どもを持つ職員が利用できる短時間

子育て世代です︒小学校就学前の子

した︒職員の約半数は女性で︑多くが

立支援にも積極的に取り組んできま

目指しており︑仕事と家庭生活の両

きやすい職場環境の整備を早くから

大垣市文化事業団では︑職員が働

に選べるようになりました︒２歳ま

であれば︑６時間労働の時間を自由

在は８時 分から 時 分までの間

いう形だった短時間勤務制度も︑現

崎桂子さん︒以前は９時から

時と

るよう努めています﹂と理事長の早

関して︑職員の提案を職場に反映す

ず︑作業の効率化や市民サービスに

次有給休暇を取らずにいた職員もい

実態把握も始めました︒かつては年

人ファイルによる職員の労働時間の

のはうれしかったですね﹂と育児休

あったと思いますので︑側にいられる

あがる時期で︑子どもなりに不安も

間ができました︒ちょうど小学校に

まで延び︑上の子まで手をかける時

労働状況を把握︒職員の声を聞きながら毎年制度の見直しを

勤務や︑子どもが急に熱を出したと
るのが難しいという事情から︑３歳

でだった育児休暇は︑未満児を預け

また︑事務改 善提案の一環で︑個

暇中の小薮優子さんは話します︒

休暇︑学校行事などに参加するため

きなどに時間単位で取得できる看護

子育てできる環境ができあがってい

方のサポートも手厚く︑働きながら
性 職 員の看 護 休 暇の取 得にもつな

外労働の削減︑時差出勤の導入︑男

促進されています︒そのほか︑時間

たそうですが︑近年は有休の取得を

﹁制度の見直しは︑毎年実施して

﹁復帰に向けた支援など︑周りの

までと延長しています︒

います︒事務改善提案という取り組
てありがたいです︒育児休暇も３歳

機を語ります︒現在は 時退社の勤

その条件に合った主婦正社員の募集

員で働ける会社を探していたところ︑

学生のため︑短い時間で︑しかも正社

ばかりです︒﹁下の子どもがまだ小

として︑村瀬規子さんは１月に入社

オープンした平塚家具︒新店舗要員

舗﹁ライムズ・ライフ・パレット﹂を

今年４月︑モレラ岐阜に新たな店

理解を促すと同時に︑短い勤務時間

ら採用しています︒社内への周知と

じた時間短縮勤務の制度を︑早くか

働けるよう︑育児や家庭の事情に応

平塚慶一さん︒子育てをしながらも

とっては貴重な存在です﹂と常務の

は ︑当 社のよ う な 少 人 数 の 会 社 に

につけ︑経験を積んだ女性スタッフ

プレイが求められます︒スキルを身

女性の感性を生かした接客やディス

リー休暇＆ディナー﹂を導入︒スタッ

図ってもらおうと新たに﹁アニバーサ

も と ︑仕 事 と 家 庭 両 面での 充 実 を

ワーク・ライフ・バランスの考えの

男性の育児休業も奨励しています︒

して働ける環境が整えられています︒

おり︑子育て中の女性にとって安心

寄ってからの出勤などにも対応して

の 病 気 による 急 な 早 退 や ︑病 院へ

度を利用して働いています︒子ども

家族にも仕事への興味や理解を深め

事の前には職場参観の場を設けて︑

ナーをプレゼントするものです︒食

マートスタッフ制度と名付けました︒

フの誕 生月に有 給 休 暇 と 家 族 ディ

現在︑女性スタッフの多くは子育

という 意 味 を 込 め ︑平 塚 常 務 がス

感性を生かせる職場づくりを目指し
て世代で︑大半がスマートスタッフ制

のなかで︑効率的に仕事してほしい

てきました︒﹁新店舗では家具だけ

育支援をしたりと︑制度を充実させ

休制度を取り入れたり︑復帰後の教

どにも参加できるようにと︑半日年

活などの背景にも想像を働かせるよ
てきたのです︒

時間勤務を採用したり︑学校行事な

うになりました︒私自身︑子育てを

一杯でしたが︑各従業員の家庭や生

ており︑さらに復帰率は１００％を
しながら仕事をしていますので︑そ

を修了︒﹁以前は︑事務手続きで精

年には︑同社

サン工機では︑これまで育児休業

初の男性従業員の育児休業取得者が

人という構成です︒平均

﹁皆さんスキルを持った方ばかり
帰後の働き方についての相談や希望

を重ね︑休業に入る時期や期間︑復

違うため︑従業員個々と丁寧に面談

家庭環境や育児の事情がそれぞれ

る程度︑見通しをつけられますが︑

なってくると早野部長︒﹁育児はあ

が 高いため ︑今 後 は 介 護 が 課 題 に

年齢が男性 歳︑女性 歳と年齢層

人︑女性

しないでいられる手立て︑制度を整

ですので︑出産や育児を理由に離職

誇っています︒平成

な対応を心掛けています﹂

の経験も生かしながら︑きめ細やか

現在の従業員数は 人で︑男性

特別休暇を取得するケースも出てい

現れました︒最近は孫の出産のため︑

の全対象者︵女性従業員︶が取得し

育児休業の取得・復帰率１００％︒個々の生活環境に配慮した制度を

てもらえるよう努めています︒

でなく︑雑貨を豊富に扱っており︑

平塚家具では女性が働きやすく︑

務についています︒

を知り︑応募しました﹂と入社の動

スマートスタッフ制度を導入︒経験を生かし長く働ける職場へ

がっており︑成果となっています︒

みを行っていまして︑制度面に限ら

情に合わせた制度をそろえています︒

の特別休暇といった育児や家庭の事
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備してきました﹂と企画・総務部の

に沿う形を検討してきました︒加え

考えていきたいです﹂と将来を見据

荷を減らせられるような取り組みを

介護は先が読めません︒介護への負

えます︒

を１歳から２歳に延長したり︑保育
園の送迎に合わせて朝夕１時間の短

て︑社内での協議を重ね︑育児休業

同部の那須明美さんは平成 年に︑
岐阜県子育てマイスター専門コース

場合も︑自分のできる範囲で最大限

ていますから︑子どもの都合で休む

に︑育休で長期間現場を離れた社員

ラーの資格を有する松尾さんを中心

キャリアコンサルトと産業カウンセ

互いに支え合う環境を醸成︒だれもが等しく働ける会社へ
平成２年の設立当初から︑学歴や

の仕事をしようという気持ちになり

して︑技術とメンタル両面からのフォ

や︑スキルアップを目指す社員に対

性別を問わず︑だれもが等しく働け

人くらいという規模が功

ることをポリシーとして掲げてきた

﹁社員

ます﹂

などの教育制度を整備するとともに︑

ローをしています︒社内研修や講習

フ・バランスが注目される以前から︑

ソフィア総 合研究 所 ︒ワーク・ライ

を奏しているのでしょう︒子育て中

キャリアコンサルティングに関する

の社員を普段から目の当たりにして

面談を年に１回︑全社員に実施して

社員の声を取り入れつつ︑働きやす

育児休暇や短時間正社員の制度など︑ いますので︑育児に理解ある職場環

います︒

い環境づくりに力を入れてきました︒

境が自然と育まれてきたのだと思い

内で共有しつつあります﹂と参与の

支え︑育てていくという空気も︑社

き方の実現を目指しています︒

家庭の両立を図りながら︑多様な働

ノー残業デーも設けており︑仕事と

午前半休・午後半休や記念日休暇︑

ます︒そうした経験者が次の世代を

育休から復帰したプログラマーの

子育て支援も充実しています︒
髙島久美子さんは現在︑ 時から

女性に限らず︑社員が長く働くた
めの支援にも意識を向けてきました︒

小薮優子さん 蒼真ちゃん

育児休暇中

早崎桂子さん

理事長

平塚慶一さん
常務

村瀬規子さん

15

早野孝治部長は話します︒

ます︒

63

代表取締役社長

17

時までの短時間勤務をしています︒

ますので︑メンバーの状況などもわ
かってきます︒互いに支え合って働い

文／長屋整徳 デザイン／Beanstalk白石純也

83

49

インテリアアドバイザー

早野孝治さん 長谷川晴久さん
企画・総務部部長

太田剛さん
管理部部長

松尾祥子さん

20

45

（右）
平成27年から毎年夏に開催している
「子ども参観日」。職員の子どもや孫を職場
（スイトピアセン
ター）
に招き、館内見学や仕事体験を実施しています（左）
会議資料類を毎月送るなど、育児休暇から
の復帰に向けては、事前の支援が行き届いています
（右）
大垣市墨俣町の本店に併設されたキッズルーム。地域の子育てにも貢献したいと、無料開放して
います（左）
家族ディナーが招待されるのは、同社経営レストラン
「アドゥエ パッシ」。地元食材を使った
本格イタリアンが楽しめます

30

40

松尾祥子さんは話します︒

15

参与

髙島久美子さん
育児休暇から復帰

21

﹁プロジェクトチームで仕事をしてい

10

（右）
事務所改善会で課題を検討し、
より働きやすい職場づくりに努めています（左）
「 人を大事に」
を
モットーとする長谷川社長。新年互礼会
（写真）
など、
さまざまな機会に社員との親睦を図っています
（右）
普段からフォローし合う関係ができており、
わきあいあいとアットホームな社風は自慢です
（左）
仕事や育児の不安を相談できる経験者の先輩や同僚が近くにいるため、育休からの復帰も安心
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25

文化事業の企画・運営・施設管理
平成24年度認定

家具販売業
平成26年度認定

機械器具製造業
平成24年度認定

システム開発業
平成24年度認定

公益財団法人大垣市文化事業団
株式会社 平塚家具

サン工機 株式会社
株式会社ソフィア総合研究所

