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資料１－２

「女性の活躍応援自主宣言」団体一覧

【平成２７年８月３１日現在：４３件】 （宣言日付順）

Ｎｏ 団体等（地域） 宣 言 内 容

１ 株式会社札幌丸井三越 ●職場風土の改善と女性の継続就業支援
（札幌市） 当社では結婚･出産後も、また介護に携わりながらも働き続けられ
代表取締役社長 るように法定を上回る制度を整え働きやすい環境づくりを行ってきま
執行役員 竹内 徹 した。今後はさらに、性別によらない適正配置の実施や能力・適性重

視の登用を継続することで、一人ひとりが持てる能力を最大限発揮で
き、働きがいが感じられる企業を目指していきます。
その実現のため、

■ 働きがいを高め、能力主義を徹底することで、全員が前向きに働
ける環境づくり

■ 性別によらない適正配置、能力・適性重視の登用の実施
■ 男女共に継続就業しやすい環境を整え、育児・介護の諸制度の周
知を進めます。

２ 伊達信用金庫 『企業における管理職等への女性登用の促進について』
（伊達市） 弊金庫では、優秀な女性職員の積極登用に取り組んでおり、平成27
理事長 舘崎 雄二 年3月2日付で弊金庫初の女性支店長と、伊達市内初の女性店舗出張所

所長として女性職員を登用しました。
今後も研修等を通じて女性職員のスキルアップを図り、能力と経験

重視により女性の管理職等への積極的登用をしてまいります。

３ 有限会社みのり ●職場風土の改善 ●女性管理職の増加
（函館市） 「社会の為に貢献したい人"やりがい"と"幸福"を求める人に対し、
代表取締役 加藤 進 要求実現の場を提供し続ける」という経営理念があり、現在も社会貢

献したい社員へ働く場を提供してまいりました。全従業員の過半数が
女性で、幹部職員も女性の割合が他の企業と比較し高い方かと思いま
すが、更に女性管理職拡大に向け環境づくりを行います。
その実現のため、

■ 女性の活躍推進の支援について、社内の意識改革を図ること
■ 管理者候補の女性育成研修を進めます。

４ 日本郵政グループ労働組合 男女が共に安心して働き、暮らし続けられる男女共同参画の推進に向
北海道地方本部 けて、役割と責任を分かち合い、男女がともに尊重されたＪＰ労組運動
（全道） を推進する組織づくりをめざします。
執行委員長 添田 昭史

５ 武ダ技建創株式会社 当社は、「人材が財産」を企業理念に掲げ、性別、年齢を問わず、す
（札幌市） べての社員がやりがいを持って働ける様支援してきました。
代表取締役社長 更なる女性の活躍促進に向けて、今年度は今まで女性のいなかった部

武田 幹郎 署にも配属を予定している他、育児休業を取得し復職する社員もいる等、
女性が継続して働くことができる環境づくりにも積極的に取り組んでい
ます。
また、数年前からワークライフバランスを推進した結果、現在ではオ

フシーズンには全社員が定時退社をする等、広く浸透しています。今後
も社員が長く働けることを大切にし、それぞれの能力を最大限に発揮で
きるような企業作りに取り組んでいきます。

６ 札幌大谷幼稚園 私たちの職場は子どもの教育に携わる幼稚園です。教員は女性が圧倒
（札幌市） 的に多く勤務しています。２０歳代の女性に限らず、３０歳代、４０歳
園長 渡部 律子 代、５０歳代といったそれぞれの年代の女性が意欲を持って働ける環境

作り・職場作りをこれからも進めてまいります。
また、出産や育児のため退職していた教員が職場復帰できるよう、勤

務体制・勤務条件の見直しも検討します。
私たちは、女性の多様な働き方を応援し、女性が長期にわたり安心し

て仕事ができるよう、職場環境の一層の充実に努めます。
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７ 札幌大谷第二幼稚園 私どもの幼稚園は、子育て中の母親が働きやすい雰囲気づくりに努め
（札幌市） ます。また、結婚出産後も職員が勤務を続けられるよう、勤務条件の整
園長 中里 泰子 備など女性が働きやすい職場づくりを目指します。

８ 大谷オアシス保育園 私どもの保育園は、女性が結婚・出産後も、子育てを楽しみながら笑
（札幌市） 顔で勤務が続けられるよう、勤務条件の整備など、女性がもっと働きや
園長 辻村 静子 すい職場作りを目指します。

９ 公益社団法人 北海道家庭 男女を問わず、社員がイキイキと働く、ワークライフバランスを充実
生活総合カウンセリングセ した団体を目指します。
ンター
（全道）
理事長 傳田 健三

１０ 公益財団法人 北海道地域 明るく豊かでゆとりのある地域社会の創造を目指し、心のふれあう地
活動振興協会 域づくり活動やボランティア活動及び公共の福祉に貢献する活動などの
（全道） 地域活動の推進に取り組む当協会としては、地域活動などで活躍する女
理事長 高田 忠尚 性を積極的に支援してまいります。

１１ 株式会社エコニクス ●職場風土の改善 ●女性の継続就業支援 ●女性管理職の増加
（札幌市） 弊社社員には基本的に男女の区別なく、幅広く業務を担当してもら
代表取締役社長 っています。やる気をもって、どんどん新しい事に挑戦してもらいた

三上 卓也 いです。弊社は育児・介護休業についても周囲の理解が深く、働きや
すい環境と言えます。
その実現のため、

■ 柔軟な働き方に対応した諸制度や育児・介護に関する制度等、社
内制度の社員への周知・啓発

■ 育児・介護休業制度の対象者が出た場合、休業を取得しやすくす
るために配慮すること

■ 育児・介護休業中の社員への、休業中の会社の状況等についての
情報提供

■ 男性を含めた社員の育児休業の取得について、管理職を始めとし
た社内の理解を促すこと

■ 中間管理職の評価項目に部下の育成・活用の視点を取り入れるこ
と

■ 人事評価基準、昇進・昇格基準等の明確化と、社員への周知を進
めます。

１２ 北海道交通安全指導員連絡 平成26年12月1日現在、全道で5,416名の交通指導員が活動しており、
協議会 うち799名、14.8％が女性指導員であります。ボランティア活動として、
（全道） 女性ならではのきめ細やかで効果的な指導が期待できることから、今後
会長 渡邉 修 更に女性指導員の加入促進を図って参りたい。

１３ 北海道交通安全母の会 「交通安全は家庭から」を母親による交通安全運動の原点として、幼
（全道） 児から高齢者まで幅広く対象に、母親の目線で交通安全運動を全道で展
会長 蔵田 愛子 開しております。これからも、女性の社会奉仕活動の場として、地域に

密着し、啓発活動等を積極的に行って参ります。

１４ 社会福祉法人江別昭光福祉 ●職場風土の改善 ●女性の採用拡大 ●女性管理職の増加
会 当法人は、現在多数の女性が活躍しています。今後も女性職員にと
（江別市） って働きやすい職場環境を提供できるよう努めてまいります。
理事長 紺谷 憲夫 その実現のため、

■ 社内会議・各種プロジェクトに女性をメンバーとして参加させる
こと

■ 管理職が、会議等で女性社員に対し積極的に発言や提案を求める
こと

■ 採用担当者に、性別によらない公正な採用選考を進める意識啓発、
研修を実施すること

■ 性別によらない公正な評価（昇進・昇格）が行われるよう、評価
者への意識啓発、研修の実施
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■ 管理職登用にあたり、職務経験不足を補うための研修等の実施
■ これまで女性の少なかった係長相当職以上の女性数のアップを進
めます。

１５ 公益財団法人北海道青少年 ●社会参加の支援 ●継続就業支援 ●職場環境の改善
育成協会 ■ 次代を担う青年が男女ともに個性と能力を十分発揮し、地域社会
（全道） で活躍できるよう応援します。
会長 佐々木 亮子 ■ 女性が能力を十分発揮でき、生き生きと継続して働くことができ

る職場をつくります。
■ 男女を問わず職員が仕事と家庭の両立に向け、ワークライフバラ
ンスの充実した組織を目指します。

１６ NPO法人北海道マリッジ・ わたくしたちは、明るく住みよい豊かな社会は、愛情に満ちた温かい
カウンセリングセンター 家庭が基盤であり、その家庭は健全な幸せな結婚から築かれるという理
（全道） 念のもとに相談やカウンセリング活動をしております。 ボランタリー
理事長 小山 由美子 精神のもと、女性が活躍している職場ですが、よりいっそう家庭と職業

のバランスがとれるよう、生き生きと働ける職場づくりを目指すととも
に、近年、少子高齢化や晩婚、晩産化、未婚率上昇などを背景に家族の
あり方が変化しています。この様な社会情勢において、人と人との絆が
再認識されている中、皆さまの出会いをより一層応援します。

１７ ＮＰＯ法人北海道子育て支 １ 私たちは、ワーカーズ・コレクティブという共同出資の新しい働き
援ワーカーズ 方で、女性のライフスタイルに合った自主事業で、活躍する場を作り
（全道） 出します。
代表理事 岡田 光子 ２ 子育て支援者の立場で、子育て家庭を見守り手助けする事を事業化

し、子育て中の女性が夢を叶えたり、目標を達成する事を応援します。

１８ 公益財団法人北海道女性協 わたしたちは、すべての人々が、多様な価値観を共有する中で、個性
会 や能力を発揮させ、ゆとりある暮らしづくりや様々な分野への社会参加
（全道） が促進されるよう、男女平等参画を推進し、地域社会の発展に寄与する
理事長 中田 和子 ことを目的に活動します。

また、北海道立女性プラザの指定管理者として、道民の皆さんに施設
を有効に活用していただけるよう、適切な管理運営に努めるとともに、
道内の市町村や団体などと連携協力して、男女平等参画に関する様々な
取り組みを進めていきます。
そして、職場においても、男女、または役職に関わらず、生き生きと

働ける職場づくりを目指します。

１９ ＫＤＤＩ株式会社北海道総 ＫＤＤＩでは「個人の持てる力や個性を十分に発揮できる職場環境の
支社 実現」を目的として女性社員の活躍推進に積極的に取り組んでいきます。
（全道） 又、女性リーダーの育成として2015年度に組織のリーダー職であるライ
総支社長 前田 純一 ン長に女性90名（女性ライン長比率7％）登用することを数値目標に掲

げています。
女性社員活躍推進の具体的な活動としては2007年社長直轄の社内横断

プロジェクト「WinｰK（ｳｨﾝｸ）」を発足し継続に活動してきました。更
に2012年度からは女性ライン長登用プログラムを展開し、職場から選抜
された女性社員を対象に、職場育成、集合研修、ロールモデルとのコミ
ュニケーションなどのプログラムを実施しています。

２０ 一般財団法人北海道電気保 〇女性の職域拡大
安協会 技術系職員が多い当協会において、一人ひとりが能力を十分に発揮
（全道） できるよう、女性職員のさらなる活躍に向けた業務領域の拡大を図っ
理事長 大内 全 ていきます。

・ 人事異動による職域経験の拡大
・ 管理職による女性職員の活躍推進の支援
・ 第２種電気工事士などの資格取得にチャレンジする女性職員への
積極的な支援

〇ワーク・ライフ・バランスの推進
女性活躍推進のためにはワーク・ライフ・バランスの推進が必要と

の認識から、男女ともに働きやすい職場環境づくりを推進していきま
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す。
・ 有給休暇の取得率向上
・ 新システム導入による業務の効率化や業務の再構築等による時間
外労働の削減

※ 効果的な支援となるよう適宜見直しを行うこととしています。

２１ 麻の会 私共の店は、2009年6月、高齢者が持つ知識や技術を活用して、高齢
（白老町） 者コミュニティビジネス団体「麻の会」グランマを立ち上げました。
代表 赤崎 寿子 自然豊かな白老町の山の幸を素材とした健康で安心な山菜料理や白老

の野山に自生する11種類の野草をブレンドした野草茶です。
2014年に白老牛や椎茸など５種類が楽しめる新製品として「しらおい

グランマおやき」を発売しました。
平均年齢77歳のおばあちゃんが11人で頑張っています。

２２ かあちゃん食堂たまりば 人との出会いを大切に今日も笑顔で迎えます。住民主体の小さな週一
（江差町） 回だけの食堂（地域の見守りを兼ねた）の運営ですが、皆さん楽しみに
代表 小梅 洋子 来てくださいますのでとてもやりがいを感じております。

大勢で食べればおいしいネ。話が弾み心が躍ります。気持ちが晴れや
かに表情が生き生きと。お陰様で接している私達も元気をもらいます。
人の輪やつながりも大きくふくらんできてうれしく思います。ありが

とう！
これからも地域の中で仲良く元気に暮らしていきたいものです。今年

は丁度１０周年です。何か楽しい事考えますね！（住民主流のまちづく
りの原点かも）

２３ 北海道女性団体連絡協議会 わたしたちは、女性の自立と社会参加を目標とし、学習と実践を重ね、
（全道） 地域活動を通して男女平等参画社会の実現に努め、家庭・生活のバラン
会長 中田 和子 スのとれた働き方を推進し、青少年健全育成や少子高齢社会への対応と、

地球規模での環境問題や防災減災対策等に対する課題解決を目指しま
す。

２４ 北海道女性保護連絡協議会 当会は、昭和36年から保護を必要とする女性たちの自立更生などを図
（全道） るために相談指導や職親開拓、売春・ＤＶ・ストーカーなど社会環境の
会長 佐藤 孝子 浄化に関する啓発、会員相互の研修事業等に取り組んでまいりました。

現在、道内６地域の女性保護の会で構成されていますが、会員の高齢
化が進み後継者の育成課題等がある中、会員は日々各地域で「女性保護
の会」活動に取り組んでいます。
今後も道内各地の女性たちが安全で安心な生活が送れるよう、会員が

思いを一つにして女性保護活動や社会を明るくする運動に積極的に参画
するなど引き続き頑張っていくことをここに宣言いたします。

２５ ＮＰＯ法人女のスペース・ 私たち女のスペース・おんは、女性が抱えるあらゆる問題の解決を目
おん 指し、社会の全領域における女性の完全参加と真の平等を獲得すること
（札幌市） により、差別と偏見及び暴力のない世界の実現に寄与することを目的と
代表理事 山崎 菊乃 して活動しているＮＰＯ法人です。

家庭や職場等あらゆる場で女性や子どもたちが安全に安心して日々を
笑顔で暮らせるよう、「ＤＶ被害者支援」と「働く女性への支援」を両
輪として以下の事業を行っております。
―ＤＶ被害者支援―
１ 相談

年間3000件以上の相談を受けています。あらゆる社会資源と連携
しながら当事者に寄り添った支援をしています。

２ 一時保護（シェルター）
年間約20組の被害当事者と同伴児童の保護をしています。シェル

ター滞在中に離婚等の司法手続き、生活保護等の行政手続き、自立
先の確保などのサポートを行っています。

３ 自立支援
シェルター退所後の行政窓口や裁判所、弁護士事務所などに同行

したり、就労支援講座やクリスマス会、キャンプなどのイベントを
行っています。
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４ 啓発活動
デートＤＶ講座などの啓発活動を高校や大学などの教育機関や関

係機関において行っています。
５ 施策提言

北海道や札幌市の審議会委員となり、女性に対する暴力根絶のた
めの施策提言を行っています。

―働く女性への支援―
１ 労働組合活動

一人でも加盟できる女性の労働組合「北海道ウイメンズ・ユニオ
ン」の活動を行っております。
セクシュアルハラスメントや男女の賃金格差など、職場で女性が

抱えるあらゆる問題に対し、相談、団体交渉、法的支援を行ってい
ます。

女のスペース・おんは上記の活動を通し、暴力のない世界を目指すこ
とを宣言いたします。「ひとりで悩まずに、私たちにご相談ください」

２６ 北海道 １ 北海道は、すべての女性が、仕事や結婚、育児などのライフステー
北海道知事 高橋 はるみ ジにおいて多様な選択の下に、各々の希望に応じて個性と能力を十分

に発揮できる社会、男女が共に住み慣れた地域で安心して心豊かに暮
らすことができる地域社会の実現を目指し、庁内各部が連携し、一元
的な相談対応や様々な分野で支援・協働する人材のネットワーク化を
推進するなどして、北の輝く女性応援会議の中心として、次の施策の
実現に取り組みます。

（１） 女性が生きがいを持ち、女性の力を地域づくりにつなげるため、
「地域を男女でともに支える社会の推進」に取り組みます。

（２） 女性が育児や介護を行う環境の整備や就労・起業など、「女性
のライフステージに応じた支援」に取り組みます。

（３） 長時間労働の是正や多様な働き方の推進など、仕事と生活の両
立を支援する「男女がともに働きやすい環境づくりの推進」に取
り組みます。

２ 道庁組織自らにおいても、道内の企業や団体等のモデルとなる率先
的な行動として、次のとおり取り組みます。

（１） 子育てを行う女性職員が働きやすい職場環境づくりを進めるた
め、「北海道職員の子育て支援行動計画」に基づき、男性職員の
積極的な育児参加の推進や管理職員をはじめとした職員の意識改
革や働き方の見直しにつながる取組を進めます。
【数値目標】
○ 子どもの出生時における男性職員の５日以上の休暇の取得率

１００％
○ 子育て中の職員の時間外勤務時間数 年間３６０時間以内
○ 子育て中の職員の年次有給休暇の平均取得日数 １３日以上

（２） 庁内に女性職員向けの相談窓口を設置し、子どもを持つ女性職
員が先輩職員等に相談で きるメンター制度の創設や子育てと仕事
が両立できる環境づくりなど、子育て職員の様々なニーズに総合
的に対応します。
【数値目標】
○ 女性職員へ助言等を行うメンターについて、今後５年間で

６５名の配置を目指します。
（３） 出産・育児・子育ての各ステージにおける仕事と生活に関する

要望について、上司や人事担当部局が共有できる仕組みを導入す
るとともに、女性職員の職域を拡大するなどして女性職員の積極
的な登用を進めます。
【数値目標】
○ 知事部局における幹部職員（本庁課長級の職）への昇任者に

占める女性職員の割合について、倍増を目指します。（基準
年（平成２６年度）４．１％→ ９％）

（参考）この取組による試算値
知事部局の幹部職員（本庁課長級以上の職）に占める女性職
員の割合
基準年（平成２６年度）４．１％→平成３１年度 ８％程度
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○ 知事部局における本庁各課の総括業務を担当する主査級に占
める女性職員の割合について、倍増を目指します。

（基準年（平成２６年度）５．３％→ １０％）

２７ 公益財団法人北海道体育協 ■私たちの取り組むこと
会 ◇職場風土の改善 ◇女性の職域拡大 ◇女性の継続就業支援
（全道） ■トップからのメッセージ
会長 堀 達也 北海道の体育・スポーツの振興を図る当法人では、職員が健全で明

るく活躍できる職場にします。
職員が結婚や出産後、また介護に携わる環境においても継続して働

ける環境整備と意識改善を行ってまいります。また、性別によらない
適正配置や能力重視の登用を進めて参ります。

■具体的な取り組み
・職員研修を通じて休業制度などの理解とワーク・ライフ・バランス
の推進を図ります。

・休業制度を取得しやすいような配慮と体制づくりに取り組みます。
・職員間のコミュニケーション量を増やし、相互理解と体制づくりを
進めます。

・男女参加のマネジメント研修等を実施します。

２８ 公益財団法人旭川市公園緑 女性が働きやすい職場を作り、本気の仕事を実践します。
地協会
理事長 鈴木 義幸

２９ 株式会社北洋銀行 ●女性の能力発揮の支援 ●女性の職域拡大
（全道） ●女性役付の積極的登用 ●ワークライフバランスの実現
取締役頭取 石井 純二 お客様のニーズが多様化する一方、制度変更等により業務が高度化

する金融界にあって、これに対応できる活力ある組織風土を作るには
『女性のキャリア形成』が不可欠です。そのためにも、一人ひとりが
個々の能力を発揮できるようサポートしていきます。
その実現のため、

■ 幅広い銀行業務に対応できるよう女性の融資担当者を増やす
■ 男女参加のマネジメント研修の実施
■ 育児休業復帰に向けた職員の支援、企業内託児所『ほっくーとな
かまたち』の運営

■ 残業の削減・有給休暇の取得率向上など、充実した生活を送る上
での働き方の見直し

３０ 北海道電力株式会社 当社は、「人間尊重」を経営理念に掲げ、従業員一人ひとりの人格や
（全道） 個性を尊重し、性別にかかわりなく能力を十分に発揮できる、働きがい
代表取締役社長 のある職場づくりに努めています。

真弓 明彦 今後は、女性のさらなる活躍推進に向けて、以下のとおり取り組んで
まいります。
● 各人の能力・適性を的確に把握した上で、従来以上に女性管理職の
育成を図り、適正かつ積極的に人事配置を行うことにより、女性管理
職比率の向上を着実に推進していきます。

● 仕事と家庭の両立支援を図り、女性のみならず男性従業員が育児に
参加しやすい職場環境づくりを行っていきます。

● 職場におけるハラスメント（セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタ
ハラ）防止に向けた取り組みを行い、全従業員が働きやすい職場環境
づくりを行っていきます。

３１ 日本労働組合総連合会北海 連合北海道は「見直そう！トップの意識と男女のパートナーシップ」
道連合会 を行動スローガンとし、女性の力を存分に発揮できる社会を目指してい
会長 工藤 和男 ます。

男性組合員の意識改革及び女性組合員の意欲の啓発・増進を図るた
め、教宣活動に努めます。また家庭的責任に配慮しつつ、活発な組合活
動に取り組めるよう、負担への配慮を行うなど、仕事と生活の調和のた
め創意工夫に努めます。
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３２ キャリアバンク株式会社 キャリアバンクは２０年以上前から、女性が様々なワークスタイルで
（全道） 輝ける雇用環境を作ってまいりました。人材派遣で働くスタッフの８割
代表取締役 佐藤 良雄 以上が女性であり、派遣先において快適な職場環境の整備を心がけてい

ます。
また、最近では、子育てを終え職場復帰を希望する女性の就職支援に

も積極的に取り組み、多くの方に働く場を提供いたしました。
当社は女性の能力を高く評価しています。女性特有のきめ細やかな感

性、おもてなしの心とともに仕事においては男性をもしのぐ集中力を持
ち合わせています。
キャリアバンクは自社女性職員を含め、女性の能力を発揮できる「ス

テージ」の提供にあわせてスキル向上への支援も行ってまいります。
今後も女性がいきいきわくわくと働く、ワーク・ライフ・バランスの

充実した企業を目指します。

３３ 株式会社坂本建設 １０年以内に女性土木技術者を雇用できるよう社内体制を整えます。
（佐呂間町）
代表取締役 坂本 智一

３４ 釧路モカ女性プロジェクト 自分らしく生き生きと輝く女性をたくさん生み出し、お互いを認め合
（釧路市） い、リラックスした『居場所』であり続けます！！
代表 森崎 三記子

３５ 有限会社ボイスオブサッポロ 私達のオフィスは現在、女性スタッフのみで構成されています。
（札幌市） お互いにすすんで“雑用”や“他の人の仕事のフォロー”をします。
代表取締役・アナウンサー なぜなら、このような事こそが生活や時代のニーズを知るからです。
橋本 登代子 “雑用”や“フォロー”をしつつ“本来の仕事”をあたためていると

いつの日か百発百中の仕事が達成できるようになるでしょう。
つまり“雑用”や“フォロー”に長けている女性の力を活かしてこそ、

すばらしい企業に成長するのだと思います。

３６ 株式会社東伸（北見市） 女性も一人一人の人間として持っている能力を発揮させ、働き、社会
代表取締役 田岡 久治 に貢献し、日々を生き生き輝かせる。

もったいないことはしない！！

３７ ソリトン・コム株式会社 私たちは、「女性の元気応援メッセージ」の趣旨を踏まえ、女性の活
（札幌市） 躍促進に向けて取り組んでまいります。
代表取締役 野田 竜也

３８ 株式会社谷組（下川町） 弊社では、建設業（土木工事業）を営んでおり、男性技術系職員の割
代表取締役 谷 博之 合が高く、女性が生き生きと活躍するためにはワーク・ライフ・バラン

スの推進が必要との認識から、男女ともに働きやすい職場環境づくりを
推進していきます。
■ 女性土木技術者を雇用できるよう社内体制を整えます。
■ 職員が仕事と家庭の両立に向け、ワーク・ライフ・バランスの充
実した企業を目指します。

■ 子どもの行事や地域の活動・イベントに社員を積極的に参加させ
ます。

３９ 有限会社アフター（下川町） 弊社では、女性が生き生きと活躍するためにはワーク・ライフ・バラ
代表取締役 谷 博之 ンスの推進が必要との認識から、男女ともに働きやすい職場環境づくり

を推進していきます。
■ 子どもが生まれた職員は、男女を問わず育児休業、育児短時間勤
務制度を利用しやすい職場環境づくりを推進していきます。

■ 職員が仕事と家庭の両立に向け、ワーク・ライフ・バランスの充
実した企業を目指します。

■ 子どもの行事や地域の活動・イベントに社員を積極的に参加させ
ます。

４０ 株式会社スタジオシンク 職種である映像制作を活かし「いろんな女性の多様な仕事スタイルを
（札幌市） Web番組で紹介し、働く女性の可能性を応援」しています。
代表取締役 小泉 良孝
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４１ 苫小牧市（苫小牧市） １ 苫小牧市は、男女平等参画社会の実現に向けた施策の象徴として男
市長 岩倉 博文 女平等参画都市を宣言し、市民、事業者、市が一体となって取組を推

進していくことを表明いたしました。宣言後の大きな取組として、
平成２９年度の「日本女性会議」を苫小牧市で開催し、男女平等参画
の推進に弾みをつけます。

２ 庁内では女性職員の活躍推進に向けた取組として、管理監督職に必
要なマネジメント能力等付与の研修の実施や職域拡大等による女性職
員への多様な職務機会の付与のほか、ワーク・ライフ・バランスの推
進に向けた意識啓発等の取組を進めてまいります。また、今年度、管
理職一同が職場の長として部下のワーク・ライフ・バランスを支援し
そのための業務改善を図るなど「イクボス宣言」を実施したところで
す。

４２ カネクラホクト建設工業株 ●次代を担う青年（男女共）が、個性と能力を十分発揮し地域社会で活
式会社 躍できるよう応援します。
（旭川市） ●男女問わずに仕事・家庭の両立に向け、ワークバランスの充実した組
代表取締役 武田 俊明 織を目指します。

それに伴い有給休暇の取得率向上を進めます。
●男女共に継続就業しやすい環境を整え、育児・介護の諸制度の周知を
進めます。

●これまで女性の少なかったこの業界ですが、今以上の女性数のアップ
を図りたいと思います。
それに伴い社内の意識改革を進めます。

４３ ヌキタ・ロフィスド
（札幌市）
代表･フ-ドディレクタ-
貫田 桂一

料理人やシェフは、女性へのおもてなしが得意です。
そういった目線で女性の個性が発揮できる社会をつくるために、
次を宣言します。

●女性の能力開花は食べ方しだい！
＊ 食べ方に現れる食の個性を理解して能力を花開か
せましょう！
社会を良くするにはひとりの女性がしあわせにな

ることです。
●農漁業・女性には感謝の気持ちで接します！
＊ 食べ物を生み出してくれる生産者や食品製造、そ
して食に関係する女性たちに、感謝の意を持って対
応いたします。

●女性のおもてなしはときどき特別扱い！
＊ 周囲の男性に、女性の能力を伸ばすための環境づくりについても、
ご指導いたします。

★女性の活躍を期待する企業には、希望に応じてご相談にのります。
※ヒトコト
上記の内容は、個人の経験による体感的なものです。
科学的根拠に乏しいので、軽い気持ちでながめてください。


