
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者各位 

 

くるみん認定企業が増えました 
～認定通知書交付式を５月２９日（火）北海道労働局にて開催～ 

 

北海道労働局（局長 福士
ふ く し

 亘
わたる

）は、平成３０年４月２６日付けでマックスバリュ 

北海道株式会社（代表取締役社長 出戸 信成）を、行動計画に定めた目標を達成する

など一定の要件を満たした子育てサポート企業として、次世代育成支援対策推進法に

基づく「くるみん認定」企業に認定しました。 

これにより、道内のくるみん認定企業は３７社となり、子育てサポート企業が着々

と増加しています。 

なお、認定通知書交付式を次のとおり行います。 
 
  

マックスバリュ北海道株式会社 

                     所 在 地 ： 札幌市 

従業員数 ： ６，５１７名（女性４，５０７名）  
業   種 ： 小売業                

 
 
 
 
 

 

日時 ： 平成３０年５月２９日（火）午前１１時～ 

場所 ： 北海道労働局 局長室 
（ 札幌市北区北 8 条西 2 丁目１番１号 

  札幌第一合同庁舎 9 階 ） 

※当日の取材は、北海道労働局雇用環境・均等部指導課 後藤までご連絡ください。 

  
〈添付資料〉 

 ・ マックスバリュ北海道株式会社における取組概要 

・ 北海道内の「くるみん認定」企業一覧（平成３０年４月３０日現在） 
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認定通知書交付式 



マックスバリュ北海道株式会社 

における取組概要 

（くるみん認定） 

 

１ 行動計画期間 

平成２６年２月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

 

  ２ 取組概要 

 男性の育児休業取得、女性の育児休業取得、法定時間外・法定休日労働

時間数、所定外労働の削減のための措置などの認定基準を満たしたほか、

社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を

十分に発揮できるようにするため、次の取組を行いました。 

 

（１）全従業員に年間の有給休暇取得計画の策定を義務づけ、取得状況の進捗

を毎月発信するなどの取組を行い、平成３０年２月末実績の有給休暇取得

率を３０％以上まで向上させる目標を達成しました。 

（実績）取得率３７.５％ 

 

（２）平成２９年１月から、男性従業員が子供の出生時に取得しやすい休暇制

度「短期育児休暇制度（有給）」を導入し、制度利用者の実績を１名以上

とする目標を達成しました。 

  （実績）短期育児休暇制度の取得可能期間を、出生日又は出産予定日のい

ずれか遅い方から８週間以内から、子が満１歳未満までに延長する

制度改正を行った結果、行動計画期間内に５名の利用がありました。 

 

（３）平成２７年にダイバーシティ推進室を設置し、育児勤務の問題点を精査

した結果、育児勤務制度（時間短縮勤務制度）の期間を満３歳までから中

学校就業前までに変更する目標を達成しました。 

  （実績）平成２９年１月に育児休職・育児勤務規定を改定し、育児勤務の

対象期間について、子が満３歳から中学校就学前までに延長しまし

た。 

併せて、この期間延長について、全従業員へ制度の周知を施行日

前に行いました。 

 

 

 

 

 

 

 



認定企業名 認定年 所在地 業種

1 マックスバリュ北海道 株式会社 2018年 札幌市 小売

2 　株式会社 ニトリ 2018年 札幌市 小売

3 　株式会社 NTT東日本-北海道 2018年 ・ 2009年 札幌市 情報・通信

4 　北電興業 株式会社 2017年 札幌市 その他

5 　イオン北海道 株式会社 2017年 札幌市 小売

6   株式会社 ドコモCS北海道 2017年 札幌市 情報・通信

7 　株式会社 ナスカコンピュータ 2017年 札幌市 教育・研究

8 　社会福祉法人 札幌報恩会 2017年 札幌市 福祉

9 　社会福祉法人 光寿会 2017年 帯広市 福祉

10 　医療法人社団 五稜会病院 2016年 ・ 2012年 札幌市 医療

11 　北海道総合通信網 株式会社 2016年 札幌市 建設

12 　医療法人社団 函館脳神経外科 2016年 函館市 医療

13 　株式会社 北洋銀行
2015年

2013年 ・ 2007年
札幌市 金融

14 　日本アイビーエム・ソリューション・サービス 株式会社
2015年

2012年 ・ 2008年
札幌市 情報・通信

15 　株式会社 アインファーマシーズ 2015年 札幌市 卸売・小売

16 　北海道瓦斯 株式会社 2015年 札幌市 電気・ガス

17 　国立大学法人 旭川医科大学 2015年 旭川市 教育・医療

18 　医療法人 喬成会 2015年 石狩市 医療・福祉

19 　北海道電力 株式会社 2015年 札幌市 電気・ガス

20 　日本アクセス北海道 株式会社 2015年 札幌市 卸売・小売

21 　医療法人社団 愛心館 2015年 札幌市 医療・福祉

22 　社会医療法人 医仁会 中村記念病院 2015年 札幌市 医療

23 　医療法人社団 博愛会 2015年 帯広市 医療

24 　扶洋薬品 株式会社 2015年 札幌市 小売

25 　株式会社 フヨウサキナ 2015年 札幌市 小売

26 　社会福祉法人 北海道療育園 2014年 旭川市 福祉

27 　社会福祉法人 真宗協会 2014年 帯広市 福祉

28 　ホシザキ北海道 株式会社 2014年 札幌市 卸売

29 　国立大学法人 北海道大学 2014年 札幌市 教育

30 　医療法人 オホーツク勤労者医療協会 2014年 北見市 医療

31 　株式会社 アレフ 2012年 札幌市 飲食

32 　SOC 株式会社 2012年 札幌市 情報・通信

33 　北海道テレビ放送 株式会社 2012年 札幌市 情報・通信

34 　株式会社 エヌ・ティ・ティ・ソルコ 2008年 札幌市 その他

35 　六花亭製菓 株式会社 2007年 帯広市 小売

36 　医療法人社団 慶友会　吉田病院 2007年 旭川市 医療

37 　公益社団法人 北海道勤労者医療協会 2007年 札幌市 医療

※ 最近の認定を受けた企業から順に記載しています。また、くるみん認定マークは一例です。

  北海道内の「くるみん認定」企業一覧
　　　　【 平成３０年４月３０日現在 】

 
 

 


