
くるみん認定企業の情報 
 

  
 
 所 在 地 ： 松浦市志佐町浦免１６７６－２ 
 代 表 者 名 ： 代表取締役社長  前田 周二  
 事 業 内 容 ： 紳士スラックス製造業 
 労 働 者 数 ： １９１人（男性２２人、女性１６９人） 
 認定年月日 ： 平成３０年１０月１１日 
 
 
○一般事業主行動計画に基づく取組内容 

・計画期間     ：平成２７年１０月１日～平成３０年９月３０日 
・計画に定めた目標 ：産前・産後休暇や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料 

免除等制度の周知や情報提供を行う。 
所定外労働時間を削減するために、ノー残業デー（毎週水曜日、毎 
週末）の周知。 
地域の子どもの工場見学及び職場体験の受け入れを行う。 
           

○取組状況 

【産前・産後休業や育児休業等制度の周知や情報提供】 

会社独自の周知チラシを作成し、労働者に対して情報提供。 
 

【ノー残業デーの周知】 

  ノー残業デーの周知文書を作成し、全従業員へ周知。 
 
【地域の子どもの工場見学及び職場体験の受け入れ】 

  計画期間内に中学生４４名、高校生２３名を受け入れた。 

 

【計画期間内の女性労働者の育児休業等取得率】    １００％ 

 

【計画期間内に子の看護休暇を取得した男性労働者数】   １名 

 

【時間外労働及び休日労働に関する計画期間終了事業年度の状況】 

１人あたりの時間外労働及び休日労働の合計時間数（各月平均） ９．２６時間 

  月平均の時間外労働６０時間以上の労働者数 ０名 

 

株式会社 エミネントスラックス 



 
 
 
 
 
 
 
 平成３０年１０月２２日、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」と

して、社会福祉法人洸洋会に、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん

認定企業」として、アリエス株式会社、社会福祉法人さゆり会、医療法人祐里

会姉川病院、株式会社エミネントスラックスに対する認定通知書交付式を開催

しました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【写真左より：株式会社エミネントスラックス 業務改善マネージャー鴨川様、医療法人祐里会姉川病

院 事務部長折原様、社会福祉法人さゆり会 理事長林田様、アリエス株式会社 代表取締役尾上様、社

会福祉法人洸洋会 理事長福井様、長崎労働局長 金成 真一】 

 

 

 

「えるぼし」（１社） 「くるみん」（４社） 

合同認定通知書交付式を実施しました 

 



金成

 
日頃から労働行政の推進につきまして、

ご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。

 また、認定通知書の交付に当たりまして、

五島市

方でも諫早市と長崎市の野母町ですので、皆

様遠方からお越しいただきまして、誠にありがとうございます。

 （中略）

 本日は、認定通知書の交付式の後に、意見交換の場を持ち、認定に当たって苦労された

点や工夫された点をお伺いすることとしております。５社お集まりいただいたことから、

１社当たりの時間は限られたものとなるかとは思いますが、

ていただき、各社におかれまして、更に

やすい職場環境となるような取組を行っていただければと思います。

 働き方改革関連法が

崎労働局ではその周知に全力を挙げて取

対応いただくとともに、ご不明な点があれば、最寄りの監督署にご相談いただければと思

います。

 さらに、労働局では、ユースエール認定と申しまして、労働者数が３００人以下の事業

主を対象に、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な事業主を

認定する制度もございます。こちらの認定企業となりますと、ハローワークで求人を出す

際に、重点的にＰＲをいたします。今日お集まりの５社は、全て労働者数が３００人以下

ですので、ご関心のある方は、労働局のホームページをご覧いた

ーワークにご相談していただければと考えております。

 最後はお願いばかりとなりましたが、以上で私からの挨拶といたします。本日は誠にお

めでとうございます。

 
 
 社会福祉法人洸洋会

 

 本日は、当法人のえるぼし認定に際し、この

な交付式を執り行っていただき、厚く御礼申し

ます。

 ご承知のように医療・介護業では、人材確保は困難で、

特に当法人は長崎市中心部より車で１時間を要する、長崎

半島の最西南端に位置し、周囲は海に囲まれ、

金成 長崎労働局長の挨拶
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事の両立支援や障害者雇用の創設など、勤務環境の改善を実践しております。

今後も２回目・３回目の認定をいただく事業所が増えてい

以上にこれから認定を得ようとする事業所が拡大することを願っております。
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アップに努めてまいります。労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画に基

づき行動し、その結果に対して国より認定をいただく「くるみん」の取得を行ってまいり

ます。女性の多い職場です、仕事と育児・介護など働きやすい環境の整備を積極的に行い

女性の活躍の場を提供します。」と記述し、お陰様で採択していただきました。事業計画届

に書いたことが実行できて、本当に良かったと思います。 
 簡単に当社の紹介をさせていただきます。 
 当社は男性用スラックス国内シェア№１のスラックスファクトリーです。１９６９年（昭

和４４年）８月、松浦市誘致企業第１号として創業いたしました。来年には松浦市進出５

０周年を迎えます。従業員は１９１人、全て地元（松浦市と平戸市田平町）採用で、女性

が実に９割を占めています。 
 縫製業は、まだまだ労働集約産業です。当社は人材によって支えられている会社です。

お陰様で離職も少なく、６０歳定年を迎える方のうち９割の方が再雇用を希望され、現役

で活躍していただいています。また、新規採用にも２世３世の方が誕生しています。この

ように、松浦の地で安定した雇用創出により地方活性化に貢献してまいります。 
 今後とも、長崎労働局のご指導を仰ぎ、働きやすい環境の整備に努め、次なる５０年、

創業１００周年に向け地域とともに邁進
まいしん

してまいります。 
本日は誠にありがとうございました。 

 
 

意見交換 

認定通知書交付のあと、意見交換の時間を設けました。その概要については

以下のとおりです。 

 

【労働局長】 

○（社会福祉法人洸洋会に対して） 

 えるぼし認定の場合、何らかの成果を問うというより、現状が認定基準に達しているか

どうかを評価することになりますが、女性の活躍推進のための環境整備を進めるに当たっ

て工夫した点や苦労されたところはありますか。また、認定を取得したことについて労働

者の方の反応はどうでしたか。 

 

【社会福祉法人洸洋会】 

○ご存じのとおり、介護の現場は慢性的な人手不足です。その中でいかに労働時間を短縮

していくかということについて、介護だけでなく、他職種も含めて少しずつでもカバーし

ようという協力が必要だったかと思います。 

 

 



【労働局長】 

○（アリエス株式会社、株式会社エミネントスラックスに対して） 

今回の取組や認定までのご苦労や、具体的に工夫された点はありますか。 

また、認定を取得したことについて労働者の方々の反応はいかがでしたか。 

 

【アリエス株式会社】 

○弊社の労働者の９割は女性であり、男性がすごく少ない状況です。その中で、小さな子

供がいる労働者となりますと、さらに少数となってしまいます。子の看護休暇取得者の要

件が一番難しく、たまたま１人該当する人が出てきたということです。また、（子育てのた

めの）短時間勤務者が抜けた穴を埋めるために他のスタッフをどう回していくか、どう工

場を動かし続けていくのかを考えることも苦労したところです。 

 労働者の反応についてですが、従業員のくるみんに対する認知度はまだ低いので、更に

周知をし、子育て世代の労働者の要望を聞く等して、より良い実施規定を作っていけたら

と思います。 

 

【株式会社エミネントスラックス】 

○ノー残業デーの実施に当たっては、管理職が立てた生産計画に基づいて進めることにな

るのですが、管理職はどうしても「生産性重視」を考えてしまいがちでワークライフバラ

ンスという意識が低い状態でしたので、再度、ワークライフバランスの重要性について教

育を行いました。また、仕組みとしては時間割制度を導入し、「この時点は、こういう作業

を」「こういう時には、ミーティングを」という取組で業務効率アップに努めてもらい、  

８時間の中での作業終了を推進しています。併せて、残業の事前申請も実施しています。

どうしても時間中に終了できない場合には、残業の事前申請をしてもらい対応しておりま

す。来年は完全ノー残業デーとして、１７時４５分には会社クローズで強化する等取り組

んでいこうと思っています。そのためにも、来年からはどうしても残業が必要な場合は月

曜・火曜に仕事をしてもらい、水曜は完全ノー残業デーとする見込みで、この１０・１１・

１２月からは第１、第３水曜日を完全ノー残業デーとしています。 

 地域の子供の工場見学及び職場体験につきましては、数年前に松浦市と鷹島町、福島町

の合併がありましたので、新たに松浦市に加わった小学校・中学校に工場見学受け入れの

申し入れを行いました。また、職場体験も調川中学校から初めて受入れを行いました。長

崎県の工場見学・職場体験可能事業場リストというのがありますが、ここに本年８月に登

録をしましたので来年以降、県内からの受け入れもあろうかと思われます。 

 産前産後休暇等の制度の情報提供ということにおいては、当社従業員の平均年齢が４９．

９歳と高くなっており、３５歳以下の女性労働者は１１％でございます。５～６年前には

２名ほどが３～５か月間休まれたのですが、ここ数年は産後休暇後すぐ復帰が通常となっ

ておりました。昨年、たまたま子が保育園に入れない社員がおられまして、育児休業制度



の説明をさせてもらい、取得することとなって今回の認定につながったということでござ

います。 

 今後は認定を受けたことを内外にＰＲさせていただき、更にくるみんマークの星の数を

増やせるよう、認定いただけるよう取組を進めて行こうと思いますのでご指導をよろしく

お願いします。 

 

【労働局長】 

○（２回目のくるみん認定に関連して） 

 社会福祉法人さゆり会、医療法人祐里会姉川病院では２回目のくるみん認定となりまし

た。１回目の認定時と比べて、取組の方法等、何か変わったところはありますか。また、

認定を取得したことについての労働者の方々の反応はいかがでしたか。 

 

【社会福祉法人さゆり会】 

○前回の認定時以上に男性職員の子育てサポート体制を強化したく、取り組んでおります。

その結果、育児休業を取る男性職員が初めて出てまいりましたし、女性職員は育児休業、

子の看護休暇を当たり前のように取得するような状況に近づきつつありますが、男性も子

の看護休暇を取得する機会も増えてきました。今後、子の看護休暇の利用はこれまで以上

に伸びていくものと思われます。 

人材不足の中で働いていただいている職員さんには継続して働いていただきたいのです

が、地域的な特色といいますか、男性は子育てをしないという意識がまだまだ強く残って

いる地域でございますので、結婚あるいは出産を機に（仕事と家庭の両立に）悩む女性が

多くいらっしゃいます。私もそのような場合には話を聞きながら、（退職しないよう）お引

き留めをするわけなんですが、なかなか全員を引き留めることはできておりません。ただ、

最近はくるみん認定を受けたということを説明の中で強くアピールすることにより、職場

に残っていただけるような状況はだいぶ改善できてきたかな、と思っております。法人へ

の信頼も高まってきたかなとも考えます。 

 今までは私自身がアピールしていましたが、職員自身が「我々の職場は子育てサポート

企業なんだとＰＲしていきたい」という言葉を時々聞きますのでうれしく思っており、更

なる取組の推進ができてくるのではないかと考えております。 

 

【医療法人祐里会姉川病院】 

○１回目の認定を取得して以降、この２年の間に男性職員への周知が広がりまして、「配偶

者出産休暇は必ず全員取ってください」と働きかけたかいもあり、１００％取得してもら

えました。また、夫婦共働きをしている職員が多く、子育てにはお父さんの力も大事だと

いうことで、すごく子育てに関心を持って「子の看護休暇」を利用する男性職員が増えた

ことが今回２回目の取得につながっているかと思います。当院では子の看護休暇について、



制度導入当初から時間単位での取得をうたっておりまして、この時間取得が効果的に使わ

れているのかな、と思われます。 

 女性職員については、育児休業取得は当たり前ということで１００％の取得率なのです

が、子育て世代の職員が割と多くおりまして、次から次に育児休業を取得するスタッフが

おります関係上、人員確保も苦労しているのですが、必ず休業から復帰してくれているの

で、子育てが済んだスタッフ達も頑張ってサポートしてくれているお陰だと思います。 

当院は平成２年から院内保育所を設けておりまして、保育所を利用しながら育児休業後も

待機することなくすぐに復帰できるのもメリットかと思っています。これからも子育てサ

ポートを頑張っていきたいと考えております。 

                                     （以上） 


