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㈱たまゆらでは仕事と
子育ての両立支援に会社
設立当初から取り組んで
参りましたが、平成二十
二年十月七日に厚生労働
省「均等・両立推進企業
表彰」ファミリーフレン
ドリー部門長野労働局長
優良賞を受賞致しました。
当日は社長、センター長、
総務塩澤の三人が表彰式
に出席致しました。
表彰式では表彰状の授
与、記念品の授与に続き、
表彰理由等が報道向けに
発表されました。
当社表彰理由
☆取組の成果
経営トップの強いリー
ダーシップの下、仕事と
家庭の両立支援策への取
組を進めたことで、労働
者に安心して働き続けら
れる環境の整備がなされ、
労働者の定着率が高まる
と共に労働者の質が向上
し、サービスの質が高ま
ったことにより事業も拡
大している。
☆主な取組内容
①法を上回る育児・介護
休業制度を整備している。
過去三年間における全て
の出産者と配偶者が出産
した唯一の男性が育児休
業を取得しており、休業
の終了し九名全員が職場
復帰している。また介護
休業についても一名が取
得し、職場復帰している。
②休業者の代替には派遣
労働者を活用することに
より、休業者の現職復帰
に配慮すると共に休業者
の生じた職場への負担軽
減を図っている。
③平成十九年六月より社
内託児施設を整備し、さ
らに平成二十一年八月に
は当託児施設の拡充・移
設を行っている。これま
で多数の労働者が利用し
ている。

④看護休暇制度における
時間単位取得や短時間勤
務制度等、労働時間面で
利用者の希望に応じて柔
軟な働き方ができる制度
運用を行っており、複数
の労働者が利用している。
⑤各所属労働者によって
構成された仕事と育児の
両立支援のための推進体
制において、社内アンケ
ートを実施し、労働者の
ニーズを把握したことが、
派遣労働者の活用等、ニ
ーズに沿った措置に結び
ついている。
⑥仕事と育児の両立支援
制度を社内に掲示し、労
働者に周知するとともに、
経営トップ自らが全労働
者の出席する会議におい
て、制度を積極的に利用
するよう明確に伝えてい
る。

株式会社た まゆらでは、
今年も育児休 暇から職場
へ復帰した職 員が数名居
ります。今回 は二人の子
どもを出産し た後、職場
へ復帰した女 性職員に話
を聞いてみま した。
先ず、一人目の子ども
は平成十八年 十一月十九
日に出産しま した。育児
休暇を取得後 、翌年の十
一月一日付で 職場に復帰
しました。託 児所が出来
たことにより 、第一子を
預けながらの 業務復帰で
した、その約 一年後、平
成二十一年一 月九日に第
二子を出産し ました。そ
の後一年間育 児休暇を取
得し、今年の 一月より職
場へ復帰して 業務を遂行
しています。 復帰時には
社長より現在 の会社の状

⑦平成二十 一年九月から
育児・介護 休業取得等に
係わる相談 窓口を所属ご
とに定め、 労働者の相談
を受け付け ており、労働
者の制度利 用や継続終業
を促してい る。
⑧配偶者が 出産する男性
には、育児 参加計画書の
作成を求め 、総務部を通
じて当該男 性の所属長に
内容を通知 することによ
り、男性の 育児参加に対
する理解や 協力が得られ
るよう配慮 している。
と発表され ました。
この様に 光栄な受賞が
出来ました のも、利用者
の皆様や地 域の皆様のご
支援による 賜と深く感謝
致しており ます。今後と
もより一層 のご支援をよ
ろしくお願 い申し上げま
す。

況説明や、希 望に添った
短時間勤務が 行われ、復
帰後の職場環 境も働きや
すいというこ とでした。
現在は通常勤 務で業務に
就いています が、今のと
ころ短時間勤 務に戻して
もらう希望は 無いとの事
でした。託児 所があって
とても助かり 、これから
も利用してい きたいとい
う希望を聞く ことが出来
ました。女性 職員より

「復 帰後 、短 時間勤 務等
の希 望を 受け 入れて もら
えて 、子 ども も私も 助か
りま した 。長 男を産 んで 、
託児 所が 出来 た時は 、育
児に もま だ不 安があ り心
配で した が、 社長を はじ
め、 セン ター 長、保 育士
の方 にも 相談 に乗っ てい
ただ けた ので 、とて も有
り難 かっ た」 とのこ とで
した 。
現在も、たまゆらには
育児 休暇 中の 職員が 数名
居り 、託 児は 八名に もな
りま す。 たま ゆらで は、
育児 と仕 事を 両立し 、働
きや すい 環境 を目指 して
いま す。

㈱ たま ゆら の今年 度の
風土 改革 への 取組目 標が
決定 しま した 。平成 二十
一年 度実 施し た必須 取組
事項 の見 直し 、バー ジョ
ンア ップ に加 え、勤 務時
間等 雇用 管理 の見直 しと
労働 者の 意識 啓発を 重点
に取 り組 むこ とと成 りま
した 。
社 外で のセ ミナー に参
加し たり 、社 内体制 を充
実し たり して 職場風 土の
改革 を推 進し ます。

