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進めています！
働きやすい職場づくり

あなたのワーク・ライフ・バランスは実現できていますか？

　仕事も大事、家庭も大事！趣味もしたい、地域活動もしたい！
でも現実は仕事に追われ、心身ともに疲弊し、家族や友人との
時間のすれ違いや仕事と育児、介護との両立に悩むなど、仕事
と生活の間で問題を抱える人が多くみられます。
　一人一人が仕事や人生にやりがいや充実感を感じながら働き、
仕事上の責任を果たすとともに家庭や地域生活などにおいても、
子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き
方が選択・実現できる社会のことを「ワーク・ライフ・バランス」
といいます。
　今月号では、仕事と生活の調和「ワーク・ライフ・バランス」の
実現に向けた取り組みを先進的に行っている竜王町内の企業と、
そこで働く女性たちの輝く姿をご紹介します。
　健康で充実した日々を送るためにも、あなたにとってのワー
ク・ライフ・バランスについて、今一度、見つめ直してみましょう。

　11月は仕事と生活の調和月間です。　

社員の声を反映した
働きやすい職場づくり

職場の理解が
仕事のモチベーションをUP！
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（有給休暇連続７日間取得制度）」を設
けて社員のリフレッシュを図ったり、
風通しの良い職場づくりとして毎月
上司との１対１面談で仕事の悩みや
プライベートのことなどを話せる機
会を設けたり、ライフイベントに沿っ
て必要となる手続きなどを管理職用
と一般社員用に分けて「Smileハンド
ブック」を作成したりしています。特
に、育児との両立の面からは、女性
活躍推進委員会「アイプラス」を発足
して、社員の声を聞き、さまざまな
取り組みをしています。その１つが
「マザーズjoujou会」で、妊娠中や子
育て中の社員をはじめ子育ての先輩
社員や産休・育休中の社員が情報交
換をし、悩みを相談できる場を設け
ています。イクメンの参加もあり、
とても好評を得ています。また、マ
タニティ制服のレンタルや産休・育
休中の社員への「Smileメール」も実施
しています。今後も、働きやすい職
場づくりに努めていきます。
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児短時間勤務を活用して、現在

は９時～15時20分の５時間勤務をし
ています。家にいて家事と育児ばか
りでは行き詰まりますが、育児をし
ながらも働き続けられることに喜び
を感じています。両立ができている
のは、家族や職場の協力のおかげで
す。急に子どもが熱を出して迎えに
行かなければならなくなったときな
どは、迷惑を掛けているなと申し訳
ない気持ちになりますが、温かく受
け入れてもらっています。「マザーズ
joujou会」にも参加させてもらって
いて、普段ゆっくりと話す時間がな
い方からも、育児の悩みや休日の過
ごし方、子どもの叱り方などを聞け
て心強いです。努力をしている先輩
を見て「もっとがんばろう」とやる気
につながっています。これから、第
２子の出産が控えていますが、安心
して休暇をいただくことができます。

※	育児短時間勤務…３歳までの子を養育す
る労働者が、１日の所定労働時間を原則
６時間とすることができる制度

アインズ株式会社
〒520-2573　竜王町大字鏡2291-3
事業内容：印刷、出版、ホームページ制作、各種イベントプロデュースなど
滋賀県女性活躍推進企業認証制度「二つ星」認定（2016年３月認証、2018年
３月更新）、アインズ「SDGs」宣言（2017年）

1.ライフイベントに沿った手続
などが分かりやすく掲載された
「Smileハンドブック」2.ワーク・
ライフ・バランス啓発ポスター
を作製	3.「マザーズjoujou会」
では、育児と仕事の両立や子育
ての悩み、育児短時間勤務の活
用など、情報交換の良い機会と
なっている。ネーミングの由来
は、「アインズのお母さんたちが
上・々・」
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「従業員満足度調査」実施で
ニーズを生かした職場づくり

安心して休暇が取れる制度で
家事・育児・仕事の両立に成功！

管理課　石
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　働きやすい職場づくりに向けて、
まずは従業員が何を望んでいるのか
をつかむため、「従業員満足度調査」を
年１回実施し、そこで出たニーズを
職場づくりに生かしています。例え
ば、更衣室にカーテンを付けてほし
い、社員食堂ではバランスの良い食
事を提供してほしいなど、すぐに対
応できるところから取り組んでいま
す。また、６月に操業した滋賀竜王
製作所のコンセプトの一つが「女性の
働きやすい工場」であり、設計の段階
から配慮し建設した施設となってい
ます。女性用トイレにはポーチロッ
カー、事務室には加湿器を設置、看
護師が常駐する診療所も設けていま
す。休暇制度についても充実してお
り、現在２名が育児短時間勤務を取
得しており、仕事量にも配慮してい
ます。また出産や育児・介護などで退
職された方の再雇用制度もあり、長
く勤めていただける制度を設けてい
ます。今後も満足度調査を継続実施
し、より改善していきたいと思います。

制御設計第２課　橋
はしもと

本 あずさ	さん

　この会社で働き始めて14年目にな
ります。現在は、制御盤の電機設計
を担当しています。設計したものが
形になり、お客様から感謝の声を聞
くと、とてもやりがいを感じます。
最初は派遣社員で入社し、設計者の
図面をCADでおこすという仕事でし
たが、自分で設計がしてみたいと思
うようになりました。そんなとき、
会社から直接雇用のお話をいただき、
経験を積ませていただく中で設計者
としての仕事を任せていただくこと
になりました。この間、家事・育児と
の両立は大変でしたが、職場の皆さ
んの理解やしっかりと休暇をいただ
くことができる会社の制度があった
からこそ、働き続けることができま
した。今後は、自分のこれまでの経
験を生かして後輩を育てることにも
力を入れていきたいです。

東洋電機製造株式会社�滋賀竜王製 作 所
〒520-2541　竜王町大字岡屋2911番6（滋賀竜王工業団地内）
生産品目：産業事業製品（産業用モータ、インバータ等）
子育てサポート企業として「くるみんマーク」取得（2014年６月取得）
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1.明るく広い社員食堂でバランスの
良い食事を提供

2.気分が悪くなったときも、すぐに
休める診療所	

3.女性用トイレにはポーチロッカー
を設置	4.勤務中に社内でTOEIC試
験を受講できる。キャリアアップも
支援

考えてみよう！自分にとっての「真のワーク・ライフ・バランス」

企業・事業所主の皆さんへ
両立支援の取り組みを始めましょう

ワーク・ライフ・バランス
推進講演会

　チェックリストを使って、あなた自身の日常を振り返ってみましょう。理想と現状にはどんな違いが
あるでしょう。理想に近づくためには、どんなことから始めたらよいか考えるきっかけにしてください。

Ａ（
個
人
）

１ 自己研鑽や趣味・娯楽、ボランティアの活動などの目的で、
継続して学習している はい まあまあ いいえ

２ 仕事や趣味など、自分の持っている才能や知識、技量などが
十分に発揮でき生きがいややりがいを感じることがある はい まあまあ いいえ

３ 自分の将来のライフプランについて考えたり学習したりする
機会がある はい まあまあ いいえ

Ｂ（
仕
事
）

４ 仕事において、自分のライフスタイルやライフステージに応
じた働き方ができていると感じる はい まあまあ いいえ

５ 働いている職場において、子育てや家族の介護に対する理解
や支援が十分であると感じる はい まあまあ いいえ

６ 仕事にやりがいや生きがいを感じている はい まあまあ いいえ

Ｃ（
家
庭
）

７ 子育てや介護の負担を軽くしたり、仕事等と両立するための
サービスを利用できている はい まあまあ いいえ

８ 身の回りに、子育てや介護の悩みを相談できる人がいる はい まあまあ いいえ

９ 夫婦（家族）で家事や育児、介護を分担している はい まあまあ いいえ

Ｄ（
地
域
）

10 過去１年間に地域の祭りや防犯・防災活動などのコミュニティ活動や学校のＰＴＡ活動に参加した はい まあまあ いいえ

11 困ったときに頼れるご近所さんがいる はい まあまあ いいえ

12 さまざまな市民活動やボランティア活動に自分の意思で参画している はい まあまあ いいえ

採点方法：はい…２点／まあまあ…１点／いいえ…０点

　両立支援の取り組みとは、従業員の仕事と生活（育児・
介護・地域活動など）との両立を企業が支援することで、
従業員が働きやすい職場環境を整えるための取り組みで
す。例えば、従業員が子どもを産み育てながら働き続け
るために、また親の介護をしながら働き続けるために休
業制度を導入したり働く時間に柔軟性を持たせたりする
など、仕事以外の時間の確保が必要な従業員が働きやす
い環境を整備することで従業員が辞めることなく働き続
け、長く活躍してもらうことが可能になります。また、
そのような環境は従業員にとっても働きやすい環境とな
ります。つまり、両立支援の取り組みとは、有能な従業
員を確保し、定着を図るための企業・従業員双方にとっ
てメリットのある取り組みなのです。

11月30日㊎	14:30~16:30（14:00～受付）
ピアザ淡海　３階大会議室
基調講演 	14:30~15:30
「男性の育児休業の取得推進はなぜ重要か？
	 ～スウェーデン・フランスの状況から～」
藤野	敦子氏（京都産業大学現代社会学部	教授）

セミナー 	15:30~16:30
「企業・地域における
	 イクメン・イクボスの育成」
坂本	直紀氏（坂本直紀社会保険労務士法人	代表）

申込方法
二次元コードを読み取って
お申し込みください。
入場無料／定員150人（先着順）

滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課
077-528-3771

従業員にとってのメリット
✚

企業にとってのメリット育児・介護・自己啓発・
ボランティアなど

仕事 家庭生活
好
循
環

A・B・C・Dの分野
ごとの合計点数を
「理想」と「現状」で
出してみましょう。
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