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145社の
取組み紹介

千葉・市原地区
従業員数
２００名

●育児休業制度充実で、出産・結婚退職ゼロ
　女性社員の半数以上が子どもを持つ。多くの従業
員が育児休業制度を利用。平成４年に制度導入以降、
結婚・出産による退職者はなし。男性の利用者はなし。
　出産前後３日を限度に取得できる父親の休暇制度
は、該当者のほとんどが利用。

《その他の主な取り組み》
○	半日単位での有給休暇制度
○	中学生、高校生、大学生などのインターンシップ受
け入れ

○	従業員の家族の会社見学会の実施

市原市【製造業：高硬度物質応用
各種工具製造業】

旭ダイヤモンド工業株式会社1

従業員数
１３６０名

●多様な働き方の選択で残業減
　女性の視点、感性が求められる職場。女性の採用
が多い中で、必然的に男女隔てなく働ける職場環境づ
くりが始まる。
　業種の特殊性、専門性から、フレックスタイム、時
短勤務、職務内容の変更等には柔軟に対応。その人
に合った多様な働き方を相互に認め合う雰囲気づくり
が進み、残業も削減の方向へ。

《その他の主な取組み》
○	本社ビル内にある保育所の利用経費を一部負担

千葉市
【卸売・小売業：テレビショッピング】

株式会社QVCジャパン2

従業員数
２４名

●社員の状況に対応した両立支援
　育児休暇制度と社員の状況に応じた変則勤務を組み
合わせて、仕事と子育ての両立を支援。例えば、産休
後の出勤時間の変更、学校行事への参加や介護休暇
の取得などを積極的に推進。学生インターンとのふれ
あいで、従業員の意識改革も。

《その他の主な取組み》
○	学生インターンの受け入れ
○	障害のある児童・生徒の美術展の実施
○	工場見学によるものづくり体験の場を提供

千葉市
【製造業：作業機械の製造】

株式会社坂戸工作所3

従業員数
１５名

●休暇取得奨励─仕事がより効率的に
　月１回休暇を取ることを奨励したところ、これまで以
上に仕事が効率的に進む環境に。さらに、半日単位で
の休暇制度やマイデー (誕生日休暇）、マイケアデー (健
康診断休暇）も導入。
　必要に応じて延長できる育児休業制度では、女性社
員がすでに利用。
　キャリアママの社員・スタッフに音楽会等のイベン
トを開催。また、キャリアママのための意見交換やセ
ミナーを実施。

《その他の主な取り組み》
○	子育て中の社員は時間限定勤務（時間外勤務な
し）・時間繰り下げ・時間短縮で勤務が可能

○	出産前後の男性社員の休暇制度

千葉市
【サービス業：人材派遣業】

株式会社パソナ4

従業員数
１３０４名

●アンケートでニーズに対応した制度づくり
　両立支援の内容を、職員にアンケート調査。その結
果を反映させた両立支援制度づくり。女性の育児休業
取得率は約80％。男性の育児休業者は１名。育児休
業後は、原職相当職への復帰、復帰訓練・実習等の
実施を規程に明記。
　また、出産・育児で退職した女性をパートタイマー、
フルタイマーで再雇用。

《その他の主な取組み》
○	半日単位や配偶者出産時の１日休暇制度
○	子どもが小学校就学前は、所定外労働をさせない
制度

○	県内大学を中心にインターンシップを受け入れ

千葉市
【金融・保険業：銀行】

株式会社千葉興業銀行5
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従業員数
７４名

●子どものための急用には優先的に対応
　子どものため急用ができたときは、優先的に柔軟に
対応し、休暇や早退を認めている。採用の際には、臨
機応変に対応できるよう話し合いを実施。現在対象者
はいないが、男性社員から子育て支援について申し出
があれば柔軟に対応。
　こうした両立支援の制度は、今後必要になってくる
もので、今後、就業規則で充実したい。

《その他の主な取組み》
○	所定外労働時間の削減

市原市
【サービス業：ゴルフ場】

株式会社千葉セントラルゴルフクラブ6

従業員数
１７３名

●規定の整備で、公平に育児休業を
　法改正により、育児休業規定を整備。これまで運用
で育休を取得していたが、規定を設けたことで取得に
対する不公平感がなくなり、公平に育休の機会を与え
ることができる。

《主な取組み》
○	育児休業制度、介護休業制度
○	半日単位での休暇取得が可能
○	育児休業後も職場復帰している
○	子の看護休暇制度
○	子育て中の女性社員は残業免除
○	中学、聾唖学校からの職業訓練、職場体験、工場
見学受け入れ

○	専門学校生の職場実習教育の受け入れ

千葉市
【製造業：印刷業】

丸金印刷株式会社9

従業員数
１５名

●パソコン使用の会議に在宅勤務で参加
　小さな子どもを持つ社員のため、パソコンを使用し
た会議を実施、在宅で業務に従事することも可能。未
就学児を抱える社員は事業所へ子どもを連れてくること
が可能。職場内にベビーベッドなども設置。
　育児休業後に利用できる、職場復帰のための各種
プログラムも準備。

《その他の主な取組み》
○	小学校４年生まで延長の育児中時間短縮制度
○	中学生の職場体験学習の受け入れ
○	大学生等のインターンシップの受け入れ

千葉市
【複合サービス業】

ふれあい総研株式会社7

従業員数
８５名

●育児休業者の業務割り振りを模索
　育児休業者の業務は、周囲の社員が分担。１年間
では負担が大きくなるため、途中、人事異動で対応。
現在は、派遣職員で対応する方法をとっている。
　また、仕事と子育ての両立支援についての規程を電
子化。社員それぞれのパソコンで確認。社員が安心し
て働けるよう、規程が整備され、必要なとき利用でき
る職場環境づくりに取組む。

《その他の主な取組み》
○	子育て中の社員の働きやすい職場環境維持のた
め、「育児休業」「育児のための短時間勤務」「半日
休暇」等の制度を充実

千葉市
【その他：不動産業】

東電不動産株式会社	千葉支社8
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従業員数
４０８７名

●「女性いきいきキャリアアップ宣言」
　女性の活躍支援や両立支援に係る取組み姿勢を「女
性いきいきキャリアアップ宣言」として内外に公表し、
社内報、ポスター等で職場へ浸透。また、法を上回る
育児休業制度を整備し、意識啓発に努めるほか「女性
いきいきキャリアアップ会議」の活動等を通じて再雇用
制度や育児中の研修プログラムを導入。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度の利用者は90％以上
○	育児休業期間は最長満２歳になるまで取得可能
○	父親休暇は出産後３日間
○	子の看護休暇は最長10日間
○	育児参加意識啓発「19時（いくじ）に帰ろう週間・
月間」の実施

○	大学生のインターンシップ受け入れ

千葉市
【金融業：銀行】

株式会社千葉銀行12

従業員数
１０３名

●今後はボランティア休暇も検討
　両立支援制度を設けたことで、計画的な休暇取得が
促進。業務遂行に支障がない。社員も休暇が取りやす
くなり、仕事をする上で励みになっている。

《その他の主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能
○	育児休業制度
○	子の看護のための休暇制度

千葉市
【サービス業：システム開発等】

ちば興銀コンピューターソフト株式会社10

従業員数
１０３名

●各種休暇制度は充実
　子の看護のための休暇は取りやすくなり、従業員の
励みになっている。

《その他の主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能
○	育休後の復帰制度
○	子の看護のための休暇制度

千葉市
【サービス業】

千葉保証サービス株式会社11

従業員数
３２名

●再雇用制度を整備することで子育て後の女性の再
就職は克服できる

　育休中の代替職員は、派遣や期間雇用者で対応。
従業員は女性が多く、業務はスピードやきめ細やかさ
が求められる内容。
　両立支援は、企業の社会的責任上必要という認識
で、対外的なPR効果、新規採用のインセンティブ効
果を期待。

《その他の主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能
○	育児休業制度
○	育児休業後の職場復帰制度
○	子の看護のための休暇制度

千葉市
【その他】

ちば興銀ユーシーカード株式会社13

従業員数
１８名

●各種休暇制度は充実
　育児休業制度や育休後の復帰制度を整備、親会社
を結婚退職した女性も採用。金融の知識もあり、即戦
力として活躍しており、今後の期待も大きい。

《その他の主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能
○	子の看護のための休暇制度

千葉市
【金融保険業：リース業】

千葉総合リース株式会社14 

従業員数
２０３１名

●地元密着企業として働き手も地域から
　育児休業制度や介護休業制度の誠意はもちろんフ
レックスタイムで、出勤時間が選択可能。ヤックス自
然学校を主宰し、地域の子どもたちに対し、キャンプ
やスキーなどを実施。

《その他の主な取組み》
○	退職した社員の再雇用を実施
○	フレックスタイム制
○	専門学校、大学生のインターンシップ受け入れ
○	中学生の職場体験受け入れ

千葉市【卸売・小売業：医薬品販
売、総合卸売業】

株式会社千葉薬品15
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従業員数
４６名

●半日単位の休暇制度は作業の効率上からも効果あり
　子育て中の社員が少なく、制度はあるがあまり利用
されていない。
　半日単位の休暇制度は作業効率上からも効果はあ
る。

《主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能
○	育児休業制度
○	介護休業制度

千葉市
【運輸業：配電用資材運送】

東電物流株式会社	千葉支社19

従業員数
４０名

●積極的に女性の意見を取り入れて
　高い技術を持った人が多く、再雇用することで業務
に有効。一度家庭に入ることにより見えてくるものもあ
り、業務改善が可能。
　また、登録社員の場合、８〜９割が子育て中あるい
は子育て終了者。働く時間帯の選択が可能。

《主な取組み》
○	結婚・出産により退職した女性を再雇用

千葉市
【医療・福祉：訪問介護等】

有限会社ジャストケア16

従業員数
８９４名

●両立支援制度は当然のこと
　両立支援制度を充実させることで、女性が中心の看
護師を確保。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育児休業後の職場復帰しやすい配慮
○	子育て中の職員に始業・終業時刻の繰上げ・繰下
げを実施

○	中学生の職場体験学習の受け入れ

市原市
【医療・福祉：病院】

帝京大学ちば総合医療センター17

従業員数
８８名

●半日単位の休暇制度は子育てに効果あり
　子育て中の社員の短時間勤務、時間外労働制限の
制度を整備。こうした取組みで休暇が取りやすくなり、
子育てに役立っている。

《その他の主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能

千葉市
【サービス業：電柱等の広告請負】

東電広告株式会社	千葉支社18

従業員数
１２３名

●働きやすい環境です。
　東電からの転籍者が４割。両立支援制度も東電の
制度にならっている。正社員は対象が少ないが、50名
ほどのパートは子育てにあわせ勤務の時間、日数を柔
軟に決定。

《主な取組み》
○	半日単位での休暇取得が可能
○	育児休業制度
○	介護休業制度
○	子の看護休暇制度
○	育児介護のための深夜業務の制限
○	配偶者の出産に特別休暇が取得できる

千葉市
【サービス業：配電設計管理】

株式会社東電ホームサービス	千葉総支社20

従業員数
１２４名

●出産・子育て、いつでも安心
　育児休業の取得は最長３年に達する年度末まで、ま
た、子育て中の社員の残業免除や小学校１年に達する
まで短時間勤務が可能など各種制度が整い、該当す
る従業員が出れば、すぐ対応できる環境が整う。
　育児介護の制度についてのリーフレット（本社作成）
で、社内での利用促進にも取り組む。

《その他の主な取り組み》
○	半日単位での休暇取得制度
○	出産後の男性社員の休暇制度

千葉市【その他：発電・変電設備
の保守・管理等】

東京電設サービス株式会社	千葉支社21
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千葉支社従業員数
１０名

●制度活用でチームワークが
　半日単位の休暇制度は、学校行事や子どもの介護、
地域行事に活用されている。制度を利用する中で同僚
への配慮や、チームワークも。

《その他の主な取組み》
○	半日単位の休暇取得が可能
○	育児休業制度
○	子育て中の女性社員及び妊娠中の社員は短時間勤
務が可能

○	配偶者の出産の際に２日間の特別休暇

千葉市【サービス業：自動車用品
販売リース】

株式会社テプコ—ユ22

従業員数
５名

●地域社会の子育てに参加。
　半日単位の休暇制度は、休暇がとりやすく子育ての
ために有効。
　学校周辺の電柱への子どもに有害なビラの早期除去
に配慮し、地域社会の子育てに参加。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	育休取得後職場復帰しやすい配慮
○	子育て中の短時間勤務、始業終業時刻の繰上げ、
繰下げを実施

○	半日単位で休暇取得可能

千葉市
【その他：配電設備点検清掃等】

株式会社環境美化センター	千葉支社23

従業員数
３０名

●宣言し、公表されたことをプレシャーとして
　両立支援は５〜６年前から取り組んでいる。社員い
きいき！元気な会社宣言企業として宣言し、公表され
たことをプレッシャーとし活用。今後は女性社員の比
率を高めるためにも、託児所の設置を検討。

《その他の主な取組み》
○	結婚・出産により退職した女性を再雇用
○	労働時間を短縮し、残業免除
○	コミュニティカフェを開設し、NPO、個人、サーク
ルなどに場所を提供

市原市【複合サービス業：フリー
ペーパーの発行等】

シティライフ株式会社24

従業員数
１３２名

●制度の完備で離職者は少ない。
　技術者不足で、労働力は売り手市場で離職率は高い
業界であるが、両立支援の取組みにより離職者は少な
い。制度を活用できるようにもっと積極的に取組む予
定。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	介護休業制度
○	半日単位で休暇取得可能
○	高、大学生のインターンシップ受け入れ
○	中学生の職場体験を受け入れ

千葉市【運輸通信業：ソフトウェア
の設計等】

株式会社プラムシックス25



145社の
取組み紹介

あ
な
た
の
地
域
の
社
員
い
き
い
き
！
元
気
な
会
社

20 楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 2●

従業員数
７８名

●両立支援は世の中の要請。
　半日単位の休暇制度は、使い勝手が良いので好評。
社会全体で高齢化が進んでいることから、今後は親の
介護休暇制度も必要。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業

千葉市
【金融・保険業：信用保証業務】

ちばぎん保証株式会社30

従業員数
５５名

●復帰後は原職相当職へ
　これまでに育児休業を利用したもの全員が原職相当
職に復帰。
　子の看護休暇は就学前の子ども２人以上養育するも
のは、さらに積み立て休暇５日の利用が可能。
　また、こうした制度を誰もが利用しやすい雰囲気作
りにも配慮。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業
○	両立支援のための半日休暇制度

千葉市
【サービス業：クレジットカード業】

ちばぎんジェーシービーカード株式会社28

従業員数
１９４名

●経験ある女性の対人コミュニケーション能力を積
極的に活用

　職員の採用に当たっては、子育てを終えた女性や、
職業経験豊かな女性を積極的に採用。こうしたいろい
ろ経験ある人たちの持っている対人コミュニケーショ
ン能力を活用。

《その他の主な取組み》
○	配偶者の出産時に２日間の休暇制度
○	半日単位での休暇取得が可能
○	子どもの看護休暇制度
○	大学生のインターンシップ受け入れ
○	入り口に静脈認証システムを導入し社員の安全を
図っている

千葉市【医療・福祉：訪問歯科診
療サポート業務】

デンタルサポート株式会社29

従業員数
２１１名

●有給休暇の取得率は高い
　両立支援制度の規定を平成17年に大幅改正。半日
単位の休暇制度、５日間の看護休暇制度など休暇が取
得しやすく子育てに役立っている。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰
○	配偶者出産休暇制度
○	子の看護のための介護休業制度

千葉市
【情報通信業：ソフト開発サービス】

ちばぎんコンピューターサービス株式会社31

従業員数
１７名

●現在利用対象者はいないが、必要な制度
　現在制度利用の対象者はいないが、今後の採用に
よっては必要になる制度。半日休暇制度は、有給休暇
の使い勝手がよく好評。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業

千葉市
【金融・保険業：債権管理回収】

ちば債権回収株式会社27

従業員数
１１５名

●育休後の復帰は元の職場で元の仕事
　出産子育て前後の対象者が少ないので取得実績は
多くない。育児休業後の職場復帰については原則とし
て休業前の勤務場所として規定。給料も休業前を保証。
有給休暇は半日単位で取得可能。利用者は多い。

《その他の主な取組み》
○	育児休業期間は子どもが満２歳になるまで取得可
能

○	父親休暇は出産後３日間
○	子の看護休暇は最長10日間
○	半日単位の休暇制度

千葉市
【サービス業：銀行の集中事務部】

ちばぎんビジネスサービス株式会社26



あ
な
た
の
地
域
の
社
員
い
き
い
き
！
元
気
な
会
社

21楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 2 ●

145社の
取組み紹介

従業員数
３５名

●両立支援は家庭での協力も大切。
　女性にとって働きやすい制度が整備。環境は整って
いる。あえて言えば、子育ては、職場の環境が整うだ
けではなく、保育園の整備や、家庭内での協力体制も
重要。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業
○	両立支援のための半日休暇制度

千葉市
【金融・保険業：クレジットカード業】

ちばぎんディーシーカード株式会社32

従業員数
５名

●社員に安心感が
　平均年齢は48〜49歳で、両立支援制度の利用者は
いないが、制度は導入。安心して子育てと仕事のでき
る環境があることで制度の導入は有効。

《主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業
○	両立支援のための半日休暇制度

千葉市
【金融・保険業】

ちばぎんキャピタル株式会社33

従業員数
６２０名

●子を持つ社員が利用できる柔軟な勤務体系の導入
　育児休業の他、子の看護のための特別休暇、半日
単位の休暇制度、配偶者出産時特別休暇などを規定
し、社員が働きやすい環境の整備を促進。

《その他の主な取組み》
○	育児のための所定外労働をさせない制度
○	育児のための深夜勤務の制限
○	育児のための時間外勤務の制限

千葉市
【サービス業：人材派遣業】

ちばぎんアカウンティングサービス株式会社35

従業員数
３２名

●該当者はいないがいずれ利用される時のために
　銀行の店舗の貸付や住宅保養所の管理を行ってい
る。現在社員の平均年齢が高いが、両立支援に関係
する制度は整備。今後若い人が増えても、安心して子
育てと仕事を両立できる環境が整う。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	出産時の父親休暇
○	法を上回る看護休業
○	両立支援のための半日休暇制度

千葉市
【その他：不動産業】

株式会社総武34

従業員数
３６名

●復帰のポジションを用意
　育児休業後の復帰について原職相当職への復帰が
規定に明示。育休中の社員の業務はサブの人が主担当
になる。従って育休後もそのままのポジションに復帰
が可能。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業
○	両立支援のための半日休暇制度

千葉市
【金融・保険業】

ちばぎんリース株式会社36

従業員数
４２名

●男性の育児休業取得を進めるには…
　制度として就業規則に整備されている。男性の育児
休業取得の不安感の一つが復帰後の処遇。こうした不
安感の払拭が今後の課題。

《その他の主な取組み》
○	法を上回る育児休業制度
○	育児休業後の復帰について原職相当職への復帰を
規定に明示

○	配偶者出産休暇
○	法を上回る看護休業
○	両立支援のための半日休暇制度
○	大学生のインターンシップを受け入れ

千葉市
【その他：シンクタンク】

株式会社ちばぎん総合研究所37
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従業員数
５５名

●育休後の職場復帰をしてもらうことが願い
　両立支援を進めるのは、社員の出産時の退職を防ぐ
ため。キャリアを重視し、人材の確保に繋がる。育休
取得後にスムーズに復帰できるよう職場復帰を想定し
たメールでの情報提供を行い随時復帰できる体制を整
備。

《その他の主な取組み》
○	最長１年半の育児休業
○	半日単位の有給休暇
○	育児のための時短勤務
○	介護休業制度
○	インターンシップ生の受け入れ

千葉市
【情報通信業：ソフトウエア開発】

株式会社ベイキューブシー38

従業員数
５名

●家庭があるから仕事ができる
　５名全員が女性で、働くきっかけは様々。仕事をす
るからにはプロ・エキスパートとしてON・OFFをはっ
きり。家庭があるから仕事ができるという発想が社員
に浸透。子どもの具合が悪いときは休暇を与えるなどメ
リハリをはっきり。結果的に楽しくいきいきと仕事をし
ている。

《その他の主な取組み》
○	結婚・出産で退職した女性を再雇用
○	半日単位で休暇が取得
○	学校でのキャリア教育に協力
○	小中」学校のIT活用授業支援
○	大学生のインターンシップを受け入れ

千葉市
【その他：情報処理サービス業】

株式会社アクティブブレインズ39

従業員数
３５７名

●いずれ利用がでる介護休暇も見据えた取組み
　「明るい職場づくりチーム」による就業時間の管理、
環境整備を実施。育休は対象者が少ないが、介護休
業も含め規定が整備されていることで若い社員に支持
時され、定着率が向上。

《その他の主な取組み》
○	１年を超える育児休業制度
○	育児休業後の復帰は原職相当職を規定に明記
○	育児休業の回数は分割取得が可能
○	就学前の子がいる従業員は所定外労働をさせない
制度

○	半日休暇の取得
○	配偶者の出産に１日の休暇取得

千葉市【サービス業：現金等整理
精査事務】

ちば興銀ビジネスサービス株式会社40

従業員数
６１名

●育休取得者に制度のカウンセリング
　育休取得者に対し、社会保険労務士による両立支
援制度のカウンセリングを実施。また、育児休業取得
後の復帰に際し、勤務体制を希望通りにするなど職場
復帰しやすい配慮。

《その他の主な取組み》
○	半日単位での休暇取得
○	小学生の職場見学を受け入れ
○	専門学校生、大学生の実習受け入れ

千葉市
【医療・福祉：福祉施設運営】

社会福祉法人徳和会	特別養護老人ホーム	あかいの郷41

従業員数
４５名

●本人の希望を聞き、職場復帰を奨励。
　就業規則等に定めてないが、優秀な女性従業員に
長く活躍してもらいたいため、職場復帰を奨励。今後
は、学校等から依頼があれば、学生の職場体験受け
入れを考慮。また小さい子どもが遊べるスペースを設
け、地域の人たちに開放することも考慮。

《その他の主な取組み》
○	子どもの行事に合わせた休暇取得
○	出産後の職場復帰を奨励
○	建設協会を通じたボランティア活動実施

千葉市
【建設業】

検見川リフォーム工業株式会社42

従業員数
１３名

●法整備に対応した就業規則を作成。
　昨年就業規則を整備。育児休業制度や、育児短時
間勤務制度を設けた。さらに来年度の法改正にも対応
するため、勉強を開始。

《その他の主な取組み》
○	育児のための休暇取得可能
○	母性健康管理のための休暇制度
○	妻の出産日に男性（父親）に１日の休暇制度
○	半日単位の休暇制度

千葉市
【情報通信業：ソフトウエア開発等】

株式会社大東システムエンジニアリング43
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従業員数
１８４名

●社員の満足度を高めるために
　育児休業中はメールのやりとり、復帰の配置の面談
などを行い、復帰しやすいよう配慮。復帰後の配置は
本人の希望と経験を尊重。復帰後満３歳まで、９時か
ら18時までのうち６時間を自由に勤務できるよう時短
勤務を認めている。社員の満足度調査では職場環境、
福利厚生の満足度は向上。

《その他の主な取組み》
○	育児休業制度
○	父親に妻の出産にあわせた出産休暇あり
○	幕張テクノガーデン・イルミネーション参加
○	空き缶プルタブ回収、使用済み切手の回収等で障
害者、高齢者を支援

千葉市【その他サービス業：システ
ム販売サポート等】

株式会社ファソテック45

従業員数
１９７名

●女性や資格所持者の活用は両立支援の制度化が必要
　働き続けたいという希望のある者のために両立支援
の制度化は必要。育児介護休業法が制定された平成
３年から規定を整備。人材の定着、採用に有効。

《主な取組み》
○	育児休業制度
○	育休明けは４日週32時間、定時終業
○	満30歳、40歳、50歳時に連続１週間のリフレッ
シュ休暇

○	半日有給休暇が可能
○	店舗に絵本のある子育てコーナー
○	中学生の職場体験受け入れ
○	大学生のインターンシップ受け入れ

市原市【医療・福祉：医薬品、医
療機器販売等】

株式会社タカサ44
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女性の労働力率は、結婚、出産、子育て期に減少するいわゆる「Ｍ字カーブ」となっています。
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従業員数
７名

●各種制度が取得しやすい環境づくりに配慮
　子どもの看護のための休暇をはじめ、幼稚園、学校
行事へ参加しやすい配慮。

《主な取組み》
○	育児休業しやすい職場環境に配慮
○	看護休暇等が取得しやすい環境に配慮
○	月１回新宿公園を清掃
○	児童の安全のために新宿公園周辺のパトロール実
施

千葉市
【建設業：住宅リフォーム等】

株式会社リフォームワンオフィス48

従業員数
４０名

●「フレックスデー」休日を自由に設定
　フレックスタイム制を導入したことで残業が少なくな
り、社員も時間を有効に活用。
　また、フレックスデーを設け、週２日間の休日を自
由に設定。これは人材の定着につながり、また若い社
員には評判がよい。

《その他の主な取組み》
○	フレックスタイム制を導入し、始業・終業時刻の繰
上げ・繰下げが可能

○	子の看護休暇制度
○	専門学校生、大学生のインターンシップ受け入れ

千葉市
【情報通信業：ソフトウエア販売】

京葉システム株式会社46

従業員数
１１名

●フレックスタイムを実施しています。
　ソフトウェアを製造し、京葉システム株式会社で販
売。取組み内容は京葉システム株式会社と同じ。フレッ
クスタイム制は、若い社員や、入社希望の人には評判
が良い。

《その他の主な取組み》
○	フレックスタイム制を導入し、始業・終業時刻の繰
上げ・繰下げが可能

○	子の看護休暇制度
○	専門学校生、大学生のインターンシップ受け入れ

千葉市
【情報通信業：ソフトウエア製造】

京葉システム技研株式会社47


