


ますます進む少子化への対策

こんなにHAPPYな声が届いています!!

愛媛県認証マーク

改善策のひとつとして
「国」が平成15年公布、17年全面施行した

次世代育成支援対策推進法

国（厚生労働省）認定のマーク
（くるみん）

国や地方自治体だけでなく、企業にも働き方の見直しなど進めるた
めの計画（一般事業主行動計画）を作ってもらうことを取り決め。

行動計画を実施・達成し、かつ
9つの要件を満たすと、国の認
定を受けることができます。こ
ちらも広告や商品等で利用す
ることができます。

※このマークを企業PRとして広告・求人・商品等に利用することができます。

企業

地域・未来の人材 働く人

少 子 化 の 原 因

●晩婚化・未婚化（物質的豊かさ・価値観の多様化）
　　➡出産機会の減少

●核家族化（職業の多様化、サラリーマン世帯増加、首都圏への人口移動）
　　➡出産・子育て環境の変化（大家族減少、育児の孤立化）

●雇用環境の変化（終身雇用の崩壊、女性の社会進出等）
　　➡共働きの増加（母親の仕事・子育て・家事の負担大、保育園の不足等）

労働力人口の減少

企業の衰退・内需減

地域経済の衰退

両立支援とは男女問わず仕事と家庭生活の両立をしやすい職場作りが目的であり、
主に子育てや介護などをしている社員を対象としています。一方、ワーク・ライフ・バラ
ンスとは、「一人ひとりが仕事にやりがいや充実感を持ちながら責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に
応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指し、対象を全社員に広げています。
（ワーク・ライフ・バランス憲章より一部抜粋）

　少子高齢化、特に、人口減少社会を迎え、労働力人口の減少とそれに関連して消費者人

口の減少による内需経済の縮小が懸念されるなか、誰もが働きやすい職場環境を整備し、世

帯所得の増加による消費活動の活性化や人材の育成により企業の発展を図ることが重要

であり、大きな課題となっています。

　愛媛県が、平成17年10月に1000事業所に対して行った雇用環境に関するアンケートによ

ると、育児休業取得率は女性73％、男性1.5％となっており、5年前とほぼ同水準で、さらなる

利用促進が望まれていました。

　また、平成17年4月に次世代育成支援対策推進法が全面施行されましたが、一般事業主

行動計画の策定・届出の義務対象は従業員301人以上の企業のみで、300人以下の企業は

努力義務でした。（平成23年4月より義務対象が従業員101人以上企業へ拡大されます。）

　このような状況の下で、愛媛県はワーク・ライフ・バランスや両立支援の推進、中小企業に

対する一般事業主行動計画策定の一層の普及を目的として、平成19年8月、「えひめ子育て

応援企業認証制度」を設け、平成21年6月からは、愛媛県法人会連合会に委託し、「えひめ

子育て応援企業認証サポート事業」を開始しました。県下各法人会事務局に支援サポーター

を配置、個別訪問による認証制度の普及・支援を行い、平成22年12月末現在で150社が認

証を取得しており、現在も急激に増加しております。本事例集が、両立支援に取り組み、えひ

め子育て応援企業の認証を受けようとする企業の一助になれば幸甚に存じます。

　最後になりましたが、当該事業にご協力いただきました対象事業所のみなさま、関係機関の

方々に心から感謝申し上げます。

働き方の変化で、企業、働く人、地域・未来の人材の全てが幸せに！！

「両立支援」と
「ワーク・ライフ・バランス」とは？

優秀な人材がやめないですむ、
育てた優秀な人材が
後で戻ってくる・定着率アップ
（ラ・ブランシュ／／P.03-04参照）

「ボクもゆうの森ではたらきたい！！」
（ゆうの森／P.11-12参照）

地域のお祭りに参加、
内外ともに喜んでもらえた
（つわぶき荘／／P.19-20参照））

学生の反応がよく、
会社のＰＲになっている
（松山ヤクルト販売／／P.13-14参照）

仕事への
モチベーションアップ
（吉田塗装工業／／P.09-10参照）

心の健康が劇的に改善
プライベートの充実が
仕事によい影響
（田中技研／／P.15-16参照））

時間管理がうまくなる→
残業減、業務効率のアップ
（パルソフトウェアサービス／／P.05-06参照）

ラ・ブランシュ 有限会社 ミヤザキ Ｐ.03-04
株式会社パルソフトウェアサービス Ｐ.05-06
重松建設 株式会社 Ｐ.07-08
吉田塗装工業 株式会社 Ｐ.09-10
医療法人 ゆうの森 Ｐ.11-12
松山ヤクルト販売 株式会社 Ｐ.13-14
田中技研 株式会社 Ｐ.15-16
有限会社 介護支援サービス しろもと Ｐ.17-18
社会福祉法人 伊方社会福祉協会 つわぶき荘 Ｐ.19-20
学校法人 四国音楽学院 Ｐ.21-22
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❷認証企業事例

はじめに

目 次

どうして「えひめ子育て応援企業認証制度」ができたの?

（150社 ： 平成22年12月現在）

両立支援に取り組むことで
トライアングル効果！

国の方針を受けて300人以下の中小企業に仕事と子
育てが両立しやすい職場環境づくりを推進するため、
平成19年に愛媛県独自の認証制度をつくりました。

国の認定もあるよ!!
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　女性従業員が多く当初は結婚・出産を機にやめる

人もいました。その様なときに他の企業さんとお話

をするなかで、育児休業制度やその後の職場復帰な

ど事例を聞いて、うちも従業員の定着率を高めたい

と思いました。またその話を聞いたオーナーも興味

を持ち、両立支援のシンボルとしてえひめ子育て応

援企業の認証を取得してみようと考えました。

ラ・ブランシュ　（有限会社ミヤザキ）

オーナーシェフ

宮崎 俊一郎さん

お客様との長期的な信頼関係を築くきっかけに。

松山市南江戸2丁目6-25

（089）925-8805

http://www.la-branche.net/

66名（男性13名、女性53名）

25歳（男性25歳、女性25歳）

パティシエ、販売スタッフと
ラッピングスタッフ

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成21年7月1日～
平成23年6月30日の2年間

目標1　子どもを育てる労働者が気兼ねなく利用できる制度を設け、
　　　その周知を図り、多様な勤務体制を取れるような労働環境を整備する。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

洋菓子の製造、販売

従業員の定着率アップを目指して！

ご家族で来店されるお客様も多く、一緒に来られたお

子さんにも声をかけやすくなりました。また実際に子

育てを経験しその苦労が分かった分、今ではそれまで

以上に私ができることで同僚スタッフのために協力し

たいです。これから子どもを持つスタッフへ相談に乗

ったり、何か力になりたいと思います。

Ｑ 子どもを持って働くことで、仕事への姿勢って変わりました？

これから子どもを持つ同僚へ・・・

Ｑ 従業員が育児休業中のときや職場復帰前後に何かされていますか？

Ａ 育児休業中の従業員が買い物も兼ねてよく遊びに来てくれ、その時に子育てや子どもの

ことを話してくれます。また復帰前の打ち合わせと、実際に復帰後に現場でブラッシュア

ップしていきます。そのときは復帰前と比べて仕事の進め方など変化していることもある

ので、「以前はこうだった・・・」というのではなく、今のやり方に合わせてもらうように柔軟

に対応してもらっています。

進化し続ける職場

Ｑ えひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変わったことはありますか？

Ａ 両立支援ための社内整備が難しく、社会保険労務士さんに手伝ってもらいながら形を整

えました。仕事内容が実際は細かく覚えることも多いなか、経験者に職場復帰してもらう

ことは助かります。また従業員の中には働き続けたいと希望する者も多いため、制度を整

えて職場復帰者も増えたおかげで会社にとっても安定感が生まれました。また従業員が

ずっと働き続けてもらうことで、昔からのお客様との関係も築けることで安心感につな

がっていると思います。これは会社にとっても良いことだと思いますし、スタッフにとって

もやりがいを感じてもらっています。これまでに３人の育児休業取得者がいてそのうち２

名は２人目の育児休業を取得しています。普段からスタッフの仲が良く、子どもが急に体

調を崩したときでも自発的に助け合ってくれています。

今回のお話をうかがったのは

マダム  宮崎 和枝さん

●手作りのやさしい味わい。たくさんの若いスタッフががんばっている
お店です。真面目がうりです。会社にとってもそういうスタッフが多い
ことでお客様の信頼につながっています。

ちょこっと

わが社の P R

野原 佳保里さん ： 勤続6年
初の育児休業を１年取得。
３歳の子どもが一人、主に詰め合わせやラッピングを担当。

Let's

in ラ・ブラン
シュスタッフの声

スタッフ

La Branche de la Haie 三越店

La Branche

新玉小町探検隊

La Branche de la Haie 本店

以前は早番で18時まで、遅番だと21時までの勤務でしたが、現在は15時までの

短時間勤務にしてもらっています。その後、子どもを保育園に迎えに行っていま

す。遅い時間だとご飯や後片づけが終わった後は子どもと過ごす時間が少なく大

変ですが、早めに帰らせてもらうことでご飯や後片づけをした後も

子どもと一緒に遊ぶ時間もあり、気分的にもゆとりが持てること

で、“明日もがんばろう”という気持ちにもなりました。また、そのよ

うなシフトを組んで対応してくれる会社や同僚スタッフにはとても

感謝しています。

また、子どもが働いていることを理解してくれて、以前は「仕事に行

く」というと不安を感じていたようでしたが、今ではどこに行くか分

かるようになったようで子どもの成長を感じられて良かったです。

Ｑ 職場復帰後の生活はいかがですか？

明日も頑張ろう！

Ｑ 初めての育児休業を取得されましたが、
 利用することや不安などはなかったですか？

最初は育児休業を取れるとは思っていなかったのですが、会社から

声をかけて頂いて背中を押してもらうことで、ラ・ブランシュで初の

育児休業を取得できました。仕事を続けたかったので、とてもありがたかったです。以前はシフトによって

は日曜日も働いていたので両親も当初は不安に思っていましたが、会社に配慮してもらい日曜日はお休

みを頂いて、今では両親も安心していますし、また「仕事が続けられて良かったね」と言ってくれています。

また子どもの行事の際には事前に相談することでシフトを考慮してくれ対応してもらい、感謝しています。

会社の後押しがあったから・・・
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株式会社パルソフトウェアサービス

代表取締役

高市 眞一さん

社員とともに、所得倍増！ 残業ゼロ！ を目指して

松山市天山3丁目10-31 第二くつなビル

（089）932-7520　FAX（089）932-7516

http://www.palsoft.co.jp

67名（男性53名、女性14名）

35歳（男性35歳、女性33歳）

システムエンジニア、プログラマー
ネットワークエンジニア
インストラクター、総務人事・営業

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成21年9月1日～
平成24年8月31日の3年間

目標1　育児短時間勤務制度を周知し、利用促進を図る。
目標2　家族のふれあい確保と所定外労働削減のため、
　　　　　　　　　　　　　　ノー残業デーを毎週水曜日に設定する。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

コンピュータ、ソフトウェア開発・販売

従業員こそが大切な財産・・・育てて、失わないこと

Ｑ 社会に対して、また自分自身のこれからについて何かひと言！

男性はもっと育児をしよう。

朝日さん: 私自身に言い聞かせることでもありますが、「男性はもっと育児をしよう」。仕事も子育ても両方し

ているから楽になると感じますので前向きにとらえてほしいです。

東灘さん:独身時代は子育ての気苦労なども気づきにくかったのですが、私自身が経験

してよく分かったので、今後後輩を育てるいいきっかけになったと思います。

 　　　 また、男性ももっと休みを取って欲しい。奥さんは特に子どもが小さいうちは

「早く帰ってきてほしい」と思っています。早く帰りましょう（笑）

Ｑ 社長ご自身の子育て観をお聞かせください。

Ａ 子どもは親の背中を見て育つもの。“三つ子の魂百まで”と言いますが父親は子どもが小さ

いときに見せる・関わることが大事だと思います。また、子どもの成長の過程での転機や節

目で助言ができるよう、親自身が勉強をする必要があります。二人の子どもには“頑張れば

報われる” “一歩先のことを考えて、そのために今何をすべきか”ということを教えました。

 また、私の世代は「旦那が稼いで奥さんが家を守る」というスタイルが多く、また私自身も

それでやってきた経緯もありますので、男性の育児休業にはまだ抵抗があるのが正直なと

ころですが、これも時代の流れなのでしょうね。

あらゆる変動に負けない、強い会社に。

Ｑ 会社の目指すところを教えてください。

Ａ 今の時代はゆとりがなく、生活のためにただ働くという感じがします。しかし、人生はそれだ

けではなく余暇、趣味を持つことが必要です。そのためにはリタイアしてからでは遅く、今か

らその準備をすることが大切。そのために従業員には時間を作るための知恵を出してほし

いと望んでいます。結果、効率的に仕事をし、ワーク・ライフ・バランスにつながっていくので

す。（今後は業務効率を図るための管理ソフトを導入し、仕事の仕方や密度を見直す予定。）

 また、世の中はどんどん変化しているのですから、ともに企業は変化し続けることが必要だ

と感じています。従業員と共に目指すところは「所得倍増！残業ゼロ！」。変動に負けない強い

会社にすることは、従業員が安心して働ける・生活できることにもつながっています。

左）東灘 真希さん
 （サービス部インストラクターリーダー）： 勤続約8年
 育児休業を利用して復帰、2歳の女の子のママ。

右）朝日 英和さん（第二システム部リーダー）： 勤続約3年
 昨年（平成22年）7月にお子さん誕生。転職入社。

Let's

in パルソフト
ウェアサービ

ススタッフ座談会
座談会メンバー

　当社のような中小企業では、経営資源（ヒト・モノ・カ

ネ・情報）はナイナイづくし。その中でどうにかできるの

は人的資源です。従業員がイキイキと働き、伸びる環境

を整えることが顧客満足の向上と企業の発展に繋がる

と思っています。例えば、新人が戦力となるには2～3年

かかります。そうして育てた、レベルアップした人材を

失うことは会社として大きな損失。「育てて、失わない」

一つの手段がこの両立支援だと考えています。この経過

でえひめ子育て応援企業の認証を取得しました。

　また、この流れでリーダーと社員との間でコミュニケ

ーションが密となり、情報共有化が進みました。残業も

含めて仕事の仕方をより効率的に変える姿勢になって

います。また、有給休暇も取りやすくなっているようで、

あわせて助け合う風土がでてきています。

●ⅰ Padで問診！ タッチパネルの問診票 BEAR－Dを
　愛媛大学医学部附属病院と共同で開発。
　お年寄りや子どもにもやさしく、現場の負担も軽減、
　待ち時間も有効活用♪

ちょこっと

わが社の P R

Ｑ 会社の取組み（制度促進、ノー残業デー）についていかがですか？

アラームで時間を意識するように！

Ｑ 子どもを持って働くことで、普段の仕事や生活に変化はありましたか？

朝日さん: 独身の頃は生活がダラダラしていましたが（笑）、今では規則正しい生活になり、3食きちんと食べ

るようになりましたし、夫婦でスケジュールを話す機会が増えました。また、子どもの顔を見る喜

びもありますので、家に帰る楽しみがあります。

東灘さん: 独身の頃は、「テレビを見たいから帰る」くらいで何時までに帰

らなければならないという意識もなく、残業をすることに対して

特に考えてはいませんでした。しかし子どもを持つことで仕事の

段取りや工夫を考えるようになりました。「誰かのために」とい

う意識は大きいですよね。あと、勉強する時間が取りづらくなっ

たのは期間限定の悩みでしょうか。

誰かのために働く、という意識。

パソコン教室

社内風景

手作りポスター

20周年記念「社員の夢!!」

東灘さん: 一昨年9月に育児休業から復帰しました。しばらくは子どもの病気や環境の

変化でいっぱいいっぱいでしたが、家族との連携や職場のメンバーの気遣い

に助けられました。9時、12時、13時、15時、18時と21時にアラームが鳴りま

す。全員がチャイムと同時に行動をすることはないですが、各自が時間意識を

持つようになりました。私も子どもの迎えがあるので、定時に帰っています。

朝日さん: 以前はずるずる遅くまで働いていましたが、今はノー残業デー導入がきっかけで時間

を意識するようになりメリハリをつけて働くようになりました。また、他の部門のリー

ダーと自発的に業務調整するよう意識が変わり、「個人のスキルでやっている仕事」か

ら「チームでの仕事」に切り替わっていると思います。

 以前の職場と比べて、パルでは従業員の生活や家族のことにも配慮があります。昨年

子どもが生まれたこともあり、水曜日のノー残業デーだけでなく日頃から早く帰る意

識は持っています。妻がちょっと外出したい時は私が子どもの面倒をみることで、妻に

とってはいいリフレッシュになっているようです。
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重松建設 株式会社

代表取締役社長

重松 宗孝さん

働くパパたちに家族団らんを！

今治市常盤町4丁目7-6

（0898）22-2566　FAX（0898）22-2654

http://www.shigematsugroup.co.jp/

12名（男性8名、女性4名）

42歳（男性50歳、女性28歳）

営業（新築・リフォーム）、設計、CAD、
現場監理、経理、総務、事務

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成18年5月1日～
平成23年4月30日の5年間

目標1　育児休業制度の利用促進を図る。
目標2　従業員間の協力体制を整え、子どもが生まれる際の父親の休暇制度（2日間）の取得促進を図る。
目標3　男性の育児休業取得者を1名以上にする。
目標4　ノー残業デーの実施。
目標5　育児休業を取得した従業員が職場復帰しやすいよう、定期的に情報提供を行う。
目標6　家族参観日を設ける。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

総合建設業全般（設計・施工・請負）、
官公庁工事、リフォーム

子育て世代のお客様と従業員

Ｑ えひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変わったことはありますか？

Ａ 「働くパパたちに週に一度は家族団らんを！ 」をコンセプトに、親子の絆を意識してもらい

たいと思い、週に一度のノー残業デーを実施しています。そのために終礼を行うときに、

「いつまでに帰るか」を目標として報告してもらっています。これをきっかけにその時間ま

でに業務を終わらせるために、従業員全員がこれまで以上に時間を意識してタイム・マネ

ジメント力が向上しました。また、普段の業務も効率化して改善しました。

「今日は●時までに帰ります」＝そのためにどうする？

Ｑ 両立支援は会社にとってメリットがありますか？

Ａ これまでに両立支援と仕事を連動させるために会社の懸案は特にはなかったですが、こ

れから生産人口が減少していく中で女性の力が必要になると思います。またそのために

男性が育児・家事の協力をしていくことが大切だと思います。最初は従業員の中には休暇

を取ることで昇進や昇給などの面での不安感を持つこともあったと思いますが、弊社で

は、そういった不安感を取り除き、休暇を取りやすくするために仕事をペアで行いお客様

や業務情報を共有し、同僚同士がお互いに助け合っています。このような社内体制（シス

テム）を作ることで有休などを取らせるようにしています。これが会社力であり、組織力だ

と思います。

グループ会社

愛媛不動産情報株式会社：不動産仲
介、総合不動産・建築業全般、分譲地
販売

　えひめ子育て応援企業の認証を取得したきっかけ

は、二つの理由からです。一つは子育て世代にも住宅

を供給しているためにお客様に認証の取得を機にこ

れまで以上に親しみを持ってもらい、信頼感を得るき

っかけにしたいということ。もう一つは子育て世代の

従業員と将来の子育て世代の従業員のために、両立支

援の目標を立てて具体的に“目に見える化”にするこ

とでより働きやすい職場にしたいと思ったからです。

部署トレードの日

ミーティング

女性チーム

週に一度のノー残業デーの日は17時までに仕事を終わらせ帰らせてもらっています。情報共有がしっ

かりしているので、各自が周りの事を考えながら希望の日を選び、ノー残業デーの日を設定していま

す。ノー残業デーの制度があるためにここでは週単位で仕事のことを考えるようになり、タイム・マネ

ジメントを強く意識するようになりました。また職場のみんなもノー残業デーの日は定時に帰ること

に理解があり、帰りやすい雰囲気です。

Ｑ ノー残業デーについてはどうですか？

ワーク・ラブ・バランスも充実？

山下 こころさん ： 平成22年7月に入社
リフォーム部門の事務を担当。

Let's

in 重松建設
スタッフの声

スタッフ

Ｑ 会社の取組みについて、いかがですか?

昨年7月に入社したのですが、ここでは個人のシフトでお休みを組み立てて

いて、また（業務の情報共有がしっかりしているので）ほかの会社と比べて急

な用事でも休みが取りやすいと思います。面接時に「育休・有休は取ってね！」

と社長に言っていただきました。前の職場は取りづらかったのですが、ここ

ではトップ自らがワーク・ライフ・バランスの意識があり、好印象を持ちまし

た。そして入社してからは社長が従業員やその家族の誕生日に商品券をプ

レゼントしていることを知り、従業員や家族をとても大切に考えてくれているんだなと思いました。将

来、結婚・出産をした後も働き続けたいと思っていますので、そのときはやはり従業員を大切に思って

くれる会社で働きたいと思います。その分、この会社に貢献できるようがんばって働きたいです。

社長の意識が違う！と好印象を持ちました。

彼と相談してできるだけお互いの都合の良い日に合わせてノー残業デー

の日を設定しています。なので、一緒にご飯を食べに行ったり、映画を見に

行ったりして楽しんでいます。

Ｑ その日はどのように過ごされていますか？

Ｑ 従業員同士の連携はどうですか？

将来、子育てをしながら働けると確信！

部門ごとに週に一度のミーティングを行い、月2回、全従業員での会議を行ってい

ます。また毎日、業務日誌を書いています。それは取締役の方全員が目を通してい

ます。このおかげで全従業員がお客様や業務の進捗状況など情報を共有して、お互

いに仕事の助け合いを行っています。普段から情報共

有を密にしているので将来の育児休業を取るときや子

育てをしながらでも仕事をしやすいかなと思います。

●昭和29年創業の建築会社。子育て中のママの声が
詰まった家づくりを行い、子どもと周りの大人みんな
が幸せでいられる環境作りをサポートしています。

●「バリィさんの家」（共働き家庭向き）を展開中！！

ちょこっと

わが社の P R
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吉田塗装工業 株式会社

（従業員・お客様・地域社会の）笑顔の見える経営を目指して。

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成21年11月1日～
平成24年10月30日の3年間

目標1　子どもの出生時における父親の休暇取得を推進。
目標2　産前・産後休業、育児・介護休業などの制度の周知。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

各種ブラスト工事及び重防食塗装工
事、産業機械・運搬機械・鉄骨・橋梁・
各種プラント等、鋼構造物塗装工事、
住宅リフォーム・ビル外装塗装等、総合
メンテナンス工事
重防食事業部（新居浜工場・西条工場）・
リフォーム事業部　リフォーム全般

ソフトなイメージを持ってもらいたい。

Ｑ 認証取得を一つの機に、どのような企業を目指されていますか？

Ａ 「笑顔の見える経営」の理念のもと、利益向上と給料アップ、それと同時にワーク・ライフ・

バランスに理解のある企業として、従業員が笑顔で楽しく働いている雰囲気でお客様と

お付き合いしてもらいたいです。そして全従業員が笑顔になり、ひいては取引き会社、地

域社会までもが笑顔になって頂くことを目指しています。地域社会への貢献活動として、

年に1回協力業者さんとともに清掃活動をしています。

初の女性営業職も採用!!

Ｑ えひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変化はありますか？

Ａ 従業員が家族旅行や子どもの行事に参加する機会が増え、ワーク・ライフ・バランスを実

感するようになったようです。そのために休みの前日までにやることをしっかりやり、ま

た協力しあったりして、従業員が時間管理をしっかり行いながらONとOFFの区別ができ

るようになりモチベーションがアップしました。また、これまで社長が希望していた営業

職に初の女性従業員を今年（H23年4月）採用予定です。

今回のお話をうかがったのは

情報管理部長  吉田 美也子さん
初めての育児休業を取得されました。

後藤 正昭さん ： 勤続5年
リフォーム事業部リフォームアドバイザー。
小6、小1の2人の女の子のパパ。

Let's

in 吉田塗装工
業スタッフの声

スタッフ

●吉田塗装工業株式会社（リフォームよしだ）は業務を通じてお客様
に笑顔になっていただくことをモットーと考えております。また、お客
様の笑顔を通じて社員さんにも笑顔になってもらうことを最高の喜
びと考えております。

●【鉄をサビから守り、家を水から守り、地球を温暖化から守る業】と
【生活空間とライフスタイル提案業】ちょこっと

わが社の P R

Ｑ 会社の取組みについて、いかがですか？

営業職と言うこともあり基本的にはお客様のご都合に合わせていま

すが、同僚の協力もあってできるだけ子どもの運動会や授業参観など

学校行事に参加しています。また会社が子育てに理解があるおかげ

で子どもの春休みや夏休みにあわせて、お休みを頂いて家族旅行に

も行けています。但し、そのためには自己管理が必要で、「前もって自分ですること」と、「同

僚にお願いできること」などを考えます。おかげで家族と一緒に楽しい時間をすごせて、私

自身がリフレッシュできて仕事へのモチベーションもアップできました。

モチベーションアップ↗

Ｑ 子育てにかかわりながらのお仕事はいかがですか？

部長を中心に部署のみんなで相談しながら、その週のシフトを組んでいま

す。ただ子育て中の従業員には子どもの行事にあわせて、みんなの協力で

優先してシフトを組んでもらっています。部長が寛大で、休みを申し出ると

快く承諾してくれるため、気兼ねなくお休みを取れています。なので子ど

もの学校行事には参加がとてもしやすいです。

現在、リフォーム部には2人の子育て予備軍がいま

すが、今まで協力してもらっているので、この2人に

子どもができたときにはぜひとも育児休業取得などに協力したい

です。私だけでなく子育て世代はみんながそう思っています。普段

から子どもの近況などをみんなと話したりすることもあり、仲がよ

い証拠でもあると思います。

子育て予備軍に、いつか協力したい・・・

町内会の清掃中

認証マーク、利用しています！

笑顔の従業員

新居浜市西の土居町1-3-42

（0897）33-8851　FAX（0897）34-5127

http://www.yoshida-ypc.jp/

38名（男性31名、女性7名）

38歳（男性37歳、女性42歳）

リフォーム・アドバイザー、
工場現場従業員、事務員

Ｑ 家族の反応や休日の過ごし方はどうですか？

土日がお休みの時には家族と一緒にショッピングに行きます、上の子どもがハンドボール

をしているので練習や対外試合のときには、近所の子どもたちも一緒に乗り合わせて、送

り迎えをしています。また料理を作るのが好きなので休みの日にはお昼からパン生地をこ

ねるところから始めて、夕食には焼きたてパンとシチュ

ーを作って食べたりします。食べながら家族による品評

会が始まるのですが、やはり焼きたての手作りパンとい

うのはとてもおいしく、家族には大好評です。

パパの手作りの焼きたてパン

従

ス

いたい。

　以前から従業員が働きやすい会社にしたいと考え

ていました。塗装・リフォーム業ということもあり

比較的男性従業員が中心となりがちなので、周りの

方にソフトなイメージを持ってもらいたいと思いま

した。また笑顔の見える経営を理念としていますの

で、従業員に仕事だけでなく家庭やプライベートも

大切にしてほしくて、自然と両立支援に取り組む流

れになりました。

　いつもは認証ステッカーを営業の社用車に貼って

ＰＲしています。弊社のＨＰにも認証マークをのせイ

メージアップにつながればと思います。

代表取締役社長

吉田 達哉さん
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医療法人 ゆうの森

理事長

永井 康徳さん

非常事態発生！ そこから生まれたチャンス

愛媛県松山市別府町444-1

（089）911-6333　FAX（089）911-6334

http://www.tampopo-clinic.com/

70名（男性16名、女性54名）

37歳（男性41歳、女性36歳）

医師、看護師、理学療法士
作業療法士、介護支援専門員
介護福祉士、鍼灸マッサージ師、事務

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成21年11月1日～
平成24年10月30日の3年間

目標1　子どもが生まれる際の父親の休暇取得の促進。
目標2　育児休業から復帰する職員に、職場復帰支援制度の検討。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

訪問診療を専門に行う「たんぽぽクリ
ニック」・「たんぽぽ道後クリニック」を
中心に「訪問看護ステーションコスモ
ス」や「居宅介護支援事業所コスモス」
「訪問介護事業所コスモス」「はりきゅう
マッサージ治療院クローバ」を併設する
在宅医療専門の医療法人

すべてはコウノトリの旋回から始まりました…

塚本さん: 男の子3人なのですが、とにかくかわいくて！（働いている分）接するのは短いですが濃厚な時間を過

ごしています。休日は子どもたちとの時間に費やし、公園に行ったりします。子どもが、「お母さん、仕

事楽しいんやろ？見てたらわかる！」「僕もゆうの森に入りたい！」と言ってくれてますよ！

 一　同 : おおー！未来の労働力もゲットですね！

 楠さん : 私も、子どもとの限られた時間はかなり濃厚に過ごしています。保育園の行

き帰りは歩きながらたくさん話をします。また、「お母さん、いっぱい働いて頑

張ったね！」と、働いているからこそ聞ける、子どもからの言葉ももらえます。

須田さん: 仕事を抱えての子育てをする中、子どもとのコミュニケーションに悩んだり

迷ったりすることもありますが、でもやはり、子どもに働いている背中は見せ

たいなと思っています。

Ｑ 子どもさんとの関係はいかがですか？

僕もゆうの森に入りたい！

  楠 さん: 以前勤めていた職場は帰りづらく残業はあたりまえで、余談も多くダラダラしてました。今はメリハ

リがあって、明日の仕事と今日の仕事の区別をきちっと心がけるようになりましたね。

塚本さん: 独身の頃は、仕事が好きだったこともあり遅くまで残っていました。で

も、子どもを持って働くようになってからは定時に帰らなければいけな

くなったので、うまく時間を使うようになりました。早く終わったら、他

人の仕事も声をかけて助けるようになりましたよ。

須田さん: 断然時間の使い方がよくなりました。いつ休むかわからない、ということ

を考えて、いつ休んでも大丈夫なように先々を見るようになりました。

Ｑ 子どもを持って働くことで、仕事への姿勢は変わりましたか？

ダラダラからキビキビへ

Ｑ 両立支援は法人にとってメリットがありますか？

Ａ もちろん、大いにあります！ まず「無駄なコストが減った」ということです。

 子育てをしながら仕事をしている職員は、決まった時間で効率的に働こう、という意識を持

っているので残業はほとんどありません。時間を無駄にせず、早く帰る組織として定着し、い

い仕事に繋がっています。

 だからでしょうか、当法人の子育て職員の離職率はゼロです。また、両立支援に取り組むこ

とや職場づくりについてHPなどで企業アピールをしているため、HPを通じての求職の応募

も増加し、優秀な人材に恵まれています。もったいないことにお断りをしているくらいです。

コスト減と、驚きの離職率ゼロ!

Ｑ えひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変わったことはありますか？

Ａ この認証を受けて、というよりも、この両立支援に取り組み始めて、これが職場風土づくり

になくてはならないものだった、ということに気づきました。多数の職員が育児休業を取

り始めた頃、正直、法人もですが、取得する側も残っている側にも双方、あせりや緊張感が

ありました。そんな中、育児休業取得者同士のコミュニティが芽生えたり、連絡を取り合っ

たりする動きが出始め、必然的に働きやすく、助け合う風土づくりに繋がっていきました。

 そしてそれがますます良い仕事になり、患者さんへの良い対応になり、サービスの質の向

上に繋がっていると感じています。

今回のお話をうかがったのは

専務理事  木原 信吾さん
スタッフさんの子守もされる
イクメンとしても？好評でした♪

左）塚本 ひとみさん（看護師）： 勤続約4年
 育児休業、看護休暇利用。3人の男の子のママ。

中）楠 涼子さん（作業療法士）：勤続約5年
 育児休業2回、看護休暇利用。

右）須田 名奈さん（ケアマネージャー）： 勤続約8年
 ゆうの森初の育児休業利用者。
 2人を続けて出産して合計3年間取得。

Let's

in ゆうの森
スタッフ座談会

●在宅医療専門の医療法人として患者様が安心してご自宅で療養
できる環境や地域作りを目指し、様々な取組みを行っています。医
療・介護関係者や一般の方々を対象に、講演会や講習会を積極的
に実施しています。

●昨秋で設立10周年！
ちょこっと

わが社の P R

Ｑ ゆうの森さんは職員のための育児支援制度が充実していますが、
 利用することやタイミングにためらいなどはなかったですか？

須田さん: 最初の育児休業利用者として、3年間利用しました。はじめは法人が代わりの人を雇う必要もあるのでは

ないかと思い躊躇したのですが、後の人が制度を利用しやすいようにと思い、育児休業を取得しました。

法人からも「早く戻ってこい」とは言われず、3年後には周りの協力を得ながらスムーズに復帰できまし

た。そんな経緯もあり、育児休業を取る人やチームのみんなに恩返ししたい気持ちでいっぱいです。

  楠さん: 私が取得したときには、ちょうど同じチームの同僚が入れ違いでした（笑）ので、

とにかく引き継ぎが大変でした。利用者さんにご迷惑をかけないよう、妊娠中か

ら同僚と定期的に会ったり連絡をとったりしてコンビネーションを深めました。

それによって信頼感も芽生えました。

塚本さん: たしかに、頭数は必要なので大変なこともあります。ですが、自分もしてもらった

のだから、ちゃんと返していこう、と心から思えているので問題はありません。

信頼の醸成と恩返しの気持ち。

　在宅医療という専門業態のため、職員は20代後半

以降の経験者が多いのですが、開設して数年した頃、

「クリニックの上空でコウノトリが旋回している？！」

と思えるほど、6～7人の妊娠・出産時期が重なるとい

う法人にとっての非常事態が起こり、それが育児休

業制度の両立支援を考えるきっかけとなりました。

　女性が多い職場ということもあり、法人の成長とと

もに両立支援を整えていくなかで、“えひめ子育て応

援企業”を一つのシンボルとして、働きやすい風土づ

くりに取り組むと共に、HPなどで企業アピールをし

ています。

座談会メンバー

訪問診療の様子

ドクターとリハビリスタッフの打合せ

朝のミーティング
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松山ヤクルト販売 株式会社

ワーク・ライフ・バランスを機に個人の成長の糧へ。

松山市千舟町1丁目4-8

（089）941-8960　FAX（089）945-0589

http://www.matsuyama-yakult.co.jp/

55名（男性32名、女性23名）

43歳（男性45歳、女性41歳）

宅配営業、直販営業、総務、物流

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成22年3月1日～
平成24年2月29日の2年間

目標1　所定外労働時間を削減するため、2週間に1回ノー残業デーを実施する。
目標2　誕生月の休暇取得を促進する。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

乳製品・ジュース清涼飲料・化粧品卸
売販売

健康応援 NO.1 企業

Ｑ ワーク・ライフ・バランスについてはどのようにお考えですか？

Ａ 人生の限られた時間をどうのように充実させるかが大切で、従業員やヤクルトレディー

さんのキャリア・アップに繋がるようにワーク・ライフ・バランスを連動させて個人の成長

の糧にしてもらいたいです。そのためにこれまでの指示・命令する管理統制型の経営から

従業員自らが気付き、考え、行動する支援応援型の経営へと社内体制を移行しています。

他県の同業企業で残業をせずに業績をのばしている企業があります。社内で情報を共有

し、常に危機感を持ちながら目標を設定しており、今後の参考にしたいと思っています。

笑顔のあふれるサービスにつながる

Ｑ えひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変わったことはありますか？

Ａ 誕生日休暇を実施して最初は躊躇していましたが、月初めの朝礼でその月の取得予定者

をお祝いすることで、今では取りやすい雰囲気になりました。またノー残業デーの導入で

タイム・マネジメントを意識し、定時に終わるように本人の集中力のアップや部門間の協

力も進んでいます。それぞれのチームや部門で良い変化が現れて、従業員が自発的に考え

行動し、楽しい職場づくりができています。それが従業員・ヤクルトレディーさんそしてお

客様へと笑顔のある接客に繋がっていると思います。

左）清家 洋さん（宅配営業担当）： 勤続7年9ヶ月
 4歳と2歳の2人の男の子のパパ。

中）渡部 守英子さん（総務担当）： 勤続3年9ヶ月

右）田村 和貴さん（総務担当）： 勤続13年8ヶ月
 2歳の女の子のパパ。

Let's

in 松山ヤクル
ト販売スタッフ座談会

●健康応援NO.1企業を目指しています。ヤクルトの卸売販売だけで
はなく、健康についての講演会を催したり、従業員、自らが地域活動
に参加したりと、従業員のワーク・ライフ・バランスを支援しています。

ちょこっと

わが社の P R

座談会メンバー

従

ス
代表取締役社長

塩出 卓一さん

　もともとはヤクルトレディーさんを含め働く主婦の

環境整備のために、社内託児所を設けていました。現

在は0歳から預けられて場所や時間も都合がよく、子

どもの教育面や経営効率面から考えて、外部の託児

所を利用してもらい保育料の支援を行っています。ま

た“健康応援NO.1企業”というビジョンのもとに子育

てを含めての労働環境の整備を行いワーク・ライフ・

バランスに取組んでいます。その一環として認証を取

得しました。

Ｑ 両立支援は会社にとってメリットはありますか？

Ａ 以前にはなかったですし考えられないことでしたが、従業員から自発的に声が上がり、リ

レー・フォー・ライフにチームとして24時間参加しました。ワーク・ライフ・バランスが取

れ始めたことで仕事だけでなく社会や趣味にさらに興味を持つようになったのかなあと

思います。またヤクルトレディーさん約160名が参加してのガン予防や検診についての講

演会を実施しました。こうした事をきっかけとして、人としての成長につなげてほしいで

す。　※地域社会全体でがんと闘うための連帯を育む場として、世界的に行われているウォーキング。

※

Ｑ ノー残業デーの日を利用されてどうですか？

清家さん: 正直、仕事に困ることもなくはないですが、その日は時間管理をしっかりして以前と比べて仕

事の効率も良くなりました。やろうと思えばできる。また、子どもと遊ぶ時間が増え、一緒に近

所に出かけたり、家族と食事に出かけたりもします。妻も喜んでくれています。社会人になる

と学生時代と比べて長期休みが少ないので、ノー残業デーの前はちょっとした楽しみです。

田村さん: 普段は7時ごろに帰ると子どもが9時頃に寝るために、子どもとふれあう時間があまりない

のですが、ノー残業デーの日に5時半に帰るとその分子どもとゆっくり過ごす時間ができま

す。妻にとっても気分転換になると思いますし、子どもも

早く帰宅した日は遊んでくれると思い、なついてくれます。

渡部さん: ノー残業デーの日は早く仕事を終わらせて5時に帰ろうと

朝から意識しています。夕方はウィンドショッピングを楽

しんだり、友達と待ち合わせてご飯を食べに行ったりして

満喫しています。

ちょっとした楽しみ！

清家さん: 最近女性の営業職を採用しています。キャリアを積んだ彼女た

ちが、育児休業を取得しながら働き続けることができる環境を

整備したいと思っています。また、就職説明会でも学生からは質

問しづらいと思いますが、こちらからノー残業デー等の話をす

ると学生の反応が良く、会社のPRにもなっていると思います。

Ｑ 清家さんは採用担当もされていますが…？

（男女ともに）学生の反応が！？

両立支援制度は社内にしっかりと浸透してき
ていると思います。今後は育児休業などを取る
人が出て来ると思いますが、そのための社内
体制をしっかりとしていくことが必要です。管
理職として、従業員のワーク・ライフ・バランス
が“人を大切に”“ムダを省く”につながるよう
に社内環境を整えていきたいと考えています。
（黒川常務談）

渡部さん: 誕生日休暇の日には、午前中は普段できない用事を

して、午後はのんびり過ごしました。平日がお休みと

いうのはとても新鮮で気持ちを新たにでき、次の日

の活力になりました。また、自分が結婚出産しても

働き続けたいと思っています。

清家さん: 会社の取組みを通じて、ワーク・ライフ・バランスが

取れてきたと思います。息子の幼稚園のPTAのオヤ

ジ会に参加していますが、行事参加を通じて仕事上

ではあまり知り合わないような人たちとも出会え

て新たな人間関係が築けて面白いです。

Ｑ 会社の取組みを通じて、ご自身の変化は？

人脈の広がりに！

朝礼中

社内風景

リレー・フォー・ライフ
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川又さん: ワーク・ライフ・バランスという言葉は聞いたことがありました。以前の私の考え方は、とにかく仕

事優先。子どもたちは3人とも職場復帰と同時に保育園に預け、仕事を続けておりました。しかし転

勤による『通勤距離往復100㎞』という物理的な無理はどうしようもできず、心身共に疲れてしまい

ました。その時、夫に「仕事では代わりの人間がいるが、家族には自分しかいない」と言われ、結局9

ヶ月後に退職しました。それからは、仕事優先の考え方を改めるこ

とで、ワーク・ライフ・バランスが取れるようになり、気の持ち様が

劇的に改善したと思います。一部がどこかくずれると、それがきっ

かけで他の部分にも影響が出てくると思います。私はアンケート

をまとめた結果でも、そういったことをひしひしと感じました。

田中技研 株式会社

代表取締役

田中 正夫さん

創業以来の想いを、認証で目に見える形へ。

西条市旦之上甲433-1

（0898）66-4011

―

83名（男性44名、女性39名）

41歳（男性37歳、女性45歳）

本社（総務部）
北条工場（電子機器製造部）
桑村工場（機械製造部）

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成22年4月1日～
平成24年3月31日の2年間

目標1　妊娠・出産後も女性が働きやすい職場づくりをする。
目標2　子どもが生まれた際の父親の休暇取得を導入する。
目標3　働き方の見直しと有給休暇の取得を促進する。
目標4　次世代育成のための地域貢献活動を実施する。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

電子機器関連部品組立、精密機械加
工

想いをカタチに

河野さん: 以前はちょっと忙しいときなど“まぁ残業すればいいか”と思っていましたが、子どもができた後は

子どもを迎えに行くために17時には帰れるように仕事の優先順位をつけ、今日すべきことは今日

するなど仕事のメリハリがつき、時間管理の意識がしっかり持てるようになりまし

た。また同僚の協力もあり17時には帰れるようになり、周りに感謝しています。

川又さん: 定時には帰れるようにそれまでに自分の仕事を終わらせ、「何かあれば17時前ま

でにお願いします。」とお願いすることで周りも協力してくれるようになりました。

河野さん: アンケートを行うまではワーク・ライフ・バランスという言葉を聞いたことはあ

りませんでした。アンケート結果を見て、こんなに（ワーク・ライフ・バランスが）

取れていない人がいるのかと思いました。自分のプライベートを充実させて気

分転換をすれば、それが仕事にもいい影響を与えると思います。

Ｑ 子どもを持って働くことで、仕事への姿勢って変わりました？

〝まぁー残業すればいいか〞から、時間管理意識へ

Ｑ 社内でワーク・ライフ・バランスについてのアンケートを実施されたそうですね。

心の健康が劇的に改善！

Ｑ 取り組む上で苦労したことなどありますか？

Ａ 以前から、育児・介護休業などの社内制度は整備していましたが、従業員の意識づけ・雰囲

気づくりの点ではまだまだでした。「女性は結婚したら会社をやめる」という社会的風潮

が少なからず残っており、従業員の方にも、休業に対する躊躇や遠慮があったと思いま

す。制度があっても退職をしてしまう人もいました。そのような中、育児・介護休業を取る

雰囲気作り、従業員の意識改革をするためにも認証の取得は、いいきっかけとなりまし

た。ポスターの掲示、ワーク・ライフ・バランスに関するアンケートの実施、啓発のための

研修を行ったことで、男女を問わず従業員の意識に変化が現れてきたように感じます。

意識改革のための試行錯誤

Ｑ このえひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変わったことはありますか？

Ａ 生産ラインでは同僚の理解が深まって、お互いが助け合いの雰囲気も出来、休業後復帰で

きる安心感が生まれ、復帰後は“今度は私ががんばる”というように自然となりました。ベ

テラン従業員が若い人たちに我が社の両立支援制度を話し、その口コミで求職を希望す

る人もいます。

左）河野 幸世さん（総務担当）：勤続5年
 現在2回目の育児休業中。2人の子のママ。

右）川又 ゆかりさん（総務担当）：勤続3年
 中3、小6、小2の3人のお子さんのママ。

Let's

in 田中技研
スタッフ座談会

座談会メンバー

●『四国カブトガニを守る会』の一員で、弊社で作成した「カブトガニペ
ーパークラフト」を工場見学に来た児童・生徒さんに無料配布して自
然環境を守る活動をPRしています。

ちょこっと

わが社の P R

Ｑ 育児支援制度を利用されてどうですか？

しっかりした会社だね！

グループ会社 有限会社メンゲ、TNK株式会社

Ｑ 地域への活動は何かされていますか？

Ａ 企業は地域参加など社会貢献も重要であると思います。弊社では高校生の職場体験を受

け入れたり、近隣の清掃活動への参加を行っています。道路脇の草刈りやゴミ拾いのおか

げでポイ捨てが減ったことは良かったです。

　創業以来、企業の社会的責任のためにはどうすれ

ばよいか考えてきました。地域密着・地域活性化が最

重要であるとの思いから、幅広い年齢層が働きやす

い場所づくりを目指し、その中で仕事に慣れた人材

にできるだけ長く働いてもらえるよう取り組んでき

ました。認証サポーターの方からえひめ子育て応援

企業認証制度の話を聞いた時に、これまでの思いを

具体的なカタチにできたらいいなと思い、認証を取

得しました。

代表取締役

田中 正夫さん

従

ス

うすれ

化が最

きやす

た人材

んでき

て応援

思いを

証を取
代表取締役

田中 正夫さん

女性が働き続けるという事は
大変だと思うが、職場がどれ
だけ改善できるか。またトッ
プの考え方が大事だと思う。
（清水総務部長談）

工場内風景

ミーティング中

清掃活動

河野さん: 会社全体では育児休業取得者の前例がありましたが、1人目の育児休業を取ろ

うとした時は当時いた工場では最初の取得者でした。（育児休業を）取る意志は

ありましたが（本当に職場復帰できるのか、一年も取って大丈夫かなど）不安も

ありました。でも、丸一年の育児休業を取得し、無事職場復帰ができました。その

後、2回目の育児休業も取得しました。特に2人目の育児休業を取った後は友人

に「2回も（育児休業が）取れていい会社だね。」「しっかりした会社だね」と言わ

れました。職場のみんなには感謝しています。

川又さん: 以前の勤務先で3人の子どもを生むときに育児休業は利用しましたが、その時は仕事の都合上、1

年も（育児休業が）取れなかったので3～4ヶ月後には早くも復帰しました。（河野さんが育児休業を

1年も取得したと聞いて）うらやましいです～。
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有限会社 介護支援サービス しろもと

子どもにも居心地のよい職場に。

上浮穴郡久万高原町上野尻623-2　

（0892）50-0222　FAX（0892）50-0222

―

45名（男性3名、女性42名）

46歳（男性32歳、女性48歳）

介護職員、看護職員、ケアマネージャー、
訪問介護員、調理師、栄養士、事務員

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成22年7月1日～
平成24年6月30日の2年間

目標1　産前・産後休業、育児介護休業、子の看護休暇など
　　　　　　　　　　　　　　　　諸制度を周知し、積極的な利用を促進する。
目標2　子どもの学校・保育園の長期休み等に、職員が安心して仕事ができるよう、
　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもを同伴出勤できる制度を導入する。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

ヘルパーセンターしろもと、グループホ
ーム　サマリヤの家、シオンの家、指定
居宅介護支援事業所しろもと、デイサ
ービス　ハレルヤを運営。

働きやすい職場にして長く働いてもらいたくて…

Ｑ 職業柄、シフト決めは大変ではないですか？

Ａ グループホームなどの介護職員は利用者さんに合わせる必要があります。そのために毎

月スタッフの休みの希望を聞いて、細かく時間を分けてシフトを決めています。また、急に

お休みが必要なときもスタッフ間で連携を取りながら柔軟に対応をしてくれ、職員同士

の仲が良いので、お互いに助け合って協力しています。

細かく時間を決め、柔軟な対応を

Ｑ えひめ子育て応援企業の認証をきっかけに、何か変わったことはありますか？

Ａ 認証を取得してからまだ日が浅いですが、行動計画の目標の一つとして、子どもを同伴出

勤できる制度を掲げています。職員も最初は遠慮をしていましたが、現在はそれもなく気

分的にも違うようです。制度としてちゃんと導入することで取りやすくなったのかなとも

思います。また、育児休業中の職員が子どもと一緒に頻繁に職場に遊びに来てくれます

し、そのときに利用者さんと仲良く遊び、利用者さんにも喜んでもらえています。子育てや

ワーク・ライフ・バランスに取り組むことで、より良い人材が残ってくれています。育休中

も交流して職場状況が分かっているので職場復帰時には不安もないようですね。

左）畝本 尚子さん（ケア・マネージャー）： 勤続8年
 小1と保育園の年中に通う2人の子どものママ。

中）井部 美代子さん（事務主任）： 勤続7年
 中3、中2、小5、年長の4人の子どものママ。

右）石丸 明美さん（ヘルパー責任者）： 勤続5年
 小3、小1の2人の子どものママ。

Let's

in しろもと
スタッフ座談会

●中学生の職場体験や高校生のボランティアの受入れをしていま
す。また、地域の人を対象に認知症や日常サポートの勉強会をおこ
なっています。

●「やさしい笑顔と寄り添う心・主役はお年寄り」の理念の下、上浮穴
　郡内初のグループホーム。ちょこっと

わが社の P R

従

ス

いてもらいたくて…

代表取締役

城本 惠美子さん

　女性が多い職場なので子どもを育てる人が働きや

すい職場にしたいと思いました。えひめ子育て応援企

業の認証を取得しようと考えていたときに、ちょうど

育児休業を取っていた職員がいて、安心して職場復

帰してもらいたいという気持ちと合致しました。今ま

でも制度上は働きやすい職場でしたが、認証後は認

証マークでより雰囲気的に親しみやすい形にできた

ので良かったです。

Ｑ 助成金を利用されたことはありますか？

Ａ 職員が育児休業を取得する際に代替要員を確保するために助成金を利用しました。代わ

りの職員も確保でき、本人も安心して休むことができ、また会社にとってもありがたかっ

たです。

座談会メンバー

石丸さん: 子どもが学校帰りに職場に来ます。子どもにとっては私が

どこにいるのか分かるぶん安心感があるようです。また利

用者さんによっては休みの時にも急に対応が必要なとき

もあり、そのときは職場に子どもと一緒に来ることもあり

ます。子どもたちも特に不満はなく、むしろ「みんなと一緒

にいれるのがいい」と言ってくれています。

Ｑ 子どもさんもこちらに来ることがあるとか。

学校帰りに寄り道！？

Ｑ これまで育児休業制度を利用されましたか？

畝本さん: 子どもが2人います。それぞれ1年ずつ育児休業を取得しました。スム

ーズな職場復帰のために、育児休業中も週1回は遊びに来ていました。

職場の行事にも参加させてもらい日頃から連絡を取っていましたの

で、復帰時には不安もなく良い育児休業が取れました。

育児休業中も遊びに！！

Ｑ 子どもを持って働くことで、仕事への姿勢って変わりましたか？

畝本さん: 子どものいないときは自分のことだけ考えていましたが、出産後は子どもが病気のときな

ど、他の職員の方からサポートを受けていることを強く実感しました。出産、子育てを経験

している分よく理解できるため、次の若い人が育児休業を取得するときや育児に大変なと

きは助けてあげることで恩返しをしたいです。

感謝の気持ち！から恩返しへ

畝本さん: 職場ではケア・マネージャーが私一人なので、自分で仕事の都合をつけないといけないで

す。急なときでも携帯電話で連絡が取れる態勢を作っているので、ある程度行動に自由が

きいて助かっています。以前は夜勤シフトもありましたが、夜働くときには同僚の家に子ど

もを泊めてもらったり少々大変でしたので、2人目が生まれた後は現在の居宅介護の職場

に変えてもらいました。夫も福祉関係の仕事をしているので理解があります。また祝祭日

の時に出勤するときも、子どもにも理解してもらっています。

石丸さん: 参観日などの学校行事にもできるだけ参加しています。

子どもにとっても短時間でも親の顔を見ることができて

うれしいようです。また家族の理解もありお互い助け合

っていますが、一方で病気の時など緊急時には同僚のス

タッフがカバーしてくれて助かっています。そのために

今までに特に困ったことはありません。

Ｑ 勤務形態は子育て中の人には大変ではないですか？

利用者さんによるパターゴルフ

マンドリンコンサート
学校帰りに寄り道して宿題中

久万秋祭りの子供みこし
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社会福祉法人 伊方社会福祉協会 つわぶき荘

理事長

田中 康司さん

地域とともに両立支援、職員の生活あってこそ。

伊方町湊浦861-1

（0894）38-0700　FAX（0894）38-1707

―

47名（男性13名、女性34名）

45歳（男性32歳、女性47歳）

事務、介護士、看護士、介護支援職員、
生活相談員、栄養士、機能回復指導員

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成21年6月1日～
平成24年5月31日の3年間

目標1　所要労働時間の短縮または時間外労働・休日労働の免除の利用を促進する。
目標2　年次有給休暇の取得を促進する。
目標3　子ども参観日を実施する。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

居宅介護支援と介護老人福祉施設の
社会福祉法人

職員の豊かな生活があってこそ、成り立つ

渡邉さん: 出産日はちょうど出勤日だったのですが、連絡を受けて早退をさせてもらっ

たおかげで出産に立ち会うことができました。（出産に立ち会うことは）最初

はためらいもありましたが、貴重な体験ができました。そのために2人目の出

産のときには進んで立ち会いました。その場に立ち会ってみて“女性はほんと

にすごいなあ”と思いました。（子どもが）生まれてから2時間、妻の側につい

ていたので妻にも安心感があったと思います。

Ｑ 渡邉さんは奥様のご出産のときは、どうでしたか？

渡邉さん: 子どもができてから、一家の大黒柱として頑張っていきたいという思いが強

くなりました。子どもが小さいときから、うちは夫婦共働きの環境なのです

が、仕事への理解もあり子どもたちが家事を手伝ってくれたりもします。

Ｑ お子さんが生まれた後に仕事の取組などで変化はありましたか？

一家の大黒柱として・・・

Ｑ 地域活動は何かされていますか？

Ａ 保育園や小学校の運動会で玉入れ競技などに参加して児童との交流を図っています。ま

た利用者さんとそのご家族と一緒に職員が地域のお祭りにも参加しています。利用者さ

んにとっても室内だけでなく、外に出ることも良い刺激になっていると思います。中には

車イスの方もいらっしゃいますが、元気に（祭りに）参加することで地域の方からも「お祭

りが盛り上がって良かった」と喜んでもらえ、また周りの反響も大きかったです。

Ｑ 以前にノー残業デーを実施したとお伺いしましたが現在はいかがですか？

Ａ 以前に2ヶ月の期間限定でしたが週1回のノー残業デーを実験的に実施しました。職員には

好評でしたので今後結果を詳細に分析して前向きに取り組みたいと考えています！

柔軟な配置・・・

Ｑ 両立支援の経過はいかがですか？

Ａ これまでに育児休業取得者が3名、そして現在1名が育児休業中です。出産前は負担のか

からない職場に一時的に移ってもらい、育児休業後はもとの職場に復帰してもらってい

ます。また学校行事の時などに休みを取りやすいようにシフト管理をしっかりしています。

例えば、お子さんが同じ保育所に通う相談員が2名いるのですが、行事がどうしても重な

ります。しかし、連絡がいつでも取れて、もしもの時にどちらかが駆けつけられるように

あらかじめ決めていますので、2人とも一緒に行事に参加してもらうなど、柔軟な体制づ

くりをしています。働きやすい職場づくりを行うことが職員を通して仕事にも利用者さん

にも良い影響が出ていると思います。

左）渡邉 太志さん（生活相談員）： 勤続12年
 2人の子のパパ。

Let's

in つわぶき荘
スタッフ座談会

座談会メンバー

　職員の生活があってこそ職場があるという考えの

もと、職員が働きやすく、子育てしやすい職場づく

りに努めてきました。そんな状況のなか、認証サポー

ターの方からえひめ子育て応援企業の認証制度につ

いて話を聞いて取得をしようと思いました。それ以

前から両立支援制度や子育て支援を行っていました

のでスムーズに認証を取得できました。

今回のお話をうかがったのは

施設長  阿部 キヨミさん

渡邉さん: 男性の育児休業取得者はまだいないので率先して男性にとってもらいたいですね。

池田さん: 伊方町は子育て支援に前向きに取り組んでいます。例えば3人目の子どもを

出産すると100万円のお祝い金があります。またインフルエンザの予防接種

費用の一部補助があったり、保育園が以前は17時15分まででしたが18時

30分までになり余裕を持って迎えに行けるようになりました。結婚を機に

他の地域に引っ越した友達の話を聞くと、地域によってはまだまだ両立支援

の整備が充実していないところもあるようで「伊方町に住み続けたかった」

と言うことを聞きます。ワーク・ライフ・バランスの考え方がもっと広がれば

と思います。

Ｑ 今後こんな社会になればという希望・要望はありますか？

伊方町にも感謝しています。

●海と山に囲まれた、ちょっと田舎で・・・魅力のたくさんつまった「つわ
ぶき荘」では、利用者さまの笑顔、地域の方の支えを、“介護力”に
替え、“ほがらかに なごやかに 心ゆたかに”をもっとうにケアを行っ
ています。

ちょこっと

わが社の P R

Ｑ 施設長さんからのお話にもありましたが、
 お二人が利用された両立支援制度や職場環境はどうですか？

池田さん: 私はつわぶき荘で初の育児休業取得者でしたが、事務所の理解とバックアップ

もあり安心して取れましたし、職場に復帰するときも特に不安はありませんで

した。子どもの成長が早く、変化も多い時期に休みが取れたことはとてもありが

たかったです。保育所の先生たちから「私たちの時には産前・産後休業しかなか

った。」と聞くと、約1年も育児休業が取得できたことをとても感謝しています。

渡邉さん: 私は育児休業は取っていませんが、安心して生み育てられる職場環境だと思います。子どもが

小さいときは何かと病気がちで、周りに迷惑をかけていたと思いますが、すぐにお休みが取

れ、感謝しています。

「私たちの時には・・・」人生の先輩たちが踏んだ道があってこそ。

右）池田 亜希子さん（栄養士）： 勤続12年
 つわぶき荘初の育児休業取得者。
 現在3人の子育て中。

餅つき

運動会

ひなまつりのお茶会
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学校法人 四国音楽学院

理事長

高橋 雅之さん

子育てに柔軟な選択肢を。

住　所

電　話

URL

従業員数

従業員平均年齢

在籍する
スタッフの職種

事業内容

平成22年7月15日～
平成24年7月14日の2年間

目標1　産前産後の労働者に対する配慮。
目標2　子育てを行う労働者への配慮。

一般事業主行動計画

計画
期間 内容

保育園、幼稚園

2代目が始めた両立支援改革

Ｑ 両立支援は会社にとってメリットがありますか？

Ａ メリットは、優秀な人材に長く勤めてもらえることだと思っています。でも現実には働き続

ける人もいれば、子育てに専念したいとやめる方もいます。できるだけ長く働いてほしい

ですが、それも一つの考え方ですのでもちろん強制をする必要はありません。ただ職員の

考え方を尊重した選択肢を与えられたらいいなと思っています。長く働ける職場作りは

経営者側にとって大変なこともあります。しかし、先生という職種はクラスを運営してい

く中で、能力・経験値がとても大切です。これまで人材を育てても失っていましたが、経験

のある先生に長く働いてもらうことで上手くクラスの運営ができますし、それは保護者に

とっても安心感につながると思います。

選択肢を与えられたら

Ｑ 妊娠・出産した先生に、どのような配慮をしていますか？

Ａ 妊娠中に働く場合、職場は危険なことが実は多いのです。重い荷物を運ぶこともあります

し、子どもが突然ぶつかってくることもあります。まだ力加減を知らないために先生が

危険を感じることはしょっちゅうです。そこで先生が妊娠すると複数担任制のクラスへ配

属したりと、できるだけ先生に負担のかからないようにしていますが、職員同士でも送迎

バスの添乗回数を減らすなど自発的に助けあっているようです。また職場復帰は4月から

と決めていますので、人によっては1年以上育児休業を取得するケースもあります。復帰

後は担任になることもあるので１ヶ月くらい前に、一度書類の提出も兼ね1日かけて、復

帰後のことについて話し合いをします。認定子ども園という形態上、職員が育児休業中

は、人員配置には特に配慮が必要ですが、職員が率先し、一丸となってカバーしあってい

ます。

 

加地 恵里さん（幼稚園教諭）： 勤続約17年
育児休業、看護休暇利用。2人の男の子のママ。

Let's

in 四国音楽学
院スタッフの声

スタッフ

　初代理事長（父親）の時代には、先生たちは短大を

卒業後、勤務して、その後25～27歳ぐらいで結婚・出

産を機に退職、が一般的な流れでした。しかし、私は

その傾向を改めたいと考え、女性が多い職場という

ことで、独自に育児休業制度や短時間勤務制度を設

けていました。ちょうど法人会からこの認証について

声をかけていただき、“えひめ子育て応援企業認証”

を一つのシンボルにしてみようと考えて、認証を取得

しました。

●すくすくルームを開催！幼稚園入園前の子どもを対象に毎月1回お遊び
会を実施。入園前のママ友づくりと入園後もスムーズな友達関係や悩
み相談。

●子ども達の無限の可能性を信じ、感性豊かな子どもに育てていきたい。ちょこっと

わが社の P R

Ｑ 育児休業制度を利用されてどうでしたか？

結婚した時から子どもができても仕事を続けたいと思っていました。結婚や妊娠を機

に退職される方もいましたが、実家も近く続けられるところまでやってみようと思い

ました。一人目は1年、二人目は1年半の育児休業を取得しました。二人目のときは、半

年ほど長く取ったこともあり、子どもが歩き始めるのを見ることができたり、育児サー

クルに一緒に参加したりできたので自分自身にとっても良い休業となりました。

結婚したときから

Ｑ 復帰後は大変なことはありましたか？

先日もそうだったのですが、子どもが病気のときには、午前に病院へ連れて行き、昼から仕事に出

る時もあります。そんな時は副園長先生や、フリーの先生が対応してくれたり、少しの間であれば

隣の同学年のクラス担任が一緒にみてくれたりします。園長先生も「（子どもが小さい時は）一緒

にいたほうが良い」と言ってくれていますので、安心して仕事を続けられています。

担任を受け持っている先生が今７人いますが、そのなかで既婚者は私

だけ。でも、職業柄なのか周りも理解をしてくれ、当番も快く替わって

くれたりと協力的です。横の繋がりがとても良く、「（子どもの成長は早

いので）今の時期が大切だから行ってきな」、「今しか見られない。」と

言ってもらい、参観日などにも気兼ねなく行かせてもらえるので、同僚

には甘えさせてもらっています。ほかの職場のことはわからないです

が、とても恵まれている職場だなということが分かります。同時に家庭

では、夫や両親など家族の支援がないとフルタイムで働くことは難し

く、感謝しています。

今、この時期を大切に！

愛和認定こども園
四国中央市中之庄町光明1216

緑ヶ丘認定こども園
四国中央市金生町山田井350

（0896）24-3533　FAX（0896）24-3534

http://www.gakuin-ac.com/

53名（男性6名、女性47名）

38歳（男性55歳、女性36歳）

保育士、幼稚園教諭、体育講師
バス運転手、事務

Ｑ 子どもを持って働くことで、何か変わりましたか？

子どもの行事には教諭としてではなく、ひとりの親として参加したいです。自分の職場と子どもを

預けるところが同じだと親という立場としては参加しづらく、またほかの保護者とも同じ親とい

う立場で付き合いたかったので、園長先生に話しをして勤務先をここ（愛和認定こども園）に変え

てもらい、子どもは姉妹園の緑ヶ丘認定こども園に通っています。

また、自分の子どもが受け持っている子どもと同じ年齢なので、いろいろ

なことが分かりました。例えば、家では甘えていますが幼稚園ではしっか

りしていたり、子どもなりに場をわきまえていること。また、子どもの好

きなことや興味があることがより分かるようになりました。子どもに対

しても大目に見ることと、教育することとのメリハリがつきました。

親として、先生として

お芋掘り

すくすくルーム

おもちつき
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お問い合わせは

愛媛労働局
雇用均等室

☎（089）935-5222

お問い合わせは

愛媛労働局
労働基準部監督課
☎（089）935-5203

松山市若草町 4-3
松山若草合同庁舎

http://www.e-roudou.go.jp/

お問い合わせは

愛媛県経済労働部
管理局労政雇用課
松山市一番町四丁目4-2
☎（089）912-2502

お問い合わせは

21世紀職業財団
愛媛事務所

松山市一番町一丁目15-2
（松山一番町ビル6階）

☎（089）921-5660
http://www.jiwe.or.jp/

会社に

もらえ
るんだ

よ！

企　業
【対 象】

県内に本社・主たる事業所を置く、
常時雇用労働者数300人以下の法人・組合等

（社）愛媛県法人会連合会

えひめ子育て応援企業認証サポート事業

サポート内容

認証のメリット
●企業の取組内容を愛媛県ホームページ等で紹介します。企業の社会的イメ
ージアップや優秀な人材の確保につなげていくことが可能です。

●認証マークを広告などに使用し、対外的にＰＲすることができます。

●県の「家庭にやさしい企業支援のための助成金」が増額します。

●金融機関とのタイアップによる低利融資制度が利用可能です。（審査あり）

●一般事業主行動計画の策定や、育児休業制度の整備は、県の建設工事入
札参加資格審査において加点評価されます。

※その他のメリットは、企業事例をご覧ください

参考になる情報サイト

えひめ子育て応援企業（愛媛県労政雇用課） http://www.pref.ehime.jp/h30500/kosodateouenkigyou/

愛媛労働局 http://www.e-roudou.go.jp/

財団法人21世紀職業財団 http://www.jiwe.or.jp/

両立支援のひろば http://www.ryouritsushien.jp/

イクメンプロジェクト http://www.ikumen-project.jp/

内閣府 仕事と生活の調和推進室 http://www8.cao.go.jp/wlb/

女性いきいき応援ナビ http://www.gender.go.jp/re-challenge/search/search_sien_kodadate.html

NPO法人ワークライフ・コラボ http://www.worcolla.com/

認 証

応援企業認証を申請しましょう。
【必要書類】

❶申請書（A4 1枚）
❷一般事業主行動計画（様式自由）
❸労働局へ提出した一般事業主行動計画策定届のコピー
❹育児休業規則・労使協定等のコピー
❺パンフレット等の会社概要

提出書類の作成や届出の支援をします。

規程の確認や法改正などのアドバイスをします。
また希望に応じて、社会保険労務士を派遣します。
コンプライアンスやリスクマネジメントの重要性が
高まっています。制度化しましょう。

育児・介護休業法にもとづいた制度を
就業規則に整備しましょう。

【制 度】
育児休業制度・子の看護休暇制度・育児のための
所定外労働の免除・育児短時間勤務の制度

両立支援や職場環境整備のための計画です。
事例の紹介や、ヒアリング等から実情にあった目標
や対策をご提案します。
提出書類の作成や届出の支援もします。

一般事業主行動計画をつくりましょう。
【計画内容】

計画期間・目標・目標達成のための対策
策定後は、行動計画を実施しましょう。

Step

1

Step

2

Step

3

※助成金の申請に際して、いくつかの条件がありますので、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
※平成22年12月現在の内容によります。

※平成23年9月より
　愛媛労働局雇用均等室へ
　申請先が変更されます。

両立支援に取り組む企業に何かサポートはあるの？えひめ子育て応援企業への道！　
認証企業募集中！ 助成金の紹介と相談・お問い合わせ先

職場の
意識改革の

ために何かしたい！
職場意識改善助成金中小企業が職場意識改善に係る2カ年計画を作成

し、それに基づく措置を実施したとき（※審査有り）

我が社で初めての
育児休業者が
出たのですが？

中小企業子育て支援助成金
従業員（100人以下）の中小企業で初めて従業
員が育児休業を取得して、復帰したときに一定額
の助成があります。（H23年度変更予定）

イクメンの背中を
押したいのですが？

男性の育児休業取得促進
助成金

子育てや介護をする

スタッフへの
愛ある支援は
ないですか？

育児・介護短時間勤務制度等
導入助成金

一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届出
後、育児休業制度を男性従業員に１週間以上利
用させたときには、10～15万円助成されます。

子を養育又は家族を介護する従業員のための法を
上回る休業制度又は短時間勤務制度等を設け、
利用させたときには、20～30万円助成されます。

スタッフが
育休を取ることに！
穴埋めをどうする？

代替要員確保コース

まだ子どもが
小さくてフルタイムでは
難しいスタッフには？

子育て期の
短時間勤務支援コース

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業
取得者を原職等に復帰させたときに、一定額の
助成があります。（中小企業では1人目50万円）

スタッフが
復帰することに!
事前準備を
しておきたい。

休業中能力アップコース
育児休業又は介護休業を取得した従業員が、スムーズに
職場に復帰できるようなプログラムを実施したときに、中
小企業では1人当たり21万円を上限に助成があります。

子を養育する従業員のための短時間勤務制度を
設け、利用があったときには一定額の助成があり
ます。（小規模企業では1人目100万円）

我が社も応援企業になりたい！
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東 予　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55社

中 予　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69社

南 予　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26社

社会福祉法人 すいよう会

愛媛不動産情報 株式会社

重松建設 株式会社

四国アイビ 有限会社

吉田塗装工業 株式会社

株式会社 コンヒラ

社会福祉法人 聖風会

田中技研 株式会社

リュウグウ 株式会社

森実商事 株式会社

ヒカリ紙工 株式会社

愛和印刷 株式会社

社会医療法人生きる会 瀬戸内海病院

有限会社 シンシア

大一運送 株式会社

共同瓦斯 株式会社

医療法人弘仁会 共立病院

医療法人厚仁会 波方中央病院

日泉ポリテック東予 株式会社

森実土建 株式会社

株式会社 藤田組

株式会社 菰田組

株式会社 星川工務店

社会福祉法人 白鳥会

医療法人社団 栗整形外科病院

株式会社 マサノ

有限会社 あさひ

医療法人陽成会 広瀬病院

医療法人倬清会 横山病院

株式会社 はなみずき

ペガサス運輸 株式会社

稲見電気 株式会社

泉陽生コン 株式会社

新興電機 株式会社

有限会社 エム・ジェイ・エム

山内建設 株式会社

リソー封筒 株式会社

有限会社 イナテック

西条建設 株式会社

有限会社 真和建設工業

株式会社 大野土木

新居浜市

今治市

今治市

今治市

新居浜市

今治市

西条市

西条市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

今治市

今治市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

西条市

今治市

西条市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

西条市

四国中央市

四国中央市

西条市

今治市

西条市

西条市

四国中央市

新居浜市

新居浜市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

四国中央市

新居浜市

西条市

四国中央市

四国中央市

認証番号 企業名 所在地 従業員数

179

6

11

135

39

36

160

85

94

42

48

16

180

33

144

71

230

130

38

7

10

10

14

33

156

38

9

250

108

8

142

19

24

54

4

8

6

9

25

13

30

12

13

14

22

25

35

38

42

45

46

48

53

58

60

61

64

65

66

67

68

69

70

71

74

75

76

78

81

84

85

86

87

88

92

95

96

97

102

109

116

117

愛媛建設 株式会社

伊方町商工会

財団法人 八西地域総合情報センター

株式会社 サンリード

社会福祉法人 宇和島福祉協会

有限会社 介護サービスひかり

亀岡ガス販売 株式会社

株式会社 亀岡商店

叶石材 株式会社

有限会社 コナント英語学院

昭和建設 有限会社

三泰商事 有限会社

株式会社 ヨコハタ

宇和島漬物食品 株式会社

社会福祉法人 宇和島市社会福祉協議会

社会福祉法人 野村町社会福祉協会

社会福祉法人 伊方社会福祉協会

富永建設 株式会社

宇和島漁業協同組合

愛南開発 株式会社

上田建設 株式会社

株式会社 シンテック

西南建設 株式会社

光映電工 株式会社

株式会社 小関電工

株式会社 デンカ

北宇和郡鬼北町

伊方町

伊方町

八幡浜市

宇和島市

大洲市

宇和島市

宇和島市

大洲市

西予市

八幡浜市

八幡浜市

八幡浜市

宇和島市

宇和島市

西予市

西宇和郡伊方町

大洲市

宇和島市

宇和島市

大洲市

八幡浜市

宇和島市

八幡浜市

宇和島市

八幡浜市

認証番号 企業名 所在地 従業員数

40

13

13

271

131

29

21

8

7

2

8

13

13

17

222

169

49

16

31

13

21

19

9

5

20

27

5

18

19

24

34

41

43

44

47

49

54

55

56

59

63

77

79

93

98

111

112

121

124

142

143

150

衣山自動車 株式会社

松山ヤクルト販売 株式会社

株式会社 世起

株式会社 アニバーサリー

株式会社 光商会

株式会社 ワードアップランゲージセンター

社会福祉法人白鳳会 南保育園

有限会社 ほほえみ

有限会社 介護支援サービスしろもと

株式会社 ライフネット

株式会社 アイ・セディク

有限会社 長珍屋

医療法人佑心會 堀江病院

社会福祉法人 宗友福祉会

株式会社 イープレス

有限会社 ライフサポートさくら草

昭和電設 株式会社

医療法人光佑会 くろだ病院

イケダ産業 株式会社

日本電通工業 株式会社

株式会社 松山建装社

三信電設 株式会社

栗田電機 株式会社

株式会社 ＡＮＡエアサービス松山

協和道路 株式会社

株式会社 石材振興会

株式会社 シンデン

株式会社 美登里

山本建設 株式会社

松田薬品工業 株式会社

株式会社 大栄工務店

拓明建設 株式会社

大伸建設 有限会社

株式会社 田中建設

株式会社 杉野工務店

株式会社 新開発

北条建設 株式会社

イヨテツケーターサービス 株式会社

株式会社 世良

株式会社 母恵夢

株式会社 松年社

松山市

松山市

伊予郡松前町

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

上浮穴郡久万高原町

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

伊予郡松前町

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

上浮穴郡久万高原町

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

東温市

松山市

認証番号 企業名 所在地 従業員数

13

56

32

10

3

1

40

10

42

65

9

16

118

128

37

23

4

163

5

140

33

16

50

123

176

46

11

7

5

28

10

32

10

20

20

11

10

262

18

150

15

33

36

37

39

40

50

51

52

57

62

72

73

80

82

83

89

90

91

94

99

100

101

103

104

105

106

107

108

110

113

114

115

119

120

126

135

136

138

139

140

141

医療法人団伸会  奥島病院

有限会社 エリュシオン  おもや

株式会社 ヤツヅカ

株式会社 アテックス

株式会社 えむぼま

有限会社 ミヤザキ  ラ・ブランシュ 

佐川印刷 株式会社

重松兄弟設備 株式会社

株式会社 ビルド商会

株式会社 パルソフトウェアサービス

株式会社 ケアジャパン

株式会社 キクノ

株式会社 よんでんライフケア

玉井産業 株式会社

株式会社 松井建設

サークルケイ四国 株式会社

四国メディコム 株式会社

株式会社 エイ・エヌ・システムズ

株式会社 キャップ

新産道路 株式会社

愛媛合同物流 株式会社

医療法人 ゆうの森

株式会社 ビット

松山市

松山市

伊予郡松前町

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

認証番号 企業名 所在地 従業員数

170

20

24

169

15

66

86

40

21

59

92

62

88

9

17

75

33

15

67

34

21

70

11

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

15

16

17

20

21

23

26

27

28

29

30

31

32

医療法人慶尚会 恵康病院

渡辺建設 株式会社

フジワラ化学 株式会社

学校法人 四国音楽学院

白川製紙 株式会社

有限会社 神野組

株式会社 予州興業

四国土木 株式会社

株式会社 山本工務店

株式会社 加地組

株式会社 白石工務店

株式会社 東豫建設

近藤電設 株式会社

医療法人慈風会 白石病院

四国中央市

四国中央市

西条市

四国中央市

四国中央市

今治市

四国中央市

新居浜市

西条市

四国中央市

新居浜市

新居浜市

四国中央市

今治市

認証番号 企業名 所在地 従業員数

65

2

160

46

49

6

42

3

12

10

26

5

14

115

118

122

123

125

127

128

129

130

131

132

133

134

137

149

株式会社 二神組

三德電機 株式会社

株式会社 カンセイ

愛媛通信建設 株式会社

有限会社 三盛電設

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

認証番号 企業名 所在地 従業員数

64

17

10

15

5

144

145

146

147

148

えひめ子育て応援企業の紹介
※従業員数は申請時　※平成22年12月31日現在

えひめ子育て応援企業 検索

この事例集では、仕事と子育ての両立を応援する企業10社の事
例をご紹介しました。平成22年12月末現在、150社が認証され、現
在も増加しています。それぞれの企業にあった取り組みをしていま
すので、最新情報は愛媛県のホームページをご覧下さい。
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