MIYAZAKI

働き方改革への第一歩

・離職者を減らしたい。

・従業員が働きやすい職場環境にしたい。

・優秀な人材を確保したい。

・女性にも活躍してほしい。

あなたの「こう働きたい！」に応える会社、

・仕事も家庭も大事にしたい。
・子育てに理解のある会社で働きたい。
・将来、管理職として活躍したい。
・長く勤めて、キャリアアップしたい。

くるみんマーク
「子育てサポート企業の証」

えるぼしマーク
「女性活躍推進企業の証」

見つけませんか？

くるみん・えるぼし認定企業情報誌

本冊子
について

宮崎労働局は、誰もがその能力を十分に発揮し、仕事と家庭を両立させながら働く
ことができる社会を目指して、男女雇用機会均等の確保や、多様な働き方のニーズに
対応した就業環境づくりを推進しています。その一環として、認定制度の普及・啓発
に取り組んでいます。

本冊子では、認定企業の「両立支援のための取組」や「女性の活躍状況」などを紹介しています。
「県内の優良企業を知りたい」労働者・求職者の皆さま、「働き方改革の取り組み事例が知りたい」
「認定の取得を目指している」事業主・企業人事労務担当の皆さまの『参考本』として活用いただけ
る内容となっています。
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くるみん認定企業について ー「子育てサポート企業」ー
●認定制度について
くるみん認定とは「子育て支援が優良な企業」を次世代育成支援対策推進法に基
づき厚生労働大臣が認定する制度です。企業は、次世代育成支援対策推進法（以下、
「次世代法」という）に基づいて仕事と家庭の両立を支援するための「行動計画」
（詳細は次頁参照）を策定し、宮崎労働局雇用環境・均等室へ届け出たのち、行動計
画に定めた目標を達成する等の認定基準を満たした場合に、認定を受けることができ
ます。
「次世代法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、
国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。
くるみんマークの星の数は、認定を取得した回数に応じて増えていきます。また、
くるみん認定企業のうち、より高い要件を満たした企業は「プラチナくるみん」認定
を受けることができます。

●認定基準について
認定を受けるためには、10項目の認定基準をすべて満たす必要があります。
・計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7％以上であること。
（労働者数が300人以下の事業主の場合、特例あり）
・計画期間において、女性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が75％以上であること。
（労働者数が300人以下の事業主の場合、特例あり）
・フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

等

※今後、認定基準が変更される場合があります。

●認定まで流れ
行動計画の策定・
社内周知・外部公表

行動計画を策定
した旨の届出

認定基準の達成

宮崎労働局
雇用環境・均等室
へ認定申請

えるぼし認定企業について ー「女性の活躍推進企業」ー
●認定制度について
えるぼし認定とは「女性の活躍状況が優良な企業」を女性活躍推進法に基づき厚
生労働大臣が認定する制度です。企業は、女性活躍推進法に基づいて女性の活躍を
推進するための「行動計画」を策定し、宮崎労働局雇用環境・均等室へ届出を行い、
自社の女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良である等の一定の基準を満
たした場合に、認定を受けることができます。
「女性活躍推進法」は、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するために、国、地方公共
団体、企業の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を明らかにし、平成28年から施行されています。
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えるぼしマークの星の数は、3段階ある認定段階うち達成した段階を表しています。
また、えるぼし認定企業のうち、より高い要件を満たした企業は「プラチナえるぼ
し」認定を受けることができます。

●認定基準について
認定は3段階あり、「女性の職業生活の状況に関する実績に係る基準」に係る評価項目を満たした数
に応じて段階が決定します。評価項目は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比
率」「多様なキャリアコース」の5項目です。
例：「採用」
・次の（i）と（ii）のいずれかに該当すること。
（i）男女別の採用における競争倍率（応募者/採用者数）が同程度であること。
（ii）直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。

●認定までの流れ
行動計画の策定・
社内周知・外部公表

行動計画を策定
した旨の届出

宮崎労働局
雇用環境・均等室
へ認定申請

評価項目の達成
（右図）次世代に基づく行動計画の例
A 社の

（一般事業主）行動計画とは？
企業が「労働者の子育て支援」や「女性
の活躍推進」などの取組みを目的として、
各法律に基づいて策定する計画です。右図
は、次世代法に基づく行動計画の見本です。
行動計画には、以下4項目を定めます。

行動計画

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることに
よって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画
を策定する。
１．計画期間

令和

年

月

日～令和

年

月

日までの

年間

２．内容
目標１：産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など

①計画期間

制度の周知や情報提供を行う。

②目標
③目標達成のための対策
④対策の実施時期

＜対策＞
●令和

年

月～

制度に関する要点をまとめたパンフレット等を作成する

●令和

年

月～

社内 LAN、掲示等による周知

認定企業になると・・・
■ ハローワーク等で重点的PRの実施

■ 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

■ 低利融資の優遇措置の対象

■ 企業ブランドイメージの向上

■ 働きやすい環境の醸成による、社員の定着率の向上

または厚生労働省のホームページを
ご確認下さい。

まずはご相談を！

宮崎労働局雇用環境・均等室
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厚労省 HP
「えるぼし」◀

※制度についての詳細は、宮崎労働局

厚労省 HP
「くるみん」◀

宮崎労働局 HP
◀

申請受付中‼

☎ 0985-38-8821

宮崎県内のくるみん認定企業一覧

※★の数は認定回数です

認定企業名

所在地

1

医療法人 和敬会 ★

西臼杵郡

2

株式会社 宮崎銀行 ★★★

3

令和3年9月末現在

認定企業名

所在地

23

医療法人社団 静雄会 ★

都城市

宮崎市

24

旭化成マイクロテクノロジ 株式会社
★★

宮崎市

医療法人 久康会 ★★

延岡市

25

日新興業 株式会社 ★

延岡市

4

国立大学法人 宮崎大学 ★

宮崎市

26

丸栄宮崎 株式会社 ★

宮崎市

5

株式会社 丸正フーズ ★★★

えびの市

27

医療法人 岡田整形外科 ★★

宮崎市

6

宮崎交通 株式会社 ★

宮崎市

28

株式会社 岡﨑組 ★

宮崎市

7

学校法人 南九州学園 ★

宮崎市

29

宮崎センコーアポロ 株式会社 ★

延岡市

8

株式会社 旭化成アビリティ ★

延岡市

30

社会福祉法人 ひまわり会 ★

日向市

9

株式会社 悠隆 ★

延岡市

31

医療法人 養気会 ★

小林市

10

社会福祉法人 宮崎福祉会 ★

宮崎市

32

えびの電子工業 株式会社 ★

えびの市

11

医療法人 如月会 ★

宮崎市

33

社会福祉法人 小林市社会福祉協議会
★

小林市

12

社会福祉法人 常陽社会福祉事業団 ★★

都城市

34

株式会社 イーテック ★

宮崎市

13

医療法人社団 高信会 ★

宮崎市

35

医療法人 育成会 ★

宮崎市

14

株式会社 ソラシドエア ★★

宮崎市

36

株式会社 ダンロップゴルフクラブ ★

都城市

15

株式会社 グローバル･クリーン ★

日向市

37

株式会社 オロ宮崎 ★

宮崎市

16

社会福祉法人 愛育福祉会 ★★

延岡市

38

南國興産 株式会社 ★

都城市

17

医療法人 建悠会 ★

延岡市

39

社会福祉法人 浄信会 ★

小林市

18

株式会社 宮崎日日新聞社 ★★

宮崎市

40

株式会社 大森淡水 ★

宮崎市

19

株式会社 フェニックスシステム研究所
★

宮崎市

41

公益財団法人 宮崎文化振興協会 ★

宮崎市

20

社会福祉法人 ときわ会 ★

小林市

42

社会福祉法人 立縫会 ★

日向市

21

有限会社 ケアプロジェクト ★★★

宮崎市

43

株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター
★

宮崎市

22

医療法人社団 栄正 ★

宮崎市

44

社会福祉法人 えびの明友会

えびの市

宮崎県内のえるぼし認定企業一覧

★

令和3年9月末現在

※★の数は認定段階です

認定企業

所在地

1

社会福祉法人 常陽社会福祉事業団
★★

都城市

2

えびの電子工業 株式会社 ★★★

えびの市

3

社会福祉法人 浄信会 ★★★

小林市

認定企業

所在地

4

株式会社 長友総研 ★★★

宮崎市

5

A’s 社会保険労務士法人 ★★

宮崎市

全国のくるみん・えるぼし認定企業は厚生労働省のHPをご確認ください。
■ 都道府県別のくるみん認定企業一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/

各都道府県
別くるみん
認定企業▶

jisedai/kijuntekigou/index.html

■ 都道府県別のえるぼし認定企業一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html
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各都道府県
別えるぼし
認定企業▶

01

医療法人和敬会 国見ケ丘病院・神楽苑

■所 在 地 ／宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方1130番地

女性の育休
取得率

残業時間

100％

0h

月平均

Point！

■代表者名／理事長 植松 昌俊

男性の育児休暇取得の実績もあり

■事業内容／医療・介護

男女ともに働きやすい職場です。

■従業員数／223名（女性163名、男性60名）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.kunimigaoka.or.jp

背景

職員が仕事と子育てを両立させることのできる職場環境を醸成するために、全職員の理解と協力を喚起し､
また、人の子も我が子の姿勢を抱ける環境の整備を図り、安心して子供を産み育てることができるようにす
るために取り組みはじめました。

取組

・午前有給休暇取得を義務教育児童生徒の病院受診時のみから高等学校就学生徒まで対象を拡大
・時間単位年次有給休暇取得可能
・子の出生時における男性の育児休業取得の推進

効果

取組当初は、職員が仕事と子育てを両立できる時間を確保するため、所定外労働を100％行わない職場を
目指しました。ノー残業でゆとりのある生活を構築させるため、業務を見直し、仕事の過重な部署の軽減
を図るため子育て委員会を立ち上げました。
現在では、午前有給休暇を取得できるようになり、子供の学校行事へ参加しやすくなり、その効果から
当法人には兄弟、夫婦、親子、親戚働いている方が多くいます。有休取得率も100％であり、資格取得の全
面サポート体制も整っており働きやすい職場となりました。

VOICE
代表者の声

従業員の声

「良い環境で良い職業が育つ」という考えの下、個人の

私自身2人の息子をもつ父親で生活するうえでは男性の
育児への介入は必要不可欠となっていると思います。当法

希望状況に応じて特殊勤務体制、資格取得支援、ノー残業

人では子どもの突然の体調不良にも有給休暇取得、子の看

を実施しており女性だけではなく、男性にとっても働きや

護休暇を取得しやすく職員間の理解もある為、子育てサ

すい職場づくりに取り組んでいます。

ポートが充実した職場です。
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02

女性の育休
取得率

株式会社 宮崎銀行

■所 在 地 ／宮崎市橘通東四丁目３番５号
■代表者名／取締役頭取

杉田

浩二

■事業内容／金融業
■従業員数／1,388名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.miyagin.co.jp

100％

Point！

育児・介護等と仕事の両立を持続可能とするため、
「状況」に合わせて
柔軟に働ける環境整備を行っています。

背景

当行は、ライフイベントや転機においても、継続して働き続けることができるよう、全ての従業員が同
じステージに立ち、能力の発揮と描くキャリアに向けてチャレンジできる環境、柔軟に働ける環境の整備
に取り組んでいます。
地域と共にある銀行として「女性の活躍」「働きがいの向上」が地域の活力となるよう、今後も認定取
得を目指していきます。

取組

・上司と人事部の双方で円滑な両立をサポートする「両立支援面談」の導入
・両立、働き方、キャリアをテーマに、ロールモデルとの交流機会を提供する「キャリア面談」の導入
・在宅勤務制度の導入

効果

当行は、2014年に女性活躍推進担当者を配置して以降「キャリア支援」「両立支援」と併せて「意識改
革」を継続して行っています。
継続して働き続けられる環境構築には、キャリア形成や両立支援における新たな制度の導入や支援以上
に、風土の醸成が必要であると認識し、女性、男性、上司それぞれに合わせた意識改革における取り組み
を行っています。
現在では、性別や世代にとらわれない両立への理解や、女性のキャリア意識向上が見られ、2020年3月
末には男性の育児休業は8割以上、女性の係長級は22％以上と年々伸長し続けています。
男女が共に「特別さ」や「違和感」を感じることなく、互いを理解し、尊重しあえる職場風土の醸成に
向けて取り組んでいきます。

VOICE
代表者の声

従業員の声
実際にライフステージに立って初めて、当行が仕事と育

ライフイベントにおけるハンディキャップを取り除き、

児を両立しやすい環境であることを実感しました。円滑な

全ての従業員が能力の発揮とチャレンジできる環境こそが

復職に向けた面談、短時間勤務等の育児支援制度の充実、

当行の目指すところです。
従業員に「働きがい」のある職場だと感じてもらえるよ

状況に合わせて柔軟に働くことのできる体制など、働き方

うそれぞれの状況にあった支援を今後も行っていきます。

を選択できる職場です。
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医療法人 久康会

■所 在 地 ／延岡市伊形町4791番地

女性の育休
取得率

年次有休休暇
取得率

月平均
残業時間

100％

99.7％

1.5ｈ

Point！

■代表者名／理事長 平田 耕太郎

事業所内保育所や学童保育所設置で

■事業内容／医療、福祉（病院、介護施設の運営）

女性が働きやすい職場づくりを推進しています。

■従業員数／306名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://kyukoukai.or.jp/

ITインフラ整備や労務管理の徹底などで育休・有給取得率を高水準
で達成している。

背景

当法人は、10年以上前から就業環境を整える取り組みをしてきました。特に女性の多い職場ですので、
先進的に子育て支援を推進してきました。家族の看護や介護など個人の状況に応じて多様で柔軟な働き方
ができるシステムを構築し、人材確保や職場定着をアップさせるためにワーク・ライフ・バランスを継続
していきます。

取組

・男性の育児休業取得の積極的促進
・学校等の休学時に3歳以上の子を養育できる児童館の設置及び運営
・ノー残業デーの設定
・育児短時間勤務制度の取得促進

効果

時間外業務の軽減や子育て支援、有給休暇、子の看護・介護休暇といった各種制度を、誰もが安心して
申請できる体制が定着し、現在では当法人の文化となっております。現在では職員の離職率は4％と全国平
均離職率を下回っています。今後もさらなる「働きやすい職場」を目指していきます。また定年後もそれ
ぞれの働き方で現場を支えてくれる職員も増加しています。
さらに育児や介護、看護等さまざまな家庭環境を抱えている場合でも長く安心して働いていただけるよ
う体制を整えていきます。併せて男性育児休業取得について見直しを図っていきます。

VOICE
従業員の声

代表者の声

子育ての為に夜勤や早出ができない場合でも、就労制限

当法人は、医療福祉の施設で、女性が多く働く職場です。

申請書を提出することで生活に合った働き方ができるので

ワークライフバランスの取組で、多くの職員の声を反映し、

大変助かっています。(30代女性)

安心して働くための保育所や児童館の設置、不規則な就業

自分が休みたいときに遠慮せずに有給を使用することが

時間を、子育て支援で時短や働ける希望時間など女性には

できることはうれしいです。有給を使うことが当たり前と

働きやすい職場となっています。職員皆が安心して「生き

いう雰囲気をつくっていただいた、おかげだと思います。

生きと」働ける環境づくりを今後も継続していきます。

(30代男性)
6
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国立大学法人 宮崎大学

■所 在 地 ／宮崎市学園木花台西1-1

女性の育休
取得率

月平均残業時間
（事務部門）

女性管理職比率
（事務系）

97.2％

12.3ｈ

24.0％

Point！

■代表者名／学長 池ノ上 克

一人ひとりのニーズを大切に、

■事業内容／学校教育

それぞれの生き方・働き方が尊重される

■従業員数／3,395名

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.miyazaki-u.ac.jp/

職場環境づくりに取り組んでいます。

事業所内保育施設

授乳室

キッズサマースクール

背景

本学は、教育・研究を軸とした業務で多様な職員が勤務しています。また、附属病院を有しており、そ
の勤務形態もさまざまです。
国立大学法人であることから、国家公務員に準じた制度の充実を実施してきましたが、実際にその制度
を利用する上で欠かせない雰囲気の醸成が不可欠であると考えたことが認定取得を目指したきっかけです｡

取組

・事業所内保育施設等の設置、運用
・子育てや介護に関するシール、バッジの配布
・専門家等による相談体制の充実
・教職員を対象としたセミナー等の実施
等

効果

教職員を対象とした育児・介護等に関する支援に取り組む室を設置しています。その一環である相談対
応に関しては、将来的な出産・育児に不安を持つ教職員や、男性からの相談も少なくなく、一人ひとりの
ニーズに寄り添った情報提供の場となっています。
また、ライフイベントにより研究時間が十分に確保できない教員・研究者を対象とした支援などニーズ
に応じた制度運用も定着しています。
今後は、育児・介護休業法の改正も受け、男性の育児休業取得をさらに促進できるよう働きかけたいと
考えています。また、2回目のくるみん認定を目指し、次世代育成行動計画の内容に基づいたさらに積極的
な取り組みを進めます。

VOICE
従業員の声

代表者の声

ライフステージの変化に柔軟に対応できる制度や環境が

家事も育児も介護も「自分事」として取り組むことが重

整っている職場です。

要です。そのためにも、働き方の見直しに伴う「自分事」

実際に産前産後休業・育児休業を利用しましたが、子の

の充実が仕事の効率化につながることを実感してほしいと

看護休暇等の制度が充実していることや安心して帰れる雰

考えています。今後も積極的な休暇取得等の促進等に取り

囲気があることで、復帰後も仕事と家庭の両立がスムーズ

組みます。

でした。
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取得率

月平均
残業時間

100％

2ｈ未満

女性の育休

株式会社 丸正フーズ

■所 在 地 ／えびの市大字大河平4633番地

Point！

■代表者名／代表取締役 石田 貴也

子育て世代を含む全ての従業員が

■事業内容／食料品製造業

その能力を十分に発揮できるように、

■従業員数／190名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://marushofoods.com/group/

働きやすい職場環境づくりを目指しています。

背景

当社では従業員の定着が課題となっていました。従業員が辞めることなく、いきいきと長く働ける職場
環境づくりに取り組む必要があり、優秀な人材の確保や定着に繋げるための重要なアピールポイントにな
り得ると考え、認定の取得に取り組みました。
また、「子育てサポート企業」として地域社会に認知してもらい、自社のイメージ向上に繋げられたら､
との思いでした。

取組

・育児短時間制度の対象を、3歳未満から小学校就業前までに延長
・配偶者の出産時に取得できる休暇制度を導入
・子の看護休暇制度を、無給から有給に変更
・有給休暇の時間単位取得制度を導入

効果

認定を取得する過程で管理職の研修や制度等の社内周知を行ったこともあって、子育て支援の意識が高
まり、認定後は「子育て中の従業員は急な休みがあるので困る」から、「みんなでサポートしよう」へ職
場の意識が変わったと感じます。また、男女を問わず子育てに関する休みが取りやすくなったとの声をよ
く聞きます。特に以前はまず見られなかった学校行事や子供の看護での休暇を取得する男性社員が徐々に
増加し、積極的に子育てに参加しています。
今後は、更に従業員の声を子育て支援の取組に反映させて、子育て支援制度を充実させたいと考えてい
ます。

VOICE
代表者の声

従業員の声

会社全体でライフワークバランスを重視した働き方を目

子育て中の先輩方が、上司や同僚の方々のサポートで活
躍されているのを見て、自分も将来の出産や育児に対して､

指しています。子育て支援もその一つで、従業員一人ひと

ポジティブな気持ちになれます。様々な子育てに関する制

りが、仕事にやりがいや充実感を見出せるように今後も引

度が充実していますので、働きやすい職場だと思います｡

き続き、子育て世代が働きやすい職場環境づくりの整備を
進めます。
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株式会社 悠隆

女性の育休
取得率

女性の管理職
比率

100％

72.7％
Point！

■所 在 地 ／延岡市中央通3丁目5番地1（延岡商工会館1階）
■代表者名／代表取締役 田中 真代
■事業内容／医療・福祉
■従業員数／362名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.yu-ryu.co.jp/

充実した両立支援で、
すべての職員が生き生きと働き続けられる
職場づくりに力を入れています！

背景

弊社は高齢者介護サービスの会社で、24時間365日の職員の勤めにより成り立つ、「人」が要の企業で
す。職員が働きやすく安心して働き続けられるよう、従来より育児休業の取得や時間外労働の削減等、仕
事と子育ての両立支援に取り組んでいました。この取り組みを社内外へ発信し、会社への信頼に繋げたい､
また優秀な人材確保や定着を図りたいと思ったことが取得のきっかけです。

取組

・育児休業、育児のための所定外労働免除等の制度の周知や取得推奨
・扶養手当制度を創設
・配偶者の出産時には有給による2日間の特別休暇が取得可能
・所定外労働削減の啓発

効果

様々な取り組みによって、より仕事と家庭を両立しやすくなったという声が聞かれるようになりました｡
直近３年間の女性職員の育児休業取得率は100％となっており、育児休業制度を利用しやすい柔らかな風土
が根付いていると思います。また、保育園に入所できない場合等の育休期間の延長や復職後の時間外労働
・深夜業の制限等の制度の活用により、職員一人ひとりが自分に合った勤務形態を選択できることで、育
児を理由に離職することなく、継続就業ができるようになっていると感じます。
女性の活躍推進については女性の管理職の登用を積極的に行っており、現在の女性管理職比率は約70％
となっています。今後も教育研修の充実に努め、多くの方にキャリアアップしながら活躍してもらいたい
と考えています。

VOICE
代表者の声

従業員の声

弊社は女性職員が約7割と多く女性が活躍している職場

復職後も安心して働き続けることができる職場だと感じ
ます。短時間勤務や時間単位で取得できる有給休暇等の制

ですので、子育て支援を充実させ、女性が安心して働き続

度が充実しているので、柔軟な働き方ができます。また、

けられる環境をつくっていくことが大切と考えます。これ

周囲の理解や制度を利用しやすい職場の温かい雰囲気にも

からも仕事と子育ての両立を支援し、すべての職員がより

感謝しています。

良い環境下で末永く働いていける職場づくりに取り組みま
す。
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社会福祉法人 宮崎福祉会

■所 在 地 ／宮崎市清水2丁目8番7号
■代表者名／理事長 長田一郎
■事業内容／保育所９園、児童養護施設、救護施設の経営
■従業員数／288名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.fukushikai.or.jp/

女性の育休
取得率

年次有給休暇
取得率

月平均
残業時間

100％

80.5％

0.3ｈ

Point！

仕事と家庭の両立を図り、
職員がいきいき働けるよう、
より良い職場環境づくりを目指しています！
子
育
て
応
援
研
修

子
ど
も
の
笑
顔
が
力
で
す
！

メンタルヘルス研修(ヨガ)

背景

当法人の職員は女性が多く、育児を仕事に活かせる職場であるため、従来より育児休業制度が整備され
ており、育児休業取得率も高く長く働ける職場です。そのため職員の仕事と家庭の両立支援について特に
意識して取り組んでいなかったのですが、認定取得によって、人材確保と両立支援のためにより働きやす
い環境づくりができるのではと考え取り組みました。

取組

・男性の育児休業取得・周知
・就学前まで所定外労働時間の免除
・年次有給休暇７０％以上の取得推進

効果

初めは人材確保・両立支援の一助になればと思い取組みましたが、意識的に色々な取り組みを進めるこ
とで職員の本音を聞く機会も増え、改善点も見えてきて、仕事と家庭を両立するための環境は格段に良く
なったと思います。また、取り組みを打ち出すことで管理職の意識も変わり、職場全体に「お互いさま」
という意識が根付き、職員一人ひとりにとって働きやすい環境が提供できていると実感しています。
しかし、この環境が万全ではないため、「まだまだ課題もあり、もっとできることがあるのではないか｣
という気持ちで、より良い職場づくりを進行中です。また、「キラキラかがやくひとみ」という基本理念
を実現するためにも、職員の声を活かし柔軟な働き方の構築にも取り組んでいきたいと考えています。
くるみん認定取得は一つの手段でしたが、その後も、このように「より良い職場環境づくり」について
考えることができる法人になったことが一番の効果であったと思います。

・配偶者出産休暇を産前産後休暇中に３日の特別有給休暇
・ノー残業デー設定（月１回第２水曜日）
・子育て応援研修(育児休業中～復帰後１年以内の職員)の実施

VOICE
従業員の声

代表者の声

『キラキラかがやくひとみ』園児や利用者が輝くために

仕事では園児や利用者に元気をもらい、充実した毎日が

は、自分自身も生き生きと輝いていることが大事。

送れるのもこの仕事の魅力です！職員の仕事とプライベー

育休・介護等の制度が充実しており、職員同士が助け合

トがそれぞれ充実した時間になるよう、職場環境づくりに

いながらお互い様の気持ちで仕事に取り組む職場環境であ

力を入れています。長く勤められるので、先々で必ず、

るため、家庭と仕事の両立ができる職場です。

「宮崎福祉会で良かった」と思える職場であると自負して
います。
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社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

■所 在 地 ／都城市南横市町4000番地

女性の育休
取得率

月平均
残業時間

100％

0.5ｈ

Point！

■代表者名／理事長 馬渡 久続

若者・女性や子育て中の職員が

■事業内容／高齢福祉・介護保険

働きやすい環境づくりに力を入れています。

■従業員数／193名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://mjfj.net/jouyou/

背景

取組

効果

社会情勢の影響により人手不足が懸念される中、優秀な人材を確保することは、当事業団においても課題とな
っていました。職員でも男性の育児参加が進み、また仕事と家庭を両立させたいと考えている女性が多く在籍し
ております。そうした中で、年休の取得促進や育児休業の取得促進など職員の仕事と家庭の両立支援には積極的
に取り組んでいました。
「くるみん」の認定取得は、子育て中の職員が働きやすい企業、ワークライフバランスを推進している企業と
いうイメージを求職者に与えることができ、当事業団の人材に対する考え方を法人内外に知っていただく大きな
手掛かりになると考えました。認定取得を対外的かつ効果的にアピールすることで、優秀な人材の確保や定着に
繋げていくことが認定を志したきっかけです。
・子が3歳になるまで「育児休業」が可能
・男性職員の配偶者出産時に、5日以内の特別休暇を付与
・育児休業給付及び社会保険料免除等制度の情報提供を行う
・非正規で勤務する労働者を正規職員に転換（過去3事業年度における女性の正規登用13名）
認定を取得したことで、職員の間で「子育て支援」の意識が高まり、より制度を利用しやすい雰囲気が高まっ
たと感じています。そのことが奏功してか、女性の育児休業取得率は100％となり、男性の育児休業取得者も増
えてきました。職員採用の際も「くるみん」認定を受けているかを確認して応募する求職者もいて、求人面での
効果も実感しております。
職場復帰をしやすくするため、育児休業給付金の申請書を職場に持参してもらうようにして、休業中でも職場
の様子がわかるようにしています。また、復帰後の職務内容や労働条件等、仕事と育児を両立できるような勤務
体制の相談も受けています。復帰してからも休業前と変わらず、家庭との両立を図りながら活き活きと自身の能
力を発揮してくれる職員も増えてきました。今後より女性の活躍促進に力を入れたいと考えています。

VOICE
従業員の声

代表者の声

３歳までの育児休業、小学校就学始期に達するまでの所
定外労働の免除制度、配偶者が出産する際の特別休暇（5日
以内）があり、制度が充実していてとても助かりました。

職員採用の応募の際、「くるみんが認定されているから
申込みました。」との声がよく聞かれるようになりました｡
離職率が低く、子育てを経験している職員が多いので、
子育てへの理解があり、制度を利用しやすい職場環境なの
だと思います。
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女性の育休
取得率

医療法人社団 高信会

■所 在 地 ／宮崎市高岡町飯田2089-1
■代表者名／理事長 辰元 信
■事業内容／医療・介護福祉
■従業員数／220名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://tatsumoto-g.com/

100％

Point！

職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境整備向上に努めています。

ぜひ一緒に医療・介護福祉分野で働いてみませんか!!

背景

当法人は誰もが個々の能力を発揮でき、 誇りとやりがいを持って働き続けられる職場づくりを目指して
います。従来より、残業の圧縮や育児休業の取得促進など労働者の仕事と家庭の両立支援には積極的に取
り組んでいます。当法人の取り組みを広く発信し、優秀な人材の確保と雇用の安定を図りたいと思ったの
が認定の取得を志したきっかけです。

取組

・有給休暇取得促進のため、リフレッシュ休暇を導入
・トライアル雇用等を積極的な実施

効果

当法人には子育て中の女性が多くおり、全員が育児休業を取得しています。両立支援の取り組みにより､
以前より仕事と家庭を両立しやすい職場になったと思います。 またくるみん認定取得後は、管理者のみな
らず全職員の中で「子育て支援」の意識が高まり、より制度を利用しすい雰囲気が醸成されたと感じてい
ます。現在は、両立支援をさらに推進するため、男性にも配偶者出産時の育児休業や休暇の取得を積極的
に働きかけています。
今後は、女性の活躍推進についても力を入れたいと考えています。人事評価制度の見直しや新任・中堅･
管理職育成のための研修の実施など、女性の管理職(チームリーダー・副主任・主任等)比率50％の目標に
向けて積極的に改革を推進していきます。

VOICE
従業員の声

代表者の声
「職員が生き生きと働いていること」「利用者・家族が
望む医療・介護を受け、満足度が向上していること」これ
が当法人の魅力であると自負しています。
職員の半数が女性ということもあり、女性職員の声が組
織に届きやすく、女性にとっても働きやすい職場であると
言えます。一人ひとりが豊かな人生を送れるよう今後も子
育て支援に取り組んでいきます。

結婚 ・出産・育児等様々なライフステージの変化があり
ますが、短時間勤務や時間単位で取得きる子の看護休暇等
の制度も充実しているのでスキルアップを目指しながら活
躍できる職場です。
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株式会社 ソラシドエア

■所 在 地 ／宮崎市大字赤江 宮崎空港内

女性の育休
取得率

月平均
残業時間

100％

10.0ｈ

Point！

■代表者名／代表取締役社長 髙橋 宏輔

どのようなライフステージにある社員でも

■事業内容／定期航空運送事業等

安心して長く働けるよう、

■従業員数／約960名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.solaseedair.jp/

背景

取組

効果

職場環境の整備に取り組んでいます。

当社では社員が安心して長く働ける職場環境を目指して環境整備に取り組んでおり、これまで残業時間
の削減や有給休暇取得促進などの取り組みを進めてきました。このような当社の取り組みを社内外へ発信
し、さらなる働き方改革の推進に向け、くるみん認定への取り組みを始めました。
・短時間勤務や時差出勤など育児関連の制度について、対象となる子の年齢上限を「小学校就学の始期｣
から「満9歳の就学年齢」に引き上げ
・積立有給休暇について、積み立ての上限を最大25日から最大50日に引き上げ、不妊治療や満9歳の就
学年齢までの子の育児事由での取得が可能
・日勤部門における「育児のための時差出勤制度」について、時間幅の拡大や短時間勤務との併用を可
とするなど、より利用しやすい制度に変更
2015年、2019年と2回のくるみん認定を取得したことで、社内外への発信だけでなく、社内の「子育て
支援」や「男性の育児参画」などに対する意識の向上につながったと感じています。もともと女性の育休
取得率が高い当社ですが、2020年度は男性の育休取得件数が前年度の約3倍になるなど、男性にも制度を
利用しやすい雰囲気づくりが進んでいます。
2回目のくるみん認定取得後も、育児関連制度の法を上回る対応など、社員のニーズに応じて積極的に制
度の見直しを進めています。今後も社員が安心して長く働ける職場環境を目指し、社員の多様化する働き
方に柔軟に対応できるよう環境整備を進めていく予定です。

VOICE
従業員の声

代表者の声

出産・育児など同じライフイベントでも、人によって家

当社では様々な世代の社員が活躍し、日々の安全運航を

庭環境や望む働き方は異なると思います。当社は社員一人

支えています。そのため、どのようなライフステージにあ

ひとりの状況に合わせて柔軟に対応してくれる環境だと感

る社員でも安心して働けるような環境整備が重要だと考え

じています。制度も充実しているので、ライフステージに

ています。今後もお客様に安全な空の旅を提供するため、

応じた働き方ができます。

社員が安心して長く働ける職場環境の整備を進めていきま
す。
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取得率

女性の管理職
比率

100％

100％

女性の育休

株式会社 グローバル・クリーン

■所 在 地 ／日向市亀崎１丁目２８番地

Point！

■代表者名／代表取締役 税田 和久

性別、年齢等に関係なく、全社員・全スタッフが

■事業内容／ビルメンテナンス業、不動産業

自分らしく働ける職場環境を整備。

■従業員数／82名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://globalclean.co.jp

結婚や育児、介護といった状況にも柔軟に対応し、長く安心して働ける
制度や協力体制をつくっています。

背景

弊社は「働きづらさを抱えている人々を地域に取り残さない」という企業の社会的責任を果たすことを
大切にしています。またこれから、社会からさらに選ばれ、必要とされる会社になるため、ダイバーシテ
ィ経営からインクルージョン(多様な人材の活躍)経営に取り組んでいこうとしたことがきっかけです。

取組

・短時間正社員制度採用
・性別関係なく育児休暇制度採用及び促進
・障がいを持つ方のキャリアアップ訓練、正社員化 ・子の長期休暇(夏休み等)におけるテレワークの推奨
・子の看護休暇、親の介護休暇は法定制限日数を超えて取得可能

効果

今や人材不足が大きな課題となっている業界が多い中、弊社では多様な人材の雇用を積極的に行ってい
る結果、女性社員の割合が多く、障がいを持つ方の雇用率は約12%となっています。他にも高齢者の方や､
外国国籍の方も所属しています。その方々がイキイキと働き活躍できる環境を整えるための工夫を積み重
ねてきました。
その結果、「子育て世代」のスタッフだけでなく、急に休みが必要になったスタッフには誰でも問題なく
休みを取ってもらいながら、お客様には迷惑をかけることなくサービスを提供できる強靭なチームワーク
を養うことが出来たと感じています。
全てのスタッフのライフ・ワークバランスを尊重し、様々な制度を効果的に活用できる「風土づくり」
をこれからも促進していきます。

VOICE
代表者の声

従業員の声

弊社は、その人が持つ無限の可能性を信じ、共に成長す

スタッフの生活スタイルや状況に合わせて業務量やシフ

る場として存在しています。

ト調整をしてもらえるので、子どもの急な体調不良による
休みや、早退、学校行事等にも必ず参加しながら、働ける

「成長」と「幸せ」を感じ、誰もが自分らしく働ける社

ので自分自身の働きやすさだけでなく、家族も喜んでくれ

会の実現を目指し、そのお役に立てる会社になることを目

ています。

指して、今後も様々な状況に合わせて進化していきます｡
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社会福祉法人 愛育福祉会

■所 在 地 ／延岡市大武町5299番地

■代表者名／理事長 髙島 透
■事業内容／児童福祉、障がい福祉、介護福祉

女性の育休
取得率

子の看護休暇
取得率

100％

100％

Point！
職員自身が充実したキャリア設計ができるよう、
職員同士が理解し合って気持ちのよい職場づくりを目指すこと

■従業員数／212名

ができるよう、

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.aiiku.in/

職員支援の整備を続けていきたいと思います。

当法人は地域ニーズに対応するための業務拡大などで年々職員数が増加し、働きやすい職場環境を整備

背景

する必要が出てきました。
なかでも、職員が安心して仕事と家庭を両立させるための支援や職員自身のキャリア設計を行う「ゆと
り」ある働き方の支援の環境を整える必要が出てきました。

取組

・出産、育児に関わる休暇取得促進や職員向け育児講座
・始業・就業時刻の繰り上げなど仕事と家庭の両立支援に関する環境整備
・自身のキャリア設計の為の年次有給休暇取得促進や若い世代の就業体験機会の提供推進
当法人は児童福祉部門、障がい福祉部門、高齢者福祉部門の施設があり、職員数も200名を超えていま
す。 人と向き合う仕事のため、心身ともに負担がかかりますが、その後押しをしてくれるのが、家族の支
えであり、職員同士の理解です。

効果

育児世代やご家族の介護を担っている職員は子の看護休暇、介護休暇、年次有給休暇をうまく組み合わ
せてご家族との時間を大切にし、そのことを職員同士が相互理解し合っているようです。「お休みいただ
きます。」「大変ね。がんばってね。」という職員同士のやり取りの様子を見るにつけ、働きやすい職場
環境づくりの大切さを感じます。
職場体験で来所する中高生が、園児や障がい者と楽しく触れ合い、福祉理解を深める姿も嬉しいことで
す。

VOICE
代表者の声

従業員の声
仕事はやりがいがあり、年を重ねるほど職場での責任も

人対人の現場において職員の確保は必須です。職員が、

増えます。一方で自身の家族のことや次の資格取得に向け

それぞれに様々な事情を抱えながらも、長く安心して働く

ての学びなども考えることも増えます。何かある時には気

ことができる職場環境を整えることが急務だと感じていま

兼ねなく上司に相談できる環境があるので、本当にありが

す。 利用者だけでなく、職員自身にも人として生きる喜

たいです。

びや向上心を抱いて欲しいと思います。
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女性の育休
取得率

株式会社 宮崎日日新聞社

■所 在 地 ／宮崎市高千穂通1丁目1－33

100％

Point！

■代表者名／代表取締役社長 河野 誠司

「職種のデパート」と言われるほど幅広い

■事業内容／日刊新聞の発行

職種がある新聞社。多様な受け皿で、

■従業員数／279名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.the-miyanichi.co.jp/

背景

柔軟な働き方の実現に力を入れています！

かつては女性社員が極めて少なく、長時間労働が当たり前の風潮があった新聞社。しかし2004年に約11
％だった女性社員の比率は徐々に増え、職場も広がりました。女性が子育てと仕事を両立できる働きやす
い職場づくりに向け、制度の整備に着手しました。さらに、女性に限らず、全ての社員が能力を発揮でき
る環境を目指し、19年までに2回、「くるみん認定」を取得しています。

取組

・子が3歳になって以降も小学校就学前まで所定外労働の制限が可能
・子が3歳になって以降も小学校就学前まで育児短時間勤務が可能
・育児休業は分割取得が可能
・通算6カ月の介護休業（有給）の取得が可能

効果

現在、女性社員の比率は17％にまで増え、支援制度の活用も進んでいます。こうした流れの中で、男性
社員の積極的な育休取得が増えてきました。2020年度には、報道部を含む3部署の4人が育休を取得。19年
度までの10年間の取得者数合計が6人だったことからしても、男性社員の育児を担う意識が社内全体に広が
り、変化していることを感じます。
また、子育てや介護との両立支援を続けてきた下地があったことで、近年の働き方改革の流れも敏感に
とらえ、制度の整備や改善に着手できたように思います。新聞発行の業務上、非常時の長時間労働や夜間
業務など、劇的な変化、改善が難しい部分もありますが、男性も女性もワーク・ライフ・バランスを取り
ながら長く働き続けられる環境づくりを今後も進めたいと考えています。

VOICE
代表者の声

従業員の声
４歳になる娘を育てながら１日６時間の育児短時間勤務

地方紙である弊社のスローガンは「読者と共感、県民と

をしています。保育園の送迎や病気の際の世話などを頼れ

共感」。県民や地域に貢献したい、という強い思いで働く

る家族が身近にいないため、時短勤務の他にも、有休が半

社員が多くいます。社員が日々いきいきと仕事をし、豊か

日単位で取得できるなどの細やかな制度の下で、柔軟な働

な心で生活していくことが、地域社会への貢献にもつなが

き方ができることがとても心強く、ありがたいです。

ると考え、今後も制度の充実や意識改革に取り組みます。
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社会福祉法人 ときわ会

■所 在 地 ／小林市堤4380番地

女性の育休
取得率

女性の管理職
比率

100％

６0％

Point！

■代表者名／理事長 坂口 和也

若者・女性・子育て世代が、

■事業内容／高齢福祉・児童福祉・公衆浴場（温泉）

学び、働き続けられる職場環境づくり

■従業員数／250名

に力を入れています。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.tokiwa-kai.or.jp

背景

当法人は、女性職員の多い職場です。殆どの職員が産休・育休を取り職場に復帰し働き続けています。
仕事と家庭の両立支援には積極的に取り組んできました。それでも両立の難しさで退職する職員も発生し
ます。育児をしながら働くことが難しいという業界のイメージを脱却し、当法人の取り組みを法人内外へ
発信し、優秀な人材を確保したいと思ったことが認定の取得を志したきっかけです。

取組

・子の看護休暇の5日を限度とし有給の休暇化
・事業として企業主導型保育園を事業所の一角に開設し、安心して働ける環境を整備
・年次有給休暇とは別に、勤務年数によるリフレッシュ休暇を新設
・若者・女性・子育て世代が学び続けられる環境づくりとして、資格取得支援制度を設置

効果

当法人には、子育て中の女性、男性が多くいます。また、女性の比率が75％を超える職場でもあります｡
上記取り組みにより、今までは有給休暇を利用して子供の育児、看護の為休んでいた職員が、有給の看護
休暇を利用して休暇を取るようになりました（昨年度については11名で35日間取得実績有）。
その中には男性も含まれています。以前より子供の看護休暇を取得する職員は大幅に増えていると実感
します。法人の管理職のみならず一般職員の中でも『子育て支援』の意識が醸成してきていると感じます｡
今後も女性の活躍推進に力をいれ、スキルアップ研修の充実を図り、管理職育成にも取り組んでいきた
いと考えています。

VOICE
代表者の声

従業員の声

『働きやすい職場環境』と『人材育成』が大きな柱にな

子どもの看護休暇も一部有給になり、休暇を取得しやす

っています。出産する職員は『1年間はしっかり育児をし

くなりました。一番は休憩中に、子どもの保育園での様子

て、また元気に職場に戻ってほしい』という考えの基、法

を見に行ける環境を作っていただいているという事です。

人全体で協力体制を確立していきたいと考えています。復

資格取得の支援もあり、スキルアップを目指しながら活躍

帰後は、当法人内に設立した保育園を活用してもらい安心

できる職場です。

して働き続けられるようにしていけたらと思います。
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有限会社 ケアプロジェクト

女性の育休
取得率

男性の育休
取得率

100％

100％

Point！

■所 在 地 ／宮崎市学園木花台北3-8294-43

全職員が安心して働け、

■代表者名／代表取締役社長 吉野 雅統
■事業内容／福祉事業運営

心の豊かさを守れる環境づくり

■従業員数／64名

を大切にしております。

背景

「女性職員が管理職として長く安心して勤められる」、「男性職員が育児休業を取りやすい」ような組織
となるため、個々の生活を尊重でき、能力を最大限引き出せるように取り組もうと考えました。家庭と仕
事の両立ができるように職員が心も身体も豊かにサービスを提供できるように支援できる企業を目指し､そ
んな組織があるのだと周囲に知ってもらうために認定を目指しました。

取組

・男女の平均継続勤務年数を8年以上にする
・男女育児休業取得者100％とする
・所定外労働削減対策の随時更新

・労働者の有給休暇の年間取得日数を6日以上とする
・短時間正社員制度の導入
・女性管理職者を40％以上とする

効果

弊社は、子育て世代の職員が多く、職員比率は女性が70％となっております。取り組みの結果、仕事と
家庭の両立に対し、個人のライフワークに合わせられるようになってきているとの声が聞かれています。
急な休みやお子様の体調に合わせて、休みを取りやすい環境構築が徐々に確立しています。休みづらい環
境ではなく、全体でフォローし合い、助け合える職場になっています。結果として、女性管理職は67％と
高い水準で推移しており、家庭も充実させ、仕事でのキャリアアップも行えるようになっています｡
今後は、職員が選択できる仕事環境にフォーカスをあて、個々人が心豊かに人生を送れ、高齢者の方々
の生活の再構築に貢献できるようなサービス提供ができるように改革を継続して行っていこうと考えてお
ります。

VOICE
代表者の声

従業員の声

良いサービス提供は、職員の心と身体の健康とゆとりだ

共働きの中で、妻にばかり負担をかけず、育児を共に支
え・共有できる環境を作ってくださった職場に感謝してい

と考えています。ご高齢の方々への支援をするうえで“癒

ます。忙しい中でもライフスタイルに合わせてもらってい

す”ということは、相手を思いやれるかだと考えているた

ます。

め、今後も業務改善を続け、職員もご利用者様も幸せにで
きるような企業でありたいと考えています。

男女関係なく、仕事と生活を考えてもらっていると心か
ら感じられています。
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医療法人社団栄正 慈英病院

■所 在 地 ／宮崎市中西町160番地

女性の育休
取得率

女性の管理職
比率

100％

72％

Point！

■代表者名／理事長 前田 正存

子育て世代や看護学生をはじめ、

■事業内容／病院

全ての職員が仕事とプライベートを充実できる

■従業員数／135名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.jiei.jp

職場環境を目指します！

背景

当院は設立当初より、全職種職員の有休取得促進に努めてきましたが、男性看護師の育児休業の取得を
きっかけに、このような当院の仕事と家庭の両立支援の様子を内外に発信し、優秀な人材の確保と雇用の
安定を図りたいと思ったのが認定の取得を志したきっかけです。

取組

・入職2週間後からの有休取得が可能
・子育て中の遅刻・早退などに対応できるよう時間単位での有休取得が可能
・男性の育児休業を取得しやすい職場環境の整備、 更なる取得の促進

効果

当院では、常時2～3名の育児休業中の職員が在籍するなど、非常に子育てしやすい環境となりました。
女性の育児休業だけでなく、今後は男性の育児休業を継続的に多くの者が取得できるよう積極的に支援を
していきます。
また、子育て中には急な保育園への呼び出しが多くなりますが、時間単位の有休取得が可能となり、本
人にとっては、有休残を気にする必要がなくなり、周りの職員も、半休ではなく時間での不在となるため
業務負担が少なくなりました。

VOICE
従業員の声

代表者の声

日々病と闘っている患者さんのケアはとても大変です。

「思いやりといたわりの心」にて医療を提供しておりま

育児中の職員が子どもの急病などで休むことで日々の業務

すが、それには病院職員自身が共に信頼し協力できる人間

負担が増え、心苦しいこともありました。しかし、自分達

関係の構築が必要となります。そのため、職員が満足し、

が次を支援していくことで、働きやすい職場が受け継がれ､

働きやすい職場であるよう今後も様々な支援に取り組んで

職員の幸せも膨らんでいくと思います。私達は、この職場

まいります。

環境を必ず次に繋いでいきたいと思っています。
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旭化成マイクロテクノロジ 株式会社

■所 在 地 ／宮崎市橘通東5丁目3番10号

年次有給休暇

女性の育休
取得率

取得率(3年平均)

100％

75％

Point！

■代表者名／代表取締役社長 富岡 幸治

やりがいと成長を実感する環境、

■事業内容／半導体製品の設計開発

ワークライフバランスのとれた暮らし、

■従業員数／104名

自分らしく輝ける会社を目指します。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.asahi-kasei.co.jp/akmk/

背景

仕事と家庭の両立により、従業員の心身の健康をはじめとする生活の質向上、多様な人財がいきいきと
働き続けられる環境が実現できると考えています。
また、当時は宮崎県内でくるみん認定を取得している企業も少なかったため、仕事と家庭を両立できる
会社として地域社会をリードする役割を果たしていきたいという思いがあり、取り組みを始めました。

取組

・仕事と家庭（育児／介護）の両立支援に関する資料の周知
・育児休業Ｑ＆Ａ、男性育休取得者の体験談周知
・ワークライフバランスに関する意見交換会の実施
・職場見学会の実施

効果

家族に職場や業務風景を見学してもらい、従業員の方々がどのような仕事をしていて、どのような形で
世の中に貢献をしているのか理解してもらいました。この取り組みを通して家族の理解が深まり、繁忙な
時期が続いたときでも家族の支えが得られるようになったと喜びの声をいただきました。
また、男性社員の育児休業取得者や育児短時間勤務利用者からは、「配偶者の負担の大きさがわかり感
謝とともに今まで以上に子育てに積極的に参加するようになった、子供との生活を楽しめリフレッシュで
きた、子供の成長を感じられた、仕事への意欲が高まった、配偶者から感謝された、育児のため仕事のこ
とを気にせず休業を取得できてよかった」等の声がありました。

VOICE
従業員の声

代表者の声

育児短時間勤務で働く社員も多く、出産後も仕事に復帰

私たちは時代に先駆けて働き方改革に取り組み、フレッ

しやすい会社です。若い社員が多いためか、社内全体で子

クスや裁量労働制を導入してきました。男女問わず多くの

育てを応援しようという雰囲気を感じます。仕事の納期と

社員が年休や育休、育短を利用して仕事と子育てを両立さ

配偶者の出産が重なる状況であっても、メンバーの協力に

せています。先の読めない時代でも、変化を楽しみ、進化

より予定通り育児休業が取得できました。

へとつなげていける会社であり続けたいと考えています。
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年次有給休暇
取得率

日新興業 株式会社

■所 在 地 ／延岡市本小路74 日新盛徳会館内

60％
Point！

■代表者名／代表取締役社長 河野 孝夫

育児休暇はもとより、

■事業内容／建設業

子の看護休暇や学校行事参加に伴う特別休暇、

■従業員数／131名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.nissinkohgyo.co.jp

背景

取組

効果

介護休暇の取得推進を図っています！

企業努力及び企業の取組として、女性社員のみならず、男性も子育てに積極的に参加できる企業を目指
すとともに、他の会社との差別化を図り求人増加や人材流失防止に繋がればとの観点から取り組み始めま
した。

・女性の管理職育成のため、研修会や勉強会等の積極的な参加を推進
・子の看護休暇や介護休暇、学校行事出席の為の特別休暇の積極的な取得を促進
・時間外労働削減のため、毎週水曜日をノー残業デーとし余暇の有効活用を推進
くるみん認定後は、若年者の求人が増加し離職率も減少しています。また、休暇や時間外に関する労働
者の意識が変化し、「時間外労働は美徳ではない」、「特別休暇や有給休暇を有効に使うことができる社
員は仕事に関しても効率が良い」という暗黙の認識が浸透し、時間外減少と、積極的な休暇の取得を促進
しています。毎週水曜日をノー残業デーとすることで趣味や運動、家族との時間の共有ができ心身のリフ
レッシュに繋がっています。
時間外減少については、時間外減少が収入の減少とならないように、固定給のベースアップを同時に実
施したことにより、従業員も抵抗なく受け入れることができ、他の従業員への時間外に関する目配り気配
りが図られ、従業員間の協力体制も向上しました。
今後も、女性活躍や子育てのサポートを重要視し、積極的な女性の管理職登用、子育てにおける特別休
暇取得を推進していきます。

VOICE
代表者の声

従業員の声

我社は創業７５周年を迎えました。宮崎県内の建設業で

建設業のイメージとしては、キツイ・キタナイ・時間外

初めてのくるみん取得のように常に最先端の技術や考え方

が多い・休みがないと思われる方も多いと思いますが、我

を取り入れている会社です。技術においても現場の技術者

社は休暇制度が充実しており、時間外も厳しく管理されて

は、それぞれがタブレットを携帯し、ＩＴ技術を活用した

いるため、他業種に比べても、働きやすい職場環境づくり

現場管理、ドローンを活用した３次元測量等、デジタルト

が整っているとともに、ハラスメント防止に関しても徹底

ランスフォーメーションを実施することにより危険な作業

した教育が実施されています。

の排除、労働時間の飛躍的な減少を取り入れています。
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女性の育休
取得率

丸栄宮崎 株式会社

100％

■所 在 地 ／宮崎市佐土原町東上那珂11956番地1

Point！

■代表者名／代表取締役 高木 謙次

仕事と家庭の両立ができ、

■事業内容／自動車部品製造業

社員とその家族が笑顔で過ごせる企業

■従業員数／268名

を目指しています。

背景

当社では、仕事と子育てを両立することができ、社員全員が働きやすい職場環境づくりを目指していま
す。以前より子の看護休暇、育児短時間勤務制度、時間外労働の削減推進など取り組んでいましたが、社
員に正しく周知されていない現状がありました。社員にも自社の取組みを再認識してもらいモチベーショ
ン向上に繋がればと思い認定取得に取り組みました。

取組

・子の看護休暇制度、育児短時間勤務制度の状況の周知
・妊娠中の女性社員の母性健康管理についての制度の周知
・育児短時間勤務制度の対象者を、法定の3歳から小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大
・配偶者出産時の特別休暇制度を設置

効果

以前から、子の看護休暇という制度はありましたが、利用のほとんどが女性社員でした。「子育て＝女
性」というイメージから、「子育てに男性は不可欠」という意識へ変化してきており、今では男性社員の
利用も増えてきています。
また、「妊娠中に身体の負担がかからないよう業務内容を調整してもらったり、体調不良で休んだ時に
フォローしてもらったりと、上司や同僚のおかけで妊娠中も安心して働くことができた」という声を聞く
事もできました。
結婚・出産・育児・介護など社員のライフステージに合わせて、社員やその家族を支えることができる
ように、これからも積極的に従業員の声を聞いて職場環境改善につなげていきます。

VOICE
従業員の声

代表者の声

現在、看護休暇・育児短時間勤務制度を利用しています｡

社員が仕事と子育てを両立させ、働きやすい環境をつく

子どもが小さい為、突然の病気やケガでやむを得ずお休み

ることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮でき

を頂いたり早退することが多いですが、周囲の理解や協力

ると考えております。性別を問わず全ての社員が働きやす

もあり、自分の仕事にやりがいをもって働くことができる

い職場で、豊かな人生を送れるように今後も子育て支援に

子育てのしやすい職場です。

取り組んでいきます。
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株式会社 岡﨑組

■所 在 地 ／宮崎市大字恒久1800番地1

女性の育休
取得率

年次有給休暇
取得率

100％

100％

Point！

■代表者名／代表取締役 岡﨑 勝信
■事業内容／建設業

“生産性向上”を目標とすることで、
働きやすい職場環境づくりを実現しています！！

■従業員数／73名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://okazakigumi-gr.jp/

背景

建設業は3Kと言われており、それにより若者の建設業離れと就業者の高齢化が進んでおります。そこで
弊社は、建設業でも働きやすく、クリーンなイメージづくりが必要だと考え、国の指標に適した会社だと
いう認知してもらうために、くるみん認定を取得することによって、求職者にアピールしていこうと考え
ました。

取組

・子の看護休暇10日付与（有給）
・男性職員の育児休業利用の促進（対象男性社員5名中4名取得

効果

R2年度）

残業時間の短縮・有給取得率の向上・男性の育児休業取得率の向上・求職者の反応等色々な面で大きく
変化しました。取り組み当初は、今までの仕事の管理や、やり方を大きく変えなければならず、職場環境
の改善がうまく進みませんでした。しかし、くるみん認定取得を目標に掲げ、職場環境を改善を行ってい
くうちに、会社全体が働きやすい職場づくりに協力してくれるようになってくれました。
今では、有給取得率も70％、殆どの男性職員の育児休業取得もしており、諦めず職場環境改善に取り組
んでてよかったなと思っております。

VOICE
従業員の声

代表者の声

3人目の育児休暇を取得しましたが、会社からは当たり

「生産性向上」を重視しています。生産性を向上させる

前に取るでしょうという雰囲気がある会社です。また、復

ことで、残業が少なく、休みがとりやすい、働きやすい職

帰した後も送り迎え等の勤務時間変更を柔軟に対応してく

場が実現できると考えています。そのために業務改善活動

れるので、子育てがしやすいなと感じます。

やIT投資を進めており、社内のペーパーレス化やリモート
ワーク可能な環境を整備しました。
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社会福祉法人 ひまわり会

■所 在 地 ／日向市大字富高546番地1

離職率
(R2年度)

72.4％

8.6％

Point！

■代表者名／理事長 森迫 建博
■事業内容／高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉
■従業員数／329名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.himawarikai.or.jp

背景

年次有給休暇
取得率(R2年度)

育児や介護に忙しい人や自分の時間を大切にし
たい人が安心して長く勤められる…
そんな働きやすい職場をめざしています！

ひまわり会では、より良い人材を獲得するための求職者向けのアピールとして、なんらかの認証制度を活用し
ようと考えていました。様々な認証制度のあるなかで、「くるみん認定」の申請条件が思ったより取得のハード
ルは低いのではないかと感じました。なぜなら、本会では「子の看護休暇」の導入時から対象者・期間・柔軟性
など法定よりも手厚い制度設計などを行ってきたからです。本会の目指す方向性を、求職者のみならず､在職者と
共有する点でもこの認定取得が有用だと判断しました。

取組

・配偶者の出産を控えた男性職員を対象に、特別有給休暇などの説明を実施
・時間外労働の削減の取組
・年次有給休暇の取得率アップの取組
・ノー残業デーの実施

効果

以前から、「子の看護休暇」の充実（有給、お子さん一人目から１０日付与、小学校３年生まで、時間単位で
の取得も可）をはかったり、配偶者の出産時に特別有給休暇（７日間）を付与するなど、積極的な子育て支援を
行っておりましたが、「くるみん認定」を取得したことにより、組織として「子育てを応援する」といった風土
が醸成されつつあるように感じます。現在では、育児休業はもちろんのこと、育児短時間勤務や所定外労働の免
除などを申請する職員も多くなってきました。
職員の定着度の指標である法人全体の離職率は8.6％(2020年度)で、全産業平均の15.6％、医療福祉業平均の
14.4％(2019年厚労省データ)よりも低くなっています。また、有給休暇の取得率は72.4％(2020年度)で、全産
業平均の56.3％、医療福祉業平均の53.4％(2020年厚労省データ)よりも高くなっています。
本会の理念にある「健康・安全で、互いの人格・多様性を尊重しながら生き生きと働ける職場を作る」ことを
目指しています。

VOICE
従業員の声

代表者の声

子どもの病気で急にお休みをいただかなくてはいけなく

妊娠中や子育て中の職員に対して、育児経験者を含めた

なっても、「子の看護休暇」を利用して、安心して看病が

周りの職員が気持ちよくサポートしてくれています。また､

行えます。子の看護休暇は小学校３年生まで、時間単位取

女性の多い職場ではありますが、男性職員の育児休業取得

得可能、一人目から１０日付与、しかも有給なのでとって

促進にも取り組んでまいります。

も安心です。子育てを応援してもらっていると実感できる

子育てのみならず、人が元気に働くことを支援する組織

職場です。

を目指します。
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医療法人養気会 池井病院

■所 在 地 ／小林市真方87

女性の育休
取得率

男性の育休
取得率

100％

100％

Point！

■代表者名／理事長 池井 義彦

当院は子育て応援団！

■事業内容／医療業

院内保育園を開設し、復職後も教育担当者の配置や

■従業員数／280名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://yokikai.or.jp/

ママパパ会の開催で全力サポート！

背景

当院では、人材確保のために各種就職説明会に積極的に参加してきましたが、各種認定の取得を目指し
つつ職場環境改善を進めることが求人活動においていかに重要かを実感していました。
様々な認定がある中、現在子育て中、若しくは今後子育てを迎える職員が年々増えてきていることから､
子育てサポートへの取り組みは最重要事項と考え、認定取得を目指すに至りました。

取組

・システム導入による時間外労働の削減
・全職員に向けて諸制度の周知の徹底
・男性職員の育児休業利用促進のため、有給による7日の育児休業の付与

効果

認定取得に向け、まずはワークライフバランスの推進を意識して電子カルテシステムを導入し業務の効
率化を図りました。併せて、子育て対象職員が諸制度を利用しやすいよう、全職員に向け諸制度の概要の
周知を図りました。認定取得に向けた取組の中で特にハードルが高かったのが、男性の育児休業の取得で
した。前例がない中で対象職員に積極的に働きかけ、また所属部署に勤務面での協力をもらいながら大き
な一歩を踏み出すきっかけになりました。
また更に子育て支援を推進するために、本年4月に院内保育園を開設しました。仕事にも子育てにも安心
して取り組める環境・雰囲気の醸成に向けて大きな役割を果たしてくれると考えています。

等

VOICE
代表者の声

従業員の声

今後も職員の子育てサポートをさらに浸透させるととも

子育て中の職員がとても多く、それぞれの家庭の状況を
気遣う環境があると思います。育児休業からの復帰時には､

に、職員一人ひとりが活躍できるよりよい職場環境の整備

教育担当者を配置するなど復職後の不安の解消やワークラ

を推進し、当院の理念であります『気を養う(心のケア)』

イフバランスに向けて積極的に取り組んでいる職場です。

医療の提供に職員一同努めてまいりたいと思います。
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えびの電子工業 株式会社

■所 在 地 ／えびの市大字上江670番地

女性の育休
取得率

男性の育休
取得率

100％

66.7％

Point！

～地元で 家族と 自分らしく暮らす～

■代表者名／代表取締役 津曲 慎哉
■事業内容／電子部品製造、システム開発

「育児休業取得率 男女W100％」

■従業員数／669名

を目指して取り組んでいます！

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.ebinodensi.co.jp/

背景

創業当初より『助け合いの職場づくり』として取り組みを行っており、子育てや介護に優しい職場です。
「自社の良い所を再認識して、社内の意識も向上できる、より良い職場づくりの一環」として、子育てサ
ポート企業認定である「くるみん認定」を取得しました。今では「誰でもいつでも気兼ねなく休める」良
い体制があり、わが社の自慢の一つになっています。

取組

・助け合いによる休みやすい職場づくり
・有給の取得推奨：全社員の取得率は78.1％（2020年度実績）
・男性の育休推奨：女性100％、男性66.7%（2020年度実績）
・支援制度の充実：介護休暇と育児短時間勤務

効果

多能工化や近隣工場との助け合いによって、「引っ越しなし」の応援体制を実現しており、個人や家庭
の事情、そして生産変動に関係なく、誰もがいつでも気兼ねなく休めています。
自身や家族が病気の場合には、早期に有給を取得して「平日に病院を受診する」事や、元気な時に残っ
た有休で趣味や家族イベントを楽しむ事を推奨しており、とても好評です。
「社長も育休経験者」として会社を挙げて推奨中です。徐々に男性取得者も増えています。
要介護でなくても子どもにも介護休暇が使える、育児の短時間勤務は3歳未満から就学前までが可能など､
仕事と家庭の両立支援制度の利用に合わせて、助け合いへの理解と協力が進んでいます。

VOICE
代表者の声

従業員の声

少子高齢化で人集めが大変な中、従業員からの口コミに

1人目の子が2歳の時に、先に働いていた母の紹介で入社
しました。入社してから育休を3回取得してます。

よる「ママ友のパート入社」や、子どもが大きくなり「パ

今の会社で仕事と育児の両立で困った事はありません。同

ートから正社員」になる方が増えていて助かっています。

年代の働くママが多く話しやすい仲間も多いですし、親子

今後は男性の育休100％も目指しながら、子育て環境の向

で働けているのも有難いですね。

上に努めます。また「親の介護」にも同様に取り組んでい
きます。
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社会福祉法人 小林市社会福祉協議会

■所 在 地 ／小林市細野367番地1

女性の育休
取得率

女性の管理職
(課長級)比率

100％

33％

Point！

■代表者名／会長 𠮷丸 政志

すべての職員が、

■事業内容／社会福祉事業

仕事と生活の調和をさせることで

■従業員数／144名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://kobayashi-syakyo.jimdofree.com/

好循環を生み出す職場環境を目指しています！

背景

当法人は女性の多い職場であり、育児と仕事の両立に取り組んでいたところですが、働く職員への周知
や理解が進んでいませんでした。今回、一般事業主行動計画を定め、認定取得を目指すことにより、役職
員全員に育児と仕事の両立についての周知・理解や関係規程の整備ができ、また多くの方に当法人の良い
点を発信できるのではないかと考えたのが目指した理由です。

取組

・ノー残業デーの導入（各部署で設定）
・リフレッシュ休暇の推進（年次有給休暇連続５日間取得の促進）
・小学校入学前の子を持つ職員の短時間勤務制度及び所定外労働の免除制度を導入

効果

今回のくるみんの認定企業として認定されたことは、働きやすい職場環境づくりへの取り組みがひとつ
の形になったものと考えています。以前は、子の看護休暇制度などの制度自体を知らなかったという職員
も、規程の整備や職員への周知・理解が促進され、今では休暇の取得に対して躊躇することもなくなった
ように感じます。今後もすべての職員がお互いの立場を理解し認め合い、育児や介護などだけではなく、
誰もがワークライフバランスの充実が図れるような職場環境づくりを進めていきたいと思います。
また、今回の認定によりいただいた「くるみんマーク」をホームページや施設案内パンフレットに活用
し、育児両立支援に積極的に取り組んでいることをＰＲしていきたいと思います。

VOICE
代表者の声

従業員の声
休暇制度など充実しており、仕事と生活のバランスがと

「地域福祉の推進」を目的としている当法人ですが、福

りやすい職場だと思います。特に、年次有給休暇は、周り

祉の仕事を行う上では、働く職員がまずは働きやすい環境

のみんなが取得し、声掛けまでしてくれます。また、特別

を整備することが重要と考えています。職員の多くが女性

なことがない限り終業時間には帰ることができ、充実した

であり、さまざまな意見を聞きながら職員が安心して幸せ

生活を送ることができています。

な人生を送れるように今後も取り組んでいきます。
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株式会社 イーテック

女性の育休
取得率

年次有給休暇
取得率

100％

75.8％

Point！

■所 在 地 ／宮崎市佐土原町東上那珂11954番地3

■代表者名／代表取締役 津曲 慎哉

～全員参加で豊かさを創造する～

■事業内容／工業クリーニング、電子部品の製造

子育てと仕事の両立に、

■従業員数／39名

「助け合い」で取り組んでいます。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.m-etec.co.jp/

背景

取組

効果

より良い職場づくりの一環として、先に認定を受けた「ユースエール」がきっかけとなり、子育てサポ
ート企業認定である「くるみん」の認定取得を目指しました。イーテックは通常の製造業のイメージと異
なり、従業員の69%が女性です。子育て世代のお母さんやお父さんも多い事から、より働きやすくて休み
やすい職場環境づくりに取り組みました。

・助け合いによる休みやすい職場づくり
・有休の取得推奨：全社員の取得率は75.8％（2020年度）
・男性の育休推奨：社長が育休を取得
・支援制度の充実：子の看護休暇、介護休暇、育児短時間勤務
生産の変動や個人の病気、家庭の事情などがあっても、部署内や他部署とも応援を行って、助け合い
による休み合いを行えています。
家族の病気でも、すぐ有給を取得して平日の病院受診を推奨しています。また、残った有休で元気に
趣味や家族イベントを楽しむ事も推奨していて、とても好評です。
社長が取得して取りやすい雰囲気になっており、男性の取得者が続く事を期待しています。
子の看護休暇は小学校１～3年生の子にも3日間を付与、介護休暇は要介護でなくても子どもの介護にも
使える、育児の短時間勤務は3歳未満から就学前まで可能など、仕事と家庭の両立支援制度の利用に合
わせて、助け合いへの理解と協力が進んでいます。

VOICE
代表者の声

従業員の声
驚くくらいに子育てに理解があり、会社にも子どもを守

少子高齢化で人集めが大変ですが、パートさんの子ども

っていただいている感が強いです。先輩方も子育て経験者

が大きくなり「パートから正社員」になる方が増えていて

ばかりで、一緒に心配やアドバイスをしていただける事が

とても助かっています。今後も仕事と家庭の両立を目指し

心強いですね。何事にも親身になって相談を受けていただ

て、「男性の育休100％」や「親の介護」への取り組みを

ける事で、安心して働けます。

更に進めながら、職場環境の向上に努めて参ります。
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女性の育休
取得率

医療法人育成会 矯正・小児ひまわり歯科

■所 在 地 ／宮崎市大塚台東1丁目32-9
■代表者名／理事長 柿崎 陽介
■事業内容／医療福祉
■従業員数／55名

100％

Point！

女性・子育て世代など全てのスタッフが
やりがいを持って働ける職場を目指しています。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.himawari-d.com

背景

当院は小児歯科を標榜しています。小児歯科は、子育てを支援して子どもの健康を守る仕事であること､
また子育て中のスタッフも多いので、貴重な戦力である彼女たちが出産を機に離職することなく、子育て
をしながらでも働きやすいシステムを構築していきたいと思ったのがきっかけです。

取組

・短時間勤務制度の対象者を中学校就学前までの子を養育する職員まで拡大
・ノー残業デーの実施
・子の看護休暇の法定以上の整備（有給化・中抜け可能、高校生までの子が対象）

効果

育児休暇中のスタッフからは、安心して復帰ができるとの声を聞きます。短時間勤務制度や子どもの看
護休暇があり、子育て中のスタッフは、子どもに寄り添う働き方を選択できるようになりました。隣地に
保育園(企業主導型保育施設）を設置して送り迎えの負担も軽減しました。これから結婚・出産を考えてい
るスタッフにとっても自分の将来を描きやすい、長く働ける職場になったと思います。
また子育てが終わると、次は親の介護が始まるスタッフもいます。長年の勤務で培ってきたノウハウを
十分に発揮してもらえるよう介護休暇も整備して、できるだけ長く働ける職場環境を整備しています。

VOICE
代表者の声

従業員の声

歯科は仕事の専門性も高く、技術の習得には時間もかか

育児休業前は仕事と子育てを両立できるか不安でしたが､

ります。職場環境を整備することで専門性の高い技術を持

子育てをしながらでも安心して働くことができて助かって

ったスタッフが出産や子育てで離職することが少なくなり､

います。こんなに手厚く子育ての支援をしてくれるところ

患者さんからの信頼度も上がりました。

はなかなかないと思うので、こういった取り組みをしてく

これからもスタッフの人生に寄り添える職場となるよう

ださって感謝しています！

努力いたします。
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株式会社 ダンロップゴルフクラブ

■所 在 地 ／都城市都北町3番

女性の育休
取得率

男性の育休
取得率

100％

50％

Point！

■代表者名／代表取締役 友定 学

ワークライフバランスを推進し、

■事業内容／ゴルフクラブ製造

従業員一人ひとりが尊重される、

■従業員数／201名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.srigroup.co.jp/

背景

取組

効果

働きやすい職場環境づくりに努めています！

弊社は、従業員の内、女性の割合が約40%を占めており、男女の隔たり無く、活躍できる職場環境です｡
また、大多数の従業員が都城市近隣の出身者であることから、地域に根付いた企業でもあります。
一人でも多くの従業員に働き甲斐をもって、長年に渡り、ご活躍頂きたいという思いから「くるみん認
定」取得を目指しました。

・子が小学校に入学するまで所定労働時間の短縮が可能
・人事担当が一人ひとり、休業～復帰までを一貫してサポート

2015年から規程類の整備や周知に取り組みました。それらの取り組みにより、女性の育児休業取得率は
高い水準で推移してきました。
今後は、女性の育児休業取得を促進するとともに、男性が育児休業を取得しやすい環境づくりにも取り
組んでいきます。
「くるみん認定」を取得したことで、「子育て支援」や、「仕事と家庭の両立」という観点に対して、
従業員のより一層の意識の高まりを感じています。
今後も、一人でも多くの方に弊社で働きたい、働いていて良かったと思えるような職場づくりを進める
とともに、女性の活躍推進にも積極的に力を入れていきたいと考えています。

VOICE
代表者の声

従業員の声

「くるみん認定」取得により、「働き方」に対する従業

育児休業期間を柔軟に対応頂いたり、近隣企業が運営し

員の意識の変化が見て取れます。

ている企業主導型保育施設の提案を頂いたりと、多くの面

今後も引き続き、「ワークライフバランス」を積極的に

でサポートをして頂いています。勤務時間についても柔軟

推進し、従業員一人ひとりが尊重される働きやすい職場環

に対応頂き、子育て世代には特に働きやすい環境が整って

境づくりを進めてまいります。

います。
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株式会社 オロ宮崎

■所 在 地 ／宮崎市橘通西2-4-20

女性の育休
取得率

年次有給休暇
取得率

100％

86.4％

Point！

■代表者名／代表取締役社長 角 昌祐

子育て世代が中心の職場なので、

■事業内容／情報サービス業

男女が協力して子育てできる環境づくり

■従業員数／80名

に力を入れています。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.oro-miyazaki.com/

背景

平均年齢が33歳と子育て世代が中心です。設立時より、子の看護休暇から育児短時間勤務、所定外労働
の制限に至るまで、対象を「小学校３年生までの子を養育されている方」に拡大して規定するなど、子育
てしながらも働きやすい職場作りに取り組んできました。さらに産休・育休の取りやすい、復帰しやすい
環境にするために、くるみんの認定取得を目指すこととなりました。

取組

・子の看護休暇や育児短時間勤務、時間外労働・所定外労働の制限の対象を小学校３年生までの子を養
育する方にまで拡充
・子の看護休暇は、時間単位（中抜けあり）で取得可能
・勤怠管理システムに、残業時間超過時に自動メール通知する機能を追加

効果

今回、制度や取組みの周知に力を入れたことで、育児に関する制度について従業員の認知度が高まった
と思っております。実際に認定後も、産休・育休を取られる方も増えており、仕事と育児の両立ができる
職場づくりに向けた取り組みを進められていると感じております。
くるみん認定を受けられたことと同時に、従業員の方々に子育てしやすい環境であることを再認識して
もらえ、制度を利用する従業員が増えていることを大変嬉しく思います。
ただ、従業員が働きやすい環境づくりを会社として取り組む中の通過点としての認定だと思っており、
引き続き、子育て世代に限らず全従業員に寄り添った環境づくりを会社として取り組んでいきたいと考え
ております。

VOICE
代表者の声

従業員の声

認定を受けたことは嬉しかったです。ただ、まだまだ課

育児短時間勤務、時差出社、1時間単位の有給休暇、子

題はあると感じております。

の看護休暇等、仕事と育児が両立できる制度が充実してお

今後は、男性の育児休業制度についてみなさんに理解し

り、子育て世代に優しい職場です。制度だけでなく上司や

てもらう取り組みや、一人ひとりの状況に合わせた働き方

同僚の理解もあり、子どもの体調不良で急なお休みの場合

の提供、若い世代にも長く働きやすい制度整備など、引き

でも快くサポートしていただいています。

続き職場環境の改善に取り組んでいきます。
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南國興産 株式会社

■所 在 地 ／都城市高城町有水1941

女性の育休
取得率

月平均
残業時間

100％

10ｈ

Point！

■代表者名／代表取締役 弓削 昭男

子育て世代・女性等、

■事業内容／飼料・肥料製造業

すべての従業員が働きやすい職場環境づくりに
力を入れています。

■従業員数／245名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://www.nangokunet.co.jp

背景

弊社は、従来より女性従業員の育児休業取得率は100％でしたが、男性従業員の取得者はいませんでし
た。そこで、全ての従業員に働きやすい職場環境を提供し、従業員の能力を十分に発揮してもらうために
「仕事と家庭の両立」の実現、従業員の定着、優秀な人材の獲得を目指したことがくるみん認定取得に取
り組むきっかけです。

取組

・短時間勤務や子の看護休暇制度の情報提供
・年次有給休暇の取得促進
・男性の育児休業に関する制度、社会保険料免除の制度の情報提供
・全従業員の残業時間の削減

効果

くるみん認定の取得を目指し、取り組みを行ったことにより、従業員の中で子育て支援への意識が高ま
り、同じ部署の管理者や同僚の協力のもと女性従業員のみならず男性従業員の育児休業取得者が増加しま
した。より一層子育て支援制度の取り組みの理解を深めるために、管理者に向けて研修を実施した効果も
あり、当制度の積極的利用につながっていく過程と感じています。その結果、男性従業員の育児による短
時間勤務制度の利用が1名、有給休暇については全従業員平均で年間10日以上の取得実績となりました。
一方、残業時間を削減するために、部署の管理者と状況を共有し、削減の対策を話し合い、実行に移すこ
とで月平均残業時間が減少（平均で10時間／人月）しています。
今後も従業員の働きやすい環境の整備を継続し、「子育てサポート企業」として積極的に内外にアピー
ルしていきたいと思います。

VOICE
従業員の声

代表者の声

短時間勤務をし、仕事と子育てを両立しています。急な

弊社の経営信条には、「私たちは、ここに働く人が、こ

休みとなったときにもその都度周りの人にフォローしても

こに関係ある人が幸福になる会社にする」と謳っています｡

らったり、勤務時間の変更に対応して頂いたりと子育てと

従業員とその家族が幸福になるための要素の一つが働きや

仕事の両立のしやすい雰囲気の職場です。

すい環境づくりと考えています。今後も従業員と家族の笑
顔のために各施策を進めていきたいと思います。
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社会福祉法人 浄信会

■所 在 地 ／小林市堤3524番地14

女性の育休
取得率

年次有給休暇
取得率

100％

93.4％

Point！

■代表者名／理事長 岩﨑 豊文
■事業内容／保育所・認定こども園の運営
■従業員数／152名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.joshinkai.jp

子育て世代の職員が、仕事と子育てを両立して
キャリアアップしていける職場作り
に力を入れています。

背景

当法人は仕事と家庭の両立支援に取り組んでおりますが、妊娠・出産を機に退職や雇用形態(パート職)を
変更したり、キャリアを継続できない職員もおります。全職員が法人の様々な制度を利用して、離職するこ
となくキャリアを形成していけるように働きやすく、働き甲斐のある職場づくりを行い人材確保につなげて
いきたいという思いで取り組みました。

取組

・所定労働時間の短縮（育児短時間勤務）が小学校就学の始期に達するまで取得可能
・産前休暇は産前８週から取得可能（有給）
・子の看護休暇、介護休暇（有給）

効果

当法人は若い職員や出産や子育て中の職員が多くいます。様々な制度を気兼ねなく利用できるので、家庭
と仕事の両立をしやすくなり継続就業ができるのでありがたいという声が聞かれます。急に休んでも代替の
職員を入れることで躊躇なく休める雰囲気ができており、「お互い様だよ」「ありがとう」が自然に交わさ
れています。
育児休業は100％の取得率、看護休暇も該当する職員は全員が取得しています。以前は持ち帰り業務もあ
り家事や育児の大きな負担になっていましたが、ノンコンタクトタイムでの事務作業や行事・仕事内容の見
直しもあり、残業や持ち帰りの仕事はほとんどなくなり、気持ちにゆとりも出てきて職員間の支え合いが出
てきたように思います。

VOICE
従業員の声

代表者の声

その時々で様々な制度を活用しながら子育てができるの

気兼ねなく様々な制度を利用できるので、子育てに優し

でありがたい職場だと思います。時間単位で看護休暇等も

い職場だと思います。早朝勤務や遅番など子育て世代には

取れるので助かります。短時間勤務やノンコンタクトタイ

厳しい職場環境というイメージもなくなってきています。

ムでの事務作業など家庭への負担が軽減され継続就業がで

子育てと両立しながら生き生きと仕事をしている職員に

きるのでありがたいです。

エールを送ると共に、益々の子育て支援を行っていきます｡
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女性の育休
取得率

男性の育休
取得率

100％

100％

株式会社 大森淡水（鰻楽グループ）

■所 在 地 ／宮崎市塩路2300番地
■代表者名／代表取締役 大森 伸昭
■事業内容／製造業
■従業員数／162名

Point！

従業員の仕事と生活の両立ができるように、
「働きやすい職場」を目指して、取り組んでいます。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://omori-tansui.co.jp/

背景

従業員が安心して働ける労働環境を目指し、社内制度改革に取組んで参りました。事業の安定継続性の
観点からも、やりがいや生産性の向上と、家庭と仕事の両立は相関するものと考えています。
様々な家庭の状況と仕事の調和を図ることで、長く安心して働くことのできる企業となり、ひいては風
通しが良く闊達な企業風土を形成したいと考え、この制度の認定を目指しました。

取組

・ノー残業デーの導入(月2回実施)
・子の看護休暇で勤務時間内の時間単位の途中取得が可能
・未就学児の為の時差出勤が可能
・男女の育児休業取得の推進

効果

地道な取り組みをしてくれた社員とご指導を賜りました関係機関の皆様に感謝申し上げます。
認定を目指す活動を進める中で、育児休業や子の看護休暇等の諸制度を活用する従業員が増えてきたこ
と、休みが取りやすくなったという声が従業員から聞かれるようになったことは嬉しい限りです。
就職説明会等において、くるみんマークを掲示して活動できるので、担当社員も自信をもって採用活動
ができるようになると思います。
認定取得により身が引き締まる思いですが、さらにプラチナくるみんの取得を目指し、宮崎の子育てを
後押しできる企業へと成長できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

VOICE
従業員の声

代表者の声

育休、ノー残業デー、時差出勤制度があり仕事と子育て

男性の育休取得が進んだことで、誰かが抜けても、チー

が両立できる職場です。また、代務者の体制が整っている

ム全体で補える仕事のあり方が定着し、生産性も高まりま

ため、子どもの急な発熱などの病気の時に、早退や休みの

した。経営トップが現場と一緒になって課題解決への道を

取得がしやすくて助かっています。長く働き続けられる会

探ることが重要だと感じています。一人ひとりが豊かな人

社だと思います。

生を送れるよう今後も子育て支援に取り組んでいきます。
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女性の育休
取得率

公益財団法人 宮崎文化振興協会

■所 在 地 ／宮崎市宮崎駅東１丁目２番地２
■代表者名／理事長 小泉 英一
■事業内容／教育、学習支援事業
■従業員数／80名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://miyabunkyo.miyabunkyo.com/

背景

100％

Point！

女性職員や子育て中の職員を支援することによって、

「職場全体が働きやすい環境」
となることを目指しています。

職員が健康に留意し、仕事と仕事外の生活の調和を図り、特に女性職員の継続就業が増えるよう、妊娠･
出産・復職時における支援に取り組むために、行動計画を策定し、目標達成に取り組んできたことが、結
果として、くるみんの申請・認定を受けることにつながりました。

取組

・産前産後休暇や育児休業、育児休業給付、育児休業中の諸制度の周知、情報提供
・育児休業等を取得した職員が、職場復帰しやすいように支援を実施
・子の看護休暇や年次有給休暇の取得を促進
・所定外労働削減のためノー残業デー（毎週木曜日）を実施

効果

産前産後休暇や育児休業等の休暇制度については、当事者でなければなかなか知る機会が少なく「実は
あまり詳しくは知らない」という職員も多かったと思いますので、制度の周知に取り組んだことで、全職
員に知ってもらい、理解を深めてもらうことができました。
また、女性にとって妊娠・出産・復職は、仕事を続けていくうえで、身体面だけでなく心理面でも負担
を感じることがあると思います。例えば、育児休業を取得する職員は、長く職場を離れることに不安を感
じてしまいます。定期的な連絡や面談等を行いながら、職場とのつながりを持つことによって、そうした
不安を少しでも減らすことができればよいと考えています。

VOICE
従業員の声

代表者の声

若い世代の女性が多い職場です。これから結婚や出産す

当協会が管理運営を行う施設は、特に土日祝日に多くの

ることを考えると、産休育休はもちろん、短時間勤務や時

お客様をお迎えする職場であり、若い職員、女性職員の多

間外労働の免除、有給の看護休暇などの制度もあり、安心

い職場でもあります。今後も引き続き、職員の仕事と子育

して働ける職場だと思います。

ての両立を支援するとともに、いきいきと、そして働きや
すい職場となることを目指してまいります。
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社会福祉法人 立縫会

■所 在 地 ／日向市美々津町4074番地
■代表者名／理事長 黒木 宣博
■事業内容／医療、福祉
■従業員数／98名

女性の育休
取得率

女性の役職
比率

100％

50％

Point！

年齢を問わない幅広い世代のスタッフが
生き生きと働ける職場環境に力を入れています。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://tachinuikai.or.jp/

背景

私たちの職場は、高齢者の生活を支援する施設です。多様な職種の担い手と年齢を問わない幅広い世代
の老壮青で構成されています。そのため、仕事と家庭の両立に繋がる、育児・子育て支援をはじめ、安心
して仕事に専念できる環境には、お互いを尊敬し、理解し合うチームワークづくりが欠かせません。
そうした背景の一貫としてくるみん認定を目指しました。

取組

・所定外労働の制限の対象を、法定の3歳から小学校就学前まで子を養育する労働者へ拡大
・ノー残業デーの実施（毎週水曜・金曜）

効果

子育ては、スタッフ全員のサポートがあってこそ、育児休業が取得しやすくなり、また介護休業も同様
です。更に高齢化に伴う自宅での高齢者介護にもスタッフ同士の理解が欠かせません。それが叶ってこそ
の仕事と家庭の両立に繋がります。私たちの職場には、育休や育児、子育て中のスタッフが多くいますが､
くるみん認定の取得により「休暇の取得がしやすく、周りのスタッフの理解が深まった」との感想が多く
寄せられるようになりました。
これからは、介護技術向上の研修にも力を注ぎ、人事評価制度の見直しや処遇改善につながるよう組織
風土の改善に努めていきます。今後もくるみん認定の周知を更に進めて働きやすい職場づくりを目指して
いきます。

VOICE
従業員の声

代表者の声

育児・子育てに対してスタッフの理解とお互いをサポー

急増する介護ニーズへの対応と共に、慢性的な介護担い

トし合える職場環境だと思います。突発的な子どもの体調

手の不足解消が喫緊の課題となっています。そのため男女

不調も休みが取得でき、安心して仕事ができます。男性の

ともに、家庭と仕事の両立ができる環境が法人に求められ

子の看護休暇も浸透しているため、仕事と家庭の両立につ

ています。これまでの取り組みがくるみん認定に繋がった

ながっていると思います。またノー残業デーの実施により

ことは、スタッフにとって「働きやすさ」の実感に繋がっ

定時退社を意識するようになり、日頃から効率的な仕事を

たと思います。これからも長く働き続けられるように、法

心がけています。

人ができるバックアップ体制を整えていきたいです。
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女性の育休
取得率

株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター

■所 在 地 ／宮崎市佐土原町東上那珂字長谷水16500番地2
■代表者名／代表取締役社長 長友 秀泰

■事業内容／情報サービス業
■従業員数／ 155名

100％

Point！

社員が自身の能力を十分に発揮しながら、
安心して働ける職場づくりを目指しています！

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.miyazaki-nw.or.jp/

背景

少子化やワークライフバランスが大きな課題となっている中、女性活躍や子育てサポートは企業の社会
的責任と認識しています。育児で休業したり時短勤務になったりしても対応できるよう、企業として職場
環境や体制を整え、社員に安心して働いてもらいたい。それが社員のモチベーションアップにも繋がると
考え、くるみん認定取得を目指しました。

取組

・時間外労働の制限措置について、法定の３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員
まで拡大
・ノー残業デーの実施
・育児・介護休業法の改正等に関する情報提供

効果

くるみん認定を受けることで、「子育てサポート企業」であることを広報することができ、企業ブラン
ド・イメージの向上や、優秀な人材の採用・定着が期待できると考えています。実際にハローワーク求人
票に掲載されたくるみんマークを見て、当社へ応募した求職者もおり、効果を感じています。
更なる取り組みとして、①妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口の設置 ②社員の意
識改革やワークライフバランスの推進、時間外労働の削減を目的としたノー残業デーの実施を始めました｡
今後も社員が仕事と子育てを両立させることができ、自身の能力を十分に発揮しながら、安心して働け
る職場づくりを目指していきます。

VOICE
従業員の声

代表者の声

先輩社員や上司との距離が近く、気軽に相談できる職場

当社は社員のことを考え、よりよい組織に改善していく

環境だと思います。子どもの行事等に合わせて有給休暇も

ため、社内規定の改正に努めてきました。今後の企業成長

取得しやすく、仕事と家庭を両立しながら働くことができ

において、働き方改革がますます重要になると考えていま

ています。

す。引き続き、社員のライフスタイルの多様化に合わせた
職場環境づくりを目指していきます。
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社会福祉法人 えびの明友会

■所 在 地 ／えびの市大字原田1403番地27

女性の育休
取得率

男性の育休
取得率

100％

66％

Point！

■代表者名／理事長 桑原 健悟

ワークライフバランスの実現と

■事業内容／医療・福祉

すべての職員の未来が見える

■従業員数／172名

職場環境づくりに力を入れています。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://ebino-meiyukai.or.jp

背景

取組

効果

法人理念の一つに「『未来』次世代の未来に希望が持てる職場づくりをします」と掲げています。現在､
働いている職員が働きやすく、仕事と生活の両立ができ、子育て世代の職員も働き続けやすい職場環境作
りを進めて来ました。子育てサポート企業として認められることにより、より良い人材の確保につながれ
ば、との思いから認定に向け取り組む事となりました。
・所定外労働の制限の対象者を法定の3歳に満たない子から小学校就学の始期に達する子を養育する労働
者へと制限を拡大
・育児休業者職場復帰プログラムを取入れ、円滑な復帰職場を支援
・妊娠、出産が判明した際、パンフレット等必要書類を配布し情報提供を実施
・配偶者が出産予定の男性職員に、育児休業について説明し積極的な取得を促進
当法人では女性職員が全体の約7割を占めています。年齢も幅広く、子育てや介護、多様な生活環境の
中、職務に従事しています。その個々のさまざまな事情をくみ取り、働きやすい職場づくりに取り組んで
来ました。女性の育児休業取得率100％、さらに男性の取得率も60％を超えており、子育て支援制度を利
用しやすい職場環境が職員に浸透してきていると感じています。また、育児休業者が不安なく職場復帰出
来るよう、復帰プログラムを取り入れたことにより、育児短時間勤務等を利用し、復帰後も子育てとの両
立を図れています。
今後は、法人独自の休暇制度の導入も予定しています。子育て世代のみならず、すべての職員が生き生
きと働き続けることの出来る環境づくりに取り組んでいきたいと思います。

VOICE
従業員の声

代表者の声

入社して2度育児休業を取得しました。長い間子どもと

えびの明友会は医療法人相愛会を母体とした相愛グルー

向き合える充実した時間を過ごせ、育児に専念する事が出

プの一法人です。医療・介護・福祉の各施設と連携し、よ

来ました。復帰後は定期的に面談を行い勤務時間調整など､

り良いサービスの提供を目指しています。そのためにも、

仕事と育児を両立できるようサポートして頂き、とても働

全ての職員が働きやすい職場環境を構築し、一人一人が豊

きやすい職場です。

かな人生を送れるよう今後も子育て支援に取り組んでいき
ます。
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社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

■所 在 地 ／都城市南横市町4000番地
■代表者名／理事長 馬渡 久続

女性の育休
取得率

月平均
残業時間

100％

0.5ｈ

Point！

女性が能力を発揮できる

■事業内容／高齢福祉・介護保険

労働環境の整備に力を入れています。

■従業員数／193名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／https://mjfj.net/jouyou/

背景

取組

効果

職員が出産・子育てを迎えても継続就労し、一定の休職期間を経て再び職場で活躍してもらうことは、職
員本人にとっても会社の人材育成の面でも非常に有益です。
慢性的な人材不足と言われている福祉業界で、優秀な人材の確保と雇用の安定を図るため、女性活躍推進
法に沿った認定を受けることで、事業団の取り組みを幅広くアピールできるのではないかと思い認定の取得
に取り組みました。

・非正規で勤務する労働者を正職員に転換する（過去3事業年度における女性の正規登用13名）
・年次有給休暇の取得率を60％以上にする
・子が3歳になるまで「育児休業」が取得可能

当事業団には子育て世代の職員が多く在籍していますが、仕事と家庭の両立がしやすくなったとの声が
聞かれます。自分の時に協力をもらったため、次世代にも協力をしてあげようという「子育て支援」の意
識が高まったように感じます。結婚・出産・育児などライフイベントごとに働き方の選択が迫られる機会
があるたびに、柔軟な勤務条件を整えることが離職防止になっていると思われます。
また、認定を受けるには月の平均の残業時間が45時間未満であることが条件のため、求人の面ではその
ことが奏功しています。今の時代は、働きがいはもちろん重要ですが、長く働き続けるために残業が少な
いことを重視している求職者は多いと思われます。えるぼし認定を受けた当事業団は、ワーク・ライフ・
バランスが取れていて女性が活躍している優良企業と認知されているのではないでしょうか。

VOICE
代表者の声

従業員の声
資格取得支援がありますので働きながら資格を取得でき､
事業所研修や外部の研修に参加させてもらえるのでスキル
アップに繋がっています。「くるみんマーク」や「ユース
エールマーク」も取得していて魅力のある職場でやりがい
も感じています。

職員の定着率が安定して高いことが、働きやすい職場な
のかなと思っています。
これからもそれぞれが能力を発揮できる労働環境を整備
していきます。
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えびの電子工業 株式会社

■所 在 地 ／えびの市大字上江670番地

女性の管理職

100％

29.6％

比率

Point！

■代表者名／代表取締役 津曲 慎哉

～地元で 家族と 自分らしく暮らす～
「女性管理職責任者の更なる増加」
を目指して取り組んでいます！

■事業内容／電子部品製造、システム開発
■従業員数／669名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.ebinodensi.co.jp/

背景

女性の育休
取得率

もともと主な業務が屋内での軽作業であり、家庭への理解度が高く、女性が多くて働きやすい職場です。
「女性の活躍を再認識して、より安心して活躍できる、より良い職場づくりの一環」として、女性活躍推
進企業認定である「えるぼし認定」を取得しました。最近では「家庭も大切に、ずっと働き続けて活躍す
る女性」が増えており、わが社の自慢の一つになっています。

取組

・家庭を大切にした採用や交流
・家族採用・同部署勤務への理解推進
・ライフステージに合わせた雇用形態の変更やパートの退職金制度
・評価制度の改定とコーチング研修の実施

効果

全従業員の2/3が女性。「ママ友の紹介入社」や「先輩ママさんへの育児相談」などで仲間との楽しい
交流からの良い人間関係によって、長く働かれる女性が年々増えています。
職場内の結婚や恋愛、夫婦・親子・恋人などの入社で同一職場勤務となっても、希望が無い限り配置転
換等を行いません。現行業務が継続でき、キャリアアップに繋がっています。
結婚・子育て・介護など…人生の変化に合わせて、雇用形態をパートから社員、社員からパートへと柔
軟に変更でき、パートも退職金の対象なので、家庭を大切にしながら、長く働き続けられます。
評価制度の改定で男女問わず能力のある人が評価・昇進する仕組みが整い、研修の学びと合わせて、徐
々に女性管理職が増えています。

VOICE
従業員の声

代表者の声

女性が長く働きやすい職場だと知人から聞き、パートと

女性だけにスポットを当てず「誰でも」という前提で問

して入社。その後に正社員となり、リーダーを経て主任と

題点を捉えて、取組を進める様に心がけています。例えば

して勤務しています。社内にはお互い様の精神が行き渡っ

女性が100％の「育休」。男性も100％になれると、女性は

ていて、家庭や学校行事を優先する事に会社の理解がある

遠慮する必要が全く無くなります。誰でも育児や介護そし

のでとても働き易いです。

て仕事に積極的に動ける、良い職場を目指して努力致しま
す。
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社会福祉法人 浄信会

■所 在 地 ／小林市堤3524番地14

女性の育休
取得率

年次有給休暇
取得率

100％

93.4％

Point！

■代表者名／理事長 岩﨑 豊文
■事業内容／保育所・認定こども園の運営
■従業員数／152名
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ／http://www.joshinkai.jp

背景

全ての職員が、やる気をもって
いきいきと働ける職場環境の中で、
職業人・社会人として豊かに成長していくことを
目指しています。

法人の理念に「全職員が互いを敬い思いやり、支え合いながら共に育ち合う」ことを掲げ、お互いを認
め合いながら自信をもって仕事に取り組んでいける職場を目指しております。また、時間外労働の軽減、
年次有給休暇の取得率アップ、ICT導入など仕事と家庭の両立支援の取り組みを法人内外に発信し、継続就
業や優秀な人材確保に努めたいと思い取り組みました。

取組

・ノンコンタクトタイム（勤務時間内に子どもと関わらない時間）での事務作業日を設定
・子の看護休暇、介護休暇を有給化
・年次有給休暇取得率を75％以上にするための取組

効果

当法人は女性の多い職場で女性管理職の割合が83％を占めていますが、仕事と家庭を両立できる職場環
境の中でそれぞれにやりがいを感じながら職務に専念できているように思います。時間外労働を極力なく
し、ノンコンタクトタイムでの事務作業の日を設けることでワークライフバランスを取りやすくなったよ
うです。
リーダー、ミドルリーダー的職員に職位・職責を示しマネジメントしていくことで研鑽に努め、それぞ
れの個性と能力を発揮できる環境になりつつあると実感しています。
自分の職位・職責の中で、自主的に職員研修会を行ったり、チームメンバーをマネジメントしていくこ
とで、各個人がやりがいを感じながらキャリアアップしていくことができ、これが管理職育成のための良
い循環につながっています。

VOICE
従業員の声

代表者の声

女性が仕事と家庭を両立することはなかなか難しく、ラ

ノンコンタクトタイムで事務作業の日を設けることで持

イフステージの変化と共に制度を利用して仕事を続けるこ

ち帰りや残業数も減ってきたことを感じます。また、休む

とができるのでキャリアアップを目指すこともできます。

ことに対してもお互い様という気持ちで快く仕事の引継ぎ

短時間勤務や時間単位で休暇を取得できるのでありがたい

ができるようです。今後も一人一人が豊かな人生を歩んで

職場です。

いく力をつけていけるよう取り組んでいきます。
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