
認定制度を活用して、
自社の魅力度UP⤴しませんか？

労働局には５つの認定制度があり、法律に定める一定の要件を満たせば、
業種や企業規模に関わらず、申請することができます！

厚生労働省・茨城労働局

若者の採用・育成に積極的で雇用管理状況などが優良な中小企業を認

定する制度です。 【問合せ先】職業安定課 ☎029-224-6218

障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況な

どが優良な中小企業を認定する制度が令和２年7月よりでき

ました！ 【問合せ先】職業対策課 ☎029-224-6219

労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組
み、高い安全水準を維持・改善している企業を認定する制度
です。 【問合せ先】健康安全課 ☎029-224-6215

女性の活躍促進に関する状況等が優良な企業として認定する
制度です。認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階あります。
また、えるぼし認定を既に受け、取組の実施状況が特に優良な企業
を認定する、プラチナえるぼし認定制度が令和２年６月よりできま
した！ 【問合せ先】雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

安全衛生優良企業認定

子育てサポート！「くるみん認定」

女性活躍！「えるぼし認定」

若者応援！「ユースエール認定」

両立支援制度の導入や利用が進んでいる企業を「子育てサポー
ト企業」として認定する制度です。
また、くるみん認定を既に受け、より進んだ取組を行っている
企業については、プラチナくるみん認定制度があります。

【問合せ先】雇用環境・均等室 ☎029-277-8295

・・・・

障害者雇用応援！「もにす認定」

～認定を受けると、こんなにメリットがあります！！～
➢ 認定の証である「認定マーク」で認定企業であることを対外的にPR！
➢企業イメージアップ⤴
➢優秀な人材の採用&定着！
➢ 調達における一般競争入札で加点評価されます。 ※メリットは一例です

URL https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/home.html
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認 定 企 業 一 覧
ユ ー ス エ ー ル 認 定 企 業 く る み ん 認 定

企業名 業種 市町村 企業名 業種 市町村

株式会社武井工業所 製造業 石岡市 株式会社カスミ 卸売業、小売業 つくば市

ペンギンシステム株式会社 情報通信業 つくば市 株式会社ケーズホールディングス 卸売業、小売業 水戸市

株式会社エスディーエル 情報通信業 ひたちなか市 いばらきコープ生活協同組合 複合サービス事業 小美玉市

太洋電機産業株式会社 製造業 阿見町 株式会社筑波銀行 金融業、保険業 土浦市

社会福祉法人盡誠会 医療、福祉 稲敷市 国立研究開発法人物質・材料研究機構 学術研究，専門・技
術サービス業 つくば市

日本放射線エンジニアリング株式会社 製造業 日立市 関彰商事株式会社 卸売業、小売業 筑西市

東興機械工業株式会社 サービス業 東海村 ｷﾔﾉﾝｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｴｸｨｯﾌﾟﾒﾝﾄ株式会社 製造業 阿見町

社会福祉法人愛信会 医療、福祉 土浦市 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 学術研究，専門・技
術サービス業 東海村

株式会社常陽銀行 金融業、保険業 水戸市

社会福祉法人泰仁会 医療、福祉 石岡市

も に す 認 定 社会福祉法人笠間市社会福祉協議会 医療、福祉 笠間市

企業名 業種 市町村 社会福祉法人恵愛会 医療、福祉 つくば市

該当する企業はありません 生活協同組合パルシステム茨城 栃木 複合サービス事業 水戸市

社会福祉法人征峯会 医療、福祉 筑西市

安 全 衛 生 優 良 企 業 認 定 筑波乳業株式会社 製造業 石岡市

企業名 業種 市町村 国立大学法人筑波大学 教育，学習支援業 つくば市

該当する企業はありません 社会福祉法人芳香会 医療、福祉 古河市

キヤノン化成株式会社 製造業 つくば市

プ ラ チ ナ え る ぼ し 認 定 医療法人蔦会 医療、福祉 ひたちなか市

企業名 業種 市町村 ｷﾔﾉﾝｴｺﾛｼﾞｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ株式会社 製造業 坂東市

該当する企業はありません 国立研究開発法人森林研究・整備機構 学術研究，専門・技
術サービス業 つくば市

国立研究開発法人土木研究所 学術研究，専門・技
術サービス業 つくば市

えるぼし認定（茨城では全て「３段階目」での認定となっています） 結城信用金庫 金融業、保険業 結城市

企業名 業種 市町村 医療法人博仁会 医療、福祉 常陸大宮市

株式会社常陽銀行 金融業、保険業 水戸市 社会福祉法人勇成会 医療、福祉 水戸市

株式会社カスミ 卸売業、小売業 つくば市 医療法人社団平仁会 医療、福祉 筑西市

関彰商事株式会社 卸売業、小売業 筑西市 水戸エンジニアリングサービス株式会社 製造業 ひたちなか市

国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構

学術研究，専門・技
術サービス業 つくば市 社会福祉法人博友会 医療、福祉 常陸大宮市

株式会社ケーズホールディングス 卸売業、小売業 水戸市 茨城トヨペット株式会社 卸売行、小売業 水戸市

株式会社茨城新聞社 情報通信業 水戸市 社会福祉法人木犀会 医療、福祉 笠間市

高橋興業株式会社 サービス業(他に分類されないもの） 土浦市 美野里デリカ株式会社 製造業 小美玉市

社会福祉法人征峯会 医療、福祉 筑西市 株式会社関西ケーズデンキ 卸売業、小売業 水戸市

社会福祉法人山水苑 医療、福祉 日立市 水戸信用金庫 金融、保険業 水戸市

日本ファブテック株式会社 製造業 取手市 株式会社いわい 卸売業、小売業 神栖市

株式会社九州ケーズデンキ 卸売業、小売業 水戸市

プ ラ チ ナ く る み ん 認 定 マルイアドバンス株式会社 製造業 日立市

企業名 業種 市町村 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構

学術研究，専門・
技術サービス業 つくば市

株式会社筑波銀行 金融業、保険業 つくば市 ペンギンシステム株式会社 情報通信業 つくば市

株式会社ケーズホールディングス 卸売業、小売業 水戸市 茨城県信用組合 金融業、保険業 水戸市

株式会社カスミ 卸売業、小売業 つくば市

株式会社常陽銀行 金融業、保険業 水戸市

水戸信用金庫 金融業、保険業 水戸市

社会福祉法人征峯会 医療、福祉 筑西市

株式会社関西ケーズデンキ 卸売業、小売業 水戸市

※業種は「日本標準産業分類」の大分類になります。
※掲載は各制度認定した順での表記です。
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