
 
 

 本市では，セミナーやガイドブックによるワーク・ライフ・バランスに関する周

知やワーク・ライフ・バランスコンサルタント派遣事業のほか，男女がともに働き

やすい環境づくりに取り組む事業者を表彰する男女共同参画推進事業者表彰「きら

り大賞」を実施しています。  

 ここでは，過去に実施した事業者訪問（※）での取組事例や「きらり大賞」受賞

事業者の先進的な取組について紹介します。 

 

◆◆市内事業者における主な取組事例◆◆ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※事業者訪問：ワーク・ライフ・バランスの意義やメリットについての理解促進と事業者の取組状況を

把握するため，平成２０・２１年度の２年間で６６社を訪問。訪問先は，栃木県経営者協

会会員企業，宇都宮商工会議所会員企業，市内工業団地の企業等。 

 

 

 

 

 

法律で定められている制度活用の促進 

○育児・介護休業制度の利用 

○短時間勤務制度（育児・介護）の利用 

○事業所内託児所の設置 など 
 

特別休暇の設定と取得促進 

○誕生日休暇 ○アニバーサリー休暇 

○子育て支援休暇 ○リフレッシュ休暇 

○妻の出産時休暇 

○子どもの学校行事や急な病気，地域活動への参

加ができる柔軟な勤務体制づくり 

能力開発支援 

○資格取得への補助 

○資格取得に伴う給与への加算 

研修の充実 

○ワーク・ライフ・バランス研修の実施 

○自己啓発研修の促進・研修への補助 

業務の効率化 

○残業時間管理による仕事の再分配 

○ノー残業デーの実施  

○多能工（多様な業務を担える人材）の育成 

○会社の年間計画の周知徹底 

制度等利用促進の取組 

○育児や介護に関する制度などを利用しやすくす

るため，従業員への周知や制度等活用の際の相

談体制の整備 

第４章 本市における取組事例の紹介 

その他

○勤続表彰制度による社員のモチベーションアップ

○育児休業復帰時の研修実施や経験者からのア

ドバイス 

○ダイバーシティ（社員の多様性を生かす組織づく

り）の推進 

女性の登用促進 

○女性の活躍を推進する会議等の開催 

○女性のキャリア開発支援 
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男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 対 象 事 業 者 
市内に事務所，又は事業所を有する事業者で，男女共同参画の推進に取り組ん

でいる事業者。 

 
 

◆ 表 彰 の基 準 
（１）性別にとらわれない能力活用や女性の職域拡大のための取組を積極的に行

っている。 

（２）仕事と家庭生活，その他の活動との両立を支援するための取組を積極的に

行っている。 

（３）男女の人権に配慮し，男女がともに働きやすい職場環境づくりを積極的に

行っている。 

（４）その他男女ともに参画できる社会づくりに向けた取組を積極的に行ってい

る。 

（５）市税の滞納が無く，関係法令を遵守している。 

 

◆ 応 募 期 間   
毎年１０月頃 

  ※募集時期は年度により変更があります。詳しくは下記までお問い合わせ 

   いただくか，市ホームページをご確認ください 

    

     

 
 

◆ 取 組 の周 知 
広報うつのみや，市ホームページなどに掲載し，広く取組をＰＲします。 

 
 

◆ そ の 他 
 詳細については，宇都宮市男女共同参画課（℡.028-632-2346）へ 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

市ホームページ ⇒ 

「きらり大賞」 
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令和３年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

株式会社アド宣通（建設業） 

■代表者 代表取締役 炭田 恵崇   ■住所 宇都宮市下荒針町２６７８番地４４３ 

QR 

★女性の責任力高い能力を活かし、委員会活動を通じて 

社内コミュニケーションがより活発に、そして女性同士

の横の繋がりで社内の行事ごともスムーズに活動して行

く事が出来ました。 

★キャリアを重ねる毎に、内勤から営業へ、パートから

正社員を経てそして、課長や店長といった役職へ、キャ

リアアップしていく事を柔軟に取り組んでいます。 

年齢に応じた働き方を、そしてキャリア

に応じた働き方を、ひとりひとりが輝く

ステージの働き方になるように、職場環

境整備に取り組んでいます。 

積み上げてきたキャリアを強みに変え

て、ワークもライフも充実させていきた

いと考えています。 

 女性リーダーの 

皆様の様子 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★ 

☆ 女性をリーダーとした委員会の設置【女性活躍推進】 

・ ＩＳＯ９００１管理委員会など４つの委員会の全てにおいて女性社員がリーダーを担うことによ

る，女性のリーダーとしての意識醸成 

 

☆ パートタイムから正社員への登用制度の構築【多様な働き方】 

・ ライフステージの変化に応じ，パートタイムから正社員への登用制度を設けることによる，幅広い

分野での活躍の促進や柔軟な働き方の推進 

★女性の責任力高い能力を活かし、委員会活動を通じて 

社内コミュニケーションがより活発に、そして女性同士

の横の繋がりで社内の行事ごともスムーズに活動して行

く事が出来ました。 

★キャリアを重ねる毎に、内勤から営業へ、パートから

正社員を経てそして、課長や店長といった役職へ、キャ

リアアップしていく事を柔軟に取り組んでいます。 

年齢に応じた働き方を、そしてキャリア

に応じた働き方を、ひとりひとりが輝く

ステージの働き方になるように、職場環

境整備に取り組んでいます。 

積み上げてきたキャリアを強みに変え

て、ワークもライフも充実させていきた

いと考えています。 

34 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

 従業員がコミュニケー 

ションを取り，仕事に 

取り組んでいる様子 

令和３年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

株式会社安藤設計（建築設計業） 

■代表者 代表取締役社長 安藤 寛樹   ■住所 宇都宮市山本１丁目３番１４号 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
コロナ禍で、保育園・幼稚園や小学校の臨時休校などに

より保護者である社員が急遽仕事に来られなくなった場

合でも、在宅勤務制度を活用することで共働き夫婦でも

男女問わず子育てをしながら協力して働けるため、不安

とストレスが解消されました。 

また、男性には直接言いにくいことも女性の相談窓口

を仲介することで、少しでも不安を取り除けるよう今後

も環境づくりに取り組みたいと思います。 

様々な職場環境がある中で、全ての従

業員が同じように働きやすい環境を作る

ことはとても難しいことと思いますが、

時代やニーズに合わせて柔軟に対応して

いくことは、従業員だけでなく会社にと

っても、とても意味のあることだと考え

ております。 

☆ 在宅勤務制度や出勤・退勤時間の選択制度の導入【多様な働き方】 

・ 柔軟な在宅勤務制度や，出勤時間・退勤時間の選択制度の導入による，ライフステージの変化に伴

う離職の防止 

 

☆ 女性管理職による相談窓口の設置【男女の人権に配慮した職場環境】 

・ 出産や子育ての悩み等に応じるとともに，社員と執行役との橋渡しの役割を担う女性活躍推進担当

者（女性管理職）による相談窓口の設置により，女性が安心して働くことのできる職場環境を整備 

 

35 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

 女性社員を対象とした

スキルアップ研修の様子

 

令和３年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

第一生命保険株式会社 栃木支社（保険業） 

■代表者 栃木支社長 金子 曉生  ■住所 宇都宮市馬場通り１丁目１番１１号 

宇都宮ＴＤビルディング１Ｆ 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★ 
第一生命栃木支社は社員の９６％が女性です。女性活躍

を後押しするため、女性リーダー育成に向け多くの教育・

研修制度を用意しています（指導者層の約６割が女性）。 

また、「お客さまにとっての最大のサービスは一人の担

当者が長くお客さまを担当して寄り添うこと」との考えの

もと、女性が長く働けるように女性のライフスタイルに合

った福利厚生制度を完備しています。今年度、産前産後休

暇を７名、育児休暇を１８名、療養休暇を１８名、介護休

暇を２名が取得しました。これからも、女性が働きやすい、

楽しい職場作りを進めていきます。 

 

当社は、お客さまの「Well－Being（幸せ）」

実現のために、本業の生命保険にとどま

らない、多様な価値提供を目指しており、

その担い手である社員がイキイキと働け

る職場環境作りに努めています。また、ボ

ランティア活動や地域イベント等への参

加を通じ、地域の一員として地域の魅力

を高め、安心で豊かな暮らしと発展に寄

与する地域貢献活動にも注力しています

☆ 「育児サービス経費」の補助【仕事と育児等との両立支援】 

・ 子どもが満３歳を迎えた最初の３月末日までの育児サービス料（保育所等利用料）の一部を支給す

ることによる経済的支援の実施 

☆ 男性社員の育児休業取得促進【仕事と育児等との両立支援】 

・ 配偶者が出産予定の男性社員を上司が把握するほか，人事部から対象者と所属長へ育児休業取得の

勧奨（※令和２年度～令和３年度現在：取得率１００％） 

☆ 男女の人権や多様性に関する各種研修等の実施【男女の人権に配慮した職場環境】 

・ 全社員を対象とした「ＬＧＢＴへの配慮」や「アンコンシャスバイアス解消」等，多様な研修の実

施による，全ての人を尊重できる社員の育成 

36 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

令和３年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

株式会社栃木銀行（金融業） 

 育児休業中の女性 

職員を対象とした 

「働くママの応援 

講座」の様子 

■代表者 取締役頭取 黒本 淳之介  ■住所 宇都宮市西２丁目１番１８号 

 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★ ★ガイドブックを読んだ方へ★ 

女性職員が働きやすさや働きがいを更に感じられるよ

う、制度・環境面の整備と女性自らの意識醸成・意欲

向上という両面から女性活躍を推進しています。ライ

フプランと照らし合わせながら働き続け、キャリアを

途切れさせることなく、自らのスキルやノウハウを若

手行員へ継承しようとする女性リーダーやコア人材が

ますます増えております。 

職員の能力や特性を活かした組織づくりは、

企業にとってもお客さまにとっても非常に 

好影響を与えるものと考えます。女性なら 

ではの感性である「周囲への柔軟な気配り・

心配り」や「多様な知見をつなぐような調整

型の指導力」を通じて、今後も更に活気あふ

れる職場づくりに努めてまいります。

☆ 管理職を目指す女性を後押しする仕組みの構築【女性活躍推進】 

・ 令和７年度までに女性管理職を１６％以上とする一般事業主行動計画の達成に向け，職種を総合職

に一本化し，全職員が管理職を目指せる人事制度改正を行い，管理職へのキャリアアップを可能と

する制度を構築 

☆ 復職制度の導入【女性活躍推進】 

・ 結婚や出産，介護等を理由に退職した職員に対し，原則，退職時と同じ処遇で再雇用する復職制度

の導入によるキャリア継続の推進（※平成２９年度以降７名復職） 

☆ 「働くママの応援講座」の実施【仕事と育児等との両立支援】 

・ 育児休業中の女性職員に対し，育児関連制度の説明や産後ケア講座，職場復帰を見据えた機械端末

操作練習会の実施などによる，スムーズな職場復帰のサポート 

（※令和２年度：女性の育児休業後復帰率１００％） 

37 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
                                                                                
 
 
 

                    

 幹部職員に対しての 

 ワークライフバランス 

オンライン学習会の様子

 

令和３年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

とちぎコープ生活協同組合（小売業） 

■代表者 理事長 中田 和良  ■住所 宇都宮市川田町８５８番地 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
☆男性の育児休業取得推進☆ 

 対象の男性職員がいる時、上司から連絡を受け、個別で

自社の制度の説明を行ったところ、3 年前の 7％から大

幅に取得希望者が増えました。 

☆ワークライフバランスの学習会☆ 

社内全体の「育児休業」に関する理解度が深まり、男性

の育児休業取得の情報が上がってきやすくなりました。 

 
多様性の次代に、「働きやすさ」だけでな

く、「適切な配慮」を心掛けた「働きがい」

のある職場を目指し、職場内のコミュニケ

ーションを大切に、今後もワークライフバ

ランスの取り組みを進めてまいります。 

☆ 男性の育児休業取得促進【仕事と育児等との両立支援】 

・ 対象の男性職員や上司に対し，先輩パパの育児休業取得事例等の個別説明や，お祝い金制度等によ

る育児休業取得の推進（※平成２７～３０年：平均取得率１６．７％→令和３年：取得率８３％） 
 

☆ 女性職員同士の交流会の実施【女性活躍推進】 

・ 子育てと仕事の両立への不安や，業務上の悩みを気軽に話し合える交流会の実施による職場環境等

の改善 
 

☆ ワークライフバランス学習会の実施【多様な働き方】 

・ 管理職向けに「仕事と育児の両立社員マネジメント」研修等の実施や，研修内容，参加者の感想等

を掲載したリーフレットの配布による，職場全体でのワークライフバランスの推進 

38 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 
  

この画像は表示できません。

 ガイドブックを使用 

した出産前社員の  

サポート面談 

 

令和３年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

栃木トヨタ自動車株式会社（小売業） 

■代表者 代表取締役社長 新井 孝則 ■住所 宇都宮市横田新町３番４７号 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★ 

☆『女性社員が、向上心を持ってライフステージの変化にも

かかわらず、充実感を味わいながら、働き続けることが 

できる』環境を整えることにより、子育てをしながら仕事

を続ける社員が増え、定着率が向上しています。 

☆お客様の来店が集中するために土日は休暇が取りづらい

状況でしたが、本社からサポート社員を派遣することで、

土日の休日取得がしやすくなってきています。 

『柔軟な働き方を社員全員が理解し、多様な

人材が創造力を惜しみなく発揮できる』 職

場環境作りに、一層取り組んでまいります。

☆ 「仕事と育児の両立支援ガイドブック」によるサポートや「パパ休暇」の導入 

【仕事と育児等との両立支援】 

・ 出産を控える女性社員が活用できる制度や，妊娠中の体調の変化等を示した「仕事と育児の両立支

援ガイドブック」の作成による社員のサポートのほか，配偶者の出産時に，従来の特別休暇（２日

間）に加え，更に３日間の休暇を取得することができる「パパ休暇」の導入による男性社員の育児

休業取得の推進  

 

☆ 一時預かり専門の託児施設の設置【仕事と育児等との両立支援】 

・ 店舗社員の土日出勤等の際に利用してもらえるよう，地域交流の場である「ミナテラスとちぎ」に，

一時預かり専門託児施設の設置による，仕事と育児等との両立支援 

39 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

 女性社員による 

オンラインマネーセミナー

（資産運用セミナー）開催 

の様子 

令和２年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

株式会社足利銀行（金融業） 

■代表者 取締役頭取 清水 和幸 ■住所 宇都宮市桜４丁目１番２５号 

☆ 行動計画に掲げる目標の着実な履行【女性活躍推進】 

・ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」に掲げる「総合行員の採用に占める女性割合」は

３０％以上の目標に対して４１．５％，「女性役職者の人数」は１０％以上増加の目標に対して 

２６．３％と，計画を大幅に上回り達成 

☆ 女性のリーダー育成やマネジメント力強化研修の開催【女性活躍推進】 

・ 管理職の 1 階級下のマネージャー職（部長代理，支店長代理）の女性社員を対象とした，女性活躍

推進をリードするリーダー育成研修や，マネジメント力強化研修の実施 

☆ 育児休職等の取得が昇級の不利とならない就業規則の改定【仕事と育児等との両立支援】 

・ 昇級要件の一つである「実務経験年数」について，令和２年から，育児や介護の休職期間を差し引

かずに，算入するよう改定 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
・支店のみならず、本部組織の各部門においても女

性役職者が増え、適材適所でリーダーシップを発揮

しております。 

・今後も女性が安心してキャリアアップを図れるよ

うな取組を継続し、改善させていくことで、より一

層活躍できるフィールドを拡げていきたいと考えて

おります。 

 
・少子高齢化により将来的な労働人口の減

少が見込まれる中、意欲ある女性が無理な

く働くことができる職場環境をつくること

は企業にとって重大な責務です。 

更に女性が活躍できる企業風土を築いてい

けるよう、改革を進めてまいります。 

40 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

 打ち合わせの風景 

 

令和２年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

エス・トータルサポート株式会社（情報通信業）   

■代表者 代表取締役 佐藤 功 ■住所 宇都宮市東宿郷４丁目２番２４号 センターズビルディング９階  

☆ 各種認定を活かした，女性の活躍を推進【女性活躍推進】 

 ・ 「えるぼし認定（※）」の取得等，女性や若者の採用に繋がる認定制度の積極的な活用 

  ※ 国が，女性活躍促進に関する取組等の優良な企業を認定する制度 

・ 管理職に占める女性の割合が３３．３％と，産業平均値の８．０％を大幅に上回るなど，女性管

理職の積極的な登用による女性活躍の推進 

☆ 積極的な有給休暇取得の推進【多様な働き方】 

・ 有給休暇の取得数が半年間で５日未満の社員に対し，管理職が取得のための計画書を作成するな

ど，有給休暇取得の推進による取得率７０％の達成 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
時間外労働の削減、有休取得の推進に継続して取り組

んできたことにより、仕事も休暇もより計画的に、メリハ

リをつけて臨むようになったと感じています。 

 また、育休取得者の意見を反映し、短時間勤務の開始時

間をそれぞれに合った 時間で設定できるようにする

等、より働きやすい職場になるよう全社で取り組んでい

ます。 

 

業界的にはまだまだ残業が多い、休みがとり

づらいイメージがあるかもしれませんが、継続

的に取り組むことで効果が出ています。WLB が

取れた状態であること、ライフイベントを迎え

た社員が働きやすい職場であることは、全ての

社員にとって働きやすい職場であると考え、こ

れからも取り組んでまいりたいと思います。  

41 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

 女性設計士による 

 商品開発プロジェクト 

の様子 

 

令和２年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

グランディハウス株式会社（ 建 設 業 ） 

■代表者 代表取締役社長 林 裕朗 ■住所 宇都宮市大通り４丁目３番１８号 

☆ 女性の活躍の場を広げる，商品開発プロジェクトの創設【女性活躍推進】 

・ 女性設計士のみで構成した商品開発プロジェクトの遂行による女性社員のキャリアアップ及び 

やりがいの向上 

☆ 再雇用希望者の登録制度の導入【多様な働き方】 

・ 親の介護や配偶者の転勤など，やむを得ず退職する社員を対象とした，再雇用制度の導入 

☆ 産前産後休業における給与支給制度や法定以上の短時間勤務制度の導入 

【仕事と育児等との両立支援】 

・ 産前産後休業の１００％給与支給 

・ 短時間勤務制度を取得できる対象者を，法定の「３歳未満」から「小学校就学前まで」の子を 

養育する社員に拡大 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
 住宅・不動産業界にも女性が活躍するフィールドが増

えてきていますが、当社においても、営業や用地仕入な

ど、女性の少なかった職種で活躍する方が増え、女性の

視点や気配りが会社業績の支えになっています。 

 この度の「きらり大賞」の受賞を機に、より一層の女

性活躍や両立支援に取り組んでまいります。 

 

 ワーク・ライフ・バランスの推進は、社員

だけでなく、人材の確保や多様な発想等、企

業側にも多くのメリットがあると感じてい

ます。今後も、SDGs や ESG における「お

客様満足」とともに「ダイバーシティーの推

進」「働き方改革」などの重要テーマとして

取り組んでまいります。 

42 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
R 

 女性社員向け 

スキルアップ研修の 

様子 

 

令和２年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

ＨＡＭＡ ＴＥＣ（ハマ テック）株式会社（製造業） 

■代表者 代表取締役 渡邊 啓一郎 ■住所 宇都宮市御幸ヶ原町３２番地４ 

☆ 女性社員の管理職への積極的な登用【女性活躍推進】 

・ 女性社員数が１割未満の中，各々の社員に応じた「スキルアップ」や「モチベーションアップ」

に繋がる研修の実施及び女性の管理職の登用 

☆ 女性が働きやすい職場環境づくりの取組【仕事と育児等との両立支援】 

 ・ 所定外労働の免除対象者を，法定の「３歳未満」から「小学校就学前まで」の子を養育する社員

に拡大 

☆ 各種休暇制度の全社員への周知及び理解促進の実施【多様な働き方】 

・ ライフイベントに応じた休暇が取りやすくなるよう，該当者と成り得る社員が多い「仕事と介護

の両立」についての意識醸成及び各休暇制度の周知 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
☆女性管理職割合が 25%になった 

☆有給休暇の見える化により、社員の意識改革が進み 

取得日数が 2 年連続増加した。取得率 90.94％ 

☆無駄な残業はしないという職場風土が定着 

時間外労働時間が 2 年連続で減少した。月平均 13 時間 

☆家庭と仕事の両立に対し、周囲の理解がある職場環境づく

りが進み、社内の相談窓口の設置につながった 

～今日より 良い明日をつくる～ 

全ての社員が安心して将来設計を描ける

会社、育児や介護等の「仕事と様々なラ

イフステージ」の両立に不安を持つ社員

ゼロ、それが貴重な人財を笑顔にするこ

とに繋がると HAMA TEC は考えます 

43 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
R 

 働き方改革 

セミナーで講師を 

する様子  

 

令和２年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

株式会社ワークエントリー宇都宮営業所（サービス業） 

■代表者 宇都宮営業所長 野崎 千晶 ■住所 宇都宮市松が峰２丁目４番７号 千葉ビル 

 

☆ 社員の実情に応じた働き方を可能とする制度の構築【多様な働き方】 

 ・ 結婚や出産などのライフイベントによる離職が生じないよう，社員の実情に応じ，「時

給制」や「テレワーク勤務」，「兼業・副業」，「生涯現役」など，あらゆる選択が可能な制度

を構築し，キャリアが中断しないための多様で柔軟な働き方の推進 

 

★きらりと光った取組★

 
★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★ 

 
★ガイドブックを読んだ方へ★ 

大切な従業員の方たちが、生活・環境変化などの

労働制約によって職を離れることなく、やりがい

を持って仕事に取り組んでいます。 

多様なキャリアの実現が組織の力となり、そして

また人材も成長していくという相乗効果とにつな

がります。お互いが認め合い、高め合える組織風

土を引き続き構築していきたいと思います。 

 

「活躍してほしい人が活躍できる

環境を整える」ことは、「便宜」では

なく「戦略」です。 

個に合わせ、柔軟に早急に対応でき

ることは、中小企業だからこその強

みだと思っています。 

44 ※掲載内容は受賞当時のものです。



 
 
 
 
 
 

 作業現場の様子  

 

令和元年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

株式会社エム・プロダクト（建設業） 

■代表者 代表取締役 佐藤 義晴 ■住所 宇都宮市針ヶ谷町１００６番地 

 
☆ 法定以上の「子の看護休暇制度」の導入（仕事と育児等との両立支援） 

会社設立時から，「小学校就学前の子」に限らず，子を養育する労働者は，看護休暇を取

得可能 

☆ 女性用の更衣室の設置（男女の人権に配慮した職場環境） 

現場で働く女性作業員の採用をきっかけに，今年度，女性用更衣室を事務所に新設 

☆ 保健師の配置（仕事と育児等との両立支援） 

２年前から，保健師を配置し，従業員のメンタルヘルス等の悩みだけではなく，仕事や家

庭の悩みなども聴取 

 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
子育てと仕事の両立に配慮した取り組みを実施

し、子どもが風邪等にかかっても、制度を利用す

ることで休みが取りやすくなった状況です。 

 今後も子育てと仕事の両立や女性に配慮した職

場づくり等といった社員のワーク・ライフ・バラ

ンスに合わせた取り組みを実施していきたいと考

えています。 

 
 男性が多い職場ですが、社員のワ

ーク・ライフ・バランスに合わせた

取り組みを実施することで、女性や

子育て世代等の活躍の場が拡充す

る第一歩につながると思います。 

45 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

 社内研修風景  

 

令和元年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

宇都宮ヤマイチ株式会社（建設業） 

■代表者 代表取締役 山本 幹夫 ■住所 宇都宮市下戸祭１丁目９番５号 

 
☆ 資格試験の費用負担・資格手当の支給（女性の活躍推進） 

・会社設立時から，技術資格のみならず，建設簿記などの女性事務職員が取得する資格も 

含めて，受験費用や交通費を会社が全額負担 

・さらに，合格した場合には毎月資格手当を支給 

☆ 休暇日の増設等（多様な働き方） 

・日曜，祝日，第２土曜日の休暇日に加え，第４土曜日を休暇日に設定 

・さらに，年末年始，ゴールデンウィーク，お盆に計２７日間の長期休暇を全従業員が 

取得 

☆ 女性に配慮したトイレの設置や車両の配備（男女の人権に配慮した職場環境） 

・会社設立時から，更衣室も兼ねた広めなトイレの設置 

・女性でも安心して運転できるよう小型車両を配備 

★きらりと光った取組★

 
★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  

長期休業の他に入学(園)式や卒業(園)式・運動会等の行事参加の推奨，出産時・出産後の

家事への関わり（病院への送迎・家事育児）を推奨したことにより，女性職員だけではな

く，男性職員も積極的に家事に関わるようになり，家族を尊重し合いながら，男女平等な

関係を築く大きなきっかけ作りとなっています。 

46 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

 働きやすく家族を大
切にする職場風 土づ
くりのため，ファミリ
ーデーを開催 

平成３０年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

リコージャパン株式会社 栃木支社（卸売業） 

■代表者 支社長 石下 義治 ■住所 宇都宮市問屋町３１７２番地１０ 

 
☆ 多様な働き方を選べる勤務体制の導入 

時間年休制度を整備し，有給休暇取得率を上げているほか，1 ヶ月単位の変形労働制度，

シフト勤務制，再雇用を希望する者の登録制度を導入し，柔軟な働き方を実現できる勤務

体制を整備している。 

 

☆ 男性の育児参加機会の促進 

先輩社員の出産・育児の経験やアドバイスを盛り込んだ，制度全体の説明書「育児支援ガ

イドライン」を配布しており，１週間を超える男性の育休取得者が出てきている。 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
自分で働き方を選ぶことができるので、時間の使い方を

意識しながら仕事をするようになりました。効率的に仕

事をするためには、業務や会議での“ムダ”を無くす事が

大切だと考えており、シフト勤務や時間年休などを使い

ながら、これまでよりも生産性の高い仕事ができるよう

になりました。 

 

リコージャパンでは、 

意識改革や働き方改革、ダイバーシティ

など様々な分野での取り組みをしており

ます。(詳細は以下をご覧ください) 

 

47 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

 社員旅行の様子 

平成３０年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

和田工業株式会社（管工事業） 

■代表者 代表取締役 和田 均 ■住所 宇都宮市今泉町２１番地 

 
☆ 社員のライフプランを見据えたスキルの習得 

社員の出産や育児等の時に在宅ワークに対応できるよう、ＣＡＤ（パソコンを利用した設

計・製図）のスキルを習得させるなど、社員のライフプランを見据えた人材育成をしてい

ます。 

☆ 社員が心身ともに健康に働ける職場環境づくり 

社員間のコミュニケーション向上のため、会社が全額費用を負担し年に１度社員旅行を

実施しています。（新型コロナウイルス感染拡大の為、前年度未実施／終息後、実施予

定） 

社内の自動販売機で販売している特定保健用食品（飲料）の代金のうち２０円を会社が

負担し、社員が購入しやすい環境づくりをしています。 

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
☆ 従業員の社内におけるキャリア形成支援・業

務上必要とする能力の開発支援を行った事により

業務効率が上がり、残業時間を削減できました。

又、有給取得率が向上しました。 

☆ 育児と仕事との両立の為、短時間勤務制度等

を導入・利用しています。 

 

女性活躍の推進や働き方見直しに

積極的に取り組む「男女生き活き企

業」として栃木県から認定されまし

た。今後もより良い職場環境を目指

していきます。 

★きらりと光った取組★

48 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

 グループ会社合同 
研修会の様子 

平成３０年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

栄商事株式会社（建設業） 

■代表者 代表取締役社長 末永 栄仁 ■住所 宇都宮市元今泉７丁目３１番１１号 

 
☆ 休業日を増やす取組 

日曜祝日と，第２・４土曜日の休業日に加え，平成３０年度から第３土曜日を休業日とし，

社員の私生活をより充実させる取組をしている。また創立記念日を休業日としている。 

 

☆ 社員が心身ともに健康に働ける職場環境づくり 

インフルエンザ予防接種の費用を補助（３，０００円上限）し，罹患による欠勤者を減ら

すことなど，健康で，安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいる。 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★  
☆ノー残業ＤＡＹの取組 

 毎月第２・３水曜日はノー残業ＤＡＹとし、必

ず定時で帰宅してもらうようにし、仕事後の私生

活が少しでも充実するように取り組んでおりま

す。結果的に、以前よりも仕事の効率化が図られ、

メリハリが出てくるようになりました。 

  

 
地域の安全を守る仕事に取り組

んでおりますが、社員の健康や心の

安全を守ることも大切だと感じて

おります。企業理念の『地域社会に

貢献する』をモットーに今後とも活

動に取り組んで参ります。 

49 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

 Ｈ２９年９月ボランティア。 

利用者と一緒に広告紙で紙飛行

機を折っている。 

 

平成２９年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

宇都宮興業 有限会社（航空機体，器具製造業） 

■代表者 代表取締役 秋山 篤子 ■住所 宇都宮市江曽島町１４６２番地１１ 

☆ 食材の配布 

家庭に直接食材を配送するサービス会社と契約をし，ノー残業デイに食材とメニューの配

送を実施しています。男性社員が料理を作るきっかけとなり，家庭や職場での会話が増え，

コミュニケーションが円滑になっています。 

☆ 介護に携わりながらでも，働き続けられる環境づくり 

  万が一，社員の家族が介護を必要となった場合に備え，高齢者や認知症の実態を各々が感

じとることが大切と考え，介護施設へのボランティア訪問を実施しました。 

  また介護をしながらでも仕事ができる環境（短期時間労働）を平成２７年より整えました。

☆ 部下のライフ（生活）を応援する情報発信 

☆ 社員の能力開発のための取り組み 

☆ 新人の養成 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★ 
 
★ガイドブックを読んだ方へ★ 

施設内に研修室を新たに増設し，研修しやすい環境を

整えました。メンター（若手社員の指導・相談役）の養成

研修や，幹部育成研修カリキュラムなどの研修を定期的

に行い社員の能力開発につとめています。 

また，個人のスキルマップを作成し，社員の能力を明確

にしたうえで能力開発と仕事の効率を図り，残業減や有

給休暇の取得率を上げています。 

社員の健康管理などの役に立つ

案内「Ｕ・ｋｏｇｙｏ」を配布し，

ワーク・ライフ・バランスの等の情

報発信を毎月行っています。 

 

50 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

 外部講師による階層

別研修を実施していま

す。 

平成２９年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

三信電工 株式会社（建設業） 

■代表者 代表取締役 名村 史絵 ■住所 宇都宮市川俣町１０５６番地 

 
☆ 新たな休暇制度の導入 

創立記念日休暇を新たに制定するとともに，有給休暇を使い切ってしまった後でも特別

の事情がある場合には賞与・評価に影響しない「特別休暇」が取得できる制度を整えるな

ど，休みを取りやすい環境の整備に取り組んでいます。 

☆ 社員の能力開発 

  社員の能力開発及び意識改革のために，キャリアアップ，女性活躍，リーダー・管理職

育成，ＯＪＴ指導者育成，働き方改革，ワーク・ライフ・バランスなどの，各種外部セミナ

ーへの参加を積極的に促し人材育成に力を入れています。 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★ 
 
★ガイドブックを読んだ方へ★ 

有給休暇は２時間単位で取得できるため、上手

に活用している社員が増えています。 

社員それぞれに合った内容での人材育成を実施

する為，各種外部セミナーへの参加を積極的に促

しています。（勤務時間中に参加が可能） 

費用を補助して資格取得を推進しており、建設

業経理士や施工管理技士が増えました。 

社員ひとりひとりが，イキイキと楽

しく働ける職場環境作りに取り組ん

でいます。 

 社員の意欲に応え，ワークもライフ

も充実させることができる働きやす

い職場の実現に向けて，制度の見直

し・導入等を実施していきましょう。 

51 ※掲載内容は令和２年度のものです。



 
 
 
 
 
 

平成２９年度男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」受賞事業者 

ヤマゼンコミュニケイションズ 株式会社  

■代表者 代表取締役 山本 堅嗣宜 ■住所 宇都宮市インターパーク４丁目３番地１ 

☆ 多様な働き方の整備 

・妊娠・出産・育児を理由に退職した社員の再雇用制度を充実させており，ライフイベン 

ト後も安心して働くことのできる環境を整備しており実績があります。 

・短時間労働制度が小学校の始期までとなっており，法定を上回っています。 

・育児休暇からの復帰率は過去 3 年間で 100％です。 

・在宅勤務制度を定めており実績があります。 

・フレックスタイム制度の導入やパートから正社員への転換を行っており，実績がありま 

す。 

☆ 社員と家族向けのイベントの開催 

  1 年に 1 度会社と社員会合同で「ヤマゼン夏祭り」を開催しています。社員とご家族を招

待し，職場理解と社員間のコミュニケーションの向上につとめています。飲食に関しては

すべて無償で提供しています。 

☆ 認定・表彰等 

  ・栃木県「男女生き活き企業」認定（Ｈ29） 

  ・栃木県「子育てにやさしい事業所憲章事業」にて憲章（Ｈ27） 

★きらりと光った取組★

 ★ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ効果★  ★ガイドブックを読んだ方へ★ 

子育てと仕事の両立に配慮した取り組み，在宅

勤務制度など，個人のワーク・ライフ・バランス

に合った取り組みを行っています。 

社員が「仕事が楽しい」という幸せを

感じることは，お客様へのサービス向

上にも繋がり，ひいては企業の発展に

も資するものです。今後も職場の環境

整備に取り組んでまいります。 

（デザイン，印刷， 

クチコミ情報サイト運営） 

▲ 夏に行われる“ヤマゼン祭り”の様子 

52 ※掲載内容は令和２年度のものです。


