
秋田県女性の活躍推進企業表彰
受賞企業の取組紹介

  秋田ファイブワン工業株式会社 様
  秋田瀝青建設株式会社 様
  株式会社ＪＡＷＡ秋田 様
  白川建設株式会社 様
  株式会社タナックス 様
  社会福祉法人花輪ふくし会 様



・女性従業員の意見を取り入れるための各種会議の開催
 （月１回小集団会議を開催し、女性従業員による職場改
  善提案を実施等）

・女性従業員の縫製技術能力向上のための研修会の開催

・出産後に安心して職場復帰できるよう、個人に合わせた
 育休産休概要シートを作成し、復帰後はフォローアップ
 を実施

・毎週ノー残業日の実施

職場環境改善や女性の能力を活かすための取組 

秋田ファイブワン工業株式会社 
所  在  地／ 秋田市
業  種／ 製造業 
従業員数／ 90人（男性17人･女性73人）

秋田瀝青建設株式会社 
所  在  地／ 潟上市
業  種／ 建設業 
従業員数／ 29人（男性27人･女性2人）

・契約交渉や工程会議への参加など女性従業員の職域拡大

・工事現場における現場代理人への女性従業員の登用

・経験豊富な女性従業員を秋田中央建設業協会女性部会の 
 会長として活躍する機会を付与

・ノー残業デーのポスター掲示等による意識啓発で、ノー
 残業デー以外でも所定外労働時間が減少

・年次有給休暇を取得しやすい環境づくりを進め、取得日
 数が増加（平均５日増）

“今後のアクション” “今後のアクション”
女性の管理職を増やすため、
候補となる女性従業員の
育成に取り組みます！

今後も女性が活躍できる
職場環境の整備に
取り組みます！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

職場環境改善や女性の能力を活かすための取組 



・業務のＩＴ化や情報共有ツールの整備により事務作業や
 管理職の業務の見直しに繋がり、女性管理職が増加
 （女性管理職： H30:16％→R2:37％ ）

・事業所内保育所を運営し、無料で従業員の子を保育

・育児や介護のために短時間正職員への転換が可能

・非正規から正規雇用への登用制度の整備と制度の周知を
 実施（R1:１人登用）

株式会社ＪＡＷＡ秋田 
所  在  地／ 横手市
業  種／ 医療・福祉 
従業員数／ 137人（男性19人･女性118人）

白川建設株式会社 
所  在  地／ 大館市
業  種／ 建設業 
従業員数／ 79人（男性70人･女性9人）

・女性視点での現場パトロールの実施など女性従業員の職
 域拡大

・子供教育手当を創設し、最長で子が２４歳に達するまで
 受給が可能

・女性技術者がいる現場への女性専用トイレの設置

・女性技術職の従業員の採用拡大（R2:１人採用）

・女性管理職の登用（H27:０人→R2:3人）

“今後のアクション”“今後のアクション”
休暇制度の充実等を図り、女
性が長く働き続けられる職
場環境を整備をします！

女性活躍に向けた取組や
職場環境の整備を積極的

に推進します！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

職場環境改善や女性の能力を活かすための取組 職場環境改善や女性の能力を活かすための取組 



・女性従業員の資格取得に向けた積極的なフォローの実施

・女性視点での現場パトロールの実施など女性従業員の職
 域拡大

・女性専用休憩室の設置

・年次有給休暇の取得促進を行い、取得実績が向上
  （H30:平均4.5日→R1:平均6.5日）

・女性管理職の登用（H27:２人→R2:３人)

株式会社タナックス 
所  在  地／ 小坂町
業  種／ 建設業 
従業員数／ 58人（男性53人･女性5人）

社会福祉法人花輪ふくし会 
所  在  地／ 鹿角市
業  種／ 医療・福祉 
従業員数／ 509人（男性206人･女性303人）

・人材育成の取組に関する指針を制定し、令和２年４月か
 ら人材育成計画に沿って研修を実施（中堅職員を対象に
 管理職へのキャリアアップに向けた研修を重点化）

・各事業所において年次有給休暇の取得計画の策定を義務
 づけ（職員やその家族の誕生日、子どもの夏休み期間等
 の取得促進）

・女性管理職の割合の向上（R1:10.5％→R2:15.7％）

“今後のアクション”

女性技術者の育成を行い、
女性の更なる活躍を
推進します！

“今後のアクション”
計画的に職員の育成を行い、
引き続き女性管理職の登用

を図ります！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

法人の
ホーム
ページを
チェック！

職場環境改善や女性の能力を活かすための取組 職場環境改善や女性の能力を活かすための取組 



秋田県子ども・子育て支援知事表彰
受賞企業の取組紹介

  株式会社秋田クボタ 様
  社会福祉法人秋田県民生協会 様
  株式会社ＪＡＷＡ秋田 様
  シャイニングワンスターズ株式会社 様
  株式会社菅与組 様



・子の看護休暇を拡充し、子が中学校の就学の始期に達す
 るまで取得可能。また、柔軟な運用により学校行事に参
 加するためにも取得可能

  子の看護休暇の取得実績（H29.4～R2.3）
  男性…延２４８件 女性…延５７件

・月２回のノー残業デーの実施

・年次有給休暇を半日単位で取得可能

“今後のアクション”

株式会社秋田クボタ 
所  在  地／ 秋田市
業  種／ 卸売業、小売業 
従業員数／ 192人（男性160人･女性32人）

社会福祉法人秋田県民生協会 
所  在  地／ 北秋田市
業  種／ 医療・福祉 
従業員数／ 659人（男性279人･女性380人）

・年次有給休暇、子の看護休暇を時間単位で取得可能

・子の看護休暇の他に、有給の特別休暇として法令の予防
 接種や１歳６ヵ月児・３歳児検診を受ける場合の休暇制
 度を創設

・ハローワークと連携し、トライアル雇用を実施
 （令和２年７月から１名就労）

・産前休暇を８週間取得可能（法定：６週間）

“今後のアクション”
　両立支援を推進するため、
更なる所定外労働の削減

を図ります！

職場環境を整え、
男性の育児休業の取得
を推進します！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

法人の
ホーム
ページを
チェック！

仕事と育児・家庭の両立支援等に関する取組 仕事と育児・家庭の両立支援等に関する取組



・年次有給休暇を時間単位で取得可能

・リフレッシュ休暇やペット休暇、配偶者出産休暇等の有 
 給による独自の特別休暇を創設

・事業所内保育所を運営し、無料で従業員の子を保育

・子の看護休暇を拡充し、子が中学校の就学の始期に達す
 るまで取得可能。長期に渡り看護が必要である等特別な 
 事情がある場合は、有給のまま看護休暇の延長が可能

“今後のアクション”

株式会社ＪＡＷＡ秋田 
所  在  地／ 横手市
業  種／ 医療・福祉 
従業員数／ 137人（男性19人･女性118人）

シャイニングワンスターズ株式会社 
所  在  地／ 横手市
業  種／ 医療・福祉 
従業員数／ 77人（男性24人･女性53人）

・年次有給休暇を半日単位で取得可能

・子連れ出勤制度の整備

・事業所内保育所を運営し、無料で従業員の子を保育

・男性の育児休業の取得を促進するため、その特徴やメリッ
 トを記載した独自のパンフレットを作成し従業員に配布

“今後のアクション”
今後も両立支援の取組を推　
進し、継続して働ける職場
環境づくりを行います！

休暇制度の充実や勤怠情報
のＩＴ化により、更なる
両立支援を推進します！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

仕事と育児・家庭の両立支援等に関する取組 仕事と育児・家庭の両立支援等に関する取組



・子の看護休暇を拡充し、子が１人の場合は６日（法定５ 
 日）、２人以上の場合は１１日（法定１０日）取得可能

・年次有給休暇を半日単位で取得可能

・有給の特別休暇の育児休暇（５日）を創設

・インターンシップ等の積極的な受け入れ

  インターンシップの受入（H29:4人,H30:7人,R1:４人）
  職場見学の実施（R1:3人）
  ※うち３人入社

“今後のアクション”

株式会社菅与組 
所  在  地／ 潟上市
業  種／ 建設業 
従業員数／ 45人（男性37人･女性8人）

行動計画を見直ししながら継
続的に両立支援の取組を
推進していきます！

企業の
ホーム
ページを
チェック！

仕事と育児・家庭の両立支援等に関する取組



ベビーウェーブ・アクション会長表彰
受賞企業の取組紹介

  株式会社いわま薬局 様
  
  羽後電設工業株式会社 様
  
  東邦技術株式会社 様
  



出産と子育て環境の整備
 ＜企業主導型保育園の開設＞
  ・令和元年８月、子育て世代の従業員から要望が強
   かった企業内保育園を開設
  ・従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供
  ・地域枠による近隣世帯の子どもの受入

 ＜育児休業等の取得奨励＞
  ・法定の「短時間勤務制度」のほか、１日の勤務時間
   を１時間短縮する制度を独自に設定
  ・変形労働シフト制を導入
  ・子育てしながらでも働きやすい環境を整備

少子化克服のモデルとなる取組

株式会社いわま薬局 
所  在  地／ 秋田市
業  種／ 卸売業、小売業 
従業員数／ 91人（男性15人･女性76人）

羽後電設工業株式会社 
所  在  地／ 秋田市
業  種／ 建設業 
従業員数／ 89人（男性81人･女性8人）

写真 写真

少子化克服のモデルとなる取組

若者の県内定着
 ＜インターンシップ等の受入＞
  ・県内工業高校からのインターンシップ受け入れを毎
   年継続して実施
   （実績）H29：４人、H30：４人、R1：４人
 ＜若者のキャリアアップ支援＞
  ・業務上必要とする資格免許等の取得・更新費用を負
   担
  ・資格保有者に対し、資格に応じた手当を支給

出産と子育て環境の整備
 ＜出産祝い金や子ども手当等の支給＞
  ・出産祝い金：10,000円
  ・家族手当 ：10,000円（子ども１人につき）

企業の
ホーム
ページを
チェック！

企業の
ホーム
ページを
チェック！



少子化克服のモデルとなる取組

東邦技術株式会社 
所  在  地／ 大仙市
業  種／ 学術研究、専門・技術サービス業 
従業員数／ 50人（男性35人･女性15人）

若者の県内定着
 ＜インターンシップ等の受入＞
  ・大学や高校からのインターンシップ受入を継続実施
  ・ボーリング、ドローン操作など、土木コンサルタン
   トの仕事を体験できるようなカリキュラムで実施
   （実績）H28：1人、H30：2人、R1：1人
 ＜若者のキャリアアップ支援＞
  ・社内・社外の研修に積極的に従業員を派遣
  ・資格取得費用を負担し、資格に応じた手当を支給
   （資格取得実績）H29:11人、H30:6人、R1:12人

出産と子育て環境の整備
 ＜出産祝い金や子ども手当等の支給＞
  ・有給の「育児時間」制度を整備
  ・出産祝い金：10,000円 

企業の
ホーム
ページを
チェック！


