沼津市

男女共同参画推進事業所

沼津市内の事業所です
男性の育休、セクハラ・パワハラ防止
テレワーク、仕事と家庭の両立…
「だれでも働きやすい職場」を目指す
職場の取組を集めました
令和3年12月現在

はじめに
性別にかかわりなく仕事で活躍できる職場。
仕事と家庭の両立に配慮した職場。
…沼津市ではそんな職場づくりを行っている事業所を
「男女共同参画推進事業所」として認定し、応援しています。
共働き世帯が増え、「仕事だけでなく、家庭や自分の時間も大事
にしたい」と考える人が増える中、事業所の「誰もが働きやすい職
場づくり」の取り組みは、非常に注目されています。
この冊子では、「男女共同参画推進事業所」が働きやすい職場環
境づくりのために行っている、様々な取り組みをまとめました。

〇すべて沼津市内の事業所です
(本店が市外の場合でも、市内の支店については対象になります)

〇主に３つのポイントに分けて紹介しています
Ⅰ性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
募集、採用、人事配置や昇格、キャリア・アップのための支援制度など

Ⅱ仕事と家庭の両立支援の取り組み
子育て・介護に関する支援制度や、有給休暇への取り組みなど

Ⅲ男女が共に働きやすい職場づくりの取り組み
ハラスメント対策、職場環境改善のための取り組みなど

制度の詳しい内容、申請方法などは沼津市のHPをご覧ください
沼津市 男女共同参画推進事業所認定制度

●

「男女共同参画推進事業所」認定マーク ●

それぞれの職場で、男女の差別なく、皆で協力していくことをイメージしています。
背景は社会を、手をつないでいる姿は職場での男女の姿を、一緒に持っているハート型の風船は平等を表しています。
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男女共同参画推進事業所一覧(業種別・五十音順）
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植松建興株式会社
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株式会社川村組
クリーンサービス株式会社
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有限会社近藤組
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株式会社菱進
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富士通株式会社 沼津工場
32
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33
ﾏｰﾚｴﾚｸﾄﾘｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾞ
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34
株式会社明電舎 沼津事業所 35
矢崎エナジーシステム株式会社
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36
ヤマハモーターハイドロリックシステム
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37
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38
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39
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静岡ガス株式会社 東部支社
40
東京電力パワーグリッド株式会社
静岡総支社
41

製造業
秋元水産株式会社
16
株式会社石川工具研磨製作所 17
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18
沖電気工業株式会社
情報通信沼津工場
19
株式会社耕文社
20
サツマ電機株式会社
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芝浦機械株式会社沼津本社
22
株式会社ツカサ
23
土井製菓株式会社
24
株式会社桃中軒
25
株式会社トライ・カンパニー
26
株式会社 長野製作所
27
株式会社日本ベルト工業
28
株式会社原町加工紙
29
株式会社バンデロール
30
株式会社フジクラ沼津事業所
31

電気・ガス・熱供給・水道業
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情報通信業
株式会社アイエスエフネット
沼津支店
株式会社コサウェル
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42
43

卸売、小売業
株式会社植松グループ
ホールディングス
株式会社ゴトー
株式会社東海医療器械
日本ガス興業株式会社
沼津魚市場株式会社
マックスバリュ東海株式会社
株式会社ロードスター
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株式会社東横イン
株式会社ホテルニューオータケ
雄大株式会社
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金融業、保険業
株式会社静岡銀行
（沼津市内7支店）
静岡県信用保証協会 沼津支店
静岡県労働金庫 沼津支店
株式会社静岡中央銀行
スルガ銀行株式会社
第一生命保険株式会社
沼津支社
株式会社日本政策金融公庫
沼津支店
沼津信用金庫
三島信用金庫
（沼津市内11支店）

8

公益財団法人復康会
沼津中央病院
公益財団法人復康会
沼津ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
一般財団法人芙蓉協会

宿泊業、飲食サービス業

54
55
56
57
58

60
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11

医療、福祉
医療法人社団愛康会
社会福祉法人あしたか太陽の丘
株式会社ウェルビーイング
株式会社きずな
社会福祉法人共生会
医療法人社団賢仁会杉山病院
株式会社在宅支援センター
ふれあい
社会福祉法人春風会
特定非営利活動法人ティンクル
一般財団法人東海検診センター
沼津市立病院
株式会社ニチイ学館 沼津支店
社会福祉法人珀寿会
公益財団法人復康会

69
70
71
72
73
74
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複合サービス業
南駿農業協同組合

63
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80
81

学術研究、専門・技術サービス業
株式会社イワサキ経営
株式会社経営管理センター
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東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ株式会社
静岡営業部・静岡ｼｽﾃﾑ部
MAKOTO税理士法人

59

78
79

教育、学習支援業
学校法人加藤学園
学校法人沼津学園

10

77

86

その他サービス業
一般社団法人アスルクラロ
スポーツクラブ
有限会社エス.
有限会社サンディオス
駿東伊豆消防本部
株式会社tasuki
東電用地株式会社沼津支社
株式会社東日
沼津市商工会
沼津商工会議所

87
88
89
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〇令和３年度 新規認定事業所
令和３年度は新たに６事業所が「沼津市男女共同参画推進事業所」として
認定され、令和3年12月23日に沼津市長より認定証が交付されました。
新たに認定事業所となった皆様に、各事業所における男女共同参画に関する
取り組みや方針についてお話を伺いました。

1

令和３年度
新規認定事業所の方々のコメント
認定番号

９２

認定番号

小林電気工業株式会社

９３

小林道路株式会社

性別にかかわらず成果を上げた人が報われる会社にしたい。
小林道路株式会社 代表取締役会長 小林昭人さん

小林電気工業株式会社

男女従業員比率50％、女性管理
職50％を目標に性別、国籍にこだ
わらずそれぞれの能力を発揮でき
るようサポートし、また趣味を通じ
コミュニケーションの場を設け、お
互いが助け合い刺激しあえる新し
い時代の建設会社を目指していき
たいと思っています。

認定番号

９４

男性も、特に女性が働きやすい
職場作りを目指しています。社員
全員が相談できる社労士さんを
設営したり、育児休業、介護休業
の制定を行っています。

認定番号

エスティーム株式会社
エスティーム株式会社

９５

MAKOTO税理士法人
多様な人材の認識と個人の能力発揮の場の提供

伊東利恵 さん

MAKOTO税理士法人 中村さん

男女共に1年間の育休取得を奨
励し実績もあります。今後共若い
世代へのリレーションを大事にし
つつ、社員の実務レベルをあげ
生産性を向上させ、最良のワー
クライフバランスを実現します。プ
ラチナくるみん認定をめざし、地
域の持続可能な発展に微力な
がら貢献したいと思います

認定番号

９６

女性がより輝く職場を目指して
・心身共に健康であることは健康
経営につながります
・キャリアアップの支援の充実は、
関与先満足度につながります
・社内外資格取得のための目標
値の設定は自分がより輝くことに
つながります

認定番号

株式会社スエヒロ工業

９７

株式会社長野製作所
誰もが働きやすい職場環境を目指して

絆を大切にし男女とも活躍できる職場であり続ける
株式会社スエヒロ工業

代表取締役 小林 克也さん

株式会社長野製作所

代表取締役 櫻井弘紀さん

当社は、どんな状況の人でも働ける
環境を整えることで、男女共に働き続
けられる会社にしていきたいと思って
おります。子連れ出社ＯＫで建設業会
で働く女性が増えたり、社員の個別
事情に合わせて就業時間を調整した
り。当社で働くすべての人の夢や目標
を応援し、個人としても企業としても、
ともに成長していきます。

長野貴文 さん

誰もが職務可能な製造現場・働
きやすい職場環境を目指して
「女性活躍プロジェクト」を立ち
上げました。今まで聞き取りにく
かった女性の意見を取入れ、職
場改善・女性の活躍推進を進め
て行きます。
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建設業

東工業株式会社
認定番号 第８８号

認定年月日 令和元年１２月１日

所在地：沼津市大岡2286-3
設立：昭和6年1月12日
電話番号：055-921-1796
ＨＰアドレス：http://www.azumakougyo.co.jp/

事業内容： 設備工事事業、住宅リフォーム事業、不動産事業、
水質検査事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
ショールームで実際に商品を見ながら、ご相談が
できます。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

・男女を問わず同一条件にて募集・採用・配置
・女性の管理職登用
・毎月社長勉強会の実施
・毎月若年者を対象とした研修、リーダーを対象とした研修
の実施
・資格取得費用の助成、資格手当の支給

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休業制度を導入し、就業規則に定めている
・子の看護休業制度を導入し、就業規則に定めている
・介護休業制度を導入し、就業規則に定めている
・仕事と家庭が両立できるように、各人の事情に配慮
・コロナ禍で子どもの保育園や学校の状況に合わせて、
各人の勤務時間に配慮。
それに伴い、子どもとの同伴出勤許可

従業員数
Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数
２３人
女性割合
約５０％
女性管理職割合 約３３％

・年次有給休暇の計画的な付与
・ノー残業デーの実施（毎週水曜日）
・毎月社長面談の実施
・喫煙コーナーの設置

PRポイント
東工業株式会社は「利他の心」を大切
に、管工事の施工管理を行う「設備工事
事業」、お客様に快適な暮らしをご提供す
る「住宅リフォーム事業」、新しい住まい
のカタチをご提案する「不動産事業」、お
風呂の安全を守る「水質検査事業」でお
客様の快適環境を作り、守る仕事をして
いる会社です。
「みんなでみんなを幸せにする」をモッ
トーに性別にとらわれず社員一人ひとり
の個性や能力を最大限に発揮できる職
場づくりを目指しています。

社員の声
育児休業を取得させていただきました。
仕事と家庭の両立ができるよう、配慮していただき、
育児をしながらでも安心して働くことができます。
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建設業

株式会社井戸松
認定番号 第６５号

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：沼津市末広町116番地
設立：昭和23年6月19日 株式会社設立
電話番号：055-962-1306
ＨＰアドレス：http://lifa-numazu.com

事業内容： 空調衛生設備及びリフォームショップ ライファ沼津

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ・性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数２３人
女性割合約１３.０４%

Ⅱ・仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児、介護休業法に定める基準については、就業規
則に定め、周知しています。
・一般事業主行動計画を定め、労働局への届出、周知
公表を行っています。
・就学前の子を養育している従業員の短時間勤務、地
域消防団員活動に参加できるよう休暇制度を設ける等。
家庭（地域）が両立できるように、各人の事情に配
慮しています。

Ⅲ・男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・年次有給休暇の取得促進のため、半日単位の年次有給休
暇や計画的年次有給休暇を導入します。
・資格取得やスキルアップのため、費用助成等を支援して
います。

PRポイント
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建設業

植松建興株式会社
認定番号 第６７号
国内最大級の「太陽光発電 比較展示場」が見学できます。

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：沼津市西沢田200-1
設立：昭和43年2月10日
電話番号：055-922-7811
ＨＰアドレス：http://www.uematu.co.jp/reform/

事業内容：屋根・外壁工事、金属工事、総合建築工事、太陽光発電工
事、リフォーム工事
新本社と並列するパナソニックリフォーム専門店。

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

近隣の裾野市教育施設で「屋根貸し太陽光発電事業」を
行っています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

・「新たな企業風土を創る」ため①働き方を変える ②考え
方を変える ③行動を変える の3つ項目を掲げ、企業風
土・働き方を変える大きなチャンスとして日々チャレンジし
ている。
・個々のスキルアップと自主的に行動できる人材の育成の
一環として、各自が決めた6カ月間目標に対し、どう取り組
んでいくのかをまとめた「Step upシート」を作成しています。
また、定期的な面談をすることにより、フォローアップも実
施しています。
・資格支援制度を定め、自己啓発に取り組む従業員を支援
しています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数２１人
女性割合約２８．６%

・育児休業制度を導入後、復帰率は100％です。
・育児･介護に関する勤務時間短縮制度を導入しています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・年次有給休暇の半日単位での取得が可能です。
・経営目的である、「社員と社員を支えてくれる家族の幸
せ」を実現するためいつも支えてくれる家族のために、
記念日有給休暇制度、こども誕生日有給休暇制度の2制度
を導入し、家族で一緒に過ごす時間をつくり、実施して
いる。
・セクシャル・ハラスメント防止に関する方針を明確化、
周知し、相談窓口を設置しています。
・仕事と家庭の両立を図れる短時間シフト労働者を採用し
た。

PRポイント
【地域貢献への取り組み】
屋根貸し太陽光発電事業
・裾野市の教育施設向け「屋根貸し太陽
光発電事業」の設置業者に選ばれ、裾野
西小学校体育館の屋根に太陽光発電パ
ネルを設置し、2014年4月から発電を開
始しています。
災害発生時の停電の際には、発電された
電気は避難所を利用される近隣住民の
方に使用してもらうことができます。
【自然エネルギー学習への協力】
・国内最大級の「太陽光発電 比較展示
場」において、地域の方向けの自然エネ
ルギー学習のための見学およびセミナー
開催などの協力を行っています。
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建設業

エスティーム株式会社
認定番号 第 ９４ 号

認定年月日 令和３年１２月１日

所在地：
設立：
2017年 5月 9日
電話番号：055-955-5305
ＨＰアドレス：https://www.steams.co.jp

事業内容：高圧電気工事 空調工事

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・各種資格試験に費用会社負担で挑戦してもらってい
ます。 男女を問わず資格や能力による 採用、昇進
を進めています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

○

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

○

介護休業取得促進

○

男性の育・介休業取得促進

○

時間外労働削減

○

有給休暇取得促進

○

ハラスメント対策（セクハラ、
マタハラ、パタハラ、パワハ
ラ）

○

従業員数
総従業員数 １０人
女性割合約
３０%
女性管理職割合約 ０％

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・男性、女性共に育児休業を1年間

取得しています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・フレックスタイム制を導入することにより、ワーク
ライフバランスを保ちます。

PRポイント
・

生きるということは出来るよ
うになること
技術があれば、会社に頼
らない生き方ができますの
で、社員各自が技能や技
術を向上させて、生産性向
上による休暇を増やす取り
組みをしています。

社員の声
仕事については上司から詳しい説明は頂けませんので、
自分で調べ自分で考え結果を出さなければなりませんが、
時間配分なども自由が利き、家庭との両立ができています。
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建設業

株式会社川村組
認定番号 第８４号

認定年月日 平成30年12月1日

所在地：沼津市岡一色池上町517
設立：昭和４３年８月７日
電話番号： 055-921-8299
ＨＰアドレス：なし

事業内容： 総合建設業（土木・建築・大工・とび、土工・鋼構造物・舗装
・塗装・防水・内装仕上・建具・水道施設・解体 工事業 ）

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・業務の責任に男女の差別なく、能力により要職を分担
・資格手当、社内表彰制度等で従業員のやりがいと誇りを
育てる
・女性採用の活性化

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児・介護休業等の取得を支援
・従業員がこどもの看護のための休暇を時間単位での取得

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・固定的差別役割分担をなくす
・有給休暇の時間単位の付与
・時間外労働の削減のため「ノー残業デー」の導入、励行

従業員数
総従業員数９人
女性割合約３３%

PRポイント
男女の枠にとらわれずに個性と能力を十
分に発揮し、ひとりひとりがいきいきと活
躍できる環境づくりに取り組みます。
【社会貢献活動 】
・毎月１回 地域の清掃ボランティアを
社員一同で行う。
・従業員の地域活動やボランティア活動
等への参加、奨励。
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建設業

クリーンサービス株式会社
認定番号 第８０号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市西間門字神明169-1
設立：昭和41年8月10日
電話番号： 055-951-1700
ＨＰアドレス：http：//www.cleanservice.co.jp/
（周辺地域清掃活動）

事業内容：一般土木工事、下水道補修・更生・耐震化工事、下水道調査・
清掃業務、産業廃棄物処理業、下水処理施設維持管理業務

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

・男女を問わず同一条件にて募集・採用・配置
・定期的社内（階層別）研修の実施
・スキルアップ・キャリアアップ支援
○職種職能講習研修会等への受講推進
○資格取得に要する研修会参加及び費用の助成と取得
報奨金制度

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

・育児休業取得促進への環境整備
・介護休業取得促進への環境整備
・年次有休休暇の取得促進(年次有休休暇の計画的付等）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・セクシャルハラスメント防止のための定期的啓蒙活動
（パンフ作成配布等）
・朝礼にて（部署輪番にて朝礼担当発表・報告を通し社
内情報の共有化）

従業員数
総従業員数３９人
女性割合約１７．９%

PRポイント
周辺地域清掃活動を実施し
ています。
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建設業

小林電気工業株式会社
認定番号 第９３号

認定年月日 令和３年１２月１日

所在地：沼津市御幸町9-18
設立：1952年3月17日
電話番号： 055-932-2151
ＨＰアドレス：http：//www.kobayasidenki.co.jp/index.html

事業内容：建設業（電気設備工事）

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・男性か女性を問わず同一条件にて募集・採用・配置
・資格取得、スキルアップの為の休暇制度

CHECKポイント

・資格取得報奨金制度

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児介護休業制度を就業規則に定めている
・育児介護休業者に対する支援プランの策定
・子の看護休暇制度を就業規則に定めている
・柔軟な勤務制度（フレックスタイム制）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数 ２９人
女性割合約 １５％

・社外相談窓口の設置
・長時間労働の抑制取り組み（ノー残業デー）
・法定にない特別休暇の設定、時間単位付与制度の設定

PRポイント
性別や老若男女、又、学歴
で一切差別をしない会社で
す。
一切差別をしないことが自慢
です。

社員の声
老若男女問わず仕事の担当をさせて頂ける会社だと思います。
介護や育児休暇の取りやすさも働きやすいポイントに感じます。
工事部 係長 時吉 瑞歩
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建設業

小林道路株式会社
認定番号 第９２号

認定年月日 令和３年１２月１日

所在地：沼津市大岡3343-1
設立：昭和41年6月9日
電話番号： 055-921-8439
ＨＰアドレス：https：//kobayashidouro.jp

事業内容：土木建設業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・男女共に同一条件での募集・採用

CHECKポイント

・性別に関係なく各自の技能による評価や会社が必要

性別に関わらない採用・配置

〇

とした各種技能講習・免許等にかかる費用の支援

女性の管理職登用促進

〇

・資格取得による資格手当の実施

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
〇

・男女産前産後休暇

時間外労働削減
有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

・育児休業制度の導入

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数

・有給休暇 1日単位の他、半日有給制度の導入
・男女更衣室にパウダールーム・シャワールームを完備

総従業員数 ３６人
女性割合約 １３％
女性管理職割合約 ０％

PRポイント
社員のライフステージの変化
になるべく寄り添える環境作
りを心掛けている。

社員の声
技能取得への支援により、スキルアップと共にモチベーション
アップすることで仕事への意欲や自信にも繋がっているように
思う
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建設業

有限会社近藤組
認定番号 第８２号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市志下488
設立：昭和48年8月
電話番号： 055-932-7888
ＨＰアドレス：http://www.kondougumi.co.jp

事業内容： 舗装工事・土木工事・他建設関連工事

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
性別にとらわれない雇用
評価基準は、各自の技能により評価(実力しだい)

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
妊娠・出産・育児・介護休暇取得により仕事と家庭の両立
できる職場環境づくりを進めています。

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

工事現場管理等女性でも活躍出来ます(現場作業含む)
〇

従業員数

近年、工事現場の書類作成も電子納品(パソコン仕事)も
多く、書類整理等での活躍も出来ます
各種免許取得時・国家試験含すべてバックアップ
各種技能講習・各種免許等、技量により会社が必要と判
断した場合は全額会社負担

総従業員数
１５人
女性割合 約１３．３%

PRポイント
礼儀・努力・謙虚・共栄
「礼儀を第一に、各自努力を継続し、お客
様に謙虚に接して、お客様と共に栄える」
工事現場での多機能熟練工の早期育成
を通じ、お客様の要望に沿った作品を提
供する。
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建設業

株式会社スエヒロ工業
認定番号 第 ９６ 号

認定年月日 令和３年１２月１日

所在地：静岡県沼津市足高287-29
設 立：平成3年5月1日
電話番号：055-923-4721
ＨＰアドレス：https://www.suehiro-kogyou.co.jp/

事業内容： 防水工事・大規模修繕工事・新築 ﾘﾌｫｰﾑ工事
ﾍﾙｽｹｱ ｳｪﾙﾈｽ事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・男女問わず同一条件にて募集・採用・配置
（2021年より女性作業員も活躍中）

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業取得促進

〇

時間外労働削減

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・子供が小学校3年生までの勤務時間の繰り上げ、繰り
下げが可能
・事前の申請にて中抜け等の一時的な外出を許可

有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

・女性管理職の育成・登用を促進
（女性活躍推進 2021年「えるぼし」2段階目取得）

〇

従業員数
総従業員数 25人
女性割合約 32%
女性管理職割合約 20％

・育児休業・介護休業の促進

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・全社員の時間外労働と休日労働の合計が月45時間未
満、平均残業時間は3.9時間（2020年～2021年）
・キャリアアップ形成に必要な資格取得支援制度あり
・ハラスメント防止の為の相談窓口を設置し、従業員
に周知・徹底

PRポイント
【福利厚生の充実】
・年3回賞与開始（夏・決算月・冬）
・全社員完全週休二日制
・建設業に関する資格取得費用を会社が
全額負担
・妊娠・出産・子育てサポート
・社員旅行など各種イベントの実施
・社内報発行（2ヶ月に一度）
・協力会社のリクルートサポート
・トレーニングジムｅIGHT GYM 運営
（従業員使用可）
・社内にキッズスペースを設置
（スペース内でのデスクワークが可能）

社員の声
ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ設置により子供連れ出社が可能に！
社員の子供達が一緒に遊んだり宿題を
したり･･･とても助かるし安心です。
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建設業

株式会社大志建設
認定番号 第７９号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市西沢田８５０－８
設立：昭和６１年１０月１日
電話番号： 055-923-1128
ＨＰアドレス：http://taishi-c.co.jp/

事業内容： 土木・造園・建築・遊具・撮影関係等工事

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
資格取得の際は、学校の学費・試験代・交通費等全てを会
社が負担し、取得後には資格ごとに手当を毎月支給してい
ます。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
○

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

子育て世代を支援するために、子ども手当を毎月支給して
います。２人目以降は累進して手当が大きくなり、子供が
多いほど手厚くなるようにしています。手当は高校卒業ま
で支給します。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

○

有給休暇取得促進

○

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

○

地域に必要とされる人がいる会社が、地域から必要とされ
る会社になります。従業員が積極的に地域活動に参加でき
るように、独自の地域貢献手当を毎月支給しています。活
動の際には、有給休暇として扱っています

従業員数
総従業員数 １２人
女性割合 約１６．７%

PRポイント
☆CM撮影の現場作り等ちょっと珍し
い場所での活躍もアリ！
☆国家資格取得費用は"全額補助"
☆充実した待遇！ユニークな手当も
あり
☆残業はほとんどなし
☆長期休暇あり！メリハリ付けて働
けます

社員の声
大志建設に入って良かったことは、
周りの先輩方に恵まれていることです！
先輩方の仕事を間近で見ることができるので、
日々働きながら、成長できます。(20代女性)
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建設業

株式会社藤田建設
認定番号 第９０号

認定年月日 令和2年12月1日

所在地：沼津市新沢田町7番38号
設立：昭和35年9月
電話番号： 055-921-1241
ＨＰアドレス：https://www.kk-fujita.jp/

事業内容： 総合建設業（一般住宅、商業施設、公共事業、リフォーム等）

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
男女問わず同一条件にて募集・採用・配置(性別関係なく活
躍できる場面、役割)

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
産休制度・育児休暇制度・介護休暇制度を設け、従業員が
働きやすい環境

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
①休暇制度
年次有給休暇、特別休暇の取得（結婚、出生、忌引等）
②職場環境整備
セクシャルハラスメント防止のための方針を社則にて
明確化し従業員に周知させ相談窓口を設置

総従業員数 １０人
女性割合約 ５０.０%

PRポイント
今までの建設業界は男性の活躍が主流
でしたが男性の活躍はもとより今後は
女性ならではの視点に着目し、女性でも
建設業でスキルを発揮し
活躍できるような職場作りを目標にしてお
ります。
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建設業

株式会社菱進
認定番号 第３７号

認定年月日 平成23年12月1日

所在地：沼津市岡一色27番地の5
設立：平成4年10月
電話番号： 055-943-7550
ＨＰアドレス：http://www.ryoushin.org/

事業内容： 建設設備業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

・性別ではなく従業員それぞれの能力と適正に合った人事
配置をしている。
・募集・採用について、男女とも同じ条件にしている。
・管理職への女性の登用を進めている。

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休業制度を導入し、就業規則に定めている。
・子の看護休業制度を導入し、就業規則に定めている。
・年次有給休暇の計画的な取得促進のための工夫を行って
いる。

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・資格取得等に要する費用の助成を行っている。

総従業員数７人
女性割合約４２．８%

PRポイント
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製造業

秋元水産株式会社
認定番号 第４２号

認定年月日 平成23年12月1日

所在地：沼津市大塚37番地の1
設立：昭和26年3月22日
電話番号： 055-967-0001
ＨＰアドレス：http://www.akimoto-suisan.co.jp/
本社工場
事業内容： かつお削り節等海産物加工業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
安全でおいしい商品

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

◆ 高齢者の継続雇用
従業員のパート比率の高い当社にとって、パート従業員
（特に女性）の戦力化はかかせません。経験を積んだパート
従業員の高齢化に対応するため、健康管理に重きを置き60
歳以降も継続雇用を行なっています。
また、作業現場において、やる気のある方のリーダー育成
とその処遇向上も、今後進めていく予定です。
経験の多いパート従業員の技術継承を社員とともに進め
仕事の平準化をし、仕事のしやすさを実現していきます。

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数８１人
女性割合約６９．１%

PRポイント

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
◆ 経営方針発表会の開催
年に一度、期初に経営計画を策定した後、市内のホテルに会
場を設け、全従業員が一同に会し、経営者トップの方針発表、
社員の所信表明を行い、1年間の会社の進むべき方向を、全
従業員が共有できるようにしています。
（会の終了後、全従業員でパーティーを行なっています。）
◆ 改善運動の推進
改善提案の様式を設定し、広く従業員から提案を提出してい
ただいています。
提案された案件はすみやかに、改善委員会が検証・実施をし、
特に現場作業の仕事のやりにくさを、現場の声を反映して、
やりやすいように改善しています。
年2回、優れた改善提案は報償制度を設け報償しています。
また、提出件数の増加のためにも工夫をこらしています。
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製造業

株式会社石川工具研磨製作所
認定番号 第８１号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市足高３９６−８２
設立：１９８３年
電話番号： 055-926-7012
ＨＰアドレス：https://www.ishikawatool.co.jp

事業内容： 超硬工具設計・製作 各種切削工具再研磨

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
■雇用の均等
(1)製造部門への女性社員の採用
(2)優秀・有能な女性社員の管理職、主任への登用

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

全体における女性社員（パート含む）が３割を超え、貴重な
戦力として活躍しています。
また、パワハラ・セクハラ相談窓口設置し、働きやすい環境
づくりを整えています。

育児(介護)休業制度を取得しやすい様、職場でのワーク
シェアを実施し職場復帰できる環境を整えています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
完全週休２日制（土日休み）の実施、有給休暇取得の推進、
心身への負担軽減する作業方法の立案など、社員が安心し
て働ける環境づくりを進めています。

総従業員数５５人
女性割合約 %

PRポイント
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製造業

板橋工機株式会社
認定番号 第７８号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市桃里５６１－１
設立：１９７０年
電話番号： 055-966-1246
ＨＰアドレス：http://itabashikouki.com/

事業内容：各種省力化機械の設計製作

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
●機械が好きな女性を採用して、技術的な仕事を任せられ
るようにしたいです。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数
１２人
女性割合約 約３３.３％

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
●育児・介護休業制度
●有給休暇
半日での取得など、社員の都合に柔軟に対応しています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
●福利厚生
・入社した際の歓迎会、忘年会などは社員ひとりひとりの都合
を確認して無理のない企画で開催し職場のコミュニケーション
向上を図っています。
・３時のおやつタイム、乾燥時期のアメ準備など、アットホーム
な職場です。

PRポイント
お客様の「困った！」の声を、ひとつひと
つ丁寧に聞き出し、それをオーダーメード
による「モノづくり」を通して、お客様の生
産現場の問題解決を目指す事業を展開
しています。
私たちは、お客様の困った！を解決し役
に立った事を感じる瞬間を「やりがい」に
感じる職場づくりを心掛けています。
全ての事に「安全」を優先し見守り、助け
合う職人気質の仲間が活躍しています。
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製造業

沖電気工業株式会社
沼津工場
認定番号 第２２号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市大諏訪688番地
設立：1949年11月1日（沖電気工業株式会社の設立）
電話番号： 055-925-8111
ＨＰアドレス：http://www.oki.com/jp

事業内容：電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・女性の活躍推進（厚生労働大臣）
「えるぼし」三段階目の認定取得（2017年）
・「ダイバーシティセミナー」開催

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数441人
女性割合約11.56%

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
■両立支援取り組み
・イントラネット「“仕事と家庭の両立”応援サイト」開設
・「仕事と育児の両立支援研修」開催
・労使によるワーク・ライフ・バランス推進委員会を設置
・上記委員会ホームページにて経営者・労働組合委員長か
らのメッセージを掲載。
■育児・介護休業制度
・妊娠通院休暇、産前短時間勤務、産前産後休暇、育児休職
制度、育児短時間勤務
・介護休職制度
■その他制度
・目的別に応じた目的別休暇付与（本人治療・家族介護等）
・テレワーク勤務、フレックス勤務、通勤圏外勤務制度
・毎週金曜日：一斉定時退社日
・勤続年数１０年以上：リフレッシュ休暇付与
■認定・取得
・男性の育児参加推進（（公財）21世紀職業財団）
「モデルとなる取り組みを行う事業主」として認定

PRポイント

ＯＫＩはグループをあげて次
世代育成に積極的に取組
み、社員全員が安心して働
ける会社をめざしています。

・仕事と子育ての両立推進（厚生労働大臣）
「プラチナくるみん」を取得（2017年）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・ハラスメント窓口の設置
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製造業

株式会社耕文社
認定番号 第５４号

認定年月日 平成26年12月1日

所在地：沼津市西沢田1288-3
設立：昭和23年7月1日
電話番号： 055-925-0016
ＨＰアドレス：https://www.kohbunsha.co.jp

事業内容：広告販促物企画制作、出版物企画制作、
映像制作 IT・メディア関連事業、印刷製本業全般

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・性別にとらわれない、社員の能力を生かす人事評価等級制
度の実施。

CHECKポイント

・社長と社員一人一人の面談機会を不定期で設け、人生や働
き方をテーマにコミュニケーションの場として意思疎通を図る。

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

・スキルアップの為、有料・無料を問わず外部研修・セミナー等
の積極的な受講。

有給休暇取得促進

〇

・各種資格取得に要する費用の助成。

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

・毎月第一土曜日の出勤日を勉強の日とし、全社的な取り組
みで各自業務に資する分野の知識向上を促進。
・業界動向や商品、技術、機材など最新情報のため、都内開
催の展示会への積極的な派遣。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

従業員数
総従業員数
２８人
女性割合約
３９．２８%
女性管理職割合約 ２７．７７％

・育児休業制度、介護休暇制度、特別休暇制度（結婚・出
産・忌引・傷病等）の整備。
・年次休暇の繰越と半日単位での取得が可能。
・月１回、各部署毎に有給残一覧表を回覧し、周知すること
での取得促進。

PRポイント
Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・休日カレンダーを設定し、新年会や日帰りレクレーション、
他社工場見学の研修。
・年1回、期初に管理者会議で経営方針発表を実施。社長と各
部門の管理者が活動方針発表を行い、1年間の会社の方向
性を上長を通じて全従業員で共有。
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製造業

サツマ電機株式会社
認定番号 第７７号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市足高２９２－２６
設立：1970年2月14日
電話番号： 055-921-2577
ＨＰアドレス：http://www.satumadenki.co.jp

事業内容：産業用ブレーキの設計開発、製造、販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・年2回、全社員研修を実施

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

◆育児支援
有給での子の看護休暇、育児休業制度、育児のための短時
間勤務制度
◆介護支援
介護休業制度、介護のための短時間勤務制度

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・年2回、全社員と社長との面談

〇

・採用後3か月間、毎月のフォロー面談
・年次有給休暇は半日単位での取得可能（有給取得84.7％）
・職場会を月1回実施し、お互いの業務の状況や課題を共有

従業員数
総従業員数４１人
女性割合約26.83%

PRポイント
サツマ電機株式会社は、産業用ブレーキ
の設計開発、製造、販売をおこなってい
る会社です。当社には、「共に豊かな人
生と人間的成長を目指します」が経営理
念の一つにあります。会社は人間性を高
め合い、人として成長できる場所と捉えて
います。
一人一人が自身の特性を生かしてその
能力を発揮して各人の役割をこなし、更
なる成長につなげて、それぞれの豊かな
人生につながる土壌づくりに取り組んで
います。
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製造業

芝浦機械株式会社 沼津本社
認定番号 第１１号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市大岡2068番地の3
設立：昭和24年3月18日
電話番号： 055-926-5141
ＨＰアドレス：https://www.shibaura-machine.co.jp
沼津本社 本館

事業内容：射出成形機・ダイカストマシン・押出成形機・工作機械・精密
加工機・微細転写装置・ガラス成形装置・産業ロボット・電子
制御装置・鋳物などの製造・販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

超精密マシニングセンタUVMシリーズ

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

○

女性の管理職登用促進

○

育児休業取得促進

○

介護休業取得促進

○

男性の育・介休業促進

○

時間外労働削減

○

有給休暇取得促進

○

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

○

従業員数
総従業員数１，６４５人
女性割合約１１．５４％

◆教育体系
芝浦機械グループは日常業務を通じたOJTのほか、全
社共通に、または職種に応じた専門分野ごとに、幅広
い教育・研修を実施し、各自が能力を最大限に発揮し、
成果につながることを目ざしています。また、新入社
員から役職者・ベテラン社員を対象とした、グローバ
ル人財育成、コンプライアンス教育、技術・技能の向
上と伝承、自己啓発などの人財育成に努めています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆働く女性の支援
芝浦機械では、女性の大きな退職理由のひとつである
「出産・子育て」と「仕事」の両立支援にも力を入れ
ており、女性が働きやすい会社づくりを目ざしていま
す。先進国のビジネスが成熟化している中で新しいビ
ジネスを生み出すには、新しい力が必要です。近年で
は、営業職・技術職における女性従業員や女性管理職
についても性別にとらわれない人財の登用を図ってい
ます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

PRポイント
「“強み”を持った人財を育成
する」をコンセプトに、従業員
の能力開発人材育成を通して
公正な評価処遇を行ない、働
き甲斐のある職場づくりに努
めています。

◆育児・介護に関する制度と活用状況
過去5年間において、女性従業員の育児休業取得率およ
び復職率ともに100％を達成しています。当社では、短
時間勤務制度や本人からの申し出によって残業を免除
する制度のほか、積立保存休暇の利用目的に「看護」
を追加し、ワーク・ライフ・バランスを支える制度を
整えています。
2020年度は、男性従業員の育児休業取得者も増加して
おり、今後も積極的な取得に向け促進していきます。
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製造業

株式会社ツカサ
認定番号 第４９号

認定年月日 平成25年12月1日

所在地：沼津市桃里329番地
設立：1986年
電話番号： 055-967-1953
ＨＰアドレス：http://www.tukasa.com

(株)ツカサ 第一工場

事業内容：金属切削加工
(株)ツカサ 第二工場

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
(株)ツカサ 代表取締役

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・１日単位の休暇の他、半日単位の休暇も取得可能

有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〈採用〉・原則として新卒者採用を中心とし、男女にこだわらず選
考しています。選考方法は、面接による人物本位の採
用基準とし、チャレンジ精神溢れる自立・自律の若年者
を求めています。
〈人事〉・ご本人の意欲・能力・実績を尊重し、昇進・昇給を行っ
ています。一つだけの業務（担当機械）に限定せず、「多
能工化」を目指しています。
個々の社員キャパシティの拡大 ＝ 会社の成長となり
ます。

〇

従業員数
総従業員数１５人
女性割合約13.3%)

PRポイント

株式会社ツカサは、半導体製
造設備部品、液晶製造設備
部品、一般産業機械部品等
の大型加工品の金属切削加
工を行っている会社です。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・職種による各種教育の実施や、自己啓発に係わる
トレーニングスクールへの参加により、キャリアアップ
スキルアップのための学習支援を積極的に行っています。
・就業時間外に、社員が自主的に勉強する機会を提供し、
支援しています。
・定期的に社員と経営陣との懇談の場を設け、個人スキ
ルアップに向けた支援及び会社に対する要求、悩み等
をテーマとした、コミュニケーションを図っています。

社員の声
私は工業系の卒業生ではありませんが、ものづくりに興味
があり(株)ツカサに入社しました。最初は覚える事が多く大
変でしたが、製品が出来るようになると、達成感が湧き、今
はやりがいのある仕事だと思っています。
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製造業

土井製菓株式会社
認定番号 第４１号

本社外観

認定年月日 平成23年12月1日

所在地：沼津市足高292番地の23
設立：昭和40年5月1日
電話番号： 055-925-2500
ＨＰアドレス：http://www.doi-seika.co.jp/

事業内容：田舎草もち、温泉まんじゅう、蒸しカステラ、焼まんじゅう、
キンツバ等、郷土銘菓の製造販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
ロングセラー商品の草もち

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・現場の声を反映させるよう現場責任者に積極的に女性の登用
を図っております。
・個人及び全体のスキルアップの為、安全衛生教育、機械操作
等の定期的な教育訓練を実施しています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・子育て中の社員からの声で、半日有給制度を導入しました。
・育児に参加できる環境を整える為に、育児・介護休業制度
の整備をすすめました。
また、育児休業利用者には、スムーズに職場復帰できるよ
うに、会社の近況等を適宜お知らせしています。

時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・全社員に、会社の取り組みを広く知らせることにより働き
やすい環境を整えています。

従業員数
総従業員数９３人
女性割合約５０．５３%

PRポイント
土井製菓株式会社は「明るい
挨拶から楽しい職場を作ろう」
「自覚と責任を持って自分の
仕事をやり遂げよう」「よりよい
菓子作りを通して社会に奉仕
しよう」の社訓のもと、安心安
全なお菓子作りを目指してし
ています。

24

製造業

株式会社桃中軒
認定番号 第３３号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：沼津市千本港町24番地
設立：昭和5年
電話番号:055-963-8211
ＨＰアドレス：http://www.tochuken.co.jp

事業内容：弁当・料理の製造販売、ケータリング、FC店舗管理運営、
不動産賃貸業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

現在、昇格にあたっての評価基準を作成中です。
従業員が生き生きと目標を持って働く職場環境を整備する一環
として3年以内に明確な昇進・昇格基準を導入し、運用します。
これによって個々の従業員が公私にわたって将来的なライフデ
ザインを描き、安心・安定した生活を送れるようになってほしいと
考えています。

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
平成24年8月、育児介護休業規程の見直しを行い、全従業員
に配信しました。
パート社員が全従業員の70％を超え、その平均年齢が60歳前
後です。両親の介護が必要な年齢に達していることもあり、
特に介護制度について周知することで介護休暇や勤務短時間
制度の利用促進につながると考えています。
令和３年は男性正社員１名が1年間育児休業が取得しました。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

総従業員数 １４０人
女性割合約 ６２.８%

平成24年8月～9月に役職者、一般職と別々の観点から社会保
険労務士によるセクシャルハラスメント防止セミナーを実施
し、10月にセクシャルハラスメント防止に関する規定を就業
規則から独立させました。

PRポイント

従業員の多くを占めるパート、アルバイト社員のなかで、心
身ともに健康で能力・意欲があれば、性別を問わず積極的に
正社員へ登用し、従業員のモチベーションアップと満足度の
向上を図ります。

正社員転換制度の積極的運用
平成22年7月に「 正社員転換制
度 」規定を新設しました！
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製造業

株式会社トライ・カンパニー
認定番号 第１８号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市双葉町9番11-4号
設立：平成2年4月26日
電話番号：055-920-7111
ＨＰアドレス：http://www.trycompany.co.jp

事業内容：保冷材及び鮮度保持資材の製造・販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・男女とも同じ条件で募集・採用をしています。
・男女問わず、管理職の登用をしています。
・資格取得等に要する費用の助成を行っています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数
４０人
女性割合約
３７．５％
女性管理職割合 約１０．０％

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆ 育児支援
・1歳未満・1歳以降（1歳6ヶ月までを限度）の育児休業を取
得できます。
・復職後は原則として、休業前の部署・職務とし、賃金も育
児休業前の給与を保障します。
・小学校就学前の子の養育の為に、短時間勤務や始業・終業
時刻の繰上げ繰下げを導入しています。
・小学校就学前の子を養育する者で、病気やケガをした子の
看護のために看護休暇を取得できます。（1年に5日間・2
人以上の場合は10日間を限度）
◆ 介護支援
・介護休暇を取得できます。（1年に5日間・2人以上であ
れば10日間を限度）
・復職後は原則として、休暇前の部署・職務とし、賃金も介
護休暇前の給与を保障します。
・仕事と介護を両立する為に（連続する3ヶ月を限度）短時
間勤務や始業・終業時刻の繰上げ繰下げを導入し、時間
外・深夜勤務等を回避できます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

PRポイント
「私たちは常に挑戦する精神をも
ち、未来に向けて価値を創造し、
顧客満足、社会貢献を通じて、
全員が自己実現できる会社を目
指します。」を経営理念として、
男女が共同で参画できる職場環
境を目指しています。

・セクシャルハラスメント等の防止に関する方針を明確化し、
従業員に周知し、相談窓口を設置しています。
・半日単位の年次有給休暇が取得できます。

社員の声
子供の体調不良や行事でお休みを取る時に、
いつも心配する言葉や快く「行っておいで！」
と言ってもらえるので、安心して休みを取る
ことができます。同じ様に誰かが大変な時には
サポートしてあげたいと思える会社です。
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製造業

株式会社長野製作所
認定番号 第 ９７ 号

認定年月日 令和３年１２月１日

所在地：静岡県沼津市松長670
設立：1946年 5月 1日
電話番号：055-966-3919
ＨＰアドレス:http://www.naganoproducts.co.jp/index.html

事業内容： 精密ネジ・金属製品製造販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業取得促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ８３人
女性割合約 ３３％
女性管理職割合約 ９％

・

PRポイント

誰もが職務可能な製造現場・働きや
すい職務環境を目指し、２０２１年度
より「女性活躍プロジェクト」を設立し
ました。
今までは聞き取きとりにくかった女性
の意見を取り入れながら、女性の活
躍推進・会社の改善活動を推進して
おります。今期活動が始まったばか
りですが、働きやすい職場を目指し
継続活動していきます。

・全部署男性・女性の受け入れ可能な環境を目指し、
プロジェクトを通して改善予定
・新人事制度にて役割等級の設定、評価項目・基準の
明確化、賃金テーブルを設定し人事評価を反映
・資格者支援
・e-ラーニング(インターネット学習)・セミナー参加
等による学習機会の提供

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休暇、介護休暇制度
・育児休暇、介護休暇取得できる社員へ制度の提示
・2022年4月から時間休の採用予定(システム構築中)
・有給推進日を設定し、社員の有給取得の推進中（現
在、全社員有給消化率約79.9％）
・企業主導型保育施設と契約・推進

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・現場の作業改善、力の掛からない作業・機械化を推進
・設備の更新（トイレの改装）
・女性専用休憩室（作業現場）の設置
・未就学児の看護休暇（育児休暇と別に設置）
・福利厚生面の充実
①業務災害、がん他三大疾病、死亡等に備えた保険
②確定拠出年金に加え福祉はぐくみ企業年金導入
③リゾートホテルの法人会員契約の利用

社員の声
「未就学児は体調も崩しやすので、看護休暇の制度がある
と非常に助かるし、家族が迎えにいけない時にも自分が行
けるので安心できる。」
未就学児の看護休暇利用社員（製造現場所属30代男性）
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製造業

株式会社日本ベルト工業
認定番号 第７３号

認定年月日 平成28年12月1日

所在地：沼津市足高303-3
設立：1980年1月1日
電話番号：055-925-0707
ＨＰアドレス：http://www.nihonbelt.co.jp/

事業内容：各種コンベアベルト製品加工販売、出張エンドレス工事

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
(1)製造部門への女性パート社員の採用
関東工場では、製造部門における女性パート社員が3割を超
え、貴重な戦力として活躍しています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

(2)管理職、主任への女性社員の登用
〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
(1)育児休職制度と短時間勤務制度の整備
(2)有給休暇
1日単位の他、半日、1時間でも取得することができます。
柔軟な勤務時間の設定が可能で、仕事と家庭の両立が図
りやすくなっています。
（3)パワハラ・セクハラ相談室設置

【今後の取り組み】
・介護看護制度導入の整備検討

従業員数
総従業員数６２人
女性割合約20.97%

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

PRポイント
株式会社日本ベルト工業は、主
に食品工場、物流センター等で
使用される各種コンベアベルトの
製作、販売、出張エンドレス工事
を主な事業としています。沼津市
の本社の他、山梨、神奈川、関
東、埼玉に営業所があり、客先
ニーズに応える営業活動をして
います。
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製造業

株式会社原町加工紙
認定番号 第５７号

認定年月日 平成26年12月1日

所在地：沼津市原1058番地の2
設立：昭和47年4月7日
電話番号：055-966-6611
ＨＰアドレス：https://haramachikakoushi.com

◆自社製品
事業内容：ポケットティッシュ、ボックスティッシュ製造

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
創業当初から女性の雇用が常に８０％を超え、女子力の恩恵を
受けています。

CHECKポイント

・性別にとらわれない雇用
採用、配置、福利厚生等において男女平等です。

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
育児・介護休業制度の推進
仕事と家庭の両立をストレスなく実現していために、子育て
や介護に余裕ある時間を持っていただけるよう休業規定を設
けるとともに、勤務時間の短縮や有給休暇を１日単位でなく
半日で取れるようにする等、働きやすい環境づくりをしてい
ます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数
３５人
女性割合 約８２.８６％

従業員全員との面談を定期的に実施
定着率を高めるためと、従業員の実情（子育て、介護、自身
の体調など）やパワハラなどの現状を把握し、よりよい改善
や配置替えなどを行う目的で実施している。また、新製品開
発や新提案などの取り組みにも参加していただいています。

PRポイント
「やわらかさと優しさをあなたに
届けたい」をモットーにティッシュ
を作り続けて40年以上、資生堂
ブランドのティッシュペーパーの
歴史とともに歩んできました。お
客様のお手元に届くまで大切に
作らせていただいています。
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製造業

株式会社バンデロール
認定番号 第４４号

認定年月日 平成24年12月1日

所在地：沼津市西島町20番2号
設立：昭和47年7月21日
電話番号：055-934-2800
ＨＰアドレス：http：//www.banderole.co.jp/

事業内容：パン・サンドイッチ・洋菓子の製造及び小売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・性差のない就労環境を保障する。
（1）性別にとらわれない、能力による公正な人事
・採用・人事考課等に公正な評価
・女性店長を多数登用している（女性の視点でのディス
プレイなどが好評）

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

（2）キャリア・アップの支援
・パン製造の技術講習会による再確認及び社員の交流
・ベッカーマイスター（製パン技術資格制度）等の資格
取得支援

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数１０８人
女性割合約69.44%

・子育てに関して、育児休業・短時間勤務・所定外労働の制
限等、各種制度の充実
・介護に関して、介護休業・短時間勤務・介護休暇制度等の
充実
・育児休業または介護休業取得後の職場復帰プログラムの実
施

PRポイント
私たち株式会社バンデロールは、
「信用を第一とし、感謝の念を忘
れずに」「たえず切磋琢磨し、明
るく元気に誠実であることをモッ
トーに」「常に挑戦と創意を合言
葉に、夢を持ち、夢を実現できる
会社でありたい」を企業理念とし
て、お客様に愛される会社を目
指しています。
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製造業

株式会社フジクラ 沼津事業所
認定番号 第１２号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市双葉町9番1号
設立：1954年日
電話番号： 055-923-1111
ＨＰアドレス：http://www.fujikura.co.jp

事業内容：電線関連製造

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数１４０人
女性割合約12.85%

PRポイント

◆雇用環境の整備
（1）仕事と生活の両立を実現させる環境の定着
・両立支援関連の制度を理解し、制度を活用しやすい仕組みをつくるため、出産、
育児等に関連する制度の紹介や手続きに関し、本人の対応すべき事項をリーフ
レットにまとめ、配布しています。
（2）男性が普通に育児参加、育児休業に参加できる環境づくり
・男性社員への子育て支援に関する情報発信を通して、育児目的の休暇・育児休
業取得者数の向上を目指す観点から、男性社員の育児関連制度の取得例や他
社の事例紹介など積極的な情報発信をする。
（3）仕事と生活の両立に関する制度の利用向上
・（1）、（2）を通じて女性社員の育児休業の取得率アップ、男性社員の育児休業取
得を目指す。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆育児支援
・｢仕事と家庭の両立｣を無理なく実現していくためには、男女が共に仕事と
家庭のバランスをとりながら充実した働き方を続けられるような環境が
求められています。ダイバーシティー、または次世代育成の観点から、より
充実した環境の創出に積極的に取組んでいます。
・休業期間:対象となる子が3歳になる前日まで（休業中の会社情報開示、
キャリア形成（通信教育に対する奨励金等）に関する取り組み有り）
・看護休暇:小学校入学前の子を養育する者は1年に5日まで、病気・ケガをした
子の看護のために休暇を取得
・終了後の働き方:小学校3年生以下の子を養育する者は、1.時間外労働・休日労
働の免除 2.フレックスタイム制の適用 3.短時間勤務制度の適用のいずれか
利用可
・費用補助:育児利用施設費・育児サービス利用費・育児用品購入(レンタル)費
◆介護支援
・期間:1年間を限度とし連続付与
・通院介護:1．所定外労働・休日労働の免除 2．フレックスタイム制の
適用3．短時間勤務制度の適用
4.時差勤務の適用 のいずれかを受ける。
・費用補助:介護施設利用費・介護サービス利用費・介護用品購入・レンタル費
◆ 休暇制度
・半日休暇・一斉取得休暇・マイホリデイ・リフレッシュ休暇・保存休暇などの
各制度

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
◆キャリアアップ支援
・通信教育制度
（1）教育の基本は ｢ 自己啓発 ｣ です。己を磨こうとする情熱と目標に対し
て行なう通信教育を支援します。
（2）通信教育の受講料50％を奨励金として給付。
（3）優秀賞受賞者には、受講料75％を給付。
（4）グループ受講制度：複数名のグループにより全員が教育受講を完了する
と500円（もしくは1,000円）の図書券を贈呈。
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製造業

富士通株式会社 沼津工場
認定番号 第１４号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市宮本140番地
設立：1976年8月
電話番号：055-923-2222
ＨＰアドレス：http://jp.fujitsu.com/

事業内容：通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの
製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
当社は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、適切な行動
計画を策定・実施し、計画に定めた目標を達成しております。
社員の仕事と子育ての両立を引き続き支援すると共に、社員と
会社が成長し続けることができる職場環境を提供すべく、今後も
引き続き諸施策の充実等を検討してまいります。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数８５０人
女性割合約19.88%

PRポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
2021年4月1日から2024年3月31日までの3年にわたる第7期行動計
画では下記3項目を目標に掲げ、社員の仕事と子育ての両立を引き
続き支援すると共に、働き方改革に前向きに取り組むことで、社員全
員が、心身共に健康に、かついきいきと働くことができるよう、諸施策
を実施していきます。
目標1：多様なライフプランを受容する組織風土醸成の促進
＜対策＞
2021年5月より 産前産後休暇および育児休暇・休職に関する周囲
理解促進の場の設置
2021年10月より 男性育児休暇・休職取得を推進
目標２：仕事と育児の両立支援に関する制度運用のさらなる促進と
定着
＜対策＞
2022年1月 管理職を対象とした女性活躍のための学びの場の設置
2022年4月 両立支援に関する制度の柔軟な利用に向けた検討
目標３：月平均時間外労働時間について40時間以下を維持する
＜対策＞
2021年4月より 場所や時間にとらわれない、効率的で柔軟な働き方
の促進と定着
2021年4月より 従業員の労働時間状況の見える化を推進
【活動実績】
第1期行動計画（2005.4.1
第2期行動計画（2007.4.1
第3期行動計画（2010.4.1
第4期行動計画（2013.4.1
第5期行動計画（2015.7.1
第6期行動計画（2018.4.1
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製造業

株式会社ホリックス
認定番号 第７０号

認定年月日 平成28年12月1日

所在地：沼津市足高294番地の46
設立：平成9年4月1日
電話番号:055-925-4601
ＨＰアドレス：http//www.hollyx.co.jp

事業内容：医療機器 開発・製造・販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
今後の取り組み
・管理職、監督職への女性従業員の登用
・職業家庭両立推進者の選任

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
現代の多様な働き方に応じた各種制度を導入しております。
■育児支援
育児休職制度、育児のための短時間勤務制度ほか
■介護看護支援
介護休職制度、介護のための短時間勤務制度ほか
■働きやすい環境づくり
特別休暇の取得（結婚、出産、忌引等）

時間外労働削減
有給休暇取得促進

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数１３人
女性割合約15.38%

PRポイント

33

製造業

マーレエレクトリックドライブズ
ジャパン株式会社
認定番号 第７４号

認定年月日 平成28年12月1日

所在地：沼津市大岡３７４４番地
設立：１９３１年７月１０日
電話番号： 055-921-5930
ＨＰｱﾄﾞﾚｽ：http://www.jp.mahle.com/ja/mahle-in-japan/mahle-electric-drives/

事業内容：電装品・小型モータの設計、製造、販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

■シンプルでわかりやすい評価・賃金制度
男女の区別なく、当人の実力・取り組み・成果が
反映される評価・賃金制度
■社内教育の整備・拡充
専用研修施設を社内の建設し、講習・実習を融合した教育実施
入社～階層別～職能別の教育プログラムの整備。
英語研修助成金制度による自己キャリアアップの支援

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数 ４７４人
女性割合 約２０．５％
女性管理職割合 約５％

PRポイント
当社は、二輪車、四輪車、スノーモビ
ル等、様々な製品の重要部品である
「エンジンコントロールシステム（電
装品）」「モータ駆動システム」の開発
から設計、製造・販売までの一連を
手がけています。
市場トレンドである環境に優しい製
品開発をはじめ独創的な技術を通じ
て社会に貢献することをモットーとし、
搭載先に最適化されたセット製品と
して提案する“システム・サプライ
ヤー”として顧客満足度の向上に取
り組んでいます。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
■出産・育児支援
育児休業制度、育児のための短時間勤務制度
不妊治療のための休暇・休業制度
育児等による通勤時間短縮要請者への支援
■介護支援
介護休業制度、介護のための短時間勤務制度

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
■特別休暇の拡充
結婚、出産（本人・配偶者）、忌引による休暇の付与
一定の勤続年数到達によるリフレッシュ休暇の付与
■働きやすい環境づくり
コアタイムのないフレックスタイム制度（自律し柔軟な働き方）
年次有給休暇の計画的な取得促進
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製造業

株式会社明電舎 沼津事業所
認定番号 第６号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市東間門字上中溝515番地
設立：大正6年6月1日 (創業 明治30年12月22日)
電話番号：055-921-5111
ＨＰアドレス：http://www.meidensha.co.jp

事業内容：発・変電等エネルギーシステム、水処理システム、情報通信
システム、産業システム等の開発、製造、販売、サービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・採用、人事考課など、公正に評価
・スキルアップ、資格取得にかかる費用の全額または一部負担
・メンター制度の導入

CHECKポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数１，７２７人
女性割合約14.59%

PRポイント
(株)明電舎は、積極的にダイ
バーシティ経営を推進して、企業
競争力の強化に取り組んでいま
す。性別、国籍、文化、年齢等に
とらわれず、従業員の能力が最
大限に発揮できるような社内環
境整備を着々と進め、多様な人
財が活躍できる場を提供してい
ます。

（１）不妊・育児・介護支援の取り組み
・不妊・育児・介護休職及び短時間就業制度等（男女問わず取得可）
・海外勤務を命ぜられた従業員の配偶者が帯同するための「海外赴
任休職制度」配偶者が子女を出産した際の、取得期限の緩和。
・えるぼし認定取得（認定段階３） （平成29年11月取得）
・トモニンマーク取得
・「くるみん」及び「プラチナくるみん」認定取得
（２）休暇制度
・誕生日休暇（誕生日より2カ月以内に１日）
・勤続年数【勤続10、15、20、25、30、35年】によりリフレッシュ休暇（5
～8日間）
・看護・介護(任意の時間数で取得可能）
・妊娠障害通院休暇
（３）テレワーク勤務制度
①サテライトオフィス
・他地区からのサテライトオフィスの利用
・ディスカッションスペース・集中スペース・リラックスして作業に集中
できるスペース・スカイプ席の導入等によるワークライフバランスの
とれた環境づくり。
②在宅勤務制度
・「生産性を高めるため働き方の選択肢提供」「仕事と育児や介護等
との両立支援」を目的として、自宅での就業を認める制度

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
（1）健康経営銘柄への初選定、健康経営優良法人～ホワイト500
～への初認定一人ひとりの健康を組織で支える活動を推進し、
生き生きとやりがいを持って働ける会社づくり。
（2）退職者再雇用制度
結婚や介護等でやむを得ず退職せざるを得なくなった従業員の
会社復帰ニーズへの対応として、退職後の再雇用を認める制度。
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製造業

矢崎エナジーシステム株式会社
沼津製作所
認定番号 第１３号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市大岡２７７１番地
設立：１９５１年
電話番号： 055-924-2230
ＨＰｱﾄﾞﾚｽ：http://www.yazaki-group.com

QR
CD

事業内容：低圧・高圧ケーブル、分岐付ケーブル、通信銅軸ケーブル、
防災ケーブル等各種電線ケーブルの製造

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
◆社内教育の整備
階層別教育を「大学」と称し、知識の習得を実施してきた中で、本
年より更なる専門性を高めた「院」をスタートさせました。その中に「男
女共同参画推進」をカリキュラムに入れ、従業員の
知識向上に取り組んでいます。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数３８２人
女性割合約9.42%

PRポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆バックアップホリデー制度
従業員や家族の生活の安定と、有効的な時間活用を促進するこ
とを目的とし、長期療養やボランティア活動の際、積立有休（昨年未
使用の有休５日/年を積立）を利用できる制度です。
◆育児・介護休業制度
育児・介護を必要とする従業員の雇用継続を促進・福祉増進・経済
社会の発展に資することを目的とした制度です。仕事と家庭の両立
のため、利用する従業員も増加しています。
◆ノー残業デーと有給休暇取得促進活動の実施
毎週火曜日と木曜日をノー残業デーとし、17時45分までの消灯を
呼びかけています。また、有給休暇取得促進のため有休計画表を作
成、職場内で共有することで業務を計画的に遂行し、有給休暇がとり
やすい環境づくりに取り組んでいます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
◆リフレッシュ休暇制度
従業員の「自己再発見」「生きがいの創造」「自由時間の活用」の
促進を目的とし、特別休暇を付与します。心身ともにリセットされ、そこ
から良い仕事（ワーク）に繋がります。

（1）「ゴルフレッスン」「東京ドーム
ツアー」「ボーリング大会」など年
間計画を立て、開催しています。
（2）女性委員会が主催する「親子
お料理教室」「ヨガ教室」「ハラス
メント勉強会」など女性の視点か
ら企画された催しも実施されてい
ます。
今後も“ＹＡＺＡＫＩらしさ”を大切に
「男女共同参画推進事業」に取
組みます！

36

製造業

ヤマハモーターハイドロリックシステム
株式会社 沼津事業所
認定番号 第６２号

認定年月日 平成27年12月1日

設立：平成18年 1月 4日
◆第１工場 所在地：沼津市一本松636番地の1
電話番号:055-966-6111

◆第１工場

QR
CD

◆第２工場 所在地：沼津市原2608-58
電話番号:055-957-7130
ＨＰｱﾄﾞﾚｽ：https://www.yhsj.co.jp/

事業内容：輸送機器部品の開発、製造、販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
◆第２工場

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数２３２人
女性割合約13 ％
女性管理職割合約14％(企業全体)

PRポイント
ヤマハモーターハイドロリックシステ
ム株式会社は、
＜期待を超える価値の提供＞
＜チャレンジ精神ある風土＞
＜社会貢献の遂行＞
を企業理念とし、自分の役割にとら
われず部門を越えて行動することを
目指しています。

・男女ともに同じ条件で募集、採用
・性別にとらわれない人事評価、昇級昇格制度
・スキルアップや資格取得にかかる費用の全額もしくは一部を負
担、または奨励金を支給

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
■育児支援
・育児休職制度（子の満２歳の誕生日まで）
・育児のための短時間勤務制度、深夜業免除、時間外労働の制限
・休職前の職場への復帰、休職前の賃金を全額保障
・子の看護休暇の特別休暇の時間単位取得実施
■介護看護支援
・介護休職制度（最大１年）
・介護のための短時間勤務制度、深夜業免除、時間外労働の制限
・休職前の職場への復帰、休職前の賃金を全額保障
・介護休暇の特別休暇の時間単位取得実施

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・特別休暇の取得（結婚、出生、忌引、公務等）
・傷病・介護・看護の特別休暇の付与
・フレックスタイム制度有
・有給休暇の繰越、半日単位の使用が可能
・社内外にハラスメント相談窓口を設置
・ノー残業デーの実施（毎週金曜日、給与・賞与支給日）
・慶弔金、見舞金の支給

社員の声
女性の産休、育休取得率は100%！
性別に捉われず自分の能力を活かして
働ける職場です。
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製造業

米久株式会社
認定番号 第３１号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：沼津市岡宮寺林1259番地
設立：1965年
電話番号：055-922-5321
ＨＰアドレス： https://www.yonekyu.co.jp/

事業内容：食肉及び食肉加工品の製造・卸売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
■男女平等の人事制度
・性別 / 年齢等にとらわれず能力に応じた人事配置

CHECKポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

性別に関わらない採用・配置

○

女性の管理職登用促進

○

育児休業取得促進

○

介護休業取得促進

○

男性の育・介休業促進

○

時間外労働削減

○

有給休暇取得促進

○

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

○

従業員数

■法を上回る育児制度の整備
・育児短時間勤務/時間外労働制限/子が小学校3年生まで
利用可能（法定では3歳未満）
・子の看護休暇等は小学校3年生まで利用可能（法定では
小学校就学前の子）
・配偶者出産休暇や保育施設の臨時休業休暇を整備
■法を上回る介護制度の整備
・介護休業は通算1年（法定では93日まで）
・介護による短時間勤務は日数の制限なし
■有給休暇取得促進
・計画的な有給休暇取得の促進

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

総従業員数1,449人
女性割合約36.44%
（2021年11月現在）

■時間外労働の削減
・時差出勤勤務やシフト制による時間外労働の削減
■社員の能力を生かす人事管理
・各種研修の実施や自己啓発に係る研修教育費等を会社が
負担し、社員のスキルアップのための支援を積極的に行って
いる。
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製造業

株式会社リコー 沼津事業所
認定番号 第１号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市本田町16番1号
設立：1960年4月1日
電話番号：055-920-1000
ＨＰアドレス： http://www.ricoh.co.jp/

事業内容：ＯＡ機器サプライ商品の研究開発製造

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・ｅ－learning行動規範教育：全従業員受講（1回／年）

CHECKポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数１，０２７人
女性割合約16.65%

≪仕事と育児の両立支援制度≫
1 ・子どもが3才までの育児休職・短時間勤務
2 ・子どもが3才～小学3年生までの育児短時間勤務
3 ・看護休業（子どもが小学校就業前まで）
4 ・ベビーシッター助成金制度（子どもが小学3年生まで）
≪仕事と家族介護の両立支援制度≫
・介護休職・短時間勤務

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・ワークライフ・マネジメントセミナー、育児休業からの復職者
を対象とした「復職支援セミナー」の開催（本社主催にて実施）
・ファミリーデー（子供参観日）の開催
≪仕事とボランティアの両立支援制度≫
・ボランティア休職
≪支援休暇制度≫
・「ボランティア活動」「家族の介護」「子どもの看護」「本人の
私傷病」のために取得出来ます。
・「配偶者転勤特別長期休暇」を取得出来ます。

PRポイント
株式会社リコーは、ＣＨＥＣＫ
ポイントのすべての項目を積
極的に推進しており、常に従
業員が働きやすい職場づくり
に取り組んでいる。現在は、
オンラインも活用して復職支
援セミナー等実施
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電気・ガス・熱供給・水道業

静岡ガス株式会社 東部支社
認定番号 第40号

認定年月日 平成23年12月1日

所在地：沼津市岡一色809番地
設立：明治43年（1910年）4月16日
電話番号：055-927-2811
ＨＰアドレス： http://www.shizuokagas.co.jp/

事業内容：都市ガスの製造・供給および販売、ガス機器の販売、
ガス工事

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
女性が活き活きと働き続けることのできる雇用環境の整備を行
うため、次のとおり行動計画（令和３年4月1日～令和８年3月31
日）を策定しています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数２０６人
女性割合約26.0%

PRポイント

<女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する目標>
・令和8 年 3 月末までにマネジメント職（管理職層）に占
める女性の割合12%以上とする。
<職業生活と家庭生活との両立に関する目標>
・女性社員の育児休業取得率 100%を維持し、かつ、令和8年
3月末までに男性社員の育児休業取得率を50%以上とする。

Ⅱ

１．子育てを行う従業員の仕事と家庭の両立を支援するための
環境整備
子育てに関して、自身や上司を含めた職場の理解を深めるため、
育児休業についてオリジナルのHow to本を製作し、配布していま
す。出産後も安心して働き続けられる環境を整えることで、平成
17年以降女性の育休取得率は100%となっています。
２．働き方の見直し、労働条件の整備
働き方改革により、あらゆる勤務体系で時間単位休暇の取得を
可能とし、フレックス勤務や育児短時間勤務、時間外勤務の免除
などを組み合わせることで、個々のライフスタイルに合わせて柔
軟な働き方を選択できるように取り組んできました。子育て世代
のみではなく、全従業員に対し年次有給休暇の取得向上に取り組
んでおります。
※令和2年3月「プラチナくるみん」認定

Ⅲ
次世代を担う子供を対象とし
た会社見学会や料理教室を
開催しています。
また、若年者に対し、インター
ンシップ等の就業体験機会を
提供しています。

仕事と家庭の両立支援の取り組み

男女ともに働きやすい職場づくりの取り組み

令和3年7月に新社屋が完成した富士支社ではフリーアドレスを
導入しました。日によって異なる様々な人と席を接して会話する
ことで、チーム内に固定しがちなコミュニケーションが柔軟にな
り、新たな情報や発想を得ること、また、自分が集中しやすい場
所など好みの場所を選び、今日の仕事に必要なものや環境を考え
て仕事に向かうことで、仕事の組み立てなど自律的な働き方を促
進する取り組みを行っております。順次、他の拠点での導入を目
指しております。
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電気・ガス・熱供給・水道業

東京電力パワーグリッド株式会社
静岡総支社
認定番号 第32号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：沼津市大手町三丁目7番25号
設立：1951年5月1日
電話番号：0120-995-901
ＨＰアドレス： https://www.tepco.co.jp/pg/

事業内容：一般送配電事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
■ポジティブアクションに関する取組
・女性活躍の意識醸成を目的としたセミナー受講(女性社
員対象）
・男性社員中心であった職場への女性労働者の配置拡大と
それに伴う多様な業務経験の付与

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数５６２人
女性割合約13.52%

■その他
・ＬＧＢＴへの理解促進セミナー受講
・沼津市男女共同参画に供する職業講話・セミナーへの参加

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
■仕事と家庭の両立支援
・仕事と介護の両立支援セミナー受講
・制度の充実（フレックス勤務、短時間勤務、在宅勤務等）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
■ワークライフバランス
・リモートワーク(在宅勤務・サテライトオフィス勤務の推進
・一斉定時退社日の設定(月１回）
・プレミアムフライデーの設定（月１回）
・ 「ＴＥＰＣＯテレワーク・デイズ」の実施

PRポイント

社員の声
東京電力パワーグリッド静岡総支社では、子育て中の社員、
親を介護している社員、障がいのある社員、ベテラン社員
みんなが活躍して「働きがい」や「幸福度」を感じられる職場
づくりに取り組んでいます。
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情報通信業

株式会社アイエスエフネット
沼津支店
認定番号 第53号

認定年月日 平成25年12月1日

所在地：静岡県沼津市西条町161 カーニープレイス沼津ビル3階
設立：2000年12月（2013年10月移転）
電話番号： (055)954-3943
ＨＰアドレス：http://www.isfnet.co.jp/

事業内容：情報通信システムの設計、施工、保守及びコンサルタント業務等

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別や年齢とらわれず、従業員の能力を活用する取組み
I 性別や年齢にとらわれず、 従業員の能力を活用する取り組み
・すべての従業員が“ワクワク’’ そして " 長く働ける'' 職場環境へ
アイエスエフネットでは安心して働ける環境を整備・創造し、性別や年
齢に関係なく、すべての従業員が活躍できる会社を目指しています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数2,328名(21年10月時点）
女性割合27.5%(21年10月時点）
女性管理職割合16％21年10月時点）

PRポイント
アイエスエフネットは、厚生労働
省東京労働局より優良な子育て
サポート企業として「プラチナくる
みん」ならびに4度目となる「次世
代育成認定マーク(愛称:くるみ
ん)」を2018年10月23日付けで同
時取得いたしました。
さらに2021年12月、ダイバーシ
ティ・インクルージョン(D&I)に取り
組む企業を認定する「D&Iアワー
ド」にてベストワークプレイス認定
をいただきました。

・結婚・子育て・介護などのライフイベントによってキャリアが断絶する
ことがあってはならないと考え、 必要なときに利用できる制度作りを
進めています。 法律で定められたもの以外に、弊社独自で策定して
いる制度も導入しています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休業3年：子が3歳になるまで、 育児休業を取得できます。
・セルフケア休暇：不妊治療を行う従業員(男女)は、 必要な期間休暇
を取得でき、そのうち月1日については有給となります。
・私傷病休暇：年次有給休暇がない場合のみ1年間に5日間、自身の
疾病療養のために有給休暇を取得できます。 2021年は新型コロナの
ワクチン接種日にも利用できるように変更いたしました。
・子の看護休暇：小学校卒業までの子供の看病や予防接種などのた
め、1年間につき5日、 有給休暇を取得することができます。
・育児有給休暇制度：育児休業の最初の5日間を有給休暇として取得
できます。
・失効有給積立制度：失効する有給休暇を年2日、 最大20日まで 積
み立て保存し、 育児や介護、 疾病の際利用できます。
■サポート体制
・女性のための相談窓口 「ウィメンズカウンシル」を設置
2006年2月に女性のための相談窓口 「ウィメンズカウンシル」を設置し、
女性が働く上での問題点の収集や新制度の企画、 次世代育成法企
業行動計画対応等の活動を行っています。 また、 育児休業取得者
の休業前～復帰まで手厚くサポート。
・ワークライフバランス相談窓口を設置し、男性の育児休業取得など
ライフイベントとの両立支援を実施
2021年より新たに設置。性別を問わず、仕事と生活をどちらも充実し
たものにするため、さまざまな悩みや不安をヒアリングし、支援を行う。
・両立支援ハンドブックの配布
妊娠・出産を控えた社員にアイエスエフネット独自に作成した冊子を
配布。
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情報通信業

株式会社コサウェル
認定番号 第52号

認定年月日 平成25年12月1日

所在地：沼津市岡宮1463番地の86
設立：1985年
電話番号：055-923-8334
ＨＰアドレス：http://www.cosawell.co.jp/

事業内容：コンピュータのソフトウェア開発

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ３０１人
女性割合 約２１．３７％

（1）募集・給与については、男女とも同じ条件で採用。
（2）管理職への登用は、男女を問わず登用。
（3）資格取得報奨金制度で、自己啓発する社員を応援して
います。
（4）キャリアアップ、スキルアップのための学習支援を
行っています。

（1）育児・介護制度
-育児・介護休業規定にもとづいた育児・介護休業の取得や、
短時間労働制度を導入しています。
（2）休暇制度
-特別有給休暇
・慶弔休暇や、アニバーサリー休暇が取得できます。
-年次有給休暇
・採用日に年次有給休暇を付与します。
・半日単位で取得ができます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
（1）社員同士の親睦を深めることを目的としたＣ-ＷＡＶＥ
（基本月１回のイベント）を開催しています。
（ソフトボール大会、ボウリング大会、いちご狩りなど）

PRポイント

【離職率３．５％】
笑顔がいっぱいで、
人を大切にできるＩＴ企業で
す！
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卸売、製造業

株式会社植松グループ
ホールディングス
認定番号 第66号
金属屋根・外壁材を製造する自社工場では女性社員も活躍しています

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：沼津市西沢田200-1
設立：昭和44年6月16日 （創業 昭和24年8月1日）
電話番号：055-922-1555
ＨＰアドレス：http://www.uematu.co.jp

事業内容：建築材料の販売、金属屋根・外壁材･建築金物製造販売

定期的に「まちピカ応援隊」として清掃活動をしています

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

部署を超えたコミュニケーションづくりのためのフリーアドレスの事務所

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

従業員の能力を生かす取り組み
・「新たな企業風土を創る」ため①働き方を変える ②考え方を変え
る ③行動を変えるの3つ項目を掲げ、企業風土・働き方を変える
大きなチャンスとして日々チャレンジしている。
・個々のスキルアップと自主的に行動できる人材の育成の一環とし
て、各自が決めた６カ月間目標に対し、どう取り組んでいくのかを
まとめた「Step upシート」を作成しています。
また、教育訓練日のカリキュラムや定期的な面談をすることにより、
フォローアップも実施しています。
・資格支援制度を定め、自己啓発に取り組む従業員を支援していま
す。

介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

仕事と家庭の両立
・育児休業制度を導入後、復帰率は100％です。
・育児･介護に関する勤務時間短縮制度を導入しています。
・仕事と家庭の両立を図れる短時間シフト労働者を採用した。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数３０人
女性割合約３０%

・年次有給休暇の半日単位での取得が可能です。
・経営目的である、「社員と社員を支えてくれる家族の幸せ」
を実現するためいつも支えてくれる家族のために、記念日有給休
暇制度、こども誕生日有給休暇制度の2制度を導入し、家族で一
緒に過ごす時間をつくり、実施している。
・セクシャル・ハラスメント防止に関する方針を明確化、周知し、相談
窓口を設置しています。

PRポイント
「この街を想い、この街を創る」
植松グループ
地域清掃活動
沼津市の清掃活動「ぬまづまち
ピカ応援隊制度」に定期的に参
加しています。
今後も地域の環境および景観
保護などに貢献していきます。
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小売業

株式会社ゴトー
認定番号 第16号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市緑ケ丘10-1
設立：昭和29年3月
電話番号：
ＨＰアドレス：http://www.gms.co.jp/goto

事業内容：ＢＯＯＫＯＦＦ、ＴＳＵＴＡＹＡ、紳士服ゴトー等の店舗運営、販売

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

・フランチャイズに加盟し出店している「ＢＯＯＫＯＦＦ」
「ＴＳＵＴＡＹＡ」では男女問わずリーダーシップを発揮
して日々、店舗運営を行なっています。
・地域限定社員制度を新設し、契約社員から地域限定社員への
転換を促進するなど男女問わずキャリアアップの機会を設け
ています。
・ハラスメント相談窓口を設置し、迅速に対応する体制を整備
しています。
・通信教育修了者には奨励金を、資格取得者には報奨金を支給
し自己啓発を推進しています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休業の取得率向上を推進し、過去５年間の育児休業取得
者のほぼ100％が職場復帰し、育児と仕事を両立しながら活
躍しています。
・ＮＯ残業ＤＡＹ（毎週火曜日）の導入など労使協調で時間外
勤務削減へ取り組んでいます。
・扶養する子どもに対する家族手当の支給対象を広げ、また単
身赴任者には一時帰宅交通費や単身赴任手当を新設し支給し
ています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数７９４人
女性割合約53.53%

PRポイント
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卸売、小売業

社屋外観

株式会社東海医療器械
認定番号 第83号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市大岡901-3
設立：昭和46年5月21日
電話番号：055-921-5387
ＨＰアドレス：http://www.tokai-mi.co.jp/
取扱商品例
事業内容： ・卸売販売業（ 医療器械、福祉機器及び医薬品等 ）
・在宅支援事業（ 福祉用具の販売・レンタル及び住宅改修等 ）

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・各種資格取得の支援
（資格手当の拡充および就業規則への記載）

・女性リーダーの登用
（労務環境やキャリアプランを確認する定期個別面談を実施）

CHECKポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

-

・就業規則改定により、育児・看護・介護休業取得、
時間単位有給や副業（許可制）等に対応
・行動計画の策定と公表 ※詳細はホームページ参照
・家庭環境と感染対策に配慮した時差出勤に対応

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・休憩室（談話室）の設置
・ＳＤＧｓ研修の受講
・育休取得のための職場環境改善ワーク（研修含む）実施
・年次有休休暇の取得促進に向けた社内環境の整備
〈 今後の取組予定 〉
・オリジナルテレワークの導入
・男性社員育児休業取得（復帰）後の社内情報交換会の実施
・職場内のハラスメント防止に関する方針明確化
・福利厚生充実と利用環境の整備
・ＢＣＰ（事業継続計画）の策定と社内共有

従業員数
【 経営理念 】 バリアフリーのその先へ
総従業員数 17人
女性割合約 29.41%
女性管理職割合約 5.8％

PRポイント
弊社は１９７１年に創業し、２０２１年
に５０周年を迎えました。
医療、福祉そして健康分野において、
地域の期待に応えられるよう社員全
員で事業に取り組んでまいります。
また、地域活性化のため健康増進に
繋がる各種イベント企画や情報発信
も今まで以上に行います。

※詳細はホームページ参照

【 ＳＤＧｓ指標 】
＜ 社会的役割 ＞
１．適切な機器と情報提供により地域を中心に
“３．すべての人に健康と福祉を” お届けします。
２．多様性を尊重して働き方改革に向き合い
“８．働きがいも経済成長も” 両立を追求します。
３．地域との協働と共生を探求し
“１１．住み続けられるまちづくりを” 創る一役を担います。
４．モノと想いを大切にメーカーと
“１２．つくる責任つかう責任” 誠実に考え３Ｒに努めます。
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卸売、小売業

日本ガス興業株式会社
認定番号 第47号

認定年月日 平成24年12月1日

所在地：沼津市原430番地
設立：1917年12月
電話番号：055-966-1101
ＨＰアドレス：http://www.j-gas.co.jp/

事業内容：液化石油ガスの販売、石油製品の販売、住宅設備機器の販売、
省エネルギー機器の販売、各種保険販売代理店業、バナジウ
ム天然水の販売、電力販売事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

◆資格取得の推進
従業員のスキルアップを目的にＬＰガス等の資格はもちろん、
営業、管理部門で必要な資格を取得することを推進し、対象者
には報奨金を支給しています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
育児・介護規定に基づいた育児・介護休業の取得や短時間労
働制度を導入しています。また復帰後も仕事と家庭が両立し易
い環境づくりを行っています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
◆休暇制度
勤続10年、20年、30年と勤務していただいた従業員には「リ
フレッシュ休暇」と「特別手当」が支給されます。
現在、「次世代育成支援対策推進」で従業員年間1人当たりの
残業を270時間未満にすることを目標にしています。
◆社員の親睦を深める
日本ガス興業(株)では「社員会」という組織があり、静岡県
内離れている営業所の人たちと親睦を深めるために、食事会や
旅行などレクリエーションを行っています。

総従業員数１２１人
女性割合約26.45%
女性管理職割合約**.*％(任意)

PRポイント
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卸売、小売業

沼津魚市場株式会社
認定番号 第61号

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：沼津市千本港町128番地3
設立：1950年10月21日
電話番号：055-962-3700
ＨＰアドレス：http://www.numaichi.co.jp

水産祭

事業内容：鮮魚介・冷凍魚介・海藻類及びその加工品販売
上記に付帯する冷蔵、製氷 その他関連する業務
大型展望水門「びゅうお」

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
男女の性別を問わず同じ条件での募集・採用・配置
性別にこだわらず個人のやる気や意欲によっての昇進・管理
職登用

サンマフェスティバル

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ６５人
女性割合 約２０％

PRポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
育児のための看護休暇制度
妊娠・出産・育児を理由とした退職者の再雇用
産前産後休暇中の給与全額支給
仕事と育児両立の上で勤務時間や勤務曜日の見直しなど
本人の希望に応じて配慮
令和３年度
女性の育児休暇後復帰、育児休暇取得率１００％

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
年次有給休暇の計画的な連続休暇や労働時間の短縮
労使での取り組み
年に一度、社員の家族と｢温泉1泊｣・「テーマパークへ
の日帰り」・「ボーリング大会」などの行事 を計画し、
行っています。
又 沼津魚市場は毎年イベントとして水産祭やサンマ
フェスティバルを開催し、地域住民とのコミュニケー
ションの場となり沼津活性化の根拠地として賑わってお
ります。

沼津魚市場は近海沿岸漁業
基地として全国に水産沼津の
声価を高めており、静岡県東
部の拠点市場として躍進して
おります。
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卸売、小売業

マックスバリュ東海株式会社
（沼津市内8事業所）
認定番号 第６８号

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：駿東郡長泉町下長窪303番地の1 （本社所在地）
設立：1948年10月
電話番号：055-989-5050
ＨＰアドレス：www.mv-tokai.com/company/

事業内容：食品スーパーマーケット

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進

キャリアアップ支援
（1）女子力ＵＰ勉強会の開催
パート社員を含めた女性従業員がいきいきと活躍できる土
台となる能力を身につけるために、1年間にわたり「女子
力ＵＰ勉強会」を開催。小売業の基礎、計数等を学びつつ、
また女性視点での商品開発などを行い、次世代を担うリー
ダー育成に努めています。
（2）フレックス（パート）委員会活動を通じたリーダー発掘
育成に重点を置いています。
（3）自己啓発の一環として、通信講座「セルフスタディガイ
ド」にて資格取得の援助を実施しています。

男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
沼津市従業員数 ６０２人
沼津市女性割合約７２．５９%

PRポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
（1）男性従業員の育児休職取得推進
・出生8週間以内の10日間有給育児休暇制度
（2）年次有給休暇の取得推進
・年次有給休暇の計画的付与導入
・年次有給休暇の半日単位での取得が可能
・年次有給休暇の時間単位での取得が可能
（3）リ・エントリー制度
・出産・育児・介護等を理由に退職した従業員に対する、
キャリア再開ニーズへの対応

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
【今後の取り組み】
■ワークライフバランスへの取り組み
（1）現管理職を対象としたダイバーシティ研修を実施
（2）育児勤務者へのサポート体制の整備
(3) 年間所定労働時間の削減

マックスバリュ東海株式会社
は、イオングループの一員とし
て、静岡県を中心に神奈川、
山梨、愛知県に、食料品を中
心としたスーパーマーケットを
157店舗展開しています。
（2018現在）地域密着経営に
取り組み、フレックス社員
（パートタイマー）主体の売場
展開をすすめています。
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卸売、小売業

株式会社ロードスター
認定番号 第８７号

認定年月日 平成30年12月1日

所在地：〒410-0011静岡県沼津市岡宮1250-5
設立：1987年7月1日
電話番号：055-939-8117
ＨＰアドレス：www.renault-shizuoa.jp/

事業内容：ルノー・ディーラー

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
女性管理職の登用や子育て世代の20代・30代・40代の女性を積
極的に採用

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・家族の一員としての自覚をもって家族の中の役割に目覚める
・子どもたちに会社を知ってもらう
・家族の協力を会社が応援する

男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・地域の一員としての自覚をもって納税・サービスの意味を知
ろう

従業員数
沼津市従業員数 １７人
女性割合約 %

PRポイント
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宿泊業、飲食サービス業

株式会社東横イン（沼津市内2店舗）
認定番号 第５９号

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：富士山沼津駅北口Ⅰ：沼津市高島町21番４号
富士山沼津駅北口Ⅱ：沼津市高島町13番３号
設立：Ⅰ：平成18年8月30日 Ⅱ：平成18年12月19日
電話番号：055-924-1045
ＨＰアドレス：https://www.toyoko-inn.com
富士山沼津駅北口Ⅰ
事業内容：ホテル事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
◆キャリアアップへの取組
富士山沼津駅北口Ⅱ

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

（１）性別にとらわれない、スタッフの能力を生かす人事管理
を実施
（２）キャリアアップ支援制度の充実
（簿記検定・英語検定・秘書検定などを取得した場合に
資格手当を支給）

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆仕事と家庭の両立支援の取り組み
（１）育児休業・子の看護休暇制度や所定外労働の制限、時間
外労働の制限
（２）介護休暇・介護休業制度
（３）母性健康管理に関する措置

従業員数
沼津市従業員数 ５２人
女性割合約 90.38%

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

PRポイント
(株)東横インは、女性従業員
比率85％以上、女性管理職
95％以上の女性が活躍でき
る職場です。
沼津市男女共同参画推進事
業所として、「東横イン富士山
沼津駅北口Ⅰ」、「東横イン富
士山沼津駅北口Ⅱ」の２店舗
が認定を受けています。
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宿泊業、飲食サービス業

株式会社ホテルニューオータケ
（ココチホテル沼津）
認定番号 第４８号

認定年月日 平成24年12月1日

所在地：沼津市高島町1番12号
設立：昭和54年3月14日
電話番号：055−924−1100
ＨＰアドレス：http://cocochee.jp/

事業内容：ホテル・レストラン事業、高齢者専門の宅配弁当事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
1.雇用の際、男女の区別なく、本人の知識、経験、適正、やる
気等を総合的に判断して採用する。

CHECKポイント

2.採用時に本人の適正・希望を尊重し、本人が従事する予定の
仕事内容を伝え、そのポジションに配置する。

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

3.勤務後数年単位で、本人の適正・希望を尊重し、より高度な
専門職への登用を行う。

介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
沼津市従業員数 ７３人
女性割合約 ８２．１９％

1.女性職員、産休、育児休業の実績あり

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
1.「職場の教養」という小冊子を使った活力朝礼を通して、業
務以外の事に関しても、自分たちの考えを発表する機会を
作り、お互いが理解し合う社風を作っている。
2.ホテル内では、全従業員が「クレド（行動指針）」を携帯し、
お客様に対してはもちろんの事、
取引先や、従業員同士でも尊重し合える環境を作っている。

PRポイント
株式会社ホテルニューオータ
ケは、「ココチホテル沼津」とい
うホテル事業と、「宅配クック
123」という高齢者に特化した
宅配弁当事業を行っておりま
す。両事業とも、個々人の特
性を最大限活かした働きやす
い職場づくりを進めています。

52

宿泊業、飲食サービス業

雄大株式会社
認定番号 第３８号

認定年月日 平成23年12月1日

所在地：沼津市黒瀬町53番地
設立：昭和61年1月11日
電話番号：055-931-1111
ＨＰアドレス：http://www.yudai.co.jp

事業内容：飲食業、携帯電話販売業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・男女を問わず、やる気・能力・実績に応じ採用、昇給、昇進
を行なっており、女性管理職も活躍しております。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休業規定に基づいた育児休暇の取得や短時間労働制度を
導入しており、休暇終了後も育児と仕事が両立し易いような
環境造りを行なっています。
・相談窓口の設置

男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
沼津市従業員数 ２６１人
女性割合約 55.56%

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・社是の「遊楽」、経営理念の「私達は、地域一番企業・ブラ
ンド企業そして幸せ達成企業造りに挑戦します」を全社員で
共有し達成するために行動指針として雄大クレド（信条）
カードを全社員に配布しています。
・自己啓発に係る資格取得費用やスキルアップの為の講習費用
を会社で負担しています。
・ありがとうカードを推進しお客様から「ありがとう」と言わ
れ、お客様にも「ありがとう」と感謝し、共に働く仲間にも
「ありがとう」を言いお互いを尊重し合う職場環境造りをし
ています。
・半期に1回、従業員個々に感動体験をした費用について最大5
万円支給しています。
・様々な社会貢献活動、地域活性化活動に取り組んでいます。

PRポイント
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金融業、保険業

株式会社静岡銀行（沼津市内７支店）
認定番号 第２９号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：沼津市大手町四丁目3番45号（沼津支店）他
設立：昭和18年3月1日
電話番号：055-962-8111
ＨＰアドレス： http://www.shizuokabank.co.jp

事業内容：銀行業務

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
１

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数１５７人
女性割合約58.5%

ダイバーシティ推進への取り組み

～一人ひとりの多様な特性を受容・尊重し、組織力を高める～
(1)ダイバーシティ推進委員会の設置
多様な経験や知見、価値観等を受け入れ新たな価値を創出する多
様性を確保するため多様な人財にて構成される委員会を設置。組
織横断的な課題抽出や対応策を策定
(2)役職員に対する休日開催のセミナーにおいて、ダイバーシティ推進
や多様な働き方をテーマとするプログラムを積極的に開催
(3)人財の多様化の為様々なチャネルでの採用実施(中途採用、外国
人採用、障がい者採用、高卒採用、アスリート採用等)
(4)多様な就労観への対応ならびにスキルやノウハウの伝承等を目的
にベテラン人財の活躍機会を拡大。70歳を上限に就労の継続を実現
(5)障がい者の自律や社会参画を積極的に支援すべく特例子会社「しず
ぎんハートフル株式会社」を設立
(6)従業員が安心して働くことができる環境を整備するため2020年4月よ
り「奨学金返済支援制度」を新設

2.仕事と育児・介護等両立支援の実現に向けた取り組み
(1)育児・介護所定内勤務者、短時間勤務者へのフルフレックスタイム
制の適用
(2)男性の育児参画を促す制度新設（いくさぽプログラム）
（配偶者の産後8週まで取得できる特別休暇、男性が1か月以上の
育休を取得した世帯に対する応援金、親族等の子の育児のための
休職制度等)
(3)事業所内保育施設の実施(静岡市内に他社と共同で事業所内保
育施設を運営)
(4)不妊治療の為の休職制度・勤務措置制度の導入、私傷病等積立
休暇の適用範囲拡大

3.一層の柔軟な働き方に向けた取り組み

PRポイント
これまで働き方改革、ワークスタ
イルイノベーション等を通じて多
様な働き方に関する制度・体制
の整備とともに自ら考え働き方を
決める風土醸成に取り組んでき
ました。また、この10月から「自
律」「挑戦」「ダイバーシティ」を
キーワードとした新たな人事制度
を全面施行しました。これにより
一層柔軟な働き方等を推進しま
す。

(1)総労働時間・最終退行時刻の目標設定
(2)フルフレックスタイム制の導入
(3)在宅勤務、自宅近隣店でのサテライト勤務
(4)テレワーク・フレックスタイムを活用した柔軟な働き方実践月間の実施
(5)転居転勤の有無ならびに職務区分変更の有無等を選択するライフ
スタイルセレクト制度を導入(原則45分以内の通勤時間を前提とした
「45スタイル」や当行に勤務する夫婦同士は同居可能となる「ペアス
タイル」を選択可能）
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金融業、保険業

静岡県信用保証協会 沼津支店
認定番号 第５８号

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：沼津市米山町6番5号（沼津商工会議所会館3F）
設立：昭和24年12月21日
電話番号：055-926-0100
ＨＰアドレス：http://www.cgc-shizuoka.or.jp

事業内容：信用保証

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・女性管理職の登用
・通信教育講座や書籍購入にかかる自己啓発費用補助
・資格奨励金制度による自己啓発意欲の向上
・スキルアップ、キャリアアップのための研修の実施

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・子育てサポート企業の認定を受け、次世代認定マーク「くるみん」
を取得
・子が小学校4年生の始期に達するまで利用できる育児短時間勤
務制度と子の看護休暇
・特別休暇として取得可能な妊産婦通院休暇・妊娠障害休暇・通勤
時の母体保護休暇
・特別休暇として取得可能な介護休暇
・子の看護休暇と介護休暇の取得促進
・通算186日取得可能な介護休業

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数３６人(沼津支店)
女性割合約38.89%

・有給休暇取得の促進(令和３年度は１人あたり平均15日以上
とする
・有給休暇の半日単位、時間単位での取得が可能
・ハラスメント防止のための相談窓口の設置
・人間ドック、インフルエンザ予防接種など健康管理のための
費用補助の充実
・特別休暇として最長180日取得可能な療養休暇

PRポイント

職員一人ひとりのワークライ
フバランスの実現のために…
制度の充実と職場風土の改
善に取り組んでいます。

社員の声
産休、育休を２回取得、現在は時短勤務制度を利用し、勤務してい
ます。充実した制度と、なにより理解ある職場のおかげで、ふたりの
子供を持ちながら、働き続けることが出来ています。
看護休暇の取得方法も１日単位でしか取得できなかったものを、
時間単位で取得可能になるなど、随時利用しやすいよう制度の見直
しもあり、働きやすい職場環境づくりを大切に考えてくれる職場だと
感じています。
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金融業、保険業

静岡県労働金庫 沼津支店
認定番号 第４６号

認定年月日 平成24年12月1日

所在地：沼津市双葉町6番5号
設立：1953年3月
電話番号：055-926-1111
ＨＰアドレス：https://shizuoka.rokin.or.jp

事業内容：労働金庫

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆年次有給休暇の取得促進のための措置を実施する。
・通常の年休取得と合わせ、「メモリアル休暇」（誕生日や職員が
記念日と決めた日）の取得促進を図る。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

◆ 「配偶者出産休暇」を周知し、男性職員の60％以上の取得を
目指す。
・配偶者出産休暇を庫内報等で周知する。
・配偶者出産休暇対象者に対し、金庫より管理者宛に取得予定の
状況確認を行う。
◆計画期間内に3名以上、男性が育児休業を取得する。
・男性の育児休業取得に関して、庫内報等で周知すると共に、対
象者、対象者の監督者・管理者に対し、意識啓発を行う。
◆妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者
に対する制度の周知や情報提供、及び、相談体制整備の充実を
図る。厚労省が策定した「父親のためのワークライフバランスハン
ドブック」や全労金が労金業態内の諸制度を解説している「がんば
る家族の応援Ｂｏｏｋ」等のガイドブックを、産休・育休取得を予定し
ている女性職員やこれから子供が生まれる、生まれた男性職員
に配布する。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数２９人
女性割合約37.93%

PRポイント

◆所定外労働時間を削減する。
・毎年4月に、所定外労働時間の削減目標数値・年休の最低取得目
標、及び、年間総労働時間の目標数値を「総労働時間短縮の労使
共同宣言」として定め、組織内に示し、具体的な取り組みを進める。
・毎月最低1回、時間外労働が多い職場を労使で訪問し、職場労使
との意見交換によって職場実態を確認した上で、状況を確認し、必
要な対策を進める。
・時差勤務制度の有効活用を行う。状況に応じて、設定時間の見直
しを検討する。
◆“毎週1日以上”のノー残業デーを設定し、徹底する。
・全店・全課の取り組み状況を集約し、好事例については、庫内報
等で報告し共有化を図る。
・メリハリのある業務運営の必要性について、管理・監督者を対象
に研修会を開催し、マネジメントの強化を図る。なお、管理者毎に
改善目標を設定するなど、職員が計画的な仕事を遂行できるよう、
必要な改善を図る。
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金融業、保険業

株式会社静岡中央銀行
認定番号 第１７号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市大手町四丁目76番地
設立：大正15年11月12日
電話番号：055-962-6111
ＨＰアドレス：http://www.shizuokachuo-bank.co.jp

事業内容：銀行業務

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

◯

女性の管理職登用促進

◯

育児休業取得促進

◯

介護休業取得促進

◯

男性の育・介休業促進

◯

時間外労働削減

◯

有給休暇取得促進

◯

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

◯

・女性の管理職を積極的に登用。
・男女を問わず、営業職・融資職・本部職へ積極登用して、
管理職候補者の育成を推進。
・資格取得報奨金制度で、自己啓発する行員を応援。
・自己啓発のため、通信教育や試験費用の半額負担を実施。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児のための勤務時間短縮制度あり。
・育児で子供の送迎が必要な者への通勤支援制度あり。
・妊娠・出産・育児を理由とした退職者の再雇用制度あり。
・育児・介護休職者が復職するときは両立しやすい職場へ復帰。
・失効した年次有給休暇を一定日数積み上げることができる
保存休暇制度あり。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数５０１人
女性割合約42.31%

・第2、第3水曜日は、早帰りデーとして定時退行日を設定。
・連続休暇制度による年次有給休暇の計画的な取得促進。
・リフレッシュ休暇・アニバーサリー休暇の設定あり。
・労働生産性向上によるワークライフバランスの推進による労働
時間の短縮。

PRポイント

男女問わず活躍できる職場の構
築により、“組織力強化”を図り、
「お客様・地域社会と共に発展し、
ベストパートナーとして、信頼され
る銀行」を目指しています。

社員の声
若いうちから様々な業務を経験できます。実践を通して
幅広い知識を培い、金融のスペシャリストを目指すこと
が可能です。
また、勤務時間短縮制度を使い、仕事と育児を両立し、
最前線で活躍している行員が多く在籍しています！
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金融業、保険業

スルガ銀行株式会社
認定番号 第５号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市通横町23番地
設立：1895年10月
電話番号：055-952-6335
ＨＰアドレス：http://www.surugabank.co.jp

事業内容：銀行業務

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

CHECKポイント

（１）育児休業者に育児休業復帰支援プログラム「wiwiw（ウィウィ）」や
社外eラーニングを提供し、育児休業明けのスムーズな職場復帰
を支援

性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進

（２）育児を行う社員の短時間勤務対象者の拡大や時間外労働の免
除など、社員の育児や介護ならびに女性社員の長期的なキャリア
を支援

育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数 １，４７４人
女性割合 約３５％

PRポイント

（３）結婚や産休育児休業復帰の際の勤務地等の要望への配慮

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
〇

（１）早帰り推進日を設定
・毎週水曜日（月末営業日除く）、年8回のライトダウン、年2回の
定時退社週間
（２）長時間労働を抑制するため、パソコンの利用時間を制限
・パソコン利用時間制限（通常８時～１７時まで利用可能）
・時間外勤務の事前申請（最長２０時まで利用可能）
（３）時差出勤制度の利用を啓蒙
（４）年次有給休暇の取得を啓蒙
・連続休暇（バカンスナイン、リフレッシュ休暇）、半日単位の有給
休暇、JOY2 DAY
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金融業、保険業

第一生命保険株式会社 沼津支社
認定番号 第８５号

認定年月日 平成30年12月1日

所在地：沼津市大手町2-4-1 沼津第一生命ビル4Ｆ
設立：1983年4月1日
電話番号：055-963-2511
ＨＰアドレス：http://www.dai-ichi-life.co.jp

事業内容：生命保険業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

第一生命グループは「ダイバーシティ＆インクルージョン」を
推進し、多様な個性が発揮できる組織を目指しており、＜女性の
活躍推進＞や＜障がい者・シニアの活躍推進＞、＜ＬＧＢＴの理
解促進＞等、人財の多様性を尊重しすべての従業員が活躍できる
安心・安全かつ働きがいのある職場環境を確保し、積極的な人財
育成を行っています。

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数４８７人
女性割合約94.86%

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・フレックスタイム制の有効活用
・妊娠・出産・育児、介護等両立支援制度（ファミリーフレンドリー施策）
の提供
・上記制度の戦略的活用の促進
（例）両立支援ツールの提供、両立支援相談窓口の設置、男性の育
児参画推進 等

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
●能力開発体系の充実意識
・職位階層別研修プログラムの実施、上位職の社員による育成支援
・地域連携の牽引等エリア社員を中心とした支社中核人財の育成
●意識・風土改革
・経営トップによるメッセージの発信
・社員相互の積極的な好事例共有等によるボトムアップの意識改革

PRポイント
第一生命は厚生労働省東京
労働局の改正次世代育成支
援対策推進法に基づく「子育
てサポート企業」として認定を
受けた企業のうち、さらに一段
高い水準の取り組みを行った
企業として特例認定を受け「プ
ラチナくるみん認定」を受けて
います。
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金融業、保険業

株式会社日本政策金融公庫
沼津支店
認定番号 第５０号

認定年月日 平成25年12月1日

所在地：沼津市市場町5番7号
設立：平成20年10月1日
電話番号：055-931-5281
ＨＰアドレス：http://www.jfc.go.jp/

事業内容：株式会社日本政策金融公庫法に基づく金融業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数３０人
女性割合約40%

PRポイント
日本政策金融公庫は、次世
代育成支援対策推進法に基
づく認定事業主として、認定
マーク「くるみん」を取得しまし
た。（第1回：2010年、第2回：
2013年）今後も、仕事と子育
ての両立を図るための雇用環
境整備や、子育てをしていな
い職員を含めて多様な働き方
を選択できる労働条件の整備
等に取り組んでまいります。

組織としての力の最大化を目指して、女性が能力を最大限発揮
できる職場を実現するため、各種取り組みを着実に実施
◇女性の管理職登用に向けて候補者を育成（数値目標としてい
た2018年4月時点の管理職に占める女性の割合5％については
達成）
（具体策）
・管理職候補生育成プログラム「プロジェクトChallenge!!」
◇女性のキャリア開発を支援するとともに、両立支援策を実施
（具体策）
・事務職から業務職へのステップアップ育成制度
「業務職育成制度」
・メンター制度
・ロールモデルの紹介
・転勤特例制度（結婚特例、出産特例、育児特例、介護特例、
配偶者転勤同行制度、Iターン制度）
・フレックスタイム制度
・ベビーシッターサービス利用者への割引券の交付

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
職員一人ひとりが、ワークとライフにおける役割責任を果たしながら、
双方の充実が図れるよう、メリハリのある働き方の実践を推進
（具体策）
・経営層からのメッセージ発信や管理職教育などによる啓発・風土
改善
・ノー残業デー週2日の実施、計画的な休暇取得の推進
・家族の職場参観、ＷＬＢセミナー、介護ワークショップの開催
・社内報「Rashiku（WLB編）」の刊行
・男性の育児参画「パパ活」の推進

60

金融業、保険業

沼津信用金庫
認定番号 第４号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市大手町五丁目6番16号
設立：昭和25年4月20日
電話番号：055-962-5600
ＨＰアドレス：http://www.numashin.co.jp/

事業内容：信用金庫

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・キャリアアップ、スキルアップのための各種研修制度の充実
・業務に関連した「資格試験」取得者には費用の一部助成で応援
・ジョブローテーション制度による若年層職員の活躍推進及び男女
差のない職務経験

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・子育て支援制度の積極的活用
・男性の育児のための休暇取得推進
・育児・介護に関する看護休暇の時間単位取得制度
・育児・介護休業者の円滑な職場復帰に対する支援
・育児時短制度（小３まで延長可）
・「女性活躍推進委員会」による意見交換
・介護と不妊治療のための休業制度の策定
・不妊治療休業の制定

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・男女ともに適材適所を目指した業務配置の推進
・連続有給休暇の取得促進による健康増進
・「イクボス宣言」による組織風土の構築
・「アニバーサリー休暇」の年２回の取得推進
・「くるみん」の取得

総従業員数473人
女性割合約46.51%
女性管理職割合約6.49％

PRポイント
私たちは、男女が共同して「明
るく働きがいのある職場環境」
をめざします。

社員の声
私は子供が生まれて育児休業を取得しま
した。実際に取得してみて、制度があるこ
とはもちろんですが、安心して取得できる
職場環境もとても大切だと感じました。
生まれたばかりの子供とのかけがえのな
い時間を過ごす事ができて、とても嬉し
かったです。
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金融業、保険業

三島信用金庫（沼津市内11支店）
認定番号 第２８号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：三島市芝本町12番3号（ 本店所在地 ）
設立：明治44年1月21日
電話番号：055-973-5555（代表）
ＨＰアドレス：https://www.mishima-shinkin.co.jp/

事業内容：信用金庫

働きがいとゆとりある職場づくり
Ⅰ 人財を育成する職場づくり
三島信用金庫では、職員一人ひとりがいきいきと働ける職場を作
ることによって、お客さまへ質の高いサービスの提供し、地域社
会に貢献できることを目指します

CHECKポイント

Ⅱ 働きやすい職場環境の整備

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 763人
女性割合 約50.2%

PRポイント

◆ダイバーシティの推進
性別、年齢、障がいの有無にかかわらず多様な個性を持つ職員の
能力を活かした人財育成とダイバーシティ推進への取組みを行っ
ています
◆女性の活躍推進
女性活躍推進計画(計画期間３年)
主な取組み
：将来のキャリアプランを考えた育成による専門能力の向上
：男女ともに育児休業取得率を90％以上
：有給休暇取得率を70％以上
：女性管理職の割合を15％以上
：嘱託、パートタイマーのキャリア支援のための教育訓練の実施
◎女性活躍推進の取組みが優れた企業として平成30年8月に「える
ぼし認定(3つ星)」を取得しました
◆ ワーク・ライフ・バランスの推進
主な取組み
：短時間勤務制度（小学校3年生まで）
：介護休業制度（対象家族一人につき180日取得可能）
：不妊治療のための休職制度
◎優良な子育てサポート企業として平成28年4月に「プラチナくるみ
ん認定」を取得しました

沼津市内の下記11店舗が、「沼
津市男女共同参画推進事業所」
として認定を受けています。
（ 沼津支店・幸町支店・静浦支
店・戸田支店・沼津北支店・原町
支店・沼津香貫支店･ あしたか支
店・岡宮支店・片浜支店・大岡支
店）
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医療・福祉

医療法人社団愛康会
認定番号 第４３号

認定年月日 平成２４年１２月１日

所在地：沼津市今沢字西畑372番地の5
設立：平成元年11月18日
電話番号： 055-967-3711
ＨＰアドレス：http://www.geocities.jp/asitakaclnc/

事業内容： 診療所・介護老人保健施設運営

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減
有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数２８８人
女性割合約70.14%

職員が技術・能力の向上に図り、その能力を十分に発揮できる
よう雇用環境の整備を行っています。
・職員募集や管理職への登用について男女を問わず同条件
で採用。
・スキルアップの為の外部研修の計画的な受講
・資格取得の為の自己啓発休暇の導入
・資格手当の支給

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
職員が仕事と家庭を両立させ柔軟な働き方ができるよう、
よりよい職場環境づくりに努めています。
・育児・介護休業取得者の代替要員の確保
・育児・介護における短時間勤務制度の導入
・子の看護休暇・家族の介護休暇制度の導入

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
職員の健康維持・推進を図るため、職員の健康管理の充実
を図っています。
・愛鷹クリニック受診料の補助
・インフルエンザ予防接種費用の全額補助
令和２年度から特にパワーハラスメント対策に力を入れて
おり、企業として、指導を行う等の体制が整っています。
（利用者に対しても従業員同士でも。）

PRポイント
医療法人社団愛康会は「愛鷹
クリニック」を母体として、併設
の「あしたかケアセンター」及び
「タカネ園」「椎路の里」各老人
保健施設との連携に基づき、快
適な療養環境の中で医療,福祉
サービスを提供し、地域社会へ
の貢献を続けていきます。
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医療・福祉

社会福祉法人あしたか太陽の丘
認定番号 第３９号

認定年月日 平成２３年１２月１日

所在地：沼津市宮本5番地の2
設立：昭和52年8月29日
電話番号： ：055-923-7850
ＨＰアドレス：http://www.a-taiyou.jp/

事業内容： 障害者福祉サービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

○

女性の管理職登用促進

○

育児休業取得促進

○

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進

○

時間外労働削減

○

有給休暇取得促進

○

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

○

従業員数
総従業員数１８８人
女性割合約55.31%

キャリアパス、スキルアップへの取り組み
将来の見通しとやりがいをもって業務に取り組めるよう、また資
質の向上を図りその能力を適材適所で十分発揮できるよう、
キャリアパス、スキルアップの制度を整備しています。
（1）男女の区別のない業務内容及び待遇並びに勤務評定によ
る昇任、 昇格制度
（2）生涯研修の計画的な受講
（3）資格取得の支援（福祉士の受講等費用の補助、スクーリ ン
グ期間の職務免除等）
（4）資格手当の支給

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
ワークライフバランスへの取り組み
幅広い年齢層（18歳～78歳）の職員が勤務する中で、個々
の生活や家族等のニーズに合わせて、育児や介護をしなが
らも働きやすい休暇制度を整備しています。
（1）育児・介護に関する休暇等制度の整備・充実（育児・
介護休業、子の看護・介護休暇（有給）、短時間労働、
所定外・時間外労働・深夜業の制限等）
（2）年次有給休暇及び子の看護休暇・介護休暇の半日また
は時間単位の取得
(3) 既存特別休暇（結婚、出産、忌引休暇）の充実

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

PRポイント
あしたか太陽の丘は、主に沼津市内
を拠点として障害者を支援する施設
等（障害者支援施設、グループホー
ム、相談事業等）を運営する社会福
祉法人です。

職員の健康管理への取り組み
健康で長年にわたり勤務できるよう、職員の健康管理の充
実を図っています。
（1）50歳以上の者は隔年で人間ドックを法人負担で受診で
き、該当年でない希望者にも受診費用を補助する制度
を整備
（2）インフルエンザ予防接種の費用補助
(3) 負傷又は疾病の療養にかかる有給の特別休暇

基本理念
「私たちは、障がい者の自立した生
活を目指す開かれた社会福祉法人
として、利用者の尊厳と主体性を重
んじ、一人ひとりの権利擁護と自己
実現に向けた支援に努めます。」
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医療・福祉

株式会社ウェルビーイング
認定番号 第６３号

認定年月日 平成２７年１２月１日

所在地：〒410-0022 静岡県沼津市大岡1002-14
設立：平成16年9月1日
電話番号： ：055-926-1800
ＨＰアドレス：http://w-being.jp

事業内容：介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム
・グループホーム・デイサービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント

男女が公平に安心して働ける環境づくり
男女公平な募集、採用をします
男女を問わず管理職への登用
業務マニュアルを作成し男女の区別ない業務
休職者の職場復帰に対する配置・勤務時間の配慮

性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
育児・介護休業制度の短時間勤務の実施
育児・介護休暇に取得者の職場復帰に対する支援

男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
キャリアパスシステムによる公平な人事考課により昇任・昇格の実施
新人職員・専門職員・管理者など適性にあった内部・外部研修の実施
資格取得制度の実施（介護職員初任者研修費用の会社全額負担）

従業員数
総従業員数２６５人
女性割合約66.04%

PRポイント
㈱ウェルビーイング・㈱在宅
支援センターふれあいは
ふれあいグループとして東部
を中心に静岡県内に約20施
設の高齢者福祉施設を運営
しています。

65

医療・福祉

株式会社きずな
認定番号 第５５号

認定年月日 平成２６年１２月１日

所在地：沼津市下香貫山宮前3078-5
設立：平成21年9月1日
電話番号： (055)941-7561
ＨＰアドレス：http://cs-machinaka.com
つばき庵

外観

つばき庵仲見世

外観

事業内容：在宅介護サービス（高齢者）／通所介護事業／訪問介護事業／
居宅介護支援事業／ペット美容サービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
つばき庵

デイルーム

CHECKポイント

◆キャリアアップへの取組
（１）性別にとらわれない、スタッフの能力を生かす人事
管理を実施
（２）キャリアアップに関する職場内支援（資格取得費用
貸与制度）の充実

性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
（１）短時間勤務制度の導入
（２）事業所内での託児、子ども連れ出勤制度の導入
（３）子の看護、親の介護等の理由による当日欠勤、
有休制度の導入
（４）介護休暇・介護休業制度
（５）パートスタッフへの産休、育児休業制度
（６）家賃補助制度

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数２９人
女性割合約89.66%

PRポイント
(株)きずなは、
『通所介護つばき庵』
『通所介護つばき庵仲見世』
『訪問介護ケアセンターまちなか』
『居宅介護支援 ケアセンターまちな
か』
『ナチュラルペットサロンあっぷりけ』
の各施設を運営しています。
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社会福祉法人共生会
認定番号 第５６号

認定年月日 平成２６年１２月１日

所在地：沼津市石川828番地3
設立：平成10年12月21日
電話番号： 055-967-5952
ＨＰアドレス：https://sites.google.com/site/kyouseikaikisaragi/home

きさらぎ（本部）

事業内容：障害者福祉サービス
すずらん

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
きさらぎ富士

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

◆性別や障害にこだわらず、能力が活かせる職場づくり
・募集・給与について男女とも同じ条件での採用
・やりがいを持って業務に取り組むためのスキルアップ研修の実施
・資格手当の支給
・家族手当の支給
・女性の管理職の積極的な登用
・女性職員の活用（退職者の再雇用）

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・事業所間の人事交流により休業するための代替要員の確保
・年次有給休暇の時間単位取得
・育児や介護のための短時間勤務制度、フレックスタイム制度

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数７４人
女性割合約62.16%
女性管理職割合約33.3％(任意)

PRポイント
【共生会は】
社会福祉法人 共生会は、障害
を持っていることで差別や偏見
を持たれない社会作りをめざし
人としてあたりまえの生活を支
援している障害者の就労施設
です。
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医療・福祉

医療法人社団賢仁会 杉山病院
認定番号 第２１号

認定年月日 平成２１年１２月１日

所在地：沼津市錦町3番地の5
設立：昭和22年11月
電話番号： 055-963-4114
ＨＰアドレス：http://sugiyamahospital.com

事業内容：病院

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
採用・人事
男女の性別にこだわらず、やる気や才能・能力によっての給与
体系・管理職登用など積極的に行っています。女性だから昇任・
昇給できないということはありません。
業務に関係する資格取得支援の補助体制の構築に向けた準備

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
育児支援
・育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間
外労働及び深夜業の制限並びに、育児・介護短時間勤務な
どの制度があります。
・育児・介護休暇後の勤務は、原則として、休業前の部署及
び勤務としています。
一人一人のライフスタイルにあわせて、短時間労働を可能と
していきます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数４６人
女性割合約66.28%

PRポイント

個人目標を設定し、公平な人事考課により昇給・昇任・昇
格の実施
専門職員・管理者など適性にあった内部・外部研修の実施
職員の健康管理への取り組み
健康で長年にわたり勤務できるよう、職員の健康管理の充
実を図っています。
（1）インフルエンザ予防接種の費用補助
（2）B型肝炎ワクチン抗体検査実施と必要な接種補助
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株式会社在宅支援センターふれあい
認定番号 第６４号

認定年月日 平成２７年１２月１日

所在地：〒410-0022 静岡県沼津市大岡1002-2
設立：平成11年7月2日
電話番号： 055-926-1800
ＨＰアドレス：http://w-being.jp

事業内容：グループホーム・小規模多機能ホーム・在宅サービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント

男女公平な募集、採用をします
男女を問わず管理職への登用
業務マニュアルを作成し男女の区別ない業務
休職者の職場復帰に対する配置・勤務時間の配慮

性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
育児・介護休業制度の短時間勤務の実施
育児・介護休暇に取得者の職場復帰に対する支援

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
キャリアパス・スキルアップシステム
・キャリアパスシステムによる公平な人事考課により昇任・
昇格の実施
・新人職員・専門職員・管理者など適性にあった内部・外部
研修の実施
・資格取得制度の実施（介護職員初任者研修費用の会社全額
負担

総従業員数２３１人
女性割合約77.06%

PRポイント
㈱在宅支援センターふれあい・
㈱ウェルビーイングはふれあい
グループとして東部を中心に静
岡県内に約20施設の高齢者福
祉施設を運営しています。
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社会福祉法人春風会
認定年月日 平成２３年１２月１日

認定番号 第３号

所在地：沼津市東椎路1742番地の1
設立：昭和51年8月25日
電話番号：055-967-1166
ＨＰアドレス：http://www.shunpuukai.com

事業内容：高齢者・障害者・児童福祉サービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

◆男性の育児参加促進事業への取り組み
平成19・20年度の2年間、「公益財団法人21世紀職業財団」
の助成を得て、男性の育児参加促進事業に取り組みました。
・男性の育児参加の必要性についてパンフレットや広報誌などで
職員への周知・啓発を図る
・一般職員、管理職員へのビデオ視聴等による研修の実施
・未就学児を持つ男性職員による育児参加計画書の作成と育児
への支援協力
・職員の育児参加に関するアンケートの実施
男性も女性も育児にしっかり関わることができる職場の環境
を整えることが大切です。
男性、女性を問わず育児休業を取得し、職場復帰できる職場
にしていきましょう。

従業員数
Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数 ８２８人
女性割合約 ７３％

PRポイント
社会福祉法人春風会は、沼津市・伊豆
市・伊豆の国市で特別養護老人ホーム４
施設、「あしたかホーム」「みはるの丘浮
島」｢伊豆中央ケアセンター｣｢ぬくもりの
里｣と救護施設｢沼津市立高尾園｣の５つ
の施設を拠点とし、令和３年度は、
・質の高い介護サービスの提供
・地域に信頼され、愛される施設作りの推
進
・職員が夢と誇りを持って、楽しく、いきい
きと働ける魅力ある職場づくりの３つを基
本方針として、様々な福祉サービスを提
供しています。

◆働きやすい、魅力ある職場作りをめざして
・配偶者の出産休暇の取得を推進するとともに誕生日休暇を導
入しました。
・出産祝い金、育児休暇からの職場復帰奨励金を導入しました。
・新人・中堅・リーダーの階層別の体系的な研修を実施し、
資格取得を支援する資格取得支援制度を導入しました。
・奨学金を返済している職員に奨学金返済手当を導入しました。
・各職場における会議の効率化と現場の職員の意見を取り込
みやすい環境の構築に努めています。
・新規採用職員に先輩トレーナーを任命し、職場への定着を
図っています。
・平成26年4月からプレーゲあしたかに企業内託児所「ぽっ
ぽ」を開設しました。
・令和3年1月から成人祝い金、入院見舞金を支給します。
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特定非営利活動法人ティンクル
認定番号 第７２号

認定年月日 平成２８年１２月１日

所在地：静岡県沼津市大手町1-1-3 6F9F
設立：2006年2月5日
電話番号：055-963-5718
ＨＰアドレス：http://npo-tinkle.com/

事業内容：医療・福祉(障害福祉サービス 就労継続支援B型施設の運営)

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
当事業の特徴として、女性職員の割合が多い事が挙げられます。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

各職員が職務に活かせると判断した資格の取得や研修参加の費
用を自社負担し、職員のキャリアアップを支援しています。
女性職員の管理職候補コースを設定し、キャリア/収入アップ
が可能な環境整備を行っています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

子育て中の方もいらっしゃいますので、必要な実務が終了して
いるようであれば退社できるような仕組みを導入中です。
有給や子育てなどの早退/遅刻等を可能な限り許可できる環境
整備を行っています。

従業員数
Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数 １３人
女性割合 約７０％

PRポイント
特定非営利活動法人ティンクル
は障がいのある方への福祉サー
ビス提供 <就労継続支援B型事
業所>の運営を行っています。
障害種別を問わず毎日30名程
の障がいのある方に、職業訓練
や生活支援のサービスを提供し
ています。
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一般財団法人東海検診センター
認定番号 第２５号

認定年月日 平成２１年１２月１日

所在地：沼津市新沢田町8番7号
設立：昭和48年2月5日
電話番号：055-922-1157
ＨＰアドレス：http://www.tokai-mec.or.jp/
本部
事業内容：定期健康診断・特殊健康診断・人間ドック
・生活習慣病健康診断・その他健康診断・作業環境測定等

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
浜松支部

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

『職員は当センターの宝』をモットーとする
（1）募集・採用・給与面において男女とも同じ条件での採用。
（2）各業務における仕事の手順書の作成と見直しを行い、各
種研修会等への積極的参加により職員の人材の育成と研
修・資格取得に要する費用の助成を行っている。
（3）管理職への登用については男女を問わず登用。

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
（1）育児・介護における短時間勤務制度の導入。
（2）育児・介護休業後の復職は原則として休業前の賃金を保
証し、同職場へ復帰する。
（3）育児・介護休業取得者のための代替要員確保として、人
事ローテーションを実施。

有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
（1）職場環境改善のため、職員からの意見を積極的に聴取
し、働きやすい職場環境整備づくりに努めている。
（2）年次有給休暇取得の為の計画的付与を実施。
（3）働きやすい職場作りのための制度を整備。

総従業員数７３人
女性割合約54.79%

PRポイント
当センターは浜松事業所をもち、
静岡県全域における働く人々の
健康管理、労働管理、職場の環
境管理を行っている健康診断機
関です。
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沼津市立病院
認定番号 第１５号

認定年月日 平成２３年１２月１日

所在地：沼津市東椎路字春ノ木550番地
設立：昭和3年4月28日
電話番号：055-924-5100
ＨＰアドレス：https://www.numazu-hospital.shizuoka.jp/

事業内容：病院

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

CHECKポイント

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

◆院内保育所「きらら」の運営
当院では、乳幼児を持つ職員(医師、看護師など男女を
問わず)の子育てを支援し、働きやすい職場環境を提供す
るため、平成20年４月１日、病院敷地内に保育所「きら
ら」を開所しました。
施設としては、保育室、ウッドデッキの園庭、沐浴室、
休憩室などがあります。
定員は０歳児から３歳児までの合計36人で、保育時間は
午前６時から午後７時までです。職員の夜間勤務に合わせ、
週２日、午後７時から午前６時までの夜間保育も実施する
とともに、必要に応じ一時預かりの保育も実施しています。
令和３年11月現在、利用職員数28人 ※一時保育含む
また、病院主催のクリスマス会に院内保育所も参加して
います。

従業員数
総従業員数６７０人
女性割合約71.94%

PRポイント
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株式会社 ニチイ学館 沼津支店
認定番号 第９１号

認定年月日 令和2年12月1日

所在地：沼津市大手町3-8-23 ニッセイスタービル1階
設立：1998年12月1日
電話番号：055-954-1501
ＨＰアドレス：https://www.nichiigakkan.co.jp/

事業内容：医療関連事業、介護事業、保育事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

1968年の創業以来、女性の就労機会の提供に努め、現在で
は活躍する女性従業員が管理職等へとキャリアアップする文
化が根付いています。
ニチイの事業の柱である医療、介護、保育等の経営資源を
活かすことで、待機児童問題、介護離職問題などの雇用をめ
ぐる社会的課題の解決に繋がると信じています。そして社員
一人ひとりがそれぞれのライフイベントをデザインし、各分
野で長く働き続けられる環境づくりを進めていきます。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
～育児～
・介護休業制度
・短時間勤務制度
・介護休暇

～介護～
・育児休業制度
・短時間勤務制度
・子の看護休暇
・子の育児目的休暇

・育児休暇を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備。
・子育てや介護を理由とする離職の防止として制度の拡充
と整備。
・時間外業務の削減を目的とした、ノー残業デーの設定。

総従業員数６９７人
女性割合約91.54%

PRポイント

・有給休暇、家族愛休暇 ※ の取得推進。
※時効により消滅する有給休暇を積立て、家族の介護や
18歳未満の子の看護等に取得可能。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
個別面談を最低年 2 回直属の上司と実施することで、性別に
とらわれない個人としての考えを双方で共有。

ニチイ学館沼津支店では、医
療と介護に従事するスタッフが
約 700 名近く在籍しています。
それぞれの生活に合わせた働
き方を選び、仕事との両立を
日々奮闘して行う従業員に対し
て男女と問わず、ワークライフ
バランス実現に向けて職場環
境を整えていきます。

社員の声
独身だった入社当時は女性の働きやすい環境について深く考える事など
ありませんでしたが、２児の母となり、育児休暇の取得また復帰のしやすい
環境で働けていることに感謝しています。現在は時短勤務や突発の休暇も
快く受け入れてもらえているので、職場でも家庭でも楽しい毎日を送れて
います。
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社会福祉法人珀寿会
認定番号 第３６号

認定年月日 平成２２年１２月１日

所在地：沼津市岡宮字下松沢1417番地の1
設立：平成19年7月
電話番号：055-924-5665
ＨＰアドレス：https://www.hakuju-kai.com

事業内容：特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの運営

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・職員が講師となり、毎月研修会を開催し職員のスキル
アップを図っています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児休暇から復帰する職員に長期の準備期間の中で
綿密なミーティングを行い、円滑な職場復帰に配慮して
います。

男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数６７人
女性割合約58.21%

PRポイント

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
施設はたくさんの入所者様や利用者様が暮らす小さなひ
とつの社会です。
社会の中にたくさんの業種があるように、施設の中にも
介護に限らずたくさんの仕事があります。
洗濯物をたたんだり、入所者様と一緒に作業療法を行う
など細かな仕事。タンスを動かすような力仕事。イラスト
を描いたり、レクリエーションで場の雰囲気を明るくした
り・・・。
施設の中で入所者様の生活が成り立つためには、たくさ
んの「能力」が必要です。
珀寿会は性別にとらわれず、個々人がフォローしあって
各々の能力が存分に発揮されるような職場づくりを目指し
ています。

社会福祉法人珀寿会は沼津市
で特別養護老人ホーム陽光園の
運営を行っています。
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公益財団法人復康会

沼津中央病院

認定番号 第８号

認定年月日 平成20年12月1日

所在地：沼津市中瀬町17番11号
設立：大正15年12月19日
電話番号：055-931-7032
ＨＰアドレス：http://www.fukkou-kai.jp/

沼津ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
病院

事業内容：病院、診療所、自立支援施設等の設置・運営
鷹岡病院

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
本部

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数 ７３０人
女性割合約 ６８．４９％

仕事と家庭の両立支援のための様々な制度が充実している
ことから、出産、育児、介護等休業後の職場復帰率が高い
（1）育児・介護休業制度の短時間勤務6時間を採用
（2）育児休業者の適用範囲を「1歳に達した後の2歳に
達する前の保育所等入所日まで」に延長
（3）採用困難職種の職員に対し、認可保育園又は認可
保育園に入所できるまでの間に静岡県に届け出て
いる認可外保育施設を利用した場合、特別保育料
を100％補助
（4）育児・介護休業者が復職した場合、休業前の賃金
を保障するとともに、同職場へ復帰できる

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
当会では、今後も男女共同参画及び仕事と家庭の両立支援
のための取り組みに積極的に参加し、魅力ある職場づくり
を目指しています。

PRポイント
病院(3)、診療所（3）、訪問看護
ステーション(2)、サポートセン
ター(5)、グループホーム(5)、
就労支援事業所（3）、の21施設
と本部、職員数７３０人を雇用し
ている公益財団法人です。
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公益財団法人復康会
沼津中央病院
認定番号 第９号

認定年月日 平成２０年１２月１日

所在地：沼津市中瀬町24番1号
設立：大正15年12月19日
電話番号：055-931-4100
ＨＰアドレス：http://www.numazuchuo.jp/

事業内容： 医療機関
診療科目：精神科・心療内科

病床数：270床

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
＊募集・給与について男女とも同じ条件で採用。
＊管理職への登用については、男女を問わず登用。
＊資格取得に要する費用の助成

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
＊育児・介護休業制度の短時間勤務6時間を採用。
＊育児・介護休職者が復帰した場合は同じ職場へ復帰。
＊採用困難職種の職員に対し、認可保育園又は認可保育園
に入所できるまでの間に静岡県に届け出ている認可外保
育施設を利用した場合、特別保育料を100％補助。
＊育児休業明けの慣らし就労など柔軟に対応。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

従業員数
総従業員数２６７人
女性割合約67.4%

＊常勤職員、非常勤職員相互の身分転換、勤務時間、勤
務曜日の見直しなど、本人の希望や状況に応じた働き
方ができるように配慮。
＊マネジメントシステムにより部署毎の目標を明らかに
するとともに、職場からの提案も可能な組織体制。

PRポイント
当院は静岡県精神科救急医療
対策事業における県東部の基
幹病院を担当しています。
経験・スキル豊富な人材に安
心して働き続けることができる
よう快適な環境整備に取り組ん
でいます。
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公益財団法人復康会
沼津リハビリテーション病院
認定番号 第１０号

認定年月日 平成２０年１２月１日

所在地：沼津市上香貫蔓陀ヶ原2510番地の22
設立：昭和33年4月1日
電話番号： 055-931-1911
ＨＰアドレス：http://www.fukkou-kai.jp/nrh/
病院正面図
事業内容： 神経内科、内科、リハビリテーション科、消化器内科

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・年齢、性別、経験にかかわらず、キャリアアップのた
めの外部研修、資格取得、知識・技能の取得等を積極的
に支援しています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・育児・介護により休職をした職員が復職を希望した場合、
休職前と同じ職場に円滑に復帰できるよう配慮しています。
・女性の産前産後及び育児休業は、該当するほぼすべての
職員が、対象となる全期間、制度を利用し休業を取得して
います。
・家庭の事情等にも配慮し、柔軟な働き方ができるよう取り
組んでいます
・育児・介護休業制度の短時間勤務6時間を採用しています。

従業員数

・採用困難職種の職員に対し、認可保育園又は認可保育園
に入所できるまでの間に静岡県に届け出ている認可外保
育施設を利用した場合、特別保育料を100％補助します。

総従業員数 １９１人
女性割合約 ６９.１１％

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

PRポイント

・本人の希望や家庭の状況に応じて、常勤職員・非常勤
職員相互の身分変更が行えるよう取り組んでいます。
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医療・福祉

一般財団法人芙蓉協会
認定番号 第２０号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市本字下一丁田898番地の1
設立：昭和24年3月30日
電話番号：055-952-1000
ＨＰアドレス：http://www.seirei.or.jp/numazu-hp/

聖隷沼津病院

事業内容：病院・健康診断・在宅サービス
聖隷訪問看護ST千本・看多機せいれい緑町

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
聖隷沼津健康診断センター

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ６４２人
女性割合 約７６．４%
女性管理職割合 約５１．６％

・職員募集や管理職への登用については男女を問わず同じ条
件で採用
・スキルアップや資格取得に要する費用の助成と休暇の付与
・『目標参画シート』により、職員一人ひとりが目標を持っ
て主体的に業務に取り組むための目標管理を実施

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・看護部における短日・短時間勤務正職員制度の導入
・勤務時間短縮制度の導入（育児・介護）
・育児・介護休業終了時に円滑に職場復帰が行えるよう休
業中能力アップコースに基づいた プログラムを実施
・職種により保育料の一部を補助

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・職場内の状況把握のため、『勤務意向調査』を年に1回
実施し職員一人一人から意見を聴取
・ハラスメント防止のための相談窓口を設置
・妊娠中及び出産後の女性職員に対して保健指導や健康検
査を受けるために必要な時間を確保

PRポイント
一般財団法人 芙蓉協会は聖
隷沼津病院・聖隷沼津健康診
断センター・聖隷訪問看護ス
テーション千本・看護小規模
多機能型居宅介護事業所
せいれい緑町を運営していま
す。男女共同参画及び仕事と
家庭の両立支援のため、働き
やすい職場環境づくりを目指
しています。
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教育,学習支援業

学校法人加藤学園
認定番号 第４５号

認定年月日 平成24年12月１日

所在地：沼津市大岡自由ヶ丘1979番地
設立：大正15年
電話番号： ：055-922-2515
ＨＰアドレス：http://www.katoh-net.ac.jp/Honbu/j_index.htm

事業内容： 高等学校・中学校・小学校・幼稚園

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
女性管理職の積極的登用
本部長、副本部長、副理事長、高校校長・教頭等に女性を登用
しています

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数３８０人
女性割合約52.4%

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
1．年次有給休暇
・採用日から年休を付与しています
・年次有給休暇の1時間単位の取得が可能です
2．産前産後休暇期間中の本俸全額支給（専任）
3．出産に係り配偶者は2日間の特別有給休暇を取得で
きます
4．子が3歳に達するまでの所定労働時間の短縮を4時間
以内としています
5．育児・子の看護に係る休暇等の対象を実子だけでな
く養子も可としています
6. 退職金の算定には育児休業期間を除算しません

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
キャリア・アップ等の推進
・年次有給休暇の他に、別途使用できる研修休暇制度があ
ります
・3.5.10年研修の受講を積極的にバックアップしています

女性管理職割合約35％

PRポイント
育児休業から復帰し、長く勤
めている教職員が多いです。
近年は配偶者の出産休暇の
取得も浸透しています。
勤続し、キャリアアップを目指
せる職場です。
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教育,学習支援業

学校法人沼津学園
認定番号 第５１号

認定年月日 平成25年12月１日

所在地：沼津市東熊堂491
設立：昭和17年3月31日
電話番号： ：055-921-7942
ＨＰアドレス：http://www.hiryu.ed.jp

事業内容： 高等学校・幼稚園

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
（1）募集・採用・人事配置など、人事管理面での配慮
（2）キャリアアップ、研修参加等に関する支援

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
（1）育児休業制度の充実
（2）介護休業制度の充実
（3）特別休暇制度（結婚・出産・忌引・傷病等）の充実
（4）年次休暇の繰越、1時間単位の取得、非常勤職員の年次
休暇等、時間の有効活用に配慮

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
（1）毎日、朝礼・終礼を行い、1日の業務内容を確認すると
ともに、毎月行われる職員会議において活発な意見交換
を行い、相互理解を深め職員の目的意識を明確にする。
（2）夏休みや冬休み等、生徒の長期休暇中、就業時間を短縮
し、気分転換や研究時間に充てるよう設定している。

総従業員数２７６人
女性割合約42.03%

PRポイント
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学術研究,専門・技術サービス業

株式会社イワサキ経営
認定番号 第６０号

認定年月日 平成27年12月1日

所在地：沼津市大岡984-1
設立：昭和 48年 4月 1日
電話番号： 055-922-9870
ＨＰアドレス：https://www.tax-iwasaki.com

事業内容：経営コンサルタント

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
○募集、採用について性別にかかわらず同じ条件で行い、人員
配置についても男女問わず本人の希望や能力、適性を考慮
して決定しています。
○キャリアアップやスキルアップのための社内研修制度を充実
させ、また、外部研修への参加も積極的に奨励しています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

○女性社員の育児休業取得率１００％、短期間育児休暇を就
業規則に定め、男性社員の育児休業取得の促進をしています。
○育児・介護休業者がスムーズに職場復帰ができるように育児
短時間勤務制度などで支援をしています。
○繁忙期を除いて、毎週水曜日はノー残業デーと設定し、原則
として定時に退社するよう推進しています。
○有給休暇を取得しやすくするために、半日単位で取得するこ
とが出来ます。
○子の看護休暇および介護休暇を有給とし、半日単位で取得す
ることができます。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

総従業員数１０８人
女性割合約51.85%

PRポイント
イワサキ経営グループ（株式会
社イワサキ経営／税理士法人イ
ワサキ）では、経営理念の中に
「＜社員第一＞社員の成長と幸
福を第一に考え、豊かな生活を
支えます。」という項目を掲げ、
お客様の幸せだけでなく社員自
身の幸せも願っています。

社員の声
・7日間の育児休暇を取得しました。公園で遊んだり、寝かし付け
たり等、今しかできない貴重な経験ができました。（男性社員）
・発熱など子供の体調不良による、急な早退、遅刻にも対応して
もらえ、有難いです。
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学術研究,専門・技術サービス業

株式会社経営管理センター
沼津事業所
認定番号 第２３号

認定年月日 平成２１年１２月１日

所在地：沼津市大手町五丁目6番7号 ヌマヅスルガビル9階
設立：1967年７月
電話番号：055-954-2244
ＨＰアドレス：http://www.bmc-it.com/

事業内容： システムソリューション、コールセンターソリューション、ビジネ
スプロセスアウトソーシング、スペシャリスト派遣、データエントリーサービス

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
経営管理センターでは、創業以来、男女の区別なく社員の
「働き甲斐」を高めるための各種制度を充実させてきました。
中でも公的資格取得は、社員個々の資質を高める重要
な手段として、常に時代に合うように追加・新設をして毎月
の賃金に反映させています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ５７人
女性割合 約６６％

PRポイント

当社では男女の区別なく社員一人一人が持てる能力を存
分に発揮し、互いに切磋琢磨することで、業務の質を高めら
れるように制度を整えています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
不妊治療を支援
働く女性が増えると同時に、家庭との両立も課題として浮
き彫りになってきますが、弊社では2018年に不妊治療に関
する規程を設けております。併せて、女性社員の採用時に
はこれら就労環境改善の諸規程を説明し、啓蒙に努めてい
ます。
こうした制度を利用したいという女性社員が当事業部で
も出てきており、出産・育児だけでない総合的な支援を全
社で共有しています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
資格手当の対象となる資格も情報処理系資格に偏ることな
く、社会保険労務士や日商簿記、英検、販売士など多岐に
わたっています。2018年には補助する資格の数を大幅に拡
大するとともに受験費用の全額も会社負担とし、合格祝金
も支給することとしました。また、沼津事業所独自の施策
としてテキストの購入補助も実施しています。

・男女が共に能力を生かせるよ
うに、制度を整えています。
・女性が過半数の職場で、互い
に協力してワークライフバラン
スを高めています。

社員の声

未経験の仕事でも、周りに女性社員が
多くて聞きやすいし、相談できるのが安心ですね。
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学術研究,専門・技術サービス業

東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ株式会社
静岡営業部・静岡ｼｽﾃﾑ部
認定番号 第２４号

認定年月日 平成２１年１２月１日

所在地：沼津市大手町三丁目8番23号 ニッセイスタービル2階・5階
設立：1980年9月
電話番号：055-962-8861
ＨＰアドレス：http://www.to-kon.co.jp/

事業内容： コンピュータの販売・開発・保守

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

・採用方針は大学卒業者を対象に、男女・専攻を問わず採用活
動を実施し、誠実で忍耐力のある人材を採用しております。
新入社員は、安心して仕事が始められるよう約一年間かけて
研修を受け、ＩＴエンジニアの基礎知識を習得します。弊社では
男女均等の機会を基本とし、上記の新入社員教育からスタートし、
各種の社員教育制度を通してプロの社会人として成長すること
を願っています。

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・時間のゆとりを持つことにより、家事・育児・介護等について、
男女がその特性や能力を生かした分担をし、バランスの取れ
た家庭生活を整えることが、男女共同参画に必要なことと考え
ます。このため弊社では時間のゆとりづくりとして、有給休暇の
半日単位（午前・午後）での取得を可能にし、短時間で済む家
事等に対し有効に適用できるように制度化しています。これは
会社と家庭の時間配分に関しより的確な利用の形態を目指し
ています。またＩＴ業界の特性から特定時期や緊急性により、就
業時間が不規則に成りがちですが、たえず労働時間の短縮を
心掛け、コンピュータで時間管理を行い、場合によって超過勤
務の制限及び健康管理上産業医の面談を実施しています。

従業員数
Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数２８人
女性割合約14.29%

PRポイント

・社員の給与は、年齢に応じた生計を賄う給与として「年齢給」
と、人事考課により職務能力を評価しながら能力に応じて支払
われる「職能給」で構成されています。更に管理職層には業務
遂行努力・成果に見合う評価として、職務役割給の段階的導入
の検討に入っております。基本的には男女とも同学歴、同年齢
で同一の給与ラインに並び、そこから能力や業績に応じて昇
給・昇格を繰返し中間管理職・管理職へ昇進します。以上の処
遇は男女共通で適用しています。

人間尊重・明るい職場、
仕事もいちばん、
遊びもいちばん！
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学術研究,専門・技術サービス業

MAKOTO税理士法人
認定番号 第 ９５ 号

認定年月日 令和３年１２月１日

所在地：沼津市常盤町2-15
設立： 平成 24 年 8月 1 日
電話番号：055-951-2715
ＨＰアドレス：http://www.mirai.zu.jp

事業内容： 税理士業務

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・男女とも同じ条件での募集・採用
・資格取得に要する費用の助成と資格取得者への奨励
金支給
・社内外への講習会、研修会に積極的参加を推進

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

○

育児休業取得促進

○

介護休業取得促進

○

男性の育・介休業取得促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 １２ 人
女性割合約 ４０ ％
女性管理職割合約 １０ ％

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・女性職員の育児休業制度は100％取得実績があります。
・育児・介護休業・子の看護休暇・介護短時間勤務制度
を設け、安心・安定した職場復帰ができる体制です。
・有給休暇は時間単位で取得できるように調整しました。
・短時間勤務や始業・終業の繰り上げ繰り下げを導入し
小学校就学の始期に達するまでの子の育児支援を実施し
ています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・オンデマンド研修制度を導入し自宅においても受講で
きる環境を整備しました。
・静岡県における一般事業主行動計画を策定し、雇用環
境の整備に努めています。
・キャリアアップ・スキルアップ支援と助成金・奨励金
制度を実施しています。
・有給休暇消化のための一斉休暇を実施しています。

PRポイント
MAKOTO税理士法人のスローガンは
「誠實」です。
原点回帰の姿勢を持ち、品位を保ちなが
ら仕事に邁進。もちろん
社会貢献も心がけています！
地味ですが頼れる奴が多い事務所です。
会計事務所はよろず相談窓口です。
頼ってください！

社員の声
MAKOTO税理士法人のスローガン、「誠實」を心に
真面目に楽しく仕事と向き合っています。
整備された居心地のよい職場に感謝です。
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サービス業

南駿農業協同組合
認定番号 第１９号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市下香貫字上障子415番地の1
設立：平成5年3月1日
電話番号： 055-931-3131
ＨＰアドレス：http://nansun.ja-shizuoka.or.jp
＜沼津支店 ふるさと祭りを開催＞

事業内容：営農指導・生活指導・購買・販売・金融・共済・加工・不動産

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・次世代リーダーの育成を目的に、若手を中心としたキャリア開
発を支援。
・JA事業に関わる資格取得・研修受講に対し、研修手当を助成。

＜愛鷹地区 お茶摘み体験＞

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・妊娠・出産、育児、介護、看護の休暇取得、短時間労働の
導入など、仕事と家庭の両立できる職場環境づくりを進め
ています。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・常勤役員との個別面談により、日頃の考えを経営者に直接
伝え、また役員の思い(気持ち)を知る機会があります。
・20年間、30年間務めた方の表彰制度があります。

従業員数
総従業員数５１１人
女性割合約42.66%

PRポイント
ＪＡなんすんは性別にとらわれ
ない、職員の能力を生かした職
場です！
～地域貢献への取り組み～
各地区の支店が、地域の拠りど
ころとして親しまれ、喜ばれ、地
域に貢献する支店となることを目
指し、さまざまな活動を展開して
います。
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サービス業

一般社団法人
アスルクラロスポーツクラブ
認定番号 第６９号

認定年月日 平成２８年１２月１日

所在地：沼津市西熊堂７１１－１
設立：平成２４年 １１月２１日
電話番号：０５５－９２９－８６３３
ＨＰアドレス：http://azul-claro-sports-club.jp/

事業内容： スポ―ツクラブ運営事業 スポーツ教室、大会、
イベント運営事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
■女性管理職の育成
各事業において、女性のリーダーの任用を積極的に推進

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数３１人
女性割合約22.58%

PRポイント

当法人の理念である「スポーツ
事業を通じて夢と感動を共有し、
地域に貢献する」を実現するた
めに、事業に関わる従業員に
とって働きやすい職場環境づく
りに努めています。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
■育児支援
育児休暇制度、半休利用の推進
■男性の育・介休業促進
子どもが生まれた場合、5日連続で男性も休暇取得を実施

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
■働きやすい環境づくり
男女ともにキャリアアップのための学習機会の実施
育児休業後の円滑な職場復帰のための、職場内研修の実施

これからの取り組み
・有給休暇取得促進等労務管理の強化
・時間外労働削減

社員の声
時代に対応する流れを感じていて、今までよりも働きや
すくなっています！
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サービス業

有限会社エス.
認定番号 第８６号

認定年月日 平成30年12月1日

所在地：沼津市大手町5‐9‐21 マルトモビル４Ｆ
設立：2004年3月3日
電話番号： ：055‐962-2552
ＨＰアドレス：http://www.es-es.co.jp

事業内容：美容健康サロンの運営 美容学校等の教育事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
■キャリア・アップ等に関する支援
資格取得やスキルアップのための学習機会の提供、及び
費用の助成

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

■人事管理面
募集･採用について、男女とも同じ条件にしている。
昇任・昇格基準の明確化

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
■仕事と家庭の両立支援のための各種制度を導入し、
就業規則に定めています。
産前産後休業
育児休業
短時間勤務制度
子の看護休暇制度
介護支援制度（トモニンマーク取得）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

総従業員数 １８人
女性割合約 ９４%

PRポイント
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サービス業

有限会社サンディオス
認定番号 第７１号

認定年月日 平成28年12月1日

所在地：沼津市岡宮1445-1
設立：2001年 4月 1日
電話番号： 055-924-6898
ＨＰアドレス：http://sundios.jp/

事業内容：広告デザイン・企画制作

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
【キャリアアップへの取り組み】
今後人事評価制度やジョブカードを取り入れ、積極的な教育
講座受講などによるキャリアアップ制度をつくりたいと考えて
います。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
（1）育児休業制度や所定外労働の制限、時間外労働の制限、
子の看護休暇
（2）介護休業、休暇制度
（3）生理休暇制度
（4）パートスタッフへの産休・育休制度

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み

総従業員数１０人
女性割合約60%

PRポイント
（有）サンディオスは、1985年創
業の広告制作会社です。
マーケティングをベースとした
「お客様を動かす広告づくり」を
推進しています。
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その他（特別地方公共団体）

駿東伊豆消防本部
認定番号 第７５号

認定年月日 平成28年12月1日

所在地：沼津市寿町２番10号
設立：平成28年４月１日
電話番号： 055-920-9100
ＨＰアドレス：http://www.suntoizufd119.jp/

事業内容：消防

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み

Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
◆スキルアップ・キャリアアップ支援
業務別研修、職制別研修等を実施し、性別に関わりなく、職員
の個性や能力を十分に発揮できる環境の整備に努めています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

◆育児（介護）休業制度、育児のための短時間勤務制度を
設け、職員が職場復帰できる体制を整えています。

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ６２５人
女性割合約 ３．６８%

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
◆特別休暇の取得（結婚、出生、忌引等）、ノー残業デーの実施
など、職員が安心して働ける環境づくりを進めています。

【今後の取組】
・男性従業員の育児休業制度の利用
・年次有給休暇の取得促進に向けた取組、啓蒙活動の整備
・資格取得に要する費用の助成
・自己啓発のための休暇制度の整備

令和３年４月１日時点

PRポイント

女性も積極的に採用しています。
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サービス業

株式会社
認定番号 第８９号

tasuki
認定年月日 令和元年12月1日

所在地：沼津市錦町3-20 (yadorigi:沼津市本郷町13-16)
設立：2018年1月30日
電話番号： 055-957-7881
ＨＰアドレス：http://tasukito88.com/

事業内容：女性のライフキャリアサポート

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
◆キャリ・アップ等に関する支援
・資格取得やスキル・アップのための学習機会の提供

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置
女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
◆仕事と家庭の両立支援のための各種制度を導入している
・産前産後休業
・育児休業
・短時間勤務制度
・子どもの看護休暇制度

男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
◆従業員の自己実現にむけて
・従業員が主体性を持って、提案する意見、事業などを積極的
に採用している

従業員数
総従業員数３人
女性割合約100%

PRポイント
【すべての女性が自分らしくいき
いきと生きられる社会の実現】と
いうミッションを掲げ、ママが自分
自身のライフキャリアを考える場
所、ママが自分でいられる場所と
して、yadorigi(会員制)を運営して
います。企業様向け、産休育休
復帰後の女性社員向けセミナー
なども開催。
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その他（電力設備用地の管理事業等）

東電用地株式会社 沼津支社
認定番号 第７６号

認定年月日 平成29年12月1日

所在地：沼津市高島本町９番１号
設立：2008年10月１日
電話番号：055-915-6500
ＨＰアドレス：http://www.tepco-youchi.co.jp

事業内容：電力設備用地の取得・管理事業

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

男性の育・介休業促進

〇

時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数 ３９人
女性割合約 ３３.３％

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
○育児休暇、介護休暇、看護休暇等の各種休暇制度
○「プラスワン休暇」取得による連続休暇の促進
（ゴールデンウィークや年末年始等の前後を休暇取得推奨
日とし、連続休暇の取得を推奨する）
○プレミアムフライデー（１５時退社の推奨）
○フレックスタイム勤務制度
○リモートワーク（在宅勤務の推進）

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
○インフルエンザ予防接種費用補助制度
○「メンタルヘルス」や「ハラスメント」に関する相談をはじめ、「身
体の相談」、「暮らしの相談にも対応できる社外相談窓口の開設

【今後の方針】
○男性女性を問わず採用を行い、新規採用社員の女性割合を
３０％以上とする。
○管理職に占める女性割合を７％以上とする。

PRポイント
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サービス業（他に分類されないもの）

株式会社東日
認定番号 第３５号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：沼津市大岡2240番地の16
設立：昭和40年10月1日
電話番号：055-921-8053
ＨＰアドレス：http://www.tohnichi-net.co.jp

事業内容：建設コンサルタント
（土木設計・測量・地質調査・行政支援システム）

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進

〇

介護休業取得促進

〇

～ 会社を支えるのは『 人財 』～
性別にとらわれず、従業員の能力を生かすべく、一人ひとりのス
キルアップに力を注いでいます。常に高い品質と新しい価値をお
客様に提供していくには、社会情勢の変化を的確にとらえ最新の
技術を継続的に学習することが求められます。弊社は、従業員一
人ひとりが日々の仕事を通じて成長するための社内研修や、さら
なる成長の機会として各種社外研修への参加を積極的に提供し、
男女区別ない資質向上に努めています。また、社内人事制度に
基づいた人事管理、独自の「専門資格奨励規程」により、キャリア
アップできる環境整備を推進しています。

男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
～ それぞれの未来（しあわせ）のために ～
仕事と子育ての両立は男女の差別なく推進されるべきであ
るという考えから、「育児休業規程」に基づいた休暇取
得・短時間勤務等を導入しています。また、個々の生活ス
タイルに即した雇用形態を整備するために、介護・看護の
ための制度も導入し、仕事と家庭が両立できる職場環境づ
くりを積極的に行っています

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
総従業員数９２人
女性割合約27.12%

～ 同じ目的をもった同志のコミュニティー ～
性別による固定的な役割分担にとらわれず、一人ひとりの能力を
発揮できるよう、日々職場環境の改善に努めています。また、コ
ミュニティー機会（イベント等）の企画・実施により、従業員相互の
信頼を深め、円滑な運営と生産性向上を目指しています。

PRポイント
株式会社 東日は、地域に根ざ
した総合建設コンサルタントとし
て、様々に変化する社会ニーズ
や地域ニーズに応えながら、活
力、安心・安全、環境・景観に配
慮した豊かな生活環境や空間を
創造・提案しています。
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サービス業（他に分類されないもの）

沼津市商工会
認定番号 第３０号

認定年月日 平成22年12月1日

所在地：沼津市原1200番地の1
設立：昭和35年8月
電話番号：055-966-1331
ＨＰアドレス：http://www.numazu-s.or.jp
沼津市商工会館（本所）

事業内容：地元中小企業の経営支援や地域活性化に関する総合的な
経済振興業務

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
戸田支所

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

・募集・採用について、男女とも同じ条件にしている。
・性別でなく、職員それぞれの能力と適性にあった人事配置を行っ
ている。
・職員のキャリアアップ、スキルアップのための学習機会を、業務
や職制の階層別に用意している。
・資格取得等に対する費用の助成・支援を行っている。

女性の管理職登用促進
育児休業取得促進
介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減
有給休暇取得促進
ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

従業員数
総従業員数10人
女性割合約50%

PRポイント

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・就業規則の中に、育児休業制度や介護制度の規定を設け、
子育て等に関する支援を実施している。また、育児休暇
取得者等の代替要員(臨時職員採用等)を確保するなど、
休暇取得に配慮をしている。
・年次有給休暇等の積極的な取得を促進し、仕事と家庭の
両立に有効にきめ細かく応えられるよう、
有給休暇は、1時間単位、半日単位で取得できる。また、
夏季休暇等の取得推進月間を設け、計画的な休暇取得も
推進している。
・平成20年5月、静岡県「男女共同参画社会づくり宣言事
業所」に登録している。
・平成22年12月1日、沼津市「男女共同参画推進事業所」
に認定されている。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・毎週職員ミーティングを実施し、業務の管理や職場環境等に
ついて相互理解を深め、働きやすい職場づくりに全員で取組
んでいる。
・職員全員に対し、勤務意向や勤務上の課題についての聴取
を年1回以上実施するとともに、毎月ひとり１改善の提案を実
施するなど、職員の意向や課題解決のための対策を行って
いる。
・セクシュアル・ハラスメント防止のための相談窓口と選任担当
を設けている。
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サービス業（他に分類されないもの）

沼津商工会議所
認定番号 第２６号

認定年月日 平成21年12月1日

所在地：沼津市米山町6番5号
設立：大正14年1月17日
電話番号：055-921-1000
ＨＰアドレス：https://www.numazu-cci.or.jp
沼津商工会議所

事業内容：地域総合経済団体

みんなが働きやすい職場づくりの取り組み
Ⅰ 性別にとらわれず、従業員の能力を活用する取り組み
・職員それぞれの能力と適性に合った人事配置
職業能力等評価シートを活用し、意向、能力、適性等を把握し
ています。

CHECKポイント
性別に関わらない採用・配置

〇

女性の管理職登用促進

〇

育児休業取得促進

・職員のスキルアップ研修実施
ＯＦＦ－ＪＴ（外部で企画開催されるセミナーなど）による職制別
研修、業務別研修への積極的参加を促しています。

介護休業取得促進
男性の育・介休業促進
時間外労働削減

〇

有給休暇取得促進

〇

ハラスメント対策（セクハラ、マ
タハラ、パタハラ、パワハラ）

〇

従業員数
総従業員数２５人
女性割合約32.0%
女性管理職割合約16.7%(任意)

PRポイント

・職員の能力開発の助成・支援
企業からの経営相談ニーズが高度化・専門化・多様化する中
で、当所の職員の自己研鑽を基本に、資格取得を目的とする
学習に対する助成・支援を促進しています。

・女性職員の活躍推進
女性管理職や女性経営指導員等の登用により職員の能力を
生かす人事管理に取り組んでいます。

Ⅱ 仕事と家庭の両立支援の取り組み
・年次有給休暇等の計画的な取得促進
年次有給休暇は、1時間単位、半日単位で取得することができ、
時間の有効活用に配慮しています。
夏季休暇3日、リフレッシュ休暇2日を有効利用した連続取得の
奨励に努めています。
・ノー残業デー
毎週水曜日は定時の退勤を促しています。週に一度は早く帰宅
し、健康の保持・増進を図ると共に、業務生産性の向上に努めて
います。

Ⅲ 男女がともに働きやすい職場づくりの取り組み
・デジタル化推進のためのＩＴスタッフや会報誌の企画取材等に取
り組む会報誌編集スタッフ等、若手を中心に課を横断するスタッ
フ制を導入している。
・セクシャルハラスメント防止に関する方針を定め、職員からの相
談に応じる専門の窓口を設置している。
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