送付、メールでの情報提供
●［出産祝金］

105 まるなか建設株式会社
松江市浜乃木
六丁目1番70
号

建設業 98名 10名 平成21年8月17日

●［職場環境づくり］相談窓口設置
●［独自の有給休暇制度］裁判員選任、ボランティア等社会的活動参加
●［職場復帰前後の講習等］社内報『幸への歩み』送付及び電話による情報提供
●［出産祝金、家族手当］

106 株式会社　ＭＩしまね
松江市西嫁島
一丁目3番17
号

建設業 20名 ７名 平成21年8月27日
●［短時間勤務］３歳まで（最大で５時間３０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

107 株式会社　原工務所
江津市敬川町
1306-3

建設業 70名 5名 平成21年9月28日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子女、兄弟姉妹の結婚
●［職場復帰前後の講習等］月に１度、自宅を訪問して情報提供
●［出産祝金、子の扶養手当］

110
株式会社　テクノプロ
ジェクト

松江市学園南
二丁目10番14
号

ソフトウェ
ア業

183名 46名 平成21年10月29日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、職員アンケート
●［育児休業］３歳まで
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］ファミリーサポート休暇、子女の結婚、子の看護、育児時間
●［職場復帰前後の講習等］資料送付の情報提供、ＷＥＢメール、職場復帰前の面談実施
●［出産祝金、子ども参観日］

111 有限会社　植田工務店
仁多郡奥出雲
町三成697-2

建設業 14名 2名 平成21年10月30日

●［職場環境づくり］社内アンケート実施
●［短時間勤務］３歳まで（最大で５時間３０分）
●［子の看護］中学校就学前まで、時間単位取得可
●『介護休暇』時間単位取得可

112 有限会社　フクダ塗装
安来市西荒島
231

塗装業 11名 2名 平成21年11月5日

●［育児休業］１歳６か月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［介護休業］９５日間の範囲内
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日/年、二人の場合１１日/年、半日単位取得可
●［再雇用制度］妊娠、出産、育児を理由に退職した従業員が希望した場合
●［家族手当］

114 株式会社　紅花組
松江市島根町
野波395

建設業 25名 7名 平成21年11月25日

●［職場環境づくり］提示退社日の指定制度
●［短時間勤務］３歳まで（最大５時間３０分）
●［独自の有給休暇制度］子の結婚、罹災休暇、子の看護、介護
●［出産祝金、入学祝金、入院見舞金、子の結婚祝金、扶養手当］

116
社会福祉法人　隠岐共
生学園

隠岐郡隠岐の
島町栄町1088

社会福祉
事業

514名 386名 平成21年12月15日

●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護、育児時間
●［独自の取組］事業所内託児施設の運営
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰前に上司と面談
●［扶養手当］

118 有限会社　美幸建設
松江市乃白町
1012

建設業 10名 1名 平成21年12月28日

●［職場環境づくり］相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで（最大５時間３０分）
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子、兄弟姉妹の結婚
●［出産祝金、入学祝金］

119 株式会社　サピイ
松江市下東川
津町572-4

建設業 19名 1名 平成22年1月8日

●［職場環境づくり］相談窓口設置
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、入学祝金、入院見舞金］

120
フジキコーポレーション
株式会社

松江市東出雲
町意宇南2-1-
1

流通業、
小売

107名 82名 平成22年1月29日

●［職場環境づくり］アンケート実施
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］リフレッシュ休暇、子の結婚、子の看護、介護
●［出産祝金、家族手当］

121 株式会社　さんびる
松江市南田町
92-1

総合ビル
メンテナ
ンス業

947名 688名 平成22年1月29日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、アンケート実施、相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産祝金］

122 アサヒ工業株式会社
松江市竹矢町
1343-1

建設業 21名 4名 平成22年2月10日

●［職場環境づくり］職員アンケート実施
●［短時間勤務］３歳まで（最大５時間３０分）
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］学校行事休暇、子の看護、介護
●［独自の取組］最大５日間を限度に前々年度の有給を繰越できる（法定外年休）
●［再雇用制度］出産、育児等で退職した者を対象にした中途退職者再雇用制度
●［職場復帰前後の講習等］休職期間中に電話・メール等で情報提供
●［出産祝金、子の入学祝（図書カード）、子育て支援手当］

123 株式会社　豊洋
松江市西川津
町2108-3

建設業 71名 10名 平成22年2月24日
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰前・復帰後とも同様の仕事内容とする
●［出産祝金、家族手当］

124 幸陽建設株式会社
松江市浜乃木
三丁目3番12
号

建設業 18名 1名 平成22年3月11日

●［短時間勤務］３歳まで（最大５時間）
●［介護休暇］１００日間の範囲内
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］介護
●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日/年、二人以上の場合１２日/年、半日・時間単位
取　　　　　　　１１１１１１１１１１１１得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚、本人の誕生日
●［出産祝金、子の扶養手当］
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125 松栄印刷有限会社
松江市西川津
667-1

印刷業 24名 7名 平成22年3月12日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、ひもおとし祝金、子の入院見舞金、子の扶養手当］

126 大福工業株式会社
出雲市枝大津
町2-7

建設業 98名 11名 平成22年4月1日

●［育児休業］２歳まで
●［職場環境づくり］職場意識改善委員会の設置（年３回実施等）
●［独自の有給休暇制度］介護休暇
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産入学祝金］

127 有限会社　細貝組
雲南市大東町
東阿用111-1

建設業 14名 1名 平成22年4月19日

●［短時間勤務］３歳未満の子まで（最大５時間３０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日/年、二人以上の場合１２日/年、時間単位取得可
●［出産祝金］

128 株式会社　佐々木建設
松江市八幡町
883-2

建設業 24名 3名 平成22年4月19日

●［職場環境づくり］アンケート実施
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の小学校入学休暇、子の結婚
●［家族手当］

129 株式会社　常松土建
雲南市加茂町
神原1382-1

建設業 20名 2名 平成22年4月20日

●［短時間勤務］３歳未満の子まで（最大５時間３０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産入学祝金］

130 社会医療法人　仁寿会
邑智郡川本町
川本383-1

医療業 170名 131名 平成22年4月21日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児、介護
●［子の看護休暇］中学校就学前まで、時間単位取得可
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護・介護、子の結婚

131 相互建設株式会社
松江市浜乃木
四丁目1番13
号

建設業 9名 2名 平成22年5月6日
●［職場環境づくり］育児休業等制度のパンフレット配布
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

132 株式会社　日新電工
松江市古志原
六丁目22番28
号

電気工事
業

16名 2名 平成22年5月6日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護・介護休暇］半日又は時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護

133 梅木建設株式会社
雲南市三刀屋
町三刀屋122-
1

建設業 2１名 2名 平成22年5月20日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金］

134 中国環境株式会社
出雲市神西沖
町2489-2

建築物環
境衛生管

理業
37名 6名 平成22年6月2日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援相談窓口設置
●［短時間勤務］３歳未満の子まで（最大５時間２０分）
●［出産祝金］

135 株式会社　松和
松江市下東川
津町150-8

建設業 14名 3名 平成22年6月24日
●［職場環境づくり］子育て支援相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産・子の結婚祝金］

136 株式会社　深田建設
松江市東朝日
町279-2

建設業 5名 1名 平成22年7月7日

●［職場環境づくり］子育て支援相談窓口設置
●［子の看護休暇］小学校３年生まで、時間単位取得可
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護、子育て休暇、介護

137 有限会社　石西塗装店
益田市横田町
1378-2

塗装業 5名 1名 平成22年7月29日

●［職場環境づくり］定時退社の促進、子育て支援相談窓口設置
●［短時間勤務］３歳未満の子まで（５時間３０分）
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度〕子の看護・介護休暇

138 第一印刷有限会社
雲南市大東町
大東1017-1

印刷業 4名 2名 平成22年8月16日
●［職場環境づくり］子育て支援相談窓口の設置
●［子の看護］時間単位取得可
●［家族手当］

139 有限会社　日野建設
雲南市大東町
上佐世1379-6

建設業 13名 0名 平成22年8月27日

●［職場環境づくり］定時退社日の指定制度
●［短時間勤務］３歳未満の子まで（最大５時間３０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児のみ（３歳未満の子まで）
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

140 株式会社　サンクラフト
浜田市熱田町
1598

建設業 69名 6名 平成22年10月6日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［介護休業］９４日間の範囲内
●［短時間勤務］小学校就学前
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［出産祝金、子の扶養手当］

141 帝人コードレ株式会社
大田市長久町
長久イ446

製造業 139名 18名 平成22年10月15日

●［職場環境づくり］ノー残業デ（週２回）
●［介護休業］１年以内
●［子の看護・介護休暇］家族対象、半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚、家族看護休暇
●［独自の制度〕有給休暇の積立制度（５年間有効）
●［家族手当］

142 株式会社　大幸電設
松江市西津田
九丁目3番18
号

電気工事
業

24名 4名 平成22年10月20日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児（時差出勤）
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護・介護休暇

143 株式会社　真幸土木
松江市古志原
六丁目15番41
号

土木工事
業

25名 2名 平成22年10月22日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護・介護休暇
●［出産祝金、家族手当］
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144 株式会社　大前組
松江市東出雲
町出雲郷747-
1

建設業 14名 3名 平成22年11月18日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］産前産後休暇、子の看護・介護休暇
●［出産祝金、入学祝金、子の扶養手当］

146 セコム山陰株式会社
松江市北陵町
34番地

警備業 173名 11名 平成22年12月3日

●［育児休業］３歳まで
●［介護休業］１８６日までの範囲内
●［短時間勤務等］小学校１年生まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］リフレッシュ・フレックス休暇
●［有給休暇の積立制度］付与後２年を経過し、失効となる年次有給休暇の一部（年５日を
限　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１１１１１１１１１度）を積み立てできる
●［扶養手当］

147 株式会社　山重組
浜田市長沢町
１８５番地１

建設業 15名 2名 平成22年12月7日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の制度］再雇用制度（妊娠、出産、育児の理由で退職した者に対して）
●［家族手当］

148 有限会社　糸賀工務店
仁多郡奥出雲
町三成285番
地

建設業 27名 1名 平成22年12月1日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

149
株式会社　ワールド測量
設計

出雲市荻抒町
274-2

総合建設
コンサル
タント業

72名 14名 平成22年12月13日 ●［職場環境づくり］ノー残業デー、職場内アンケート実施

150 株式会社　中村組
出雲市大津町
６２０番地１

建設業 9名 2名 平成22年12月14日
●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［出産祝金］

151
株式会社　島根ワイナ
リー

出雲市大社町
菱根264番地2

製造・小
売・飲食

業
67名 30名 平成22年12月20日

●［介護休業］１８３日までの範囲内
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］産前産後休暇、子の看護・介護休暇
●［出産祝金、子の扶養手当〕

152 株式会社　佐藤工務店
出雲市荻杼町
507

建設業 6名 2名 平成22年12月21日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日/年、二人以上の場合１１日/年、時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間、子の看護休暇
●［出産祝金、入学祝金］

153 株式会社　フクダ
出雲市斐川町
沖洲1080

建設業 92名 7名 平成22年12月22日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護・介護休暇
●［出産祝金、家族手当］

154 株式会社　中山工務店
浜田市竹迫町
2920

建築業 7名 2名 平成22年12月24日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［介護休業］１００日までの範囲内
●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間３０分）
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］中学校就学前まで、一人の場合１０日／年、二人以上の場合１５日／
年、　　　　　１１１１１１１１１時間単位取得可
●［介護休暇］一人の場合１０日／年、二人以上の場合１５日／年、時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間、子の看護・介護休暇
●［独自の制度］再雇用制度（妊娠、出産、育児の理由で退職した者に対して）

155 有限会社　大谷建設
浜田市三隅町
野田２５５

建設業 11名 3名 平成22年12月27日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護休暇］小学校就学後も取得可
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、就学祝金］

156 株式会社　須山商事
大田市大田町
吉永1593

建設業 20名 1名 平成22年12月27日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、入学祝金］

157 株式会社　佐藤工務所
仁多郡奥出雲
町三成４４４－
１８

建設業 39名 4名 平成23年1月13日
●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、入学祝金、子の入院見舞金］

159 双葉建設有限会社
松江市佐草町
212番地

建設業 15名 2名 平成23年1月13日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚休暇、子の看護休暇

160 株式会社　浜村建設
出雲市大津町
597番地

建設業 29名 4名 平成23年1月13日

●［職場環境づくり］仕事と子育ての両立などの相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日／年、二人以上の場合１１日／年、時間単位取得
可　　　●［独自の有給休暇制度］産前産後休暇、育児時間、子の看護・介護休暇
●［出産祝金、子の入院見舞金］

161 和光工業株式会社
松江市矢田町
２５０番地

建設業 15名 3名 平成23年1月17日

●［短時間勤務］３歳に満たない子（５時間３０分まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護休暇］一人の場合７日／年、二人以上の場合１４日／年、時間単位取得可
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間
●［家族手当］

162 有限会社　石原組
出雲市浜町
1718-1

建設業 18名 1名 平成23年1月19日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［出産祝金〕
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163 株式会社　小畑建設
出雲市大津町
1115-5

建設業 9名 2名 平成23年1月19日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［独自の有給休暇制度］子の結婚休暇、育児時間
●［出産祝金、子の入院見舞金〕

164 新宮採石有限会社
出雲市大津町
1115-5

採石業 24名 4名 平成23年1月19日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［独自の有給休暇制度］子の結婚休暇、育児時間
●［出産祝金、子の入院見舞金〕

165
社会福祉法人　島根ライ
トハウス

松江市宍道町
西来待2074

社会福祉
事業

240名 159名 平成23年1月19日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］育児休業（開始日から２日間）、産前産後休暇、子の結婚
●［子の扶養手当、子ども参観日の実施］

166 有限会社　マルイチ工業
松江市大野町
232

建設業 3名 0名 平成23年1月31日

●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間３０分まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子・兄弟姉妹の結婚

167 株式会社　倉橋工務店
出雲市野郷町
1900

建設業 9名 1名 平成23年1月31日

●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間３０分まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子・兄弟姉妹の結婚

168 今岡工業株式会社
出雲市塩冶神
前2丁目8番16
号

建設業 70名 8名 平成23年2月15日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］育児時間
●［出産祝金、家族手当］

170 株式会社　金見工務店
松江市上乃木
２－１８－１

建設業 43名 7名 平成23年4月5日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［出産祝金、入学祝金］

171 ヒカワ精工株式会社
出雲市斐川町
荘原３１６８

輸送用機
械器具製

造業
177名 30名 平成23年5月20日

●［介護休業］１年間の範囲内
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇
●［出産祝金］

172 山陰建設工業株式会社
出雲市神西沖
町2334-3

建設業 58名 8名 平成23年7月7日

●［育児休業］３歳に満たない子
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［介護休暇］半日単位取得可
●［出産祝金、入学祝金］

173 島根トヨペット株式会社
松江市西津田
３丁目２番７号

自動車販
売業

143名 16名 平成23年8月8日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚休暇
●［出産祝金、子の入院見舞金］

175 社会福祉法人　吾郷会
邑智郡美郷町
滝原１６７番地
１

福祉サー
ビス業

236名 185名 平成23年10月7日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［介護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］産前産後休暇
●［独自の制度］再雇用制度（妊娠、出産、育児の理由で退職した者に対して）
●［出産祝金］

176 社会福祉法人　梅寿会
益田市高津四
丁目６番４０号

社会福祉
事業

211名 157名 平成23年10月7日

●［職場環境づくり］育児・介護相談窓口設置
●［介護休暇］半日単位取得可
●「独自の有給休暇制度」バースデイ休暇、子の結婚休暇
●［扶養手当］

177 山陰電気工事株式会社
松江市浜乃木
７丁目７－２

電気工事
業

7名 2名 平成23年10月14日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知・徹底
●［出産祝金、入学祝金］

178 出雲医療生活協同組合
出雲市塩冶町
１５３６－１

医療業 506名 380名 平成23年10月19日

●［介護休業］３６５日間の範囲内
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［独自の有給休暇制度］子の結婚休暇
●［出産祝金、入学祝金］

180 医療法人　橘井堂
鹿足郡津和野
町森村ロ１４１
番地

医療   介
護

185名 140名 平成23年10月31日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●「独自の有給休暇制度」子の看護休暇
●［出産祝金］

182 社会医療法人　昌林会
安来市安来町
８９９番地１

医療業 611名 435名 平成23年12月2日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［時差出勤制度］育児・介護
●「独自の有給休暇制度」子女の結婚
●［出産祝金］

183
社会福祉法人　島根整
肢学園

江津市渡津町
１９２６番地

社会福祉
事業

404名   273名 平成23年12月2日
●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●「独自の有給休暇制度」妊娠中及び出産後の健康管理に関する休暇
●［出産祝金、結婚祝金］

184
国立大学法人　島根大
学

松江市西川津
町１０６０

学校教育
（教育・研
究・医療）

2429名 1281名 平成23年12月2日

●［育児休業］３歳に満たない子
●［介護休暇］１８６日の範囲内
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置、職員アンケート実施
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の取組］保育所設置（島根大学医学部付属病院内）

185
社会福祉法人　恩賜財
団　島根県済生会江津
総合病院

江津市江津町
１０１６－３７

医療業 234名 167名 平成23年12月5日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］リフレッシュ休暇
●［独自の取組］病児保育室設置
●［出産祝金］

186
社会福祉法人　しらゆり
会

松江市山代町
９３４番地５

社会福祉
事業

397名 299名 平成23年12月12日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知・徹底　行動計画のHP公表
●［出産祝金］
●［独自の取組］男女共同参画に関わる研修会
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187
社会福祉法人　島根県
社会福祉事業団

松江市東津田
町１７４１－３

社会福祉
事業

913名 683名 平成23年12月12日

●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知・徹底　行動計画のHP公表
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護、介護休暇
●［出産祝金］

188 三光ビル管理株式会社
益田市乙吉町
イ２０２番地１

ビルメン
テナンス
業（清掃・

警備）

204名 149名 平成23年12月20日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金］

189 株式会社　日本海建設
出雲市湖陵町
板津８８０－１

建設業 7名 1名 平成24年1月18日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知・徹底　行動計画のHP公表
●［出産祝金］

190
社会福祉法人　いわみ
福祉会

浜田市金城町
七条ハ５５９－
２

社会福祉
事業

270名 145名 平成24年1月18日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［介護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護・介護休暇
●［出産祝金］

191
合銀ビジネスサービス
株式会社

松江市白潟本
町１８番地

サービス
業（銀行
業務受

託）

144名 40名 平成24年1月18日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［育児休業］３歳に満たない子
●［介護休業］３６５日の範囲内
●［短時間勤務］小学校３年生まで（５時間３０分）
●［子の看護休暇］小学校３年生まで
●［出産祝金］
●［独自の有給休暇制度］ファミリー休暇

192 永井建設株式会社
江津市江津町
１３４５番１

建設業 41名 2名 平成24年1月20日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［介護休業］１００日の範囲内
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金］

193
株式会社　バイタルリー
ド

出雲市今市町
３９６－１

建設コン
サルタン

ト
23名 16名 平成24年1月31日 ●［職場環境づくり］相談窓口に設置

194 株式会社 中筋組
出雲市姫原町
２９３番地

総合建設
業

132名 12名 平成24年2月6日
●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［出産祝金、家族手当］

195 黒徳建設株式会社
大田市大田町
大田イ２８９番
地３

土木工事
業

26名 5名 平成24年2月9日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［介護休暇］時間単位取得可

196
太平ビルサービス株式
会社

松江市雑賀町
２０１番地

ビルメン
テナンス

業
464名 298名 平成24年2月10日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［出産祝金］

197
株式会社 松江テクノ
サービス

松江市宍道町
伊志見４９３－
１

介護事業 110名 79名 平成24年2月20日

●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間４０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金］

198 北陽ビル管理株式会社
松江市片原町
６２番地１

ビルメン
テナンス

業
177名 68名 平成24年2月22日

●［職場環境づくり］ノー残業デー

199
社会福祉法人　四ツ葉
福祉会

松江市古志町
１５５１番地４

障がい者
福祉事業

136名 81名 平成24年2月22日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇

200
浜田ビルメンテナンス株
式会社

浜田市港町２
９９－１７

総合ビル
メンテナ
ンス業

110名 50名 平成24年3月12日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚休暇
●［出産祝金］

201
ごうぎんシステムサービ
ス株式会社

松江市袖師町
６－１０

サービス
業（銀行
業務の委

託）

 30名 19名 平成24年4月23日
●［短時間勤務］小学校３年生終了前（６時間または５時間３０分勤務）
●［出産祝賀金、育児休業給付金支給終了後の休業期間において補助金支給］

202 北陽警備保障株式会社
松江市袖師町
９番３５号

警備業 1２0名 １２名 平成24年5月8日
●［職場環境づくり］相談窓口の設置、営業所長会議、労働者代表者会議にて情報収集
●［出産祝、結婚祝、災害見舞金］

203 山陰温調工業株式会社
松江市矢田町
２５０番地１０５

管工事業 ３３名 ７名 平成24年5月22日
●［職場環境づくり］経営方針と行動計画発表による職場環境整備宣言、相談窓口の設置
●［出産祝金、七五三祝金］

204 山洋工業株式会社
出雲市中野町
６－１

建設業 10名 ２名 平成24年5月31日
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産祝金、小学校入学祝金、同居家族への入院見舞金］

205
株式会社　島根東亜建
物管理

松江市浜乃木
６－５－７

サービス
業（ビル
メンテナ
ンス業

２６９名 １９５名 平成24年6月12日

●［職場環境づくり］育児・介護休業者が出た場合、人材ローテーション、配置
　　　　　　　　　　転換、代勤者の活用などで対応
●［出産祝金］

206
特定非営利活動法人
コミュニティーサポートい
ずも

出雲市里方町
１１６番地

福祉サー
ビス業

８５名 ７２名 平成24年6月12日
●［職場環境づくり］育児・介護休業者が出た場合、新規の正職員の採用
●［再雇用制度］希望があればいつでも再雇用する旨退職時に伝える

207
医療法人　社団　創健
会

松江市上乃木
3-4-1

医療・福
祉

295名 229名 平成24年6月29日

●［職場環境づくり］事業所内託児施設の設置・運営（４歳まで）、職員アンケート実施、
　　　　　　　　　　短時間正職員制度の導入
●［独自の有給休暇制度］罹災休暇
●［出産祝金、入学祝金、家族手当支給］



認定
番号

企業名 所在地 業種 従業員数 うち女性 認定年月日 取り組みの内容

しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）認定一覧

208 有限会社　フローレス
松江市学園2
丁目5-8

物品賃貸
業・結婚

式場
73名 39名 平成24年6月29日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［子の扶養手当］

209
株式会社　アキュートシ
スコム

松江市乃白町
334-6

情報通信
業

24名 3名 平成24年8月17日

●［職場環境づくり］ノー残業デーの実施（毎週水曜日）
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の扶養手当］

210 株式会社　ノリコー
松江市東出雲
町意宇南2丁
目5-2

建設業 14名 2名 平成24年8月28日

●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知・徹底、ノー残業デーの実施
　　　　　　　　　　（毎月第３金曜日）
●［独自の有給休暇制度］介護休暇
●［出産祝金］

211 株式会社　住創
松江市田和山
町100

建設業 5名 3名 平成24年9月11日

●［職場環境づくり］育児休業等取得者へオリエンテーションの実施、相談窓口の設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［出産祝金・家族手当］

212
山陰クボタ水道用材株
式会社

松江市平成町
182-15

建設、水
道資材販
売、ミネ
ラルウ

オーター

174名 35名 平成24年9月20日

●［職場環境づくり］育児休業等取得者へ職場復帰前に業務の現況説明、ノー残業デーの
　　　　　　　　　　実施（月２日）
●［独自の有給休暇制度］子女又は兄弟・姉妹の結婚、天災地変等
●［出産祝金、家族手当］

213
株式会社　島根情報処
理センター

出雲市今市町
321番地3

ＩＴサービ
ス業

43名 12名 平成24年10月3日

●［職場環境づくり］行動計画のHP公表、定期的に残業時間を集計、管理職へ周知し、
　　　　　　　　　　業務の分担を図る。
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］兄弟・姉妹又は同居親族の結婚
●［出産祝金、家族手当］

214 企業警備保障株式会社
松江市雑賀町
247番地

警備業 659名 59名 平成24年11月5日

●［職場環境づくり］「経営方針・業務指針」を明文化し、社内報「企業警備だより」で
　　　　　　　　　　周知、育児休業等取得者へ資料等送付による情報提供、職場復帰時
・　　　　　　　　　の研修を実施
●［子の看護休暇］小学校卒業までの子
●［出産祝金、子の扶養手当］

215 有限会社　渡辺建設
飯石郡飯南町
野萱2202-2

建設業 12名 2名 平成24年11月8日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知
●［短時間勤務］２時間短縮（１日５時間まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児

216 有限会社　小畑土建
雲南市三刀屋
町多久和1966

建設業 8名 1名 平成24年11月8日

●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知
●［短時間勤務］２時間短縮（１日５時間まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［出産祝金］

217 株式会社　大島工務所
安来市西赤江
町741-3

総合建設
業

15名 3名 平成24年11月19日

●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知、相談窓口の設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［出産祝金］

218 山本工業株式会社
出雲市小山町
101番地

建設業 13名 2名 平成24年11月19日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知、職員アンケートの実施
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、入学祝金、子及び父母の入院見舞金］

219 堀建設株式会社
鹿足郡津和野
町日原262番
地

土木工事
業

高齢者福
祉

96名 49名 平成24年11月22日

●［職場環境づくり］仕事と家庭の両立支援に関する基本方針の策定、相談窓口の設置
●［育児休業］１歳６ヶ月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［介護休業］９５日間の範囲内で取得可能
●［短時間勤務］４歳未満まで
●［子の看護休暇］１年間につき１人の場合は７日、２人以上の場合は１４日まで
●［介護休暇］１年間につき１人の場合は７日、２人以上の場合は１４日まで
●［再雇用制度］希望により優先的再雇用
●［出産祝金、小学校入学・中学校卒業・高校入学祝金］

220 株式会社　内田工務店
松江市学園一
丁目9番10号

建設業 14名 5名 平成24年12月5日

●［職場環境づくり］ノー残業デーの実施（水曜日）
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］小学校入学から中学校就学の始期まで年３日取得可能
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇、介護休暇
●［出産祝金、子の扶養手当］

221 株式会社　堀工務店
大田市波根町
665番地

建設業 42名 3名 平成24年12月6日
●［短時間勤務］４歳に達するまで
●［所定外労働免除］４歳未満
●［子の養育手当、家族手当、出産祝金］

222 有限会社　角田工務店
松江市東出雲
町揖屋1164-8

総合建設
業

8名 3名 平成24年12月10日

●［育児休業］１歳６ヶ月まで（一定の事情の有無に関わらず）
●［就業時間繰上・繰下］育児・介護
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［子の扶養手当、出産祝金］

223 モリタ工業株式会社
松江市古志原
5-15-13

建設業 17名 1名 平成24年12月11日
●［短時間勤務］２時間短縮（１日５時間３０分まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［出産祝金］

224 有限会社　スエヨシ建設
出雲市浜町
1142番地1

総合建設
業

7名 1名 平成24年12月17日
●［職場環境づくり］ノー残業デーの実施（月１回）、職員アンケート実施
●［子の扶養手当］

225
株式会社　中央ビル
サービス

出雲市塩冶有
原町6-60

総合ビル
メンテン

ス業
138名 94名 平成24年12月17日

●［職場環境づくり］育児休業等取得者へ職場復帰前講習・復帰後講習を実施
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［出産祝金］

226 株式会社　陶山建設
雲南市木次町
寺領888-3

建設業 8名 0名 平成24年12月25日
●［短時間勤務］２時間３０分短縮（１日５時間３０分まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［出産祝金］

227 株式会社　渡部工務店
安来市安来市
飯島町412-1

建設業 20名 3名 平成24年12月26日
●［職場環境づくり］子育て支援・介護支援制度の周知
●［独自の有給休暇制度］子の看護、介護休暇
●［出産祝金］
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228 株式会社 山本工務店
出雲市出雲市
平田町7668

総合建設
業

26名 3名 平成25年1月11日

●［職場環境づくり］育児休業等取得者へ電子メールにより情報提供、従業員の都合により
　　　　　　　　　　定時退社日を指定
●［所定外労働免除］小学校就学前まで
●［出産祝金、子の扶養手当］

229 有限会社　木村組
出雲市出雲市
小山町536番
地

一般土木
工事　水
道施設工

事

17名 2名 平成25年1月22日

●［職場環境づくり］相談窓口の設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働免除］小学校就学前まで
●［出産祝金］

230 有限会社　柳樂工業
出雲市出雲市
東郷町842-2

建設業 44名 5名 平成25年1月22日

●［職場環境づくり］相談窓口の設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働免除］小学校就学前まで
●［出産祝金、入学祝金、子の入院見舞金］

231 株式会社 内田工務店
仁多郡奥出雲
町馬馳11番地
3

建設業 23名 2名 平成25年1月28日

●［育児休業］１歳６ヶ月まで
●［短時間勤務］５歳未満
●［所定外労働免除］４歳未満
●［子の看護休暇］中学校就学の始期に達するまで、１年間につき１人の場合は６日、２人
以上の
　　　　　　　　　場合は１２日まで
●［介護休暇］１年間につき１人の場合は６日、２人以上の場合は１２日まで

232 山口建設株式会社
出雲市国富町
797番地

建設業 18名 2名 平成25年1月28日

●［職場環境づくり］子育てに優しい職場にするため年２回個別ヒアリング実施（社長ヒア
　　　　　　　　　　リング）
●［独自の有給休暇制度］裁判員、補充裁判員、裁判員候補者となった場合
●［出産祝金］

233 東洋設備有限会社
浜田市浅井町
879番地5

管工事
業・土木
工事業ほ

か

8名 2名 平成25年1月30日

●［職場環境づくり］ノー残業デーの実施
●［所定外労働免除］４歳未満
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［子の扶養手当］

234 有限会社 足立建設
安来市広瀬町
下山佐1056

建設業 10名 1名 平成25年3月5日

●［職場環境づくり］育児休業制度等のチラシなどを作成、説明会を開催
●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間）
●［所定外労働免除］小学校就学前まで
●［出産祝金、入学祝金、家族の入院見舞金］

235 有限会社　桑原塗装店
松江市大庭町
２７０－１７

建設業 4名 1名 平成25年3月11日
●［職場環境づくり］ノー残業デー実施（毎日）、子育て支援の相談窓口設置
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［出産祝金、入学祝金］

236
湯の川温泉有限責任事
業組合

出雲市斐川町
学頭１３６９番
地

宿泊業
（温泉施

設）
18名 13名 平成25年3月19日

●［介護休業］１００日間の範囲内で取得可能
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］１年間につき１人の場合は７日、２人以上の場合は１４日まで
●［介護休暇］１年間につき１人の場合は７日、２人以上の場合は１４日まで
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［出産祝金］

237 安野産業株式会社
益田市高津七
丁目６番１０号

製材及び
チップ製
造・その
他の各種

事業

65名 13名 平成25年5月9日
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇、介護休暇
●［出産祝金、家族手当］

238 丸永建設株式会社
安来市黒井田
町１８９５番地
３

総合建設
業

12名 4名 平成25年5月9日

●［職場環境づくり］育児休業制度等のチラシなどの情報提供
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇、介護休暇
●［出産祝金、子の入院見舞金］

239 株式会社　技研設備
益田市高津町
イ２５５６番地１

建設業 9名 0名 平成25年5月24日
●［職場環境づくり］育児休業制度等のチラシなどの情報提供
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金］

240 有限会社　藤井工務店
大田市大田町
大田イ1263-1

建設業 12名 3名 平成25年7月4日
●［職場環境づくり］ノー残業デー実施、仕事と家庭の両立支援相談窓口設置
●［就業時間繰上・繰下］育児・介護
●［出産祝金、入学祝金］

241 株式会社　藤原鐵工所
松江市富士見
町5の4

製造業 38名 4名 平成25年7月11日

●［職場環境づくり］ノー残業デー実施、子育ての相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［出産祝金、入学祝金、子の扶養手当］

242 株式会社　島根三友
浜田市笠柄町
９番地

建設業 10名 1名 平成25年7月30日
●［職場環境づくり］ノー残業デー実施、職員アンケート（子育て関係）実施
●［独自の有給休暇制度］赴任休暇
●［出産祝金］

243
シマネ益田電子株式会
社

益田市虫追町
ﾛ320番地97

半導体製
品製造

163名 41名 平成25年8月19日

●［職場環境づくり］職員アンケート（子育て関係）実施
●［就業時間繰上・繰下］育児・介護（時差出勤）
●［独自の有給休暇制度］メモリアル（誕生日）休暇、子及び兄弟・姉妹の結婚
●［職場復帰前後の講習等］休業中、電話や文書でやりとりや復帰後、面談を行い会社状況
等　　　・　　　　　　　　　　　　を説明
●［出産祝金、家族の職場見学会、社内研修実施（ワークライフバランス講演会）］

244 イマックス株式会社
出雲市高岡町
166-1

建設業 61名 13名 平成25年8月19日

●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］小学校３年生以下
●［独自の有給休暇制度］子、兄弟・姉妹の結婚、子の看護休暇、介護休暇
●［職場復帰前後の講習等］社内行事等必要な情報を提供
●［家族手当］

245 島根中央信用金庫
出雲市今市町
252番地1

金融業 300名 111名 平成25年9月2日

●［職場環境づくり］ノー残業デー実施、職員アンケート（子育て関係）実施
●［独自の有給休暇制度］災害休暇、赴任休暇、産前産後休暇
●［独自の取組］有給休暇の積立（過去３年分）制度
●［家族手当］

246
社会福祉法人　大田市
社会福祉事業団

大田市川合町
川合１０８１－
２

社会福祉
事業

100名 85名 平成25年9月4日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇、介護休暇、産前産後休暇
●［職場復帰前後の講習等］職場復帰プログラム
●［子の扶養手当、子ども参観日］
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247 株式会社 横山建設
雲南市木次町
西日登1438

建設業 17名 2名 平成25年9月10日
●［短時間勤務］３歳に満たない子（最大５時間３０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児

248 株式会社　山興
出雲市高松町
293

建設業 14名 1名 平成25年9月10日
●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［始業・就業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［出産祝金］

249
株式会社　日本海技術
コンサルタンツ

松江市宍道町
西来待２５７０
－１

建設コン
サルタン

ト
41名 5名 平成25年9月17日

●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇、介護休暇
●［出産祝金］

250 雲南建設　株式会社
雲南市加茂町
南加茂550-1

建設業 31名 1名 平成25年10月1日
●［短時間勤務］３歳まで（最大５時間３０分）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児

251 株式会社　毛利組
浜田市熱田町
1461

建設業 55名 2名 平成25年10月15日
●［職場環境づくり］育児休業等制度のパンフレット配布
●［出産祝金、家族の職場見学会］

252 株式会社　渡辺工務店
隠岐郡隠岐の
島町栄町１１８
８

建設業 27名 2名 平成25年12月9日
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚休暇、子の看護・介護休暇
●［出産祝金、子の結婚祝金、家族手当］

253 株式会社　岩崎建設
出雲市佐田町
八幡原１０３－
１

総合建設
業

30名 3名 平成25年12月17日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護休暇］一人の場合１０日／年、二人以上の場合１４日／年、時間単位取得可
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、子の結婚祝金］

254
アースサポート株式会
社

松江市八幡町
８８２－２

廃棄物処
理業

116名 29名 平成26年1月17日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、職員アンケート実施
●［短時間勤務］小学校３年生以下
●［子の看護休暇］一人の場合７日／年、二人以上の場合１２日／年
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇
●［出産祝金、家族の職場参観日］

255 有限会社　岡田建設
雲南市吉田町
吉田２７１０－
１２

建設業 17名 2名 平成26年2月17日

●［短時間勤務］３歳に満たない子（５時間３０分まで短縮可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護休暇］一人の場合６日／年、二人以上の場合１１日／年、時間単位取得可
●［介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、子の入院見舞金］

256 株式会社　コンドウ
安来市広瀬町
広瀬396

建設業 21名 2名 平成26年3月24日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間、子の看護・介護休暇
●［出産祝金、入学祝金、子の結婚祝金］

257 ワルツ商事有限会社
出雲市白枝町
１１８５－１

サービス
業（廃棄
物処理

業）

23名 3名 平成26年4月3日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］誕生日休暇（本人）
●［家族手当、家族参加の火災訓練］

258 株式会社　田中建設
安来市西赤江
町４７３－１

建設業 16名 1名 平成26年4月16日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間
●［出産祝金］

259 島根水道株式会社
松江市宍道町
佐々布２１３－
２５

設備工事
業

56名 13名 平成26年4月21日
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［出産祝金、入学祝金、成人祝金］

260 株式会社　八雲水機
出雲市塩冶有
原町６丁目１

管工事
業・水道
施設工事
業・消防
施設工事

業

12名 2名 平成26年5月21日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［所定外労働の免除］小学校就学前まで
●［子の看護休暇］一人の場合７日／年、二人以上の場合１４日／年、時間単位取得可
●［介護休暇］一人の場合６日／年、二人以上の場合１２日／年、時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］育児時間
●［出産祝金］

261 株式会社　プラチナ
松江市八幡町
７９５－１

自動車販
売、整備

4名 0名 平成26年7月24日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］３歳に満たない子（５時間又は５時間３０分も可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

262 河野建設株式会社
浜田市三隅町
下古和１０００
－６

建設業 28名 3名 平成26年7月31日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、家族手当］

263 東洋ソーラー株式会社
松江市北陵町
４６－５

電気工事
業

48名 7名 平成26年8月18日

●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間～５時間４５分も可）
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児・介護
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の結婚

264
株式会社　島根県農協
印刷

松江市浜乃木
二丁目１０番５
２号

印刷業 72名 29名 平成26年9月2日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［独自の有給休暇制度］子の結婚
●［出産祝金］

265 有限会社　中田建設
安来市赤江町
１６４

建設業 26名 1名 平成26年9月12日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［始業・終業時刻の繰上・繰下］育児
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［家族手当］

266 有限会社　三沢建設
仁多郡奥出雲
町小馬木４３

建設業 4名 3名 平成26年10月10日

●［職場環境づくり］ノー残業デー
●［短時間勤務］３歳に満たない子（５時間３０分）
●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日／年、二人以上の場合１２日／年、時間単位取得
可　　　　　●［独自の有給休暇制度］育児時間、子の看護休暇（１割）

267 有限会社　春栄工業
松江市東津田
町１１２２

建設業 16名 2名 平成26年10月16日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、社内アンケート実施
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］半日・時間単位取得可
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268
有限会社　平田水道工
業

出雲市平田町
１３２１

水道工
事、土木
工事、そ
の他管工
事一式

13名 2名 平成26年11月7日

●［子の看護・介護休暇］一人の場合６日／年、二人以上の場合１２日／年
●［介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護休暇（1割）、育児時間（1割）
●［出産祝金、家族手当］

269 有限会社　植田建設
雲南市大東町
飯田１３０－２

建設業 35名 2名 平成26年11月7日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚、子の看護休暇
●［出産祝金］

270
社会福祉法人　島根県
社会福祉協議会

松江市東津田
町１７４１－３

社会福祉
事業

88名 54名 平成26年11月12日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、職員アンケート実施
●［子の看護］中学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護、介護休暇、産前産後休暇
●［子の費用手当］

271 有限会社　山﨑組
大田市久手町
刺鹿２２９０－
５

建設業 24名 3名 平成26年11月13日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

272 株式会社　宏田屋
松江市西嫁島
町三丁目３－
２２

建設業 13名 2名 平成26年11月13日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可

273 株式会社　伊原組
浜田市京町６
１番地

建設業 16名 2名 平成26年12月1日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［介護休業］１００日間の範囲内
●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間）

274
有限会社　千原コーテッ
ク

雲南市三刀屋
町三刀屋３３
－３

建設業 9名 3名 平成26年12月15日

●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［育児休業］１歳２か月まで
●［短時間勤務］小学校就学前まで
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［出産祝金、入学祝金］

275 有限会社　嘉村建設
出雲市宇那手
町３５５

土木工事
業

13名 2名 平成27年1月7日
●［職場環境づくり］ノー残業デー、子育て支援制度の相談窓口設置
●［就業時間繰上・繰下］介護

276 岩崎建設有限会社
出雲市塩冶町
１０７３－１

建設業 15名 2名 平成27年1月8日

●［介護休業］１８６日間の範囲内で取得可能
●［所定外労働の免除］５歳に満たない子
●［短時間勤務］５歳に満たない子
●［子の看護］中学校就学前まで、一人の場合１０日／年、二人以上の場合２０日／年、
●［介護休暇］一人の場合１０日／年、二人以上の場合２０日／年
●［出産祝金・入学祝金］

277 有限会社　門脇土建
安来市伯太町
井尻７９０－１
１

土木工事 16名 3名 平成27年1月16日
●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可

278 株式会社　佐々木組
浜田市相生町
３８８０

総合建設
業

17名 3名 平成27年1月22日

●［職場環境づくり］子育て支援制度の相談窓口設置
●［子の看護・介護休暇］時間単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子女の結婚
●［出産祝金・入学祝金］

279 株式会社　ＳＷＡＮ
松江市浜乃木
三丁目３番２６
号

介護福祉
事業

38名 26名 平成27年2月12日

●［短時間勤務］小学校就学前まで（５時間）
●［子の看護・介護休暇］半日単位取得可
●［独自の有給休暇制度］子の看護、介護休暇
●［出産祝金・結婚祝金（子）］

280 西行建設　株式会社
益田市高津６
－２２－２１

建設業 21名 5名 平成27年5月14日
●　[育児休業制度]一定の事情の有無に関わらず1歳6か月まで
●　[子の看護休暇・介護休暇]半日単位、時間単位での付与、取得可能日数が年7日

281 株式会社　佐藤組
松江市堂形町
７３７－３

建設業 92名 9名 平成27年5月29日
●　[介護休暇]半日単位、時間帯での付与
●　[独自の有給休暇制度]子の看護

282 株式会社　森本建設
益田市あけぼ
の本町９番地
８

建設業 26名 4名 平成27年5月26日
●　[職場環境づくり]総務担当者及び社会保険労務士による相談体制
●　[子の看護休暇・介護休暇]半日単位、時単位での付与
●　[出産・入学お祝い金、本人・家族等の入院見舞金]

283 株式会社内藤組
出雲市今市町
257番地１

総合建設
業

24名 3名 平成27年6月18日
●　[職場環境づくり]子育て支援制度等の相談窓口を設置
●　[出産祝い金・子の扶養手当]

284 株式会社　タケダ造園
出雲市下横町
４０２

造園工事
業

10名 6名 平成27年9月25日
●　[職場環境づくり」ワーク・ライフ・バランス委員会の設置
●　[出産・入学祝い金、まごころ子育て・介護応援制度]

285 有限会社　昌栄工業
松江市東出雲
町内馬１４１２
－１

建設業 17名 2名 平成27年10月26日
●　[子の看護休暇・介護休暇]半日単位・時間単位での付与
●　[年有給休暇の時間単位取得制度]


