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元気企業とやま賞

平成19年度に創設された富山県知事賞で、女性の登用や能力の向上への取組みに積極的で、

女性が職場でいきいきと活躍している企業に賞を授与する制度です。この賞により、県内企業
等で働く女性が能力を十分に発揮して、責任のある立場にどんどん参画していくことができる
職場環境が実現するよう期待しています。

令和２年度受賞企業

三光合成 株式会社

南砺市 ／ プラスチック製品製造業
管理職への女性登用を積極的に推進しています。
また、国 内、海 外 事 業 所を問わず 女 性を 積 極 的 に採 用し、男 性 社 員のみ
だった部署へ女性社員を配属するなど、女性の能力開発や職域拡大に取り組
むとともに、仕事と育児の両立に向けた環境づくりにも取り組んでいます。

先輩女性
からの

ひとこと
企業 概 要

所 在 地：〒939‐1698
南砺市土生新1200番地
電

話：0763-52-1000

代 表 者：代表取締役社長 黒田 健宗
（令和2年5月現在）
従業員数：622人
U R L：http://www.sankogosei.co.jp/

富山工場

総務課

広瀬 由希恵さん（1993年度入社）
総 務 課 で、社 員 の 給 与 計 算 や 社
会保険手続き等の労務全般を行って

います。
社会保険や税の制度改正の都度、各工場の担当
者とも連絡をとりあって制度内容の理解を深め、
社員からの問い合わせに、正確で分かりやすくお答えできるよう努め
ています。
また、社員が安心して働けるよう、気軽に問い合わせできる存在と
して働けることにやりがいを感じています。

昭北ラミネート工業 株式会社

富山市 ／ 製造業
管理職への女性登用を積極的に推進しています。
また、全部署に女性社員を配置し女性の職域拡大に取り組むとともに、新
型コロナウイルスによる臨時休校時の子連れ出勤勤務の実施、育休復帰支援
プランの策定、男性社員の育休取得の支援など、男女が共に働きやすい職場
環境を推進しています。

先輩女性
からの

ひとこと

企業 概 要

所 在 地：〒930‐0821
富山市飯野1番地の1
電

話：076-451-7466

代 表 者：代表取締役社長 中川 雄介
（令和2年4月現在）
従業員数：122人
U R L：http://www.shohoku.co.jp

生産技術統括部

品質管理課

熊田 絵里さん（2011年度入社）

新製品の試作検証や客先依頼の
品 質 調 査 を 主 に 担 当 し て い ま す。過
去3回 の 育 児 休 業 を 取 得 し、現 在 は、育 児 短 時 間
勤務制度を利用しています。品質管理は、特殊な
検査機器を使用する業務が多く、検査時間もかか
ります。新型コロナウイルスによる臨時休校時は、休暇を取る事も
出来ましたが、業務が滞る事を相談すると、子連れ出勤が導入されま
した。子育て世代の社員も多く、育児に理解のある職場で安心して
働くことができています。

平成29年度受賞企業
株式会社 シキノハイテック
管理本部管理部

平成30年度受賞企業

魚津市 ／ 電子部品・デバイス製造業

本社事業企画室

総務課

藤樫 磯美さん（2009年度入社）

浅井 さよ子さん（2008年度入社）
入社時から総務の業務に携わり、その間、２人の子の母
となり、現在も育児短時間勤務を利用しながら仕事と育
児に奮闘しています。職場の皆さんのサポートに助けられ
ながら、仕事を続けていられることに日々感謝しています。
当社は、育児短時間勤務を取得しながら活躍している女性社員が多数おり、
また、女性の管理職も年々増え、女性が輝ける会社だと感じております。
エイダブリュエス

ＡＷＳ 株式会社

富山市 ／ 情報サービス業

ソリューション本部

佐伯 留奈子さん（1998年度入社）

入社時は子どもが小さくパート勤務をしていましたが、
第３子の小学校入学を機にフルタイムに変更し、現在は日
次採算、労務、人事管理等をしています。
子どもが小さい内は長期休暇の取得など仕事と家庭の
両立ができる会社です。子どもが大きくなってからは、フルタイムに変更し、
現場管理をしている女性も多く活躍しており、やりがいを持って仕事ができ
る職場だと感じています。

株式会社 ケーブルテレビ富山

富山市 ／ 情報通信業

お客様サービス部

SEとしてワクワクしたい。その想いをもとに、ITで様々
なお客様の「成長」をサポートしています。
会社は駅前のオフィスビル６階にあり、明るく、広々とし
た空間です。仕事と子育てを両立している女性スタッフが
多く、社員誰もが働きやすい職場です。
我が社の「人にやさしいシステム」が、富山に密着する事を願っています。

あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 富山支店
富山支店

株式会社 ホシナパック 滑川市 ／ 印刷・紙器製品・製造・販売

富山市 ／ 損害保険業

富山支社

酢谷 可奈子さん（2017年度入社）
私は営業職で、保険代理店の皆様に販売支援や本業支
援を行っております。現在は、女性営業担当者で構成され
る営業女子カレッジ（えいかれ）のメンバーとして、セミ
ナーの企画や異業種との交流に注力しています。女性社
員比率が高い富山支社は、女性がイキイキと働き誰もがチャレンジしやすい
職場環境であり、日々感謝をしながら仕事に取り組むことができています。

木原 美和さん（1995年度入社）
当社は、女性社員が多く、明るく活気に満ちています。
出産、育児休業後も時短勤務を選択する社員が増加する
など、女性が安心して長く働ける環境が整ってきているこ
とを実感しています。また、男性社員の育児休業取得等、
積極的な育児参加も促進しています。今後も、男女ともに能力を最大限発
揮できるような企業風土づくりに努めていきたいと考えています。

一般財団法人 北陸予防医学協会

富山市 ／ 健康診断業

医療技術部 看護科

若林 希美さん（2009年度入社）
2009年に入社し、主に企業や学校に出向いて行う健康
診断の受付業務を行っています。仕事の現場が、その日
によって違うため、毎日、新鮮な気持ちで、取り組むこと
ができています。女性の職員が多く、仕事上のことはもち
ろん、仕事以外のことも相談できる上司・同僚も多く、良い環境のもと、楽
しく仕事ができています。

令和元年度受賞企業
エヌティーシー

コマツNTC 株式会社
総務部

南砺市 ／ 工作機械等の設計・製造・販売

総務課

梅本 奈津子さん（1992年度入社）
女性活躍推進において掲げた当社の目標を中心に、具
体的な施策を企画・管理・運営しています。女性だけで
はなく、高齢者や障がい者の方でも仕事と家庭の両立が
できるような制度構築により「選ばれる会社」を目指して
日々活動しています。社員が誇りを持って仕事をしている姿を、一人でも多
く見られることが私の仕事であり、私のやりがいと感じています。

アルビス 株式会社
経営企画部

射水市 ／ 食品小売業

富山県では、企業における男女共同参画を推進するため、男女
共同参画チーフ・オフィサー設置事業所及び男女共同参画推進事
業所を募集しています。
男女共同参画推進事業所に認証されると、富山県建設工事入札
参加資格審査及び物品等の調達において優遇されるほか、株式会
社日本政策金融公庫の低利融資を受けることができます。
（なお、令和2年度の募集は、既に終了しました。令和3年度の募集
は、4月に開始する予定です。）

情報インフラ課

松本 栄子さん（1987年度入社）
社内業務の効率化や改善を図るため、システムという
側面から本部や店舗をサポートし、また、新たなシステム
提案をしていくことが主な仕事です。世の中の常識が変
化している今、
「変化を恐れず、変化を楽しむ」ことを心
がけて業務に取り組んでいきたいと思います。

株式会社 スカイインテック
広告事業部

男女共同参画チーフ・オフィサー設置事業所・
男女共同参画推進事業所の募集について

富山市 ／ 総合ビル管理、不動産賃貸、工事、広告、保険

女性が輝く元気企業とやま賞受賞候補企業の
募集について
令和3年度
「女性が輝く元気企業とやま賞」
は、令和3年2月頃に
公募を開始する予定です。
詳しくは、下記の富山県少子化対策・県民活躍課女性活躍・働き
方改革推進班へお問い合わせください。
多くの企業の応募をお待ちしております。

営業推進部

成瀬 裕美子さん（1989年度入社）
営業推進部長としてウェブ解析データに基づいたホーム
ページの構築やコンテンツ企画、制作を担当しています。
お客さまの課題解決をサポートしてきた「長年の？！」営
業経験を活かし、ウェブはじめメディア広告や動画、イベン
トの企画を考える毎日です。同じ仕事は一つとしてなく、知らないことだら
け。ずっと仕事を続けられた最大の理由かもしれません。

お問合せ先
富 山 県 総 合 政 策 局 少 子 化 対 策・県 民 活 躍 課
女 性 活 躍・働き方 改 革 推 進 班

TEL

076‑444‑3137

http://www.pref.toyama.jp/cms̲sec/1017/

平成25年度受賞企業

平成26年度受賞企業

にいかわ信用金庫

魚津市 ／ 金融業

株式会社 金森メタル

砺波市 ／ アルミ鋳物製造業

管理部

事務部

渋谷 允優子さん（2020年度入社）

澤谷 文代さん（1984年度入庫）
各店舗では女性の役席者や渉外担当者が多く活躍し

私は2020年4月に総務課として入社しました。年数

ています。現在、事務部の部長として組織全体の運営

は浅いですが、さまざまな業務を幅広くさせてもらえる

に関わりながら、明るく雰囲気の良い職場作りに取り組

ので、日々、自身のレベルアップを感じられます。鋳造

んでいます。後に続く女性職員の活躍の場がさらに広

業の事務は未経験ですが、上司の方々がいつもサポート

がるように、今後も努力していきたいと思います。

してくださいます。また、社内の勉強会や外部講習にも積極的に参加さ
せてもらい、毎日充実しております。

社会福祉法人 砺波福祉会
特別養護老人ホーム

砺波市 ／ 老人福祉

やなぜ苑

国立大学法人 富山大学

富山市 ／ 教育・研究

総務部人事課

駒井 千穂さん（2012年度入社）

髙松 奈緒さん（2012年度採用）

特別養護老人ホームやなぜ苑で、入所者の皆さまが安

大学は、男性・女性関係なく活躍できる理想的な職

心安全な生活ができるように、短大卒業後から介護員と

場環境だと思います。さらに、職員にとっては、多様な

して働いています。

業務の経験が、自身の糧になっています。また先輩や後

現在、育児休業中で、長女の成長を日々、見守りなが

輩等周囲のサポートによって、苦手な分野の業務に対し

ら、初めての育児を満喫しています。先輩の方々が育休や時短勤務を活用
しながら頑張っている姿を見ているので、私も家族や職場の皆さんに協力
してもらいながら、育児と仕事を両立したいと思っています。

ても前向きに取り組むことができます。
男性・女性が共に能力を発揮できる職場に誇りをもち、充実した毎日
となるよう努力していきたいと思います。

平成27年度受賞企業
安達建設 株式会社

平成28年度受賞企業
南砺市 ／ 建設業

工事部建築課

株式会社 ユニゾーン

富山市 ／ 表面処理加工業

品証部

安田 笑美さん（1999年度入社）

菊池 美里さん（2018年度入社）

建設業界で働く母のがんばっている姿を見て育ち、気

当社は工業製品等への表面処理加工を手掛けており、

が付くと「自分もこうありたい」と、この業界を目指して

表面処理加工を行う処理液の液分析を行っています。

いました。念願かなって技術者として入社し、出産、育

各ラインの処理液の変動をいち早く発見し、担当者との

児休暇を経て、周りの協力のお陰でスムーズに職場復帰

コミュニケーションを取り、対処出来た時には充実感と

することが出来ました。１つの仕事を仲間とやり遂げた達成感を糧に、こ

やりがいを感じます。また、当社では育児休暇制度を利用し職場復帰をし

れからも技術者として頑張っていきたいと思います。

ている女性社員も多数おり、安心して長く働ける環境だと感じています。

株式会社 リッチェル

株式会社 大和富山店

経営管理部

富山市 ／ プラスチック製品製造業

経理・財務課

富山店営業第３部

高縁 早矢香さん（2006年度入社）

富山市 ／ 百貨店業

紳士ファッション・子供用品課

定塚 きららさん（2013年度入社）

経理部門で支払業務や資産管理、月次決算業務を担

紳士雑貨商品の販売や商品管理、コーナー全体の品

当しています。当社は出産後も働き続ける社員がほと

揃えや演出の変更など運営全体を任されています。海

んどで、私も2回育児休業を取得し、育児短時間勤務や

外の観光客も来店され、私の接客応対にご満足いただ

子の看護休暇など、働くママへのあらゆる支援を利用し

き、フェイスブックにお褒めの言葉を投稿いただいたこ

ました。また女性の管理職割合も増え、とてもアグレッシブな女性が多

ともあり、更なる仕事への励みに繋がりました。

い企業です。この環境下で周囲のサポートに感謝し、元気に仕事を続け
ていきたいです。

社会福祉法人 新川老人福祉会
魚津市西部

出産後は子供の行事や体調面に左右される生活ですが職場同僚の協力
もあって、フルタイム勤務で仕事と育児が両立出来ています。

魚津市 ／ 老人福祉・介護事業

デイサービスセンター

中川 麻由美さん（2004年度入社）
介護職員として勤務しています。2016年第2子を出
産し、仕事と育児の両立に不安がありましたが、日曜日
が定休等、働きやすい環境を配慮していただき、子ども
との時間も大切にでき、安心して働くことができていま
す。これからもキャリアアップにつながる研修に積極的に参加し、公私と
もに充実できるよう努力していきたいと思います。

社会福祉法人 宣長康久会
大沢野・細入地域

富山市 ／ 老人福祉・介護事業

包括支援センター

宮下 陽子さん（2011年度入社）
2011年に入社し、地域包括支援センターで高齢者や
地域の方の相談支援を行っています。社内は掃除が行
き届き、明るい雰囲気の中働くことができ、研修にも積
極的に出してもらえるのでキャリアアップにつながってい
ます。現在育児と仕事の両立が大変ですが、職場の皆さんの支えや、育
児を支援する制度のおかげで何とか頑張れています。やりがいを持てる
会社だと感じています。

男女共同参画推進事業所
富山県では、平成14年度から県内企業の役員クラスの方にチーフ・

認 証 要 件

オフィサー（CGEO＝Chief Gender Equality Oﬃcer）にご就任いた

だき、企業内の核となって男女共同参画を推進していただいております。

１. チーフ・オフィサー（CGEO）を置いていること。

活躍推進及び男女の仕事と家庭の両立支援など、職場における男女共

２. 労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等関
係法令が遵守され、必要な措置が実施されていること。

業所をいいます。

３. 女性の管理職登用及び男女労働者の仕事と家庭の両立支援
のための法を上回る制度の整備、委員会の設置又は行動計
画の策定等、具体的な取組が行われていること。

男女共同参画推進事業所とは、チーフ・オフィサーを設置し、女性の

同参画を推進いただいている事業所として、富山県知事が認証した事
※令和2年8月現在で137事業所（★は令和2年度新規に認証）

アール・タチバナ株式会社
富山市二口町

株式会社浅野組
小矢部市西福町

アルカスコーポレーション株式会社
南砺市長源寺

株式会社インテック
富山市牛島新町

大西建設工業株式会社
中新川郡上市町旭町

鹿熊工業株式会社
下新川郡朝日町殿町

北日本道路株式会社
富山市吉倉

ケーズメタル株式会社
高岡市下麻生字天洞

コマツNTC株式会社
南砺市福野

株式会社シー・エー・ピー
富山市金屋

株式会社島田組
中新川郡上市町西中町

シロウマサイエンス株式会社★
下新川郡入善町青木

あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社 富山支店
富山市上本町

朝日建設株式会社★
富山市安住町

アルビス株式会社
射水市流通センター水戸田

碓井建設株式会社
中新川郡上市町郷柿沢

株式会社音沢土建
黒部市宇奈月町音沢

株式会社金山産業
滑川市中川原

有限会社喜中工務店
滑川市上小泉

ケミコリバイブ株式会社
富山市婦中町笹倉

坂本組株式会社
砺波市芹谷

JFEエンジニアリング株式会社
富山市桜橋通り

株式会社嶋田建設工業
小矢部市浅地

株式会社新日本コンサルタント
富山市吉作

株式会社アイザック
魚津市大字大海寺野村

アステラスファーマテック株式会社
富山技術センター
富山市興人町

伊野建設株式会社
富山市新屋

AWS株式会社
富山市桜橋通り

社会福祉法人海望福祉会★
魚津市仏田

川原工業株式会社
射水市上条

協和ファーマケミカル
株式会社
高岡市長慶寺

株式会社廣貫堂
富山市梅沢町

有限会社三永工業
氷見市地蔵町

株式会社シキノハイテック
魚津市吉島

清水工業株式会社
高岡市佐野

新湊信用金庫
射水市中新湊

株式会社アイペック
富山市上野新町

安達建設株式会社
南砺市野田

株式会社伊原組
富山市天正寺

大高建設株式会社
黒部市宇奈月温泉

角地建設株式会社
富山市下新北町

株式会社北日本新聞社
富山市安住町

株式会社久郷一樹園
富山市丸の内

小林建設株式会社
富山市水橋辻ヶ堂

三協立山株式会社
高岡市早川

株式会社篠川組
富山市八町

昭和建設株式会社
高岡市広小路

社会福祉法人宣長康久会
富山市下夕林

損害保険ジャパン日本興亜
株式会社 富山支店
富山市本町

株式会社大地
高岡市野村

株式会社高田組
富山市宝町

立野原建設株式会社★
南砺市土生新

東武建設株式会社
富山市新根塚町

砺波建設株式会社
砺波市新明

株式会社富山銀行
高岡市守山町

株式会社富山第一銀行
富山市西町

株式会社富山富士通
富山市八尾町保内

株式会社西田幸樹園
富山市羽根

日本海電業株式会社
富山市手屋

株式会社早木工業
高岡市太田

氷見土建工業株式会社
氷見市窪

株式会社藤井組
南砺市坪野

株式会社北陸銀行
富山市堤町通り

株式会社北陸ハウステック
高岡市南幸町

第一生命保険株式会社
富山支社★
富山市安住町

株式会社大和富山店
富山市総曲輪

瀧根工業株式会社
高岡市東中川町

株式会社谷口
高岡市野村

道路技術サービス株式会社
射水市橋下条

砺波工業株式会社
砺波市中央町

富山県生活協同組合
富山市金屋

国立大学法人富山大学
富山市五福

長田建設株式会社
魚津市黒谷

西村工業株式会社
高岡市野村

日本ソフテック株式会社
南砺市川除新

林建設株式会社
富山市二口町

廣川建設工業株式会社
下新川郡入善町古黒部

伏木海陸運送株式会社
高岡市伏木湊町

北陸コカ・コーラボトリング
株式会社
高岡市内島

株式会社北陸福祉会
南砺市二日町

第一薬品工業株式会社
富山市草島

大和リース株式会社
富山営業所
富山市布瀬本町

田組株式会社
高岡市能町

中央管機カクユー株式会社
富山市堀川町

株式会社得能組
砺波市太郎丸

社会福祉法人砺波福祉会
砺波市柳瀬

富山県綜合警備保障
株式会社
富山市金屋

富山地鉄建設株式会社
富山市安養寺

にいかわ信用金庫
魚津市双葉町

日本海ガス株式会社
富山市城北町

根尾建設株式会社
砺波市矢木

株式会社飯作組
下新川郡入善町五十里

ファインネクス株式会社
中新川郡舟橋村舟橋

北電技術コンサルタント
株式会社
富山市牛島町

北陸電気工事株式会社★
富山市小中

株式会社干野設備
小矢部市杉谷内

有限会社大開工業
高岡市伏木国府

高岡信用金庫
高岡市守山町

株式会社竹原工務店
富山市下赤江町

つくばね建設株式会社
南砺市林道

得能建設工業株式会社
南砺市荒木

富美道路株式会社
射水市上条

富山信用金庫
富山市室町通り

富山地方鉄道株式会社★
富山市桜町

社会福祉法人
新川老人福祉会
魚津市大光寺

日本海建興株式会社
富山市牛島町

野原建設株式会社★
南砺市利賀村上百瀬

瞳土建工業株式会社
氷見市惣領

株式会社福光組
南砺市福光

北電産業株式会社
富山市牛島町

北陸電力株式会社
富山市牛島町

株式会社干場建設
氷見市稲積

北海工業株式会社
射水市足洗新町

松倉建設株式会社
黒部市前沢

丸新志鷹建設株式会社
中新川郡立山町芦峅寺

株式会社宮木建設
砺波市五郎丸

山本建設株式会社
高岡市伏木古府

株式会社ユニオン・ランチ
富山市向新庄町

前田薬品工業株式会社★
富山市向新庄町

株式会社牧田組
射水市庄西町

松島工業株式会社
高岡市戸出町

氷見市稲積

松原建設株式会社
富山市石坂

株式会社丸泉

有限会社桝形開発

株式会社松本土建
砺波市秋元

三井住友海上火災保険
株式会社 富山支店

丸長建設株式会社

南砺市和泉

南砺市新屋

宮野建設株式会社
砺波市増山

富山市総曲輪

株式会社森長組
魚津市稗畠

株式会社ユアネクス★
魚津市山女

砺波市東保

雄基工業株式会社
高岡市能町東

株式会社ユニゾーン
富山市綾田町

株式会社山崎組

ユーシン建設株式会社
砺波市三郎丸

株式会社吉田組
小矢部市綾子

株式会社リッチェル
富山市水橋桜木

YKK株式会社黒部事業所
黒部市吉田

（五十音順）

平成 19 年度 〜 令和元年度

「女性 が 輝く元気企業とやま賞 」
受賞企業

平成19年度受賞企業

平成20年度受賞企業

YKK 株式会社 黒部事業所

●

●

株式会社 インテック（富山市 ／ 情報サービス業）

●

株式会社 ラポージェ（氷見市 ／ 和服縫製、機械開発製造）

●

富山県生活協同組合（富山市 ／ 小売業・福祉事業・共済受託業務）

●

株式会社 富山第一銀行（富山市 ／ 銀行業）

●

（黒部市 ／ ファスニング製品、精密機械・装置・金型製造業）

平成22年度受賞企業

平成21年度受賞企業
●
●
●

三協立山 株式会社

（高岡市 ／建材事業、マテリアル事業、商業施設事業）

株式会社 廣貫堂（富山市 ／ 医薬品製造販売業）

●

株式会社 北陸銀行（富山市 ／ 銀行業）

アステラス ファーマ テック 株式会社 富山技術センター

●

北陸電力 株式会社（富山市 ／ 電気事業）

●

高岡信用金庫（高岡市 ／ 金融業）

（富山市 ／ 医薬品製造業）

日本海ガス 株式会社（富山市 ／ ガス業）
平成23年度受賞企業

平成24年度受賞企業

●

北陸コカ・コーラボトリング 株式会社（高岡市 ／ 清涼飲料水 卸売業） ● 第一薬品工業 株式会社（富山市 ／ 医薬品製造販売業）

●

株式会社 オレンジマート（富山市 ／ 小売業）

●

富山信用金庫（富山市 ／ 金融業）

●

株式会社 富山銀行（高岡市／ 銀行業）

