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　女性の活躍で職場の魅力アップ
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平成30年 2 月14日開催の「
しまね働き方改革フォーラ

ム」で動画の発表を行いま
した。

女性がいきいきと働き続けやすい職場づく

りに取り組む企業や、そこで働く女性を、県

内の大学・高専・高校の学生・生徒たちが自

ら取材し、PR 動画を制作しました。

学生が県内企業や働き方への関心をもち、

さらに、企業への理解を深めてもらうこと、

また、これから働きはじめる学生が、どのよ

うな働き方に魅力を感じるのか、企業に知っ

てもらい、今後の職場環境の改善に活かして

もらうことを目指した取組みです。

動画については、「島根県公式チャンネル 

しまねっこ CH YouTube」で視聴できます。

県内学生・生徒　　しまね女性の活躍応援企業

「しまね女性の活躍応援
企業」

PR動画を制作しました
!!

◎会社概要
住 所 松江市竹矢町1343番地 1
業 種 建設業
従業員数 21名（うち女性 2 名）

行動計画
目 標

◦工事部に女性技能者・技術者を 1 名登用または採用する
◦女性技能者・技術者の就労継続を 3 年以上とする

アサヒ工業株式会社

10年以上前から若手社員の定着という点で課題を抱え、社員が働きやすい環境づくりに取り組ん
でいる。社長自ら「イクボス」として社員のワーク・ライフ・バランスの実現を後押ししており、
制度の充実とともに、それが利用しやすい社内環境整備にも努める職場づくりを高く評価され、こ
れまで数々の表彰を受けてきた。女性の活躍を推進するためには女性を支援するだけではなく、男
性を含めたワーク・ライフ・バランスの見直しが求められている。男性の子育てや家事への参画は、
女性活躍には重要なことである。男性社員の割合が高い職場であり、女性活躍推進のために、まず
会社でできることは男性社員への支援と考え、女性活躍に向けた行動計画を策定するとともに、改
めて男性を含めた社員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて取り組んでいる。男女や世代の
区別なく、誰もが平等で働きやすい職場環境を目指す。女性社員へのインタビューでは、女性活躍
推進の一環として現場に同行することも増え、現場の作業管理にも携わることになり、仕事は増加
したものの、現場で働く社員の力になることが自分の働くモチベーションになっていると話された。
取材中に随所で見られた社員の方々の様子や会話、私たちに気さくに話しかけてくださる姿や、場
を和ませる言葉は温かいもので、そういった瞬間を動画に収めることができればよかった。

企業の取組みについて学生レポート

取 材：島根大学法文学部行政学ゼミ
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◎会社概要
住 所 浜田市下府町388番地60
業 種 食品製造業
従業員数 約60名（うち女性30名）

行動計画
目 標

◦従業員アンケートの満足度を40%以上に向上させる
◦新規採用応募者数を 3 名以上に増やす
◦平均勤続年数を 1 年以上伸ばす

◎会社概要
住 所 益田市大谷町36番地 3
業 種 建設業
従業員数 160名（うち女性16名）

行動計画
目 標

◦総合職の女性の採用割合を20%以上とする
◦女性活躍のための課題抽出、職場環境改善のため女性
会議を年 1 回以上開催し、意見を集約し、安全衛生委員
会に報告

石見食品株式会社

大畑建設株式会社

工場内は夏場、蒸気で40度を超えることもあるため、昼休みにシャワーを浴び

て爽快な気分で仕事をしてもらいたいとシャワー室が設置された。勤務後、買い

物に行くことが多いという女性社員はもちろん、男性社員にも好評のようだ。

また、昨年高校を卒業し 4月から働き始めた女性新人社員は、性別関係なく

仕事面で支えあい協力して働いている感じがすると語る。どの社員に聞いても

社内の雰囲気が良く、先輩後輩でのサポートもでき、困ったことはお互いに支

えあって解決しているという言葉を聞くことができた。

この度の会社訪問で、女性はもちろん、全員が働きやすくなるような取り組

みが行われていることを知ることができた。将来、社会に出て働く私たち高校

生にとっても、働きやすい職場とは何かを考えるきっかけになった。

女性活躍を社内で進めるにあたり、会社の分析をしたところ、技術職の女性の採用があまりなかったことが課題だとわかった。その
ため企業説明会で女性社員に会社のPRをしてもらったり、更衣室の整備や、休暇制度の充実など働きやすい職場づくりを行っている。
総務部の方へのインタビューでは、女性男性に限らず採用しているが、女性は意欲的な方が多いという印象を受けるとのことだった。
女性社員からも女性が現場に増えることで仕事がしやすくなったり、現場が円滑に進むので働きやすいとか、育休制度が整っており、
制度を利用し、現場復帰した方もいるなど、女性が働きや
すい環境が整っているとの声が聞かれた。社会に女性が進
出している現代で、女性が活躍できる環境づくりが重要だ
と感じていたが、大畑建設は積極的に取り組んでおり、女
性が活躍できる場となっていると思った。私たちの作った
動画を見てくれた人に大畑建設の良さが伝わると良いと
思った。

企業の取組みについて学生レポート

企業の取組みについて学生レポート

取 材：石見智翠館高校放送部

取 材：島根県立大学総合政策学部久保田典男研究室
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◎会社概要
住 所 雲南市三刀屋町三刀屋1065番地 1
業 種 訪問看護
従業員数 9 名（うち女性 7 名）

行動計画
目 標

産後の職場復帰率を100%とする
男女ともに育児休業取得率を100%とする

株式会社
Community Care

社員のほとんどが女性なので、女性が働きやすいように全員が意識しているように感じることができ
た。訪問看護という重要な仕事を会社全体で協力して全力で取り組んでいる企業だった。所長と女性社員
の話を聞いた。所長からは女性活躍の取組みとして「定期的なミーティングの実施」「休みやすい雰囲気
づくり」「休憩室の整備」について伺った。また、今後のことについて、社員を増やし、安定した訪問看
護の提供を行いたいこと、社員に対しては若い社員が多いので、結婚、出産し、子育てをしながら一緒に
働きたいと思っていると答えてくれた。女性社員からは、看護の仕事は大変そうだと思われるかもしれな
いが、「人」対「人」の喜びとか、悲しみもあるが、大きな幸せを感じる瞬間があり、お勧めしたい仕事
だということ、今後、結婚、出産しても働き続けたい、子育てが看護にも自分の力にもなると思うので、
子育てもしたいと話してくれた。この取材を行うまで訪問看護って何をするのだろうと思っていたが、訪
問看護の重要性や様々な現状を知ることができた。また、実際に利用されているご家族にもお話を伺うこ
とができ、大変勉強になった。今回の動画を通して、多くの人に訪問看護というものがあるということを
知ってもらいたい。会社の様子はとても雰囲気のいい企業で、社員のみなさんの仲が本当にいいと感じる
ことができ、女性が働いていく上での環境はとてもいいと思った。社員がもっとよくしていこうという姿
勢も感じ、これから応援していきたいと感じる大変いい会社だった。

企業の取組みについて学生レポート

取 材：松江工業高等専門学校
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◎会社概要
住 所 松江市玉湯町玉造44- 2
業 種 宿泊業
従業員数 94名（うち女性52名）

行動計画
目 標

新規採用女性従業員の平均勤続年数を現況よりも更に
3 年アップさせる

有限会社白石家

白石家は「女性に喜ばれる会社を目指す」という経営理念に則っています。これに基づき女性客
や女性社員に喜ばれる環境づくりを徹底しており、全管理職の6割から7割を女性が占めています。
また、女性社員の意見や資格取得に対する支援も行っています。例えば、産業医についても以前は
男性だったそうですが、女性目線を考え女性に変更されました。実際に女性社員に話を聞いたとこ
ろ、更衣室の一新や育児休業などの制度の面でも、女性活躍推進のための取組みが行われています
が、何より自分の意見等が採用される点が働く上での意欲につながっているそうです。私たちが取
材してみて、女性社員がいきいきと仕事に臨んでいると感じました。疑問点や意見したところが反
映されやすく即座に腰をあげることができる環境づくりの取組みは女性に優しいという理念が根底
にあるからではないでしょうか。ロビー、客室など細部にまでこだわっており、お客様が快適な時
間を過ごす工夫がされていると感じました。また、このような企業を社会全体に浸透させていくべ
きではないかと考えました。

企業の取組みについて学生レポート

取 材：島根大学「ワークショップスキル入門」３班　
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◎会社概要
住 所 雲南市吉田町吉田1047- 2
業 種 食品製造業
従業員数 69名（うち女性28名）

行動計画
目 標

管理職に占める女性割合を30%以上にする
女性正社員の平均勤続年数を 2 年伸ばす

株式会社吉田ふるさと村

職場における女性の
活躍推進のための
取組みを行っています

⃝経営者、管理職などを対象としたセミ
ナー開催

⃝女性を対象としたスキルアップセミナー
や女性リーダー研修の実施

⃝女性活躍推進法に基づく一般事業主行動
計画策定支援のためのアドバイザー派遣

⃝女性が働き続けやすい職場環境や風土づ
くりにつながる「しまね女性の活躍環境
整備支援事業費補助金制度」

吉田ふるさと村は、多種多様な事業を展開しており、その一部を見せてもらったが、どの事業部
も雰囲気が非常に良かった。インタビューは、女性社員に入社の経緯や、子育てと仕事の両立、育
児休業中のことについて話を聞き、入社時は不安もあったが、みんなが家族のように接してくれた
ので楽しく過ごせたこと、子育てしながら仕事をすることの大変さを伺った。自分の仕事につい
て、今日はここまでしなくてはいけないと思っていても保育所の迎えの時間があり難しいこと、育
児休業明けに子どもが病気になり保育所から呼び出しがあった時は、自分も仕事復帰して頑張ろう
と思っていたところだったので、なんでこんな時に…と思ったが、気持ちを切り替え休みをとり、
子どもの看病をしたこと、子どものことで休みを取ることも多いが、申し訳ないと思わせないよう
な休みを取りやすい雰囲気が働きやすさにつながることが分かった。吉田ふるさと村は、農作物を
使った加工品の開発から販売、水道やバス事業など様々な分野で事業を展開しており、全く違う分
野のものもあるが、成り立っているのはすごいと率直に思った。会社の雰囲気も非常によく、働き
やすそうな企業だと感じた。女性活躍を進めていくにあたり、女性トイレの改修など施設内の改修
に加えて、現場の人の意見をどんどん取り入れるなど、意識を変えていくことも必要だと思った。

企業の取組みについて学生レポート

取 材：松江工業高等専門学校　
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「しまね女性の活躍応援企業」には、現在97社、３ 団体（2018 年 ３ 月 9 日現在）
が登録しています。それぞれが女性の採用や女性管理職の増加など具体的な
行動計画や数値目標を策定し、女性のキャリアアップ支援の充実や、子育てを
応援するための時短勤務の導入などを進めています。

企業名 所在地
（市町村） 業　種

株式会社
山陰合同銀行 松江市 金融業

モルツウェル
株式会社 松江市 小売業

株式会社島根銀行 松江市 金融業

株式会社
バイタルリード 出雲市 建設コンサルタント

株式会社長岡塗装店 松江市 建設業

国立大学法人
島根大学 松江市 学校教育

掛合タクシー 雲南市 旅客運送業

島根県農業協同組合 松江市 複合サービス事業

公益財団法人
しまね女性センター 大田市 サービス業

医療法人
佐藤クリニック 松江市 医療

石見食品株式会社 浜田市 食品製造業

株式会社金見工務店 松江市 建設業

有限会社高浜印刷 松江市 総合印刷業

カナツ技建工業
株式会社 松江市 建設業

アサヒ工業株式会社 松江市 建設業

有限会社
Will さんいん 松江市 教育事業、WEB 制作、

女性・地域支援

株式会社アート 松江市 総合イベント業、
レンタル業

高橋建設株式会社 益田市 土木建設業

森下建設株式会社 江津市 建設業

スリーハート・
リフレ 松江市 サービス業

有限会社石田工務店 江津市 建設業

有限会社シャルル 松江市 小売業

有限会社
木次ファーム 雲南市 畜産農業

一畑電気鉄道
株式会社 松江市 サービス業

久文建設株式会社 出雲市 建設業

株式会社
楓ジェラート 浜田市 飲食業

合同会社
カシュ・カシュ 出雲市 サービス業

企業警備保障
株式会社 松江市 サービス業

雲南建設株式会社 雲南市 建設業

島根ナカバヤシ
株式会社 出雲市 製造業

企業名 所在地
（市町村） 業　種

社会福祉法人
せんだん会 安来市 社会福祉業

社会福祉法人
雲南市社会福祉協議会 雲南市 社会福祉業

三光ビル管理
株式会社 益田市 ビルメンテナンス業

東京靴株式会社 松江市 小売業

大畑建設株式会社 益田市 建設業

松江土建株式会社 松江市 建設業

パール歯科 浜田市 医療

はつみ交通株式会社 松江市 運輸業

株式会社先前 浜田市 介護サービス業

第一明治工業株式会社 浜田市 サービス業

株式会社
吉田ふるさと村 雲南市 食品製造業

島根水道株式会社 松江市 設備工事業

日本海信用金庫 浜田市 金融業

金城開発株式会社 浜田市 スポーツ施設提供業

社会福祉法人
雲南ひまわり福祉会 雲南市 社会福祉事業

株式会社
CommunityCare 雲南市 訪問看護

飯石森林組合 雲南市 林業

有限会社吉原木工所 浜田市 建具製造業

株式会社
ソコロシステムズ 益田市 情報通信・教育訓練

社会福祉法人
ほほえみ福祉会 益田市 保育所型認定

こども園

学校法人 益田永島学園
明誠高等学校 益田市 学校教育業

株式会社メデュアクト 雲南市 専門サービス業

社会福祉法人
中須保育所 益田市 福祉事業

株式会社
CocoroRibbon 松江市 地元企業サポート、

プチママワーカー事業

有限会社白石家 松江市 宿泊業

合同会社農夢 益田市 農業

社会医療法人昌林会 安来市 医療

奥出雲観光 雲南市 一般貸切
旅客自動車運送事業

有限会社渡辺建設 飯南町 建設業

日新建設株式会社 益田市 建設業

◉企業登録

応援企業登録一覧
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企業名 所在地
（市町村） 業　種

公益財団法人島根県暴力
追放県民センター 松江市 サービス業

公益社団法人
益田市医師会 益田市 医療

サンベ電気株式会社 松江市 電気工事業

株式会社
玉造温泉まちデコ 松江市 小売業

有限会社あずま家具
住建センター

隠岐の
島町 卸売業、小売業

有限会社三松堂 津和野町 和菓子製造、小売業

曽田鉄工有限会社 松江市 製缶業

みひろ化成株式会社 吉賀町 製造業

有限会社
ドライブインはしもと 松江市 飲食サービス業

有限会社けんちゃん漬 出雲市 食品製造、小売業

いずも八山椒有限会社 雲南市 食品製造、小売業

華羅株式会社 雲南市 飲食業、小売業

有限会社徳建 雲南市 建設業、生活支援事業

木次乳業有限会社 雲南市 乳製品の製造、加工・販売、
酪農

有限会社井山屋製菓 出雲市 菓子製造、小売業

株式会社トリコン 邑南町 電子機器製造、販売

有限会社オーリー 松江市 サービス業

社会福祉法人愛心会 浜田市 社会福祉事業

旭日酒造有限会社 出雲市 清酒製造業、単式蒸留焼酎製
造業、全酒類卸

エステサロン PURLY 出雲市 サービス業

株式会社島根富士通 出雲市 PC タブレット製造

企業名 所在地
（市町村） 業　種

マエダプラスターズ 安来市 左官工事、エクステリア設計、
施工等

株式会社りそな銀行グループ
カスタマーセンター（島根） 出雲市 銀行コールセンター及びオペ

レーションセンター

丸永建設株式会社 安来市 総合建設業

有限会社
出雲観光タクシー 出雲市 旅客運送業

あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社島根支店 松江市 保険業

株式会社ますや 大田市 宿泊業

岩成工業株式会社 出雲市 建設業

隠岐島後森林組合 隠岐の
島町 林業

公益財団法人ヘルスサイ
エンスセンター島根 出雲市 専門サービス業

株式会社シノダ 安来市 機械部品加工業

有限会社ニチデン 出雲市 サービス業

株式会社レテック 松江市 サービス業

株式会社
かくれの里ゆかり 浜田市 宿泊業

公益財団法人
しまね自然と環境財団 大田市 サービス業

第一生命保険株式会社
島根支社 松江市 保険業

TERAMOTO
社会保険労務士法人 松江市 社会保険労務士業

しまね子育て応援企業
【こっころカンパニー】
仕事と生活の調和と子育てにやさし
い職場づくりに積極的に取り組んで
いる企業を「こっころカンパニー」
として認定し、特に子育て支援に関
する制度が充実し、育児休業や年次
有給休暇の取得率、時間外労働の状
況などの実績も優れている企業を
「プレミアムこっころカンパニー」
として表彰しています。

しまねいきいき雇用賞
県内企業の魅力向上、働きやすい
職場づくりを広めることを目的に、
雇用に関し優れた取組みを行う企
業を表彰しています。しまねいき
いき雇用賞の募集は、6～7月ごろ
の開始の予定です。

◉団体登録

企業名 所在地
（市町村）

島根県「道の駅」交流会 出雲市

日本塗装工業会島根県支部 出雲市

島根県ビルメンテナンス協同組合 松江市
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⃝お問い合わせ
島根県環境生活部環境生活総務課 男女共同参画室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL：0852-22-5245／FAX：0852-22-5636
E-mail： danjokyodo@pref.shimane.lg.jp

女性の活躍推進に向けて積極的に取り組
んでいる「しまね女性の活躍応援企業」の
うち特に優良な取組みを行っている企業を
知事が表彰しました。
受賞企業は社員のワーク・ライフ・バラン

スを進めるために、就業規則など制度の充
実や、休憩室の整備など、社員と話し合い
ながら働き続けやすく、活躍できる職場環境
づくりを行っていることが評価されました。

職場でいきいきと活躍するとともに、プ
ライベートも充実させている女性を、働く
女性のロールモデルとして顕彰する「しま
ね働く女性きらめき大賞」を新設し、第 1
回受賞者として、 ５名の方々を知事が表彰
しました。表彰を受けた方は子育てや地域
活動、趣味などプライベートも充実させな
がら、職場でも業務の改善などを積極的に
行うなど、周りの社員にもいい影響を与え
ておられます。県では、こうした働く女性
のロールモデルとなる方を広く紹介してい
くことにしております。⃝一畑電気鉄道株式会社

⃝有限会社Ｗillさんいん
⃝社会福祉法人雲南ひまわり福祉会　　　
⃝株式会社島根富士通

⃝株式会社山陰合同銀行
⃝高橋建設株式会社
⃝株式会社長岡塗装店　　　
⃝株式会社バイタルリード
⃝モルツウェル株式会社

受賞企業

第 1 回しまね女性の活躍応援企業表彰受賞企業

受賞者の皆さん （敬称略）

⃝安部寿鶴子（道の駅本庄企業組合）
⃝實重　温子（アサヒ工業株式会社）
⃝時耕　　彩（株式会社浜田あけぼの水産）
⃝林　　真弓（株式会社さんびる）
⃝増原　由紀（株式会社バイタルリード）

第 2 回しまね女性の活躍応援企業
表彰を行いました。

第１回しまね働く女性きらめき大賞
表彰を行いました。

誰
も
が
働
き
続
け
や
す
く
、
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
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に
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り
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む
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を
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て
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す
。


