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社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

はじめに

平成18年4月

秋田県多様な働き方推進協議会

会長　高橋庄四郎（秋田県地域労使就職支援機構代表）

少子・高齢化や産業構造の変化、働き方に対する価値観の多様化が急速に進む中、働

く人々の仕事と生活の調和を図るとともに、その意欲と能力を活かして企業の発展に

つなげることが必要とされています。少子高齢社会の支え手を確保する上でも、労使

と行政は、就業を希望する女性や高齢者など、より多くの人々が働きやすく活躍できる

社会をつくっていなかければなりません。

秋田県地域労使就職支援機構をはじめとする県内労働関係機関は、このような認識

のもと、平成16年11月に「秋田県多様な働き方推進協議会」を設立し、本県の実情を踏

まえながら構成機関が相互に協力しあい、労使双方にとってメリットのある多様な働

き方の普及促進に取り組んでいるところです。

この事例集は、本協議会における取り組みの一つとして作成したもので、「仕事と家

庭の両立支援」「高年齢者雇用の促進」「女性のキャリアアップ」「パート均衡処遇」な

どについて、県内企業の取り組み事例をまとめたものです。事業主や労働組合関係者

の皆さまをはじめ、広くご活用いただき、社員が働きやすく意欲と能力を発揮できる

職場づくりに役立てていただければ幸いです。

最後に、お忙しい中、取材に快くご協力いただきました各企業の皆さまに厚くお礼申

し上げます。

1



制度を使える雰囲気と
仕組みづくりを

育児・介護で
辞められるのは
人材の損失

平成13年、ファミリーフレンドリー

企業として厚生労働大臣努力賞を受賞

した同社の事例は、比較的小規模の企

業ながら、法を上回る育児・介護休業

制度のほか事業所内託児所を設置する

など、仕事と育児の両立支援の先進的

な取り組みとして、既に全国的に取り

上げられている。

小坂町の誘致企業として昭和63年

に設立、電子機器の金属部品などをプ

レス加工で製作している同社は、経営

理念の一つに「少数精鋭主義」を掲げ、

人材の育成に力を入れている。

仕事と家庭の両立支援に取り組むの

は、一から育てた社員に育児や介護で

辞められるのは”単純に損”という考え

方だ。同社の上手社長は、「いかに国内

で製造業として生き残るか。どうやっ

て利益を出すか。そのために、両立支

援制度を”いかに利益に結びつけるか”

を考えている」という。

上手社長は、社員と一対一で年3～

4回、個人面談をする。今の若手社員

は、給料や役職の処遇面よりも、バラン

スよく生活したいとの意見が非常に多

いそうだ。特に「子育てもきっちりや

りたい」、これは、男性の方が多いと

のこと。「社員が求めるものが変わっ

た中で会社も変わっていかなければい

けない」ということで、社員の要望を

極力取り入れるようにしている。

育児休業制度の導入は平成6年。「子

が1歳になるまで」を平成13年には

「3歳になるまで」に変更した。平成

12年に事業所内託児所を設置したこ

とで、産休が終わったら託児所に預け

て働かなければいけないという雰囲気

になるのを懸念したからだ。「3歳にす

れば1年ぐらいは気兼ねなく取れる」

という配慮もあった。

子育て支援制度が注目される同社で

「少数精鋭主義」のメリットを生かして社員一人ひとりの
ニーズにあった様 な々両立支援制度を実施

株式会社カミテ

file 01

カミテの両立支援制度

■育児休業
子が3歳の誕生日の前日まで

■介護休暇
1回3ヶ月だが、取得回数の制限なし

■妊婦特別有給休暇（女性）＊
妊産婦の通院時間について5日

■配偶者特別有給休暇（男性）＊
配偶者の出産時2日のほか、配偶者が妊娠してから出産するまで5日

■看護休暇＊
子供の検診及び予防接種、病気のときに利用可能

小学校就学前までの子1人につき年5日

小学生から高校生までの子を持つ従業員に年2日

＊印…1時間単位で利用可能
■事業所内託児所
カミテチャイルドハウス（平成12年開所）

保育定員10名　専任保育士2名

8時から19時まで無料で利用可能

（残業時には自己負担なしで延長保育が可能）

事業所内託児所
「カミテチャイルドハウス」
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次世代育成支援
「認定」は経営戦略

男性の育児休業
「5つのメリット」

一般機械器具製造業（プレス金型設計・製作、プレス加工）

鹿角郡小坂町荒谷字三ッ森62-1

1988（昭和63）年

30人（男性14人、女性16人）※2006年2月現在

★平成13年度ファミリーフレンドリー企業 厚生労働大臣努力賞

★平成12年度秋田県働く女性支援優良企業

仕事と家庭両立部門優良賞

★男女イキイキ職場宣言事業所（県男女共同参画課）

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

あるが、介護休暇も将来的に充実させ

る考えだ。「育児のことばかりだと、

子育て期を終えた社員が不公平感を感

じる」とのこと。上手社長は子育て期

を終えた社員に「子育てを終えたあな

た方が親の介護で休むときにカバーし

てくれるのは、今子育てをしている社

員なんだよ」と言って、カバーしたり

されたりというお互い様の意識を持つ

ことを常日頃から社員に促している。

「子供が病気で休むときも、気持ち

よく送り出した方が、社員は一生懸命

働こうという気持ちになるだろう。た

だ、一晩中子供の面倒をみて、翌日出

社したら書類の山がドサッとある。こ

れも困る。いかに、抜けた穴をカバー

するかも大切」と上手社長。そこで同

社は「多能工」といって、ひとりの人

が何種類も仕事ができるように人材を

育成している。「欠員が生じるのは何

も育児・介護だけでなく、事故や病気

のときもある」という考え方で同社で

は、様々なパターンで会社が常に円滑

に動くように「多能工」という制度を

設けて、みんなでカバーしている。

「制度だけ設けても本当に使えるよ

うにしなければ、最終的な企業の利益

には結びついていかない」、これが上

手社長の考えだ。

平成17年、2名の男性が育児休業を

取得した。当初、社員は経済的な理由

で取得を躊躇していたが、育児休業給

付金4割のほかに、県の「お父さんも育

休促進事業」を活用して、20日間の育

児休業で取得者1人につき5万円の助

成金をもらうことで取得が実現した。

上手社長は「男性の場合は、女性の

場合と違って、なかなか長期には取れ

ない。それでもマイナス面よりプラス

面を考える方が大事」と男性の育児休

業のメリットを5つ挙げる。

次世代法に基づく事業主行動計画の

策定。同社は努力義務であるが、計画

を策定し平成17年度から2年間、育児

休業取得率の向上や看護休暇制度の充

実、事業所内託児所の地域育児サーク

ルへの開放などに取り組む。順調に計

画が進めば平成19年4月には、「次世代

認定マーク」を取得できる。認定マー

クは、商品に貼ったり、企業PRのとき

に利用できるため、同社では取得を企

業戦略と考えている。上手社長は、「次

世代育成支援は、自社の発展のために

つなげるという考え方でやっていきた

い」と語る。

事業所内託児所の地域育児サークルへの開放

男性の育児休業のメリット

1. 業務を見直す機会
仕事に慣れてくると自分の仕事を変えるのが難しくなるもの。育児休業中

にその者が携わっていた業務を見直すことができる。

2. 若手の人材育成のチャンス
育児休業取得者の部下である若手を試し期間の形で役職に充てることで人

材育成が図れる。

3. 管理職になるための経験
自分で育児休業を経験していると、将来管理職になったとき、部下の女性

とコミニュケーションが非常にうまくいく。

4. 安定した家庭をつくる第一歩
将来にわたっていい仕事をするには、家庭が安泰であること。子供が小さ

いときに育児に参加できれば、将来にわたって安定した家庭がつくれる。子

供が生まれてすぐがその第一歩。

5. 効率的に仕事をするようになる
仕事は量より質。育児に参加していることで、早く帰るためには

どうしたらいいか、従業員が自ら考えてやることに期待が持てる。
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継続雇用制度の導入と
新職場の創設

体に負担のかからない
作業へ改善

地場産業の育成と
雇用の場の創出

本県の名産品として名高い「稲庭う

どん」の老舗製造メーカーである同社。

平成16年に「現代の名工」（厚生労働

大臣表彰）にも選ばれた現会長の7代

佐藤養助氏は、昭和47年から、「幻の

うどん」といわれていた稲庭うどんを

広く普及させることに加え、旧稲川町

の経済を活性化することができる新た

な地場産業を確立するために、地域労

働力の雇用を始めた。創業時から堅く

守られてきた一子相伝のうどん製造方

法を従業員に教えることで、多くの職

人の育成に積極的に取り組み、それま

での家内工業から昭和55年には企業

化に踏み切った。

その結果、同社の生産性は飛躍的に

向上し、名産品として既に高い評価を

得ていたこともあって、同社の事業は

稲庭地区の新たな地場産業として根づ

き地域経済の再活性化に大きく寄与し

た。

しかし、従業員の高齢化が進み、長

年培った技術を若年者にどのように伝

承していくか、定年間近の高齢者が抱

える不安感などから職場の活気が失わ

れるという課題を依然として抱えてい

た。そのため同社は、継続雇用制度の

導入と新職場の創設により職務を拡大

し、高齢者の能力をさらに有効活用す

ることで職場の活性化を図った。その

取り組みが、平成15年度高年齢者雇

用開発コンテストにおける優秀賞の受

賞につながった。

同社では、継続雇用を運用面では行

っていたが、就業規則を改正し希望者

全員を65歳まで1年ごとに更新する再

雇用制度を導入した。賃金も職種の変

更がない限り、60歳時と同様の賃金

を支給し、当初はカットしていた賞与

も業績により支給することとした。

また、地域振興と稲庭うどんのPR

をかねて、外食産業「稲庭うどん処」

を出店するとともに、工場の一般公開

に踏み切った。新職場の創設は、高齢

者を含む従業員の職域拡大につなが

り、単調になりがちな作業にメリハリ

がつき意欲向上にもつながった。さら

に工場見学者が、うどんづくりを体験

できる「体験工房」を新設し、高齢者

は指導役として生き生きと活躍するこ

とになった。

従業員の高齢化が進むことで、無理

な姿勢の解消と体に負担のかかる作業

を改善をする必要があった。

特に、うどんの生地を延ばす作業は、

腕に負荷がかかり、高齢者にとってき

つい作業だったため、作業の効率化と

品質の均一化を図る目的で、従業員の

アイディアを取り入れ回転しやすく適

度な重さのある麺棒を自社製作した。

これにより、若年者が受け持つことの

多かった工程も高齢者が楽に作業でき

るようになった。

また、昔ながらの製法で正座して作

業をするのは足腰に大きな負担がかか

り、冬は床が冷たく厳しい作業環境で

あったため、作業台を設置するととも

に椅子に座って作業できるように改善

した。この改善により無理な作業姿勢

の解消と時間短縮、生産性向上につな

がった。

継続雇用制度の導入と新職場の創設による
職務拡大で高齢者の能力を有効活用

有限会社佐藤養助商店

file 02

回転しやすく適度な重さのある麺棒へ改善

4



社員とともに進化し、
伝統を継承

稲庭うどんの製造、飲食店

湯沢市稲庭町字稲庭229

1980（昭和55）年　※創業は1860（万延元）年

147人（男性54人、女性93人）※2006年1月現在

★平成15年度高年齢者雇用開発コンテスト優秀賞

（（財）高年齢者雇用開発協会会長表彰）

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

このほか同社では、産業医が月1回、

会社を訪問してカウンセリングを実

施。高齢者等の心のケアに対応してい

る。計画的な有給休暇取得に役立てる

ために、年間休日カレンダーを毎年作

成して全社員に配布。兼業農家の従業

員にも配慮している。また、毎日行わ

れる朝礼で職場の倫理を朗読する「読

本会」は、倫理観を育み、自然に重量

物の運搬や力仕事は若年者が受け持つ

ようになるなど、職場のよい雰囲気づ

くりに役立っている。

現社長の佐藤正明氏は、平成16年

の社長就任時に「社員を大切にする。

歴史・伝統を大切にする。地域に貢献

する。」この3つを明確に打ち出した。

7代佐藤養助氏は稲庭うどん

の技術を公開することで、家

内工業から地場産業に発展

させたが、佐藤社長は稲庭

うどんの魅力を社員一人

一人の言葉で公開し、稲

庭うどんの”進化と継承”

を進める。その取り組

みのひとつが情報誌

「YOSUKEだより」の

発行である。

最近の同社は、

店舗の拡大や稲庭

うどんのイメー

ジアップなどに

より、若手の

社員も増えて

いる。稲庭

うどんに対

する思いをうどんの職人だけではな

く、ホールスタッフや事務員を含め社

員全員がひとつになって伝える

「YOSUKEだより」は、若年者から高年

齢者まで、社員のやる気とチームワー

クを高めている。

正座作業から椅子に座って
作業できるように改善

社員一人一人の言葉
で仕事を伝える
「YOSUKEだより」
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技能継承のための
教育訓練を定例化

継続雇用導入に伴い
賃金制度を改善

高年齢者の専門技術を
若手に継承

同社は昭和13年に秋田木材株式会

社より製造機械部門が独立してスター

トした。現在も、鉄鋼部門と産業機械

部門の2部門体制である。鉄鋼部門は

橋梁、水門扉、クレーン等を製造し、官

公庁や上場企業に納品している。産業

機械部門では、ダイカストマシン、印

刷機械及び紙工機械、工具研削盤、フ

ライス盤等を製作している。平成12

年には国際規格ISO9001を取得する

など、品質技術は高く評価されている。

同社の従業員は56人で、55歳以上

の高齢者は13人（23.2％）、60歳以上

は6人（10.7％）となっている。60歳

以上の従業員比率は高いものではない

が、これから定年を迎える40～50代

の従業員比率が高く、45歳以上の中高

年齢者は28人で全体の50％となる。

定年は60歳で、定年以降の継続雇用

は、希望すれば65歳までの嘱託職員に

よる再雇用で働くことができる。65

歳以降も健康に問題がなければ年齢に

関係なく勤務できることになってお

り、現在の最高年齢者は80歳である。

同社の製品の品質の高さは、同社の

基本コンセプト「最後まで責任を持ち、

みんなと協力してやり通す人間」にあ

らわれているように、全社体制で取り

組んできた結果であり、この品質を将

来的に維持・向上していくためには、

高度に専門的な技術・技能を若年従業

員に継承していく“ベストミックス型”

が理想と考えた。

この理想を追求するために行った

同社の高齢者対策を中心とした改善

が、平成17年度の高年齢者雇用開発

コンテストにおける優秀賞の受賞に

つながった。

平成15年に継続雇用制度を導入。

それに伴う賃金制度の改善にも取り組

んだ。同社の賃金体系は年齢給と職能

給で基本給が構成され、それに資格手

当などが付く。年齢給と職能給の比率

は6:4にしている。60歳定年以降の継

続雇用における賃金については、在職

老齢年金、高年齢者雇用継続給付金を

活用した賃金シミュレーションを行

い、在職中の年収と極端な差が生じな

いよう改善した。また、60歳以降も

資格手当や残業手当はつけることによ

り、定年を迎える従業員の定年への精

神的不安が解消され、結果的には、就

業意識・生産意欲の向上につながって

いる。

業務改善のための提案制度から、高

齢者と若年者を組み合わせたチーム編

成方式による技能伝承のための教育訓

練制度を定例化した。

これまでは、見て覚えるのが基本姿

勢であり、ベテランが特別に若年者の

指導を受け持つという慣例はなかっ

た。このチーム編成方式を取り入れる

ことにより、高年齢者は、ただ働き続

けるだけでなく、永年培ってきた技能

を伝承させるという責任感と指導力を

発揮する場を得ることができ、働きが

技能伝承を目指した
高齢者と若年者のベストミックスによる能力開発

アキモク鉄工株式会社

file 03

技能継承を目指して制度や職場環境を改善
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高齢者の健康と
安全の確保に取り組む

一般産業機械製造業（橋梁等製造施工）

能代市扇田字柑子畑1-29

1980（昭和55）年

56人（男性52人、女性4人）※2006年2月現在

★平成17年度高年齢者雇用開発コンテスト優秀賞

（（財）高年齢者雇用開発協会会長表彰）

★平成16年度高齢者雇用優良事業所表彰

（（社）秋田県雇用開発協会会長表彰）

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

い、生きがいアップへとつなげること

ができた。また、ペアを組む若年者に

も良い刺激となって、仕事に対する取

り組み姿勢が意欲的となり、結果的に

企業全体の技術力アップに効果を上げ

ている。

さらに、企業全体の技術力の維持・

向上を図るための訓練制度は充実して

おり、教育訓練体系は、次の2つに分

かれている。

同社では、従業員の特に高齢者の健

康と安全を確保することが、会社の健

全性に大きく関わると考え、安全衛生

委員会を発足させた。

まず、これまで年1回の健康診断の

みであったところを、月1回、第3木

曜日に能代病院から派遣される産業医

による検診を行っている。血圧測定は

欠かさず行い、その後健康相談が行わ

れるが、企業規模から見ても、この取

り組みは評価できるものである。

また、力仕事が多いため、腰痛防止

体操を朝礼後に実施しているほか、ト

イレや食堂兼休憩室の改修など、職場

の周辺環境の整備にも取り組んだ。改

修には、換気扇の設置の他、光触媒に

よる消臭、空気清浄効果などを利用し

て、より快適な癒しの場になるよう改

善している。

平成15年度から厚生労働大臣が定

めた「快適職場推進計画」の認定を受

け、各種クレーンの設置、容易に移動

可能な台車やトラックレーンの導入、

作業の安全と能率アップのため各種溶

接機の導入を図った。これらの改善は

高年齢者の身体的機能低下を補うこと

はもとより、作業の迅速化と作業の計

画推進が図られることとなった。

教育訓練体系

①部門別階層別教育
新入社員・一般社員・中堅社員・管理職という4階層で、部門毎にそれぞ

れ専門の教育訓練と自己啓発を義務付けている。

②部門別、階層別の12コースで行われる年間職業能力開発計画
研修内容は、業務に最低限必要な技能研修から上級の国家資格取得講座ま

で幅広く行う。

研修費用や資格試験の受験費用は会社が全面的にバックアップ。
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貴重な人材が
働きやすい環境づくりを

柔軟な勤務制度で
女性が活躍

ホームページやDVDなどのデジタル

コンテンツの企画制作も手がける同社

では、良好な人間関係の構築と、男女

平等・能力主義の考え方が徹底してお

り、営業・DTP（編集）・クリエイタ

ーの分野で多くの女性が活躍、管理職

の女性も4人いる。

育児休業と育児短時間勤務の制度を

導入したのが平成5年。育児休業は、

昇進・昇給の決定や退職金の算定にあ

たり休業期間は出勤扱いとしている。

育児短時間勤務については、「6時間勤

務」「5時間勤務」のどちらかが選択で

き、時間帯も“午前10時から午後3時

まで”などと社員自身が決定できる。

育児休業はこれまでに、6名の女性

が取得し、うち3名は2回取得。「早く仕

事に復帰したい」という社員もいて、育

児休業から早めに復帰した場合は、子

どもが1歳になるまで育児短時間勤務

を利用している。

子どもが1歳になった後は、有給休暇

を柔軟に取りやすくしていることで、

社員のニーズに応えている。フレック

スタイム制を活用している社員もい

る。また、全社的に残業が少なく、深

夜業もないことも、仕事と家庭の両立

を容易にしている。

同社では、育児休業などで誰かが休

んでも困らないよう、普段から1つの

仕事を数人で受け持たせる「ジョブシ

ェアリング」を行っているのが特徴だ。

これは、ノウハウの継承ができるとい

うことで、若手社員の人材育成も兼ね

ている。

平成12年度にファミリーフレンドリー

企業として秋田労働局長賞を受賞した

が、同社の畠山専務は「いかに社員が働

きやすい環境をつくるかを常に考えて

おり、その結果受賞につながっただけ。

両立支援を企業に普及させるためには、

表彰のほかに何らかのインセンティブ

を与えることも必要」と提言する。

印刷業の技術習得は最低3～5年は

必要で、技術力の確保が重要である。

同社では、「貴重な人材が育児休業後

復帰して働き続けることで企業が発展

する」と考えている。「企業に必要なの

は、経営者の意識改革。そして、経営

者・幹部社員・従業員がどんなことで

も意見を言い合えるような職場環境と

仕組みづくりをすること」と畠山専務

は語っている。

印刷業（印刷・出版、ホームページ・CD-ROM・DVD等の企画制作他）

秋田市寺内字三千刈110

1946（昭和21）年

78人（男性51人、女性27人）※2006年2月現在

d
a
t
e

フレックスタイムなど柔軟な勤務形態で
働く従業員

★平成12年度ファミリーフレンドリー企業

秋田労働局長賞

企業データ 表彰等

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

何よりも強いのは、経営者と従業員の信頼関係
中小企業こそ優秀な人材の確保のために両立支援を

秋田活版印刷株式会社

file 04
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パートから正社員へ
ステップアップ

技術検定試験で
公正な評価・処遇

パートタイマーも
店長に登用

スーパーマーケット

秋田市土崎港北1-6-25

1974（昭和49）年

6,261人（男性1,421人、女性4,840人）※2005年12月現在

★平成15年度均等推進企業秋田労働局長奨励賞

★平成12年度秋田県働く女性支援優良企業

キャリアアップ部門優良賞

★男女イキイキ職場宣言事業所（県男女共同参画課）

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

大手スーパーとして、本県を中心に

青森・山形・岩手に97店舗を構える

同社では、正社員約630人に対し、8

倍以上の約5,600人（うち女性4,700

人）がフレックス社員（パート）とし

て働いている。正社員と違って転勤が

なく、時給制で半年更新。勤務時間は

2～8時間の中から選ぶことができる。

同社は、女性の幹部登用に積極的に

取り組む企業として、平成15年度均等

推進企業表彰で秋田労働局長奨励賞を

受賞した。スーパーマーケットの花形

職位である店長とバイヤーの女性は、

ここ5年間で大きく増加。平成18年1

月現在、女性店長は28名（平成13年1

月時点で7名）、女性のバイヤー・スー

パーバイザーは15名（同3名）である。

同社ではフレックス社員も店長になれ

る道があり、女性店長のうち11名（同

2名）は「パート店長」だ。

同社では、社内検定制度を導入し、社

員の能力を男女や正社員・パートにか

かわらず公正に評価・処遇することで

業績につなげている。

部門別に、水産は魚のさばき方、畜

産はスライス、デリカは揚げ物・寿司、

チェックアウトはレジを打つ早さ、と

いった内容が対象となる。これによっ

て能力をランク分けし、賃金に差がつ

く仕組みになっている。

また、同社では、パートを含め、誰

でも研修を受け資格に挑戦できるよう

施設面でも環境を整えている。大仙市

刈和野にある「トレーニングセンタ

ー」。ここでは、生鮮の作業場、レジ

などの実技訓練や検定を行い、レベル

アップを図ることができる。

「マックスドリーム」と呼ばれるパー

トから正社員への登用制度は、平成

13年に導入された。推薦によって受

験が決まり社内検定試験の成績と面接

で評価される。最近では、25人程が

受験し10～15人が登用されている。

逆に短時間勤務を希望するため、正社

員からパートに移ることも可能。パー

トと正社員の行き来ができるシステム

となっている。

パートを店長に登用しているよう

に、同社では全員にチャンスが平等に

ある。「社員のやる気が会社を支える。

能力とやる気のある人にはどんどん仕

事をまかせていく」のが同社の方針だ。
トレーニングセンターでの研修風景

正社員もパートもチャンスは平等に
公正な評価・処遇を行い業績につなげる

マックスバリュ東北株式会社

file 05
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男性の育児参加への
環境づくり

すべての職域に女性を

同社は、昭和45年に新電元工業㈱

の半導体事業部門の主力工場として設

立された誘致企業である。平成13年

には、秋田労働局から「均等推進企業」、

県から「働く女性支援優良企業」とし

て表彰を受けている。

社是に「人は品質及び生産性の源泉

であり最も大切な資産である」と謳わ

れているように、これまで、女性技術

者を採用して研究開発部門に配置（技

術者80名のうち女性5名）。女性の職

域拡大のための研修を行うなど、すべ

ての職域に女性を配置する方針のも

と、女性の能力発揮に向けた雇用管理

を行ってきた。

育児休業制度は年間で10～15名、

介護休業もこれまでに5～6名が利用。

仕事と家庭の両立についての配慮も行

われている。休業取得者が出るときに

は、前もって代わりにその業務に就く

従業員の教育訓練を行うなどの工夫

も。休暇も取得しやすい雰囲気があり、

現場のリーダーが調整してお互いにカ

バーしている。

また、同社が策定した次世代法の事

業主行動計画では、今後3年間の予定

で、育児短時間勤務制度の子の対象年

齢（現行3歳まで）や子の看護休暇の

日数（現行5日）の引上げに取り組む

こととしている。

その同社も男性の育児休業の取得実

績はまだない。現在取り組んでいるの

が、男性の育児参加促進事業活動であ

る。（財）21世紀職業財団秋田事務所

から「男性の育児参加促進事業実施事

業所」に指定され、平成17年度から2

年間の予定で、男性も育児に積極的に

参加できるような環境づくりに取り組

む。これまで、アンケート調査を実施、

労使による検討委員会を設置したほ

か、県の「お父さんも育休促進事業」

を活用し、管理職研修を行っている。

同社では、「会社として、男性であっ

ても育児に携わる人達が、周囲に気兼

ねなく育児に専念できる環境を整えて

あげることが求められている。今後は、

社内風土・職場意識改革、育児に関す

る制度の見直し・新制度の導入など、

現状からの変革に向け活動していく」

としている。

電気機械器具製造業

由利本荘市大浦字上谷地114-2

1970（昭和45）年

866人（男性615人、女性251人）※2006年1月現在

d
a
t
e

男性の育児参加についての管理職研修

★平成13年度均等推進企業秋田労働局長賞

★平成13年度秋田県働く女性支援優良企業

キャリアアップ部門優良賞

企業データ 表彰等

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

あらゆる部門に女性を配置し、能力発揮を促進
男性の育児参加促進にも取り組む

株式会社秋田新電元

file 06
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再雇用者も参加した
小集団活動で作業負荷の
軽減を図る器材を改善

清掃サービス業（旅客車及び駅舎の清掃、整備）

秋田市東通仲町12-17

1975（昭和50）年

274人（男性173人、女性101人）※2006年1月現在

★平成14年度高年齢者雇用開発コンテスト努力賞

（（財）高年齢者雇用開発協会理事長表彰）

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

JR東日本のグループ会社として旅客

車や駅舎の清掃や整備を行う同社は、

平成12年4月、旧・秋田鉄道整備株式

会社が東北鉄道整備株式会社秋田支店

の業務を譲り受けたのを機に現社名に

変更した。

65歳までの再雇用制度は、この社

名変更時に導入された。自己都合を除

き希望者全員を再雇用するもので、制

度導入以降の定年退職者に占める継続

雇用者の割合は98％と非常に高い。

現在の従業員274名のうち、60歳

以上は75名と約1/4を占め、50歳代

の従業員も110名。高年齢者の多い職

場ということもあり、作業負荷の軽減

と作業効率の拡大を図るため、高年齢

者に配慮した器材の改善が、継続雇用

者も参加した小集団活動によって生み

出されている。

この小集団活動は、旧・秋田鉄道整

備株式会社時代の平成9年から始まっ

たもので、営業所単位で計10グルー

プ程が活動し、年1回社内の発表会が

行われる。外部機関のパワーポイント

講習も受講させ、プレゼンも年々レベ

ルアップしている。

中でも平成13年に横手営業所のグ

ループが考案した、車両の荷物棚の清掃

作業を改善するための「楽棚君
らくだなくん

」は、安

全で働きやすい職場環境づくりに努め

ていることで、平成14年度高年齢者雇

用開発コンテストで努力賞を受賞した。

改善前では、車両の荷物棚の清掃は、

9本のうち奥の2本は手が入りづらい

ため、多くの時間を要していた。作業

も変則的な姿勢で、腰痛が起きたり、

脚立から落ちたりと肉体的にも非常に

きつく、比較的若い人や背の高い人に

限られていた。このため、誰もが作業

負荷にならない効率の良い作業ができ

ないかということで、写真のような清

掃用具が考案された。

このほかにも、列車ホームにある高

所ミラーを脚立なしで清掃できるよ

う、清掃用具（ポール）を改善するな

ど、多くの事例がある。

同社では、「ビルの高所清掃作業、

重量物の運搬作業など高齢者にとって

はかなりの負荷作業もある。機械化の

導入や小集団活動での提案制度によ

り、清掃の仕方や用具の改善を進め、

高齢者が働きやすい職場づくりに取り

組んでいきたい」としている。

上方に反っている
荷物棚の奥部分も
楽に清掃できる
「楽棚君」

高年齢者に配慮した器材の改善で
安全で働きやすい職場環境づくり

秋田クリーンサービス株式会社

file 07
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地方バス路線維持に
向けた継続雇用

同社が高年齢者の継続雇用に取り組

んだきっかけは、秋田市交通局の路線

移管（平成12～17年度）に伴い、毎

年30～40人の新規雇用が必要となっ

たことに加え、バス事業最盛期の昭和

40年代に雇用された社員が定年退職

を迎えて、雇用の確保に迫られていた

ことである。

高齢従業員のアンケート調査を行っ

たところ、8割が継続して働きたいと

の希望があり、そのうち6割がフルタ

イムを希望する結果になった。

秋田商工会議所が受託した「地域高

齢者能力活用職域開発支援事業」の実

践企業として、平成14年度から2年間

実施。就業規則を整備し、1年ごとの

契約で、最長65歳まで希望者全員を

継続雇用できるようにした。賃金は定

年退職時の70％。運行管理部門の点

呼業務等については、交代制の宿泊勤

務を入れて、隔日勤務も導入した。継

続雇用者の実績は、平成14年度から

17年度のトータルで47名で、全社員

の10％程である。

導入により、雇用確保という目的が

達成できただけでなく、特別新たな技

術的教育も必要がないので、コストの

低減につながった。社員にとっても、

年金満額支給年齢までの生活不安がな

くなり、賃金も継続雇用給付金の受給

等により、定年前の水準を維持できた

ことで「職場が明るくなった」という。

逆に懸念されたのは、高齢者の意欲

低下や人事停滞による社風の活性化を

そがれること。無条件の定年延長と誤

解して勤労意欲の低下につながりかね

ない雰囲気も見受けられため、支援事

業を活用し、制度導入の意義や会社の

求める人材、接遇の心得などをテーマ

とした研修会（セミナー）を実施し理

解を求めた。

高齢による作業負担軽減を図るた

め、乗務範囲を限定した勤務も取り入

れている。同社の伊藤常務は「高齢化

はますます進展する。バス路線の需要

変動に対応していくことも課題。短時

間勤務や隔日勤務など多様なメニュー

を増やし、高齢者が体力に応じて意欲

的に働けるような制度にしていきた

い」としている。

一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業

秋田市川元山下町6-12

1921（大正10）年

464人（男性406人、女性58人）※2006年1月現在

d
a
t
e

空港リムジンや経法大路線など
乗務範囲限定勤務もある

★平成14～15年度地域高齢者

能力活用職域開発支援事業実践企業

企業データ 表彰等

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

継続雇用制度により高年齢者の意欲と能力を活用
制度導入には労使が共通認識を持つことが重要

秋田中央交通株式会社

file 08

従業員セミナーの実施

■目的
継続雇用制度導入への理解　
利用者への奉仕精神の醸成　　
健康管理、安全対策の強化

■テーマ
継続雇用制度と就業能力
継続雇用制度導入後の年金
成熟社会における接遇
安全運転と社会責任

12



社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

所定労働時間短縮後も
生産性を維持

会社のメリットを強調し
継続雇用を奨励

繊維製品製造業（スポーツウェア・スポーツカジュアルウェアの製造）

北秋田市綴子字古関83

1976（昭和51）年

136人（男性21人、女性115人）※2006年1月現在

★平成14年度秋田県働く女性支援優良企業

仕事と家庭両立部門優良賞　

★男女イキイキ職場宣言事業所（県男女共同参画課）

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

同社は昭和51年に設立、㈱グリー

ンメイトジャパンとして埼玉県に本社

を置いていたが、平成16年に現地法

人化され現在の社名になった。スポー

ツウエア、カジュアルウエアなどを企

画から製造、販売まで一貫した体制で

行っている。

平成14年、同社は女性社員の意見

を取り入れ、1日の所定内労働時間の

短縮を実施。「生産を落とさない」と

いう目標のもと、給与水準を下げるこ

となく、正社員の勤務時間を従来の8

時間勤務から7時間30分勤務に変更。

社員には「働きやすくなった」と喜ば

れ、生産高も低下することなく推移し

ている。

生産性の維持・向上に寄与している

のが、月1回開催される「社内運営委員

会」だ。各作業班から代表で1名、全体

で15名ほどがこの運営委員会に出席。

必ず一人一つは議題を持ち寄り、経営

課題や業務改善、職場環境の要望に至

る様々な事項について、役員と従業員

との間で1時間ほど協議が行われる。

同社の篠原社長は、「まず社員が株

主という気持ちで、経営責任を感じる

意識を持ってもらう」とした上で、

「人に物を言えるような会社でなけれ

ばいけない。和が一番大事」と従業員

の意見も吸い上げ、労使の共通認識を

築いている。

労働組合からの要望もあって、希望

者全員の65歳までの継続雇用制度を

平成13年に導入。希望を聴取した上

で、1年更新の契約社員か3ヶ月のパー

ト勤務のいずれかを選択できる。現在

の継続雇用者は7名、全て契約社員で

あるが、以前にはパート勤務を選んだ

社員もいた。希望を聴取する文書には、

会社として人材育成のコストがかから

ないなどメリットを強調し、継続勤務

を奨めることを明記。定年を迎えた社

員の8割が継続雇用を希望している。

正社員がパート並に短縮して勤務す

ることができる「育児・介護短時間勤

務制度」もある。また同社には、忙し

い時期に臨時で勤務する「登録制のア

ルバイター」もいる。子供が小さい20

歳後半から30歳前半の女性を中心に、

現在は15名が登録。アルバイターか

ら現在はパート社員となって働いてい

る人も5人程いる。

女性が全従業員の8割以上を占める

給与水準を維持しながら所定内労働時間を短縮
社内運営委員会でみんなが話し合える職場に

株式会社ジーエムジャパン

file 09

13



期間雇用者を対象とした
育児・介護休業制度を
早くから導入

同社は、オイルシールの専門メーカー

として、昭和15年に東京都大田区で創

立、昭和44年には企業誘致により本県

で工場を操業し、平成16年に横手市の

秋田事業場へ本社機能を移管した。

同社は、企業理念として「愛情と信頼」

を掲げ、仕事と家庭の両立支援に関し

ては、早くから法を上回って利用でき

る制度を導入。平成15年度にはファ

ミリーフレンドリー企業として秋田労

働局長賞を受賞した。

育児休業は法改正により、平成17年

4月から一定の範囲の期間雇用者にも

対象が拡大されたが、同社では平成13

年から既に期間雇用者も対象としてい

る。さらに、介護休業は、平成6年から

期間雇用者も含め、同一要介護者に対

し複数回の取得を可能としている。

また、育児・介護のための短時間勤

務制度は、1日最大4時間まで短縮が可

能で、1日2回まで分割して利用できる

ため、家庭の事情に応じた柔軟な働き

方が可能である。男性従業員について

は、配偶者の出産時において少なくと

も3日間は休暇を取得することが定着

している。

同社では、日頃から従業員が不在に

しても職場でカバーし合えるような雰

囲気がある。それに対応できるよう、

「多能工」を目指した人材育成も行って

いる結果、従業員の仕事の幅が広がり、

能力向上や作業の効率化につながって

いる。

さらに、労働組合との労使協議会の

場を活用しているのも特徴である。こ

の労使協議会は毎月1回開催され、経営

側からは経営実績が報告され、労働組

合からは待遇面や職場改善にいたるま

で要望や意見が出され、働きやすい職

場の雰囲気づくりに向けて協議を行っ

ている。

10年以上にわたる、こうした取り組

みにより、制度の定着が図られており、

休暇も取りやすい環境になっている。

育児休業は女性だけでなく、男性も1名

利用があり、平成12年に取得したとき

は、県内で2番目となる男性の育児休

業取得者であった。介護休業も男女と

も利用者があり、うち男性の取得者は

管理職であった。

取り組みのメリットとして、同社業

務部の篠原主幹は、「若手の定着率がよ

くなる。表彰企業としてのPRはもち

ろん、口コミでも評判が広がり、いい人

材を確保できる」と語っている。

工業用ゴム製品製造

横手市十文字町十五野新田字富沢屋布上20

1940（昭和15）年

280人（男性210人、女性70人）※2006年1月現在

d
a
t
e

働きやすい職場づくりは
人材の確保にもつながる

★平成15年度ファミリーフレンドリー企業

秋田労働局長賞

企業データ 表彰等

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

早くから法を上回る両立支援制度を導入
「愛情と信頼」の関係を社員と保つ

特殊工作株式会社

file 10
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社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

管理職にも女性を
積極的に登用

意欲ある社員を
惜しみなくサポート

保険代理業、証券仲介業

由利本荘市給人町40-2

1973（昭和48）年

26人（男性11人、女性15人）※2006年2月現在（出向者含む）

★平成15年度均等推進企業秋田労働局長奨励賞

★平成15年度秋田県働く女性支援優良企業

キャリアアップ部門優良賞　　

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

同社は、生命保険や自動車保険の販

売を行っているほか、平成17年には証

券仲介業務にも進出。企業理念に

「WALK TO WIN For the おきゃくさ

ま。」を掲げ、常に顧客の立場で思考す

ることをモットーとしている。

社員26名（うち出向7名）はすべて正

社員で、2/3が女性である。同社は売

り込みの営業のほか、店頭や電話での

営業・サービスに力を入れていること

もあり、女性の採用希望者が多い。

管理職6名は男女同数で、採用担当者

や新人教育など重要なポストに女性を

配置したり、取締役への登用を含め、管

理職に女性を積極的に登用している。

人事・研修制度で男女の区別はなく、個

人としての能力が重視されている。

同社では、顧客への高度なアドバイ

スのできる知識人の育成を目指して、

社員のキャリアアップをサポートして

いる。損保・生保の最高資格やファイ

ナンシャルプランナー等の資格取得の

ために、勉強会の開催や受験用テキス

トの配布、資格取得研修への参加を行

う。費用面でもバックアップし、資格

取得のための交通費を含む受験費用は

会社で負担している。

その結果、資格取得者は、損害保険

特級6人（女性3人）、生命保険大学課

程8人（女性2人）、ファイナンシャル

プランナー4人（女性2人）、証券外務

員2種5人（女性2人）などの実績があ

り、女性の資格取得者も多い。

常に新しい知識や情報が飛び込んで

くる業界ということもあって、「キャ

リアを継続したい」というニーズが強

く、育児休業の取得例はないが、子の

看護休暇のほか、月一日のリフレッシ

ュ休暇があるなど、子どもの行事や病

気のときに休みやすい職場環境になっ

ている。また、保険代理業にあって同

社の従業員規模は大きく、そのことも

お互いをカバーすることを可能にして

いるといえる。このため、出産・育児

を理由とした退職はほとんどなく、女

性社員の1/3が育児をしながら働いて

いる。

同社は、高校生・大学生のインター

ンシップ受け入れにも積極的だ。採用

募集でも1週間ほどの体験入社を実施。

同社で取締役事務長を務める牧野陽子

さんは、「当社の社風や雰囲気をぜひ

知ってもらいたい」という。

店頭や電話での営業・サービスに女性社員が活躍

男女を問わず個人の能力を重視
資格取得の奨励でキャリアアップを促進

株式会社ミナミ保険

file 11
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倉庫業の創設で
65歳まで働ける環境を

会社を支える社員と
ともに成長

同社は、現社長の三浦善美氏が昭和

40年に個人の運送事業として創業し、

その後秋田市中央卸売市場の開設と併

せて昭和51年に法人化。現在は、ト

ラック運送業と密接な関係にある倉庫

業のほか、廃棄物の運搬・処分業と養

鶏業（比内地鶏）にも進出し多角的経

営を行っている。

同社は、秋田市中央卸売市場で扱う

青果物および県内産米の運送を主に展

開していたが、特に県内産米において

は、県内倉庫設備の保管量を上回る分

を他県に保管委託する状態が長期に渡

り続いていた。

同社はこの点を改善し、得意分野で

ある米の扱いにおける物流コスト削減

に貢献できないものかと模索してい

た。また、社内的には将来の高年齢社

員の増加を考慮し、平成８年に希望者

全員の65歳までの継続雇用制度を導

入したが、高年齢時の就業職種をどう

創出するかに頭を痛めていた。

このため、同社では運送のみの経営

からの脱却を図り、平成13年に東北

最大級の規模といえる大型定温冷凍冷

蔵庫を建設。総合物流業への脱皮と運

送機会の拡大、そして高年齢者雇用の

場の創設を果たし、平成15年度高年

齢者雇用開発コンテストでの努力賞の

受賞につながった。

同社は、社是のひとつとして「社員

とともに成長する」という理念を掲げ

ている。倉庫業の創設による高年齢者

雇用の拡大もこの理念に沿ったもので

あるが、さらに教育訓練や安全衛生の

管理にも力を入れている。

同社の「業務マニュアル」は、社員

としてどのように考え行動すべきかに

ついて、各業務の目的と責任、手順を

明確にし、安全運転や作業注意事項等

を網羅したもので、朝礼やミーティン

グ、社内研修において活用している。

また、茨城県ひたちなか市で行われ

ている、実技を中心とした「安全運転

中央研修」（３泊４日）には、平成５

年から毎年派遣し、安全運転の基本を

身に付けさせている。

現在、社員は92名で、60歳以上の

社員はまだ事務職の２名であるが、今

後10年で定年を迎える50歳台の社員

は乗務員を中心に12名いる。同社で

は、今後継続雇用をするに当たっては、

「社員の健康状態や親の介護など家庭

事情も考慮して、倉庫業務への配置の

ほか、勤務時間や勤務日も相談しなが

ら対応したい」としている。

一般貨物自動車運送業、倉庫業、廃棄物運搬･処理業、養鶏業他

秋田市外旭川字待合28番地

1976（昭和51）年　※創業は1965(昭和40)年

92人（男性85人、女性７人）※2005年12月現在

d
a
t
e

高年齢者の雇用を拡大する
定温・冷蔵物流センター

★平成15年度高年齢者雇用開発コンテスト努力賞

（独立行政法人高齢･障害者雇用支援機構理事長表彰）

企業データ 表彰等

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

トラック運送業と密接な倉庫業への進出で
高齢者雇用の新たな業務を創設

秋田秋印運輸株式会社

file 12
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社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

女性管理職登用のために
研修を充実

両立支援を課題として
今後取り組む

コーヒー製造・販売、喫茶業

大仙市大曲栄町13-68

1983（昭和58）年

94人（男性17人、女性77人）※2006年2月現在

★平成16年度秋田県働く女性支援優良企業

キャリアアップ部門特別賞

企業データ

事業内容

所 在 地

設 立 年

従業員数

d
a
t
e

表彰等

オフィスコーヒーサービスのほか、

秋田市内に4店舗のカフェを展開する

同社は、昭和58年に創業。当初は現

専務の長濱規加子氏が女手ひとつで始

めた。仕入・販売先もない状況からス

タートし、全国チェーンへの加盟・独

立を経て成長。平成8年には「コーヒ

ーのある豊かな生活文化を」と秋田市

広面にカフェをオープンした。

社員の8割以上が女性。長濱専務は

「女性であることをマイナスに捉える

のではなく、女性ならではの発想、対

応、心意気を仕事に生かしてほしい」

と日頃から社員に呼びかけている。

社員のやる気を喚起するとともに、

一人ひとりがやりがいを実感できる職

場を目指し、能力給制度や昇給面談制

度を導入。年に一度全社員と昇給や他

部門への異動希望について面談を行う

仕組みをとっている。

管理職12名のうち10名が女性、カ

フェ全4店舗のチーフは全員女性だ。

雇用・能力開発機構のキャリア形成促

進助成金を活用しながら、中小企業大

学校の管理職講座に参加させるなど、

管理職としての能力を身に付ける仕組

みも取っている。社員の技能習得につ

いても、東京の飲食店オーナーシェフ

による料理指導、メーカー主催の外部

研修などに積極的に参加させている。

女性のキャリアアップを積極的に進

めてきた同社であるが、これだけ女性

が多い職場とあって、仕事と家庭の両

立支援が今後の課題だ。

そこで同社は、平成17年から県の

「あなたの会社流子育てサポート推進

事業」の実践企業として、専門家のア

ドバイスを受けながら、両立支援のた

めの制度や職場環境の改善に取り組み

始めた。

育児支援に関するアンケート調査

で、浮かび上がった社員のニーズは

「残業の免除」「出産時の父親休暇（1

週間程）」「1時間単位の休暇取得」な

ど。長濱専務は、「社員のことを知っ

ているようで、知らないことが結構あ

った」と語る。

平成18年1月に次世代法の事業主行

動計画を策定。今後、社内に子育て支

援に対する委員会を設置し、子育てし

やすい職場環境づくりを進める方針

だ。長濱専務は、「社員とお互いに率

直な意見を述べ合い、一日も早く社員

が仕事と家庭を両立できるよう取り組

みたい」としている。

平成14年11月にオープンした
秋田市外旭川店で働く社員

助成金を活用した人材育成で女性の管理職登用を推進
社員が活き活きと情熱をもって働ける職場を目指す

ナガハマコーヒー株式会社

file 13

17



http://www.elder.jeed.or.jp/db/contest/contest.htm
このシステムは、「高年齢者雇用開発コンテスト」に応募された企業の改善事例を活用し、高年齢者にとって働きやす

い職場環境にするため企業等が創意工夫を行った作業改善や賃金・労働時間等の人事管理制度に関する改定、教育訓練、

健康管理などの改善事例を提供します。

http://www.jeed.or.jp/data/elderly/elderly01.html
●エルダー

高齢者雇用事業所の職場紹介等最新の雇用好事例や助成金制度を中心に、身近な高齢者雇用問題を取り上げた事業主

向けの啓発誌。

●高齢者雇用の「企業事例ベストシリーズ」

経営者・人事担当者必見！高齢者の雇用を行っている具体的企業事例を人事制度の改善、能力開発、職場改善等のテーマ

別にまとめた好評シリーズ。

●高齢者雇用の企業事例ベスト20

●高齢者雇用の企業事例ベスト25

●高齢者雇用に関する好事例集

各企業におけるワークシェアリングの活用事例等、高齢者雇用に関する好事例集を作成しています。

●65歳までの継続雇用促進のための好事例集

―高年齢者ワークシェアリング・短時間勤務制度導入企業事例―

●高年齢者就業形態開発好事例集

●ワークシェアリング

企業等における高齢者等の活性化策等を事例中心の内容構成で紹介するパンフレットです。

●高齢者雇用を活性化するワークシェアリング

高年齢者雇用開発コンテスト企業事例情報提供システム

各種資料のごあんない（高齢者雇用）

全
国
の
企
業
事
例
情
報
の
ご
案
内

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
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財団法人21世紀職業財団

http://www.jiwe.or.jp/jyoho/kanri/index.html
●エソール「企業スケッチ」より

●ポジティブ・アクション取組事例（規模別・産業別）

●セクシュアルハラスメント防止取組事例

●均等推進企業表彰受賞企業取組事例

●ファミリー・フレンドリー企業表彰受賞企業

●パートタイム労働者雇用管理事例

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/worksharing.htm
ワークシェアリングが理解しやすいように、わが国で行われてきた企業労使の典型的な取り組み事例を調査し、整理

するとともに、これらの事例に基づいて、ワークシェアリング導入時の検討ポイントについて解説を作成。

必ずしもワークシェアリングとして行われてきたものではないものの、企業における労使の今後の検討に資すると考

えられる事例を取り上げています。

●中小企業等におけるワークシェアリング導入促進に関する秘訣集（2005年3月）

●ワークシェアリング導入促進に関する秘訣集（2004年6月）

全国社会保険労務士会連合会付属 日本労務管理研究センター

多様な生き方に合わせた労務管理を行って成功している企業の雇用実例と利点欠点、それに対する労務の実務を詳細

に解説。

全国社会保険労務士会連合会付属日本労務管理研究センター/著

明日香出版社　（2005年2月出版） 価格（税込） 2,625円

社員を活かす多様な働き方
県 内 企 業 事 例 集

資料コーナー 雇用管理事例

ワークシェアリング

新型〈人事制度・労務管理〉活用ガイドブック　多様な生き方を活かす人事制度のすすめ
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秋
田
県
多
様
な
働
き
方
推
進
協
議
会
に
つ
い
て

県内の労使をはじめ労働関係機関の連携と協力体制の下に、県内企業における「多様就業型ワーク
シェアリング」を中心とした多様な働き方の導入を促進するため、平成16年11月5日に設立し、労
使双方にとってメリットのある多様な働き方の普及啓発に取り組んでいます。

［会長］ 秋田県地域労使就職支援機構代表

高橋庄四郎（秋田県経営者協会専務理事）

［副会長］ 秋田労働局長

江原由明

秋田県地域労使就職支援機構監事

工藤雅志（連合秋田会長代行）

［事務局］ 秋田県地域労使就職支援機構及び

秋田県産業経済労働部雇用労働政策課

【構成機関】

秋田県地域労使就職支援機構
〒010-1923 秋田市旭北錦町1-47秋田県商工会館6F
TEL 018-888-0227 FAX 018-888-0228
http://www13.ocn.ne.jp/̃a-roushi/

秋田労働局総務部企画室
〒010-0951 秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4F
TEL 018-883-4254 FAX 018-863-4493
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/

（財）21世紀職業財団秋田事務所
〒010-0951 秋田市山王6-10-9猿田興業ビル1F
TEL 018-866-2100 FAX 018-866-2101
http://www.jiwe.or.jp/

（社）秋田県雇用開発協会
〒010-0951 秋田市山王3-1-7東カンビル7F
TEL 018-863-4805 FAX 018-863-4929
http://www.akita-koyou.or.jp/

秋田県社会保険労務士会
〒010-0921 秋田市大町3-2-44協働大町ビル3F
TEL 018-863-1777 FAX 018-863-1839
http://www.akita-sr.or.jp/

秋田県産業経済労働部雇用労働政策課
〒010-8570 秋田市山王4-1-1県庁本庁舎5F
TEL 018-860-2301 FAX 018-860-3833
http://www.pref.akita.lg.jp/

平成14年12月、厳しい雇用情

勢を受けて「雇用問題に関する政

労使合意」が政・労・使間で交わ

され、政府予算と関連法案をもと

に、三者が理解・協力しあい地域

雇用の改善に取り組んでいくこと

を目的とする支援団体「地域労使

就職支援機構」が、都道府県単位

で設立されることとなりました。

「秋田県地域労使就職支援機構」

は、以上の経緯と主旨に沿って、

県内4経済団体と連合秋田を構成

員とし、平成15年5月28日設立

されました。厚生労働省の委託事

業として、構成員の相互協力のも

と、地域の実情に応じた就職支援

など、秋田県内の雇用情勢の改善

を図るための支援事業を行ってい

るところです。多様な働き方やワ

ークシェアリングに関する事業に

ついては、秋田県多様な働き方推

進協議会と一体的に取り組んでい

ます。

秋田県
地域労使
就職支援機構
とは…
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社員を活かす多様な働き方
県内企業事例集

平成18年4月発行
発行者◎秋田県産業経済労働部雇用労働政策課

〒010-8570 秋田市山王4丁目1-1県庁本庁舎5F
TEL 018-860-2301

秋田県地域労使就職支援機構
〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47秋田県商工会館6F
TEL 018-888-0227

編　集◎秋田県多様な働き方推進協議会事務局
秋田県産業経済労働部雇用労働政策課
秋田県地域労使就職支援機構
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