なら女性活躍推進倶楽部 会員企業・事業所一覧

05

（138企業・事業所 令和4年2月末 業種別・五十音順）
建設業

関西電力送配電株式会社奈良支社
株式会社リビングイワイ

有限会社一吾
株式会社ECO-ART

社会福祉法人佐保会
社会福祉法人三寿福祉会

運輸業、郵便業

三井住友信託銀行株式会社
奈良西大寺支店
明治安田生命保険相互会社
奈良支社
大和信用金庫

五條運輸株式会社

不動産業、物品賃貸業

社会福祉法人太樹会和里
（にこり）

株式会社ワイズスタッフ

大和ハウス工業株式会社奈良支店
たけや興業株式会社
株式会社ニシヨシ

アート引越センター株式会社

日進電工株式会社
福井水道工業株式会社

奈良交通株式会社

株式会社松田組

株式会社和田エンジニアリング

株式会社池田工業社

製造業

株式会社近鉄百貨店橿原店

株式会社ナカガワ

株式会社柿の葉すし本舗たなか

市民生活協同組合ならコープ

河村繊維株式会社
クオリカプス株式会社

株式会社マル勝髙田商店

第一化工株式会社

村島硝子商事株式会社

株式会社ダイワホーサン

株式会社ヨシケイライブリー

タマノイ酢株式会社 本社工場

金融業、保険業

田村薬品工業株式会社

住友生命保険相互会社奈良支社

東邦化成株式会社
西垣靴下株式会社
株式会社フルックスホールディングス
三笠産業株式会社

第一生命保険株式会社奈良支社

山本松産業株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業

奈良県信用保証協会
奈良中央信用金庫

大阪ガス株式会社奈良事業所

社会福祉法人萌

生活関連サービス業、娯楽業

奈良県の事業です。

株式会社ライフエール

社会福祉法人大和清寿会

「なら女性活躍推進倶楽部」に
会員登録しているのはどんな企業？

株式会社リールステージ

その他サービス業

株式会社イベント・
トゥエンティ
・ワン

社会福祉法人郡山双葉会
やまとこども園
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学

株式会社Women's Future Center

医療、福祉

公立大学法人奈良県立医科大学

株式会社ウーマンライフ新聞社
近畿ビルサービス株式会社奈良営業所
株式会社クレーる

一般社団法人奈良経済産業協会

良県中小企業家同友会

株式会社Ｊ
Ｉ
ＴＳＵＧＹＯ

社会福祉法人うねび会
ぽれぽれケアセンター白橿
社会福祉法人協同福祉会

大和リース株式会社奈良支店
一般社団法人奈良県医師会

認定NPO法人きららの木

株式会社ニチイ学館奈良支店

医療法人健和会

株式会社ノブレス・セントラル

医療法人康仁会

株式会社マスオ綜合事務管理センター

●一般社団法人奈良電業協会

労務士会

●

奈良労働局

奈良県商工会議所連合会

●

奈良県中小企業団体中央会

●公益社団法人日本青年会議所近畿地区奈良ブロック協議会

●一般社団法人奈良県病院協会

会

●

●

●奈良県社会福祉法人経営者協議会
●奈良県生活協同組合連合会

奈良県市長会

●

●

●

●

奈良県商工会連合会

一般社団法人奈良県銀行協会

一般社団法人奈良県建設業協会

●

奈良経済同友会

●奈

●奈良県信用金庫協会

●一般社団法人奈良県空調衛生工業協
●

奈良県大学連合

●

奈良県社会保険

奈良県町村会

01
企業の魅力発信
「あまり知られていない良い
企業」がたくさんある奈良。知
られざる県内企業・事業所の
魅力を発信しています。

02

03

働きたい女性が
企業と出会う場づくり

会員間交流による
企業のマインド改革

企業担当者と直接出会うことで、

働きやすい職場づくりに役立つセ

実際の企業を知ることができる

ミナー・交流会で県内企業が相互

マッチングイベントを開催してい

に交流し、自社での取組につなげ

ます。

ています。

会員登録はこちらから▶

奈良県こども・女性局 女性活躍推進課

〒630-8501 奈良市登大路町30

活躍推進取組宣言」を策定し、取組を進めています。ロゴ

「なら女性活躍推進倶楽部」の３つの柱

奈良県民共済生活協同組合

日本労働組合総連合会奈良県連合会

企業・事業所のみなさま、
私たちと一緒に女性活躍推進に取り組みませんか？
お問い
合わせ先

●

べての会員企業が、職場をより良くしていくための「女性

株式会社CWS

社会福祉法人以和貴会

なら女性活躍推進倶楽部支援団体
●

女性活躍に取り組む意欲ある企業が登録しています。す

マークが会員企業の目印です。

コマツ教習所株式会社

社会福祉法人青垣園

SOMPOひまわり生命保険株式会社

づくりをめざし、関係団体とともに様々な取組を展開する

株式会社尾花・ホテル尾花

有限会社あいネット

こくみん共済 coop ＜全労済＞
奈良推進本部
損害保険ジャパン株式会社奈良支店

奈良精工株式会社

も働きがいを感じ、いきいきと働き続けることができる職場

社会福祉法人宝山寺福祉事業団
社会福祉法人明徳会

教育、学習支援業

株式会社ファーマシー木のうた

佐藤薬品工業株式会社

社会医療法人平和会
社会福祉法人室生会

株式会社LINK'S HEART

奈良トヨタ株式会社

県内の企業・事業所に会員登録いただき、男性も女性

社会福祉法人ぷろぼの

株式会社タフ

株式会社奈良自動車学校

株式会社岸本製作所

株式会社日本ベルアージュ

宿泊業、飲食サービス業

株式会社天平庵

大塚製薬株式会社大阪支店奈良出張所

社会福祉法人南都栄寿会

福岡労務経営事務所

株式会社砂糖傳増尾商店

大浦貴金属工業株式会社

社会福祉法人ならやま会

中井総合会計事務所

クロスインテクノ株式会社

株式会社M．
T．
C

「なら女性活躍推進倶楽部」とは？

社会福祉法人徳眞会たけのこ園

社会保険労務士法人アウルス

株式会社近鉄百貨店奈良店

梅乃宿酒造株式会社

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
ていくあい有限会社

学術研究、
専門・技術サービス業

株式会社近鉄百貨店生駒店

株式会社井上天極堂

社会福祉法人正和会

株式会社レオパレス２１

イオンリテール株式会社近畿カンパニー

山口建設株式会社

社会福祉法人清光会

正木商事株式会社

卸売業、小売業

矢羽田建設株式会社

社会福祉法人仁南会国見苑・さうす国見

株式会社山晃住宅

株式会社ハンナ

森髙建設株式会社

働く人それぞれの職
場や立場において、
女性も男性も皆、そ
の人自 身 が 喜 び を
もって 内から輝き活
躍できる環境を皆で
共創するイメージ

社会福祉法人祥水園

イオンモール株式会社
イオンモール大和郡山

五條メディカル株式会社

株式会社福嶋組

社会福祉法人功有会
特定非営利活動法人三郷サンサンハウス

富士通Japan株式会社

株式会社創造工舎

株式会社日本政策金融公庫奈良支店
富国生命保険相互会社奈良支社

アイ・ピー・ファイン株式会社

株式会社五伸

社会福祉法人晃宝会

日本生命保険相互会社奈良支社

情報通信業

株式会社楓工務店

株式会社南都銀行

ロゴマーク
コンセプト

「なら女性活躍推進倶楽部」はこんな活動をしています！

TEL：0742-27-8679（なら女性活躍推進倶楽部事務局）
なら女性活躍推進倶楽部News Letter No.5

令和4年3月発行

なら女性活躍推進倶楽部 令和3年度の活動

01 企業の魅力発信

03 企業間交流によるマインド改革

女性の再就職応援ジャーナル
「FIELD」第3号を発行

［8月、2月］異業種交流会
異業種交流会では、意欲ある会員同士が悩みや課題を共有。女性活躍という共通のテーマでのつながりを作っています。
❶ 第 7 回「パパの産休ってなんだ !？〜新しい時代の働き方と企業のあり方〜」
（オンライン形式）

企業が求める（一緒に働きたい）人材やこれから再就
職を目指す女性へのメッセージ、実際に再就職を果たし

講師：大阪教育大学教育学部教授／ NPO 法人ファザーリング・ジャパン 顧問 小崎 恭弘さん

た女性社員自身の再就職ストーリーや職場の働きやす

パネリスト：株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 田澤 由利さん、男性育休取得者・女性育休取得者

い取組を語るジャーナル「FIELD」
。
県の就職相談窓口や

参加者：経営者・管理職 20 名

公立図書館などで手に取って読むことができます。

【参加者より】パネラーの率直なやりとりが本当に社内でも起こっていそうで親近感を感じました !
❷ 第８回「ANA で体験した D＆I 〜キャリアとは、仕事とは〜」
（オンライン形式）

主な記事は県 HP でも読めます ▶

ジャーナル対談の様子

奈良テレビ放送「ならフライデー9」、
奈良新聞での企業紹介

講師：ANA あきんど株式会社 取締役副社長 新居 勇子さん
参加者：経営者・管理職をめざす女性社員 7 企業 12 名
【参加者より】
「D&I に理解を得られない上司への対し方」など具体的な取組事例が参考になりました !

あまり知られていない県内企業、
事業所の魅力を
発信し、企業での取組を推進するためメディアを
通じて積極的に発信しています。
「男性育休」
「テレ
ワーク転勤」
など、
企業独自の取組を取材しました。
テレワークでの会議の様子

02 働きたい女性が企業と出会う場づくり

①第 7 回オンラインセミナーの様子（PC 画面）

［10月］女性のための再就職応援フェスタ 2021
in イオンモール大和郡山

倶楽部統一取組

倶楽部会員企業が出展するマッチングイベントは、コロナ禍にもかかわらず多くの
方にご参加いただきました。
このイベントをきっかけに、採用までつながった方もいらっ

［11月］オレンジリボン・パープルリボンキャンペーン

しゃいます。

今年度初めて、倶楽部統一取組として11月の
「児童虐待防止月間」
（オレンジリボンキャンペーン）
、11月12 日〜 25 日の
「女性に対する暴

会場：イオンモール大和郡山 イオンホール
参加者：44 名

力をなくす運動」
（パープルリボンキャンペーン）
の啓発活動について、
13 の会員企業がその企業内外において独自の取組を実施しました。

参加企業：15 企業

共催：イオンモール
（株）
イオンモール大和郡山
【参加者より】
どの企業もとても親切に話を聞いてくださり、先の希望が見えました。

①第 8 回オンラインセミナーの様子（PC 画面）

個別のブースで企業と女性が交流

［12月、1月］県内大学で企業と出会える
キャリア構築講座を開催
これからの就職活動やライフデザインに活かせる講座を開催。倶楽部会員企
業の若手社員も登壇し、職場環境の良い企業で働く良さを語りました。

市民生活協同組合ならコープ：社内研修

（株）池田工業社：展示会

正木商事（株）：HP

第一生命保険（株）：出陣式

❶ 奈良女子大学「なら学＋
（プラス）」
テーマ：女性の多様な生き方・働き方を考える
参加者：132 名（主に大学 1 年生）
倶楽部会員企業からの参加：社会福祉法人功有会

熱心に講義を聴く学生

❷ 帝塚山大学「特殊講義（企業研究）」
テーマ：ジェンダー平等の観点からこれからのキャリアを考える 参加者：37 名（主に大学 3 年生）
倶楽部会員企業からの参加：西垣靴下株式会社

三井住友信託銀行（株）：窓口

