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子育てサポート企業として 
「株式会社シーピーユー」を認定 

 

石川労働局(局長 小奈
お な

 健男
た け お

)では、このたび、下記企業を「子育て 

サポート企業」として認定いたしました。 

 

 

株式会社シーピーユー  〔金沢市〕    ２回目 

       
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その行動 

計画に定めた目標を達成したことなどの一定の基準を満たした県内の事業主は、仕 

事と家庭の両立・子育て支援に取り組む企業として、石川労働局長の認定を受ける 

ことができます。 

 

 

   （県内の認定状況） 

      県内で認定を受けた企業は２９社で、そのうち、くるみん認定 

     を２回受けた企業は８社、３回受けた企業は２社、プラチナ 

     くるみん認定を受けた企業は３社です。                        

                                         

                                        

      

 

 

【配付資料】 

 １  次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業の取組のご紹介   

 ２  石川労働局管内の特例認定・認定企業一覧      

石 川 労 働 局 発 表 

平成２９年７月６日（木） 

厚生労働省 

石川労働局 Press Release 

【照会先】 

石川労働局雇用環境・均等室 

    室 長     入船 郁子 

   室 長 補 佐     坂本 多恵 

（電話） 076-265-4429 



 

 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業の取組のご紹介  

 

株式会社シーピーユー 

◎ 事業所概要 

   企 業 名：株式会社シーピーユー 

    代表者氏名：代表取締役 宮川
み やか わ

 昌
ま さ

江
え

 

    所 在 地：金沢市 

    業 種：ソフトウェア開発･販売 

    労 働 者 数：１３９人 

 

◎ 行動計画 

 １ 計画期間 平成２７年３月２６日～平成２９年３月２５日 

 ２ 内容 

      目標１ 産前産後休業、育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免

除など制度の周知や情報提供を行う。 

    目標２ 育児休業等を取得しやすい環境を作るための措置を取る。 

    目標３ 所定外労働削減の為の措置を取る。 

目標４ 子の看護休暇の取得促進の措置を取る。 

 

◎ 目標達成の状況 

 目標１ ・管理職研修会にて産前産後休業、育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険 

料免除など制度に関する資料やパンフレット等を配布し、周知を行い、管理職を通じて 

社員に周知した。 

 

 目標２ ・管理職研修会にて、育児関連制度について管理職として知っておくべきことや管理職とし 

ての対応等育児休業等を取得しやすい環境を作るための研修を実施し、職場環境整備 

に取り組んだ。 

 

 目標３ ・月に１回（毎月第２水曜日）のノー残業デーを設定した。 

 

 目標 4 ・定例執行役員会にて、子の看護休暇取得促進を各部へ要請し、各部が朝礼時等で周 

知をした。 

 

◎ その他の取組の状況 

    ・小学校就学前の子を持つ労働者は育児短時間勤務・育児のための在宅勤務の制度を 

利用できる。 

資料 №１ 



 

 

企業からのひとこと 

○ 行動計画に基づく取組にあたって工夫した点  

従業員の育児支援は以前から制度を整えていましたが、今期の計画は制度の更なる定着と

制度を利用しやすい環境づくりを目指して周知や情報提供を繰り返し行いました。また、所

定外労働時間の削減、有給休暇の取得促進などの取組を実施し、育児に参加していない

従業員も含む、すべての従業員が仕事と生活を調和させて生き生きと就業できる環境づくり

を目標に取り組みました。 

 

 

○ 行動計画に基づく取組の効果・課題 

社会では女性の社会参加ばかりが取り上げられがちですが、一方では男性の家庭参加が求

められており、ますます仕事と生活との調和を支援する取組が重要になると思います。 

行動計画に基づく各種取組の効果はみられるものの、まだ浸透、定着に向けた継続的な努

力が必要です。性別の区別なく仕事と生活の調和を支援し、すべての従業員がその個性や

能力を発揮することができるよう企業努力を積み重ねると同時に、従業員の意識啓発を促

していきたいと思います。 

 

 

○ 子の看護休暇を取得した男性社員の声 

（開発部・３８歳） 

５歳の息子と２歳の娘を抱える４人家族です。共働きで、祖父母の育児支援は難しい環境

ですので、普段は子供２人とも保育園で過ごしています。 

特に娘がよく体調を崩します。平日に子供が病気になると、夫婦どちらかが休まざるをえませ

ん。病児保育も利用していますが、感染症の病気では利用できない場合もありますので、そ

んな中で「子の看護休暇」の存在はとても心強いものです。突然の休暇取得に快く対応して

くれる上司その他の方々にも感謝しています。 

子供のために休むとは言うものの、子供の世話は親にとって大変な「仕事」だとも言えること

は、育児を経験する方々には共感していただけると思います。本来会社で働くための時間を

子供に回せる「子の看護休暇」制度は、いわばこの「仕事」を「仕事」だと認めてくれるもので

あり、大変励みになるとともに、より多くの人がその恩恵を受けられる社会になればいいな、と

思う次第です。 
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【プラチナくるみん認定企業】

認定年

H27

H28

H28

【くるみん認定企業】　　 計　２９社　（延べ４０社）

認定年

H19

H19

H19・H23・H25

H20

H20・H23

H21・H23

H21・H24・H28

H22・H27

H22

H22・H27

H22・H27

H22・H25

H23

H23

H23

H24

H25

H26

H26・H29

H26

H27・H29

H27

H27

H27

H28

H28

H29

H29

H29

　　サンコー企画　株式会社 製造業 津幡町

　　北陸信用金庫 金融業，保険業

大学・研究施設等

金沢市

　　株式会社 ヰセキ北陸 卸売、小売業 金沢市

ソフトウェア開発事業、マニュアル制作事業

大学・研究施設等及び附属病院

商社（情報システム・空調設備・建設資材等）

金融業，保険業

金融業，保険業

　　石川可鍛製鉄 株式会社 製造業

　　ドコモエンジニアリング北陸　株式会社

　　医療法人社団　和楽仁

建築・リフォーム業

医療，福祉

建設総合コンサルタント業

金融業，保険業

供給事業、共済事業、福祉事業

建設コンサルタント業

百貨店業

金沢市

　　株式会社　ＰＦＵ かほく市

　　のと共栄信用金庫

企業名 所在地

　　株式会社 富士通北陸システムズ 金沢市ソフトウェア開発、システムエンジニアリング

コンピューター開発・製造・保守

金融業，保険業

業種

七尾市

　　生活協同組合　コープいしかわ 白山市

　　医療法人社団　中央会 金沢市

　　株式会社　国土開発センター 金沢市

　　金沢信用金庫

金沢市

　　三谷産業　株式会社 金沢市

　　株式会社　中央設計技術研究所 金沢市

　　株式会社　大和 金沢市

　　ＰＦＵテクニカルコミュニケーションズ 株式会社 かほく市

　　国立大学法人　金沢大学

医療，福祉

コンピュータソフト開発データ、エントリー

金沢市

　　鶴来信用金庫 白山市

　　株式会社　北國銀行 金沢市

情報通信業

　　ＰＦＵテクノワイズ 株式会社 かほく市コンピューター関係製造

　　三谷産業 株式会社 商社（情報システム・空調設備・建設資材等） 金沢市

能美市

　　株式会社　ことぶき 金沢市貸衣裳業

　　株式会社 富士通北陸システムズ ソフトウェア開発、システムエンジニアリング

企業名 業種 所在地

　　医療法人社団　和楽仁 医療，福祉 能美市

建設コンサルタント業

金沢市

　　喜多ハウジング 株式会社　

能美市

　　株式会社シーピーユー 金沢市

金沢市

ソフトウェア開発・販売

かほく市

　　国立大学法人　北陸先端科学技術大学院大学

金沢市

金沢市

　　株式会社エヌ･ティ･ティ･データ北陸 情報通信業 金沢市

　　ホシザキ北信越 株式会社 卸売、小売業 金沢市

　　株式会社 システムサポート

　　株式会社　日本海コンサルタント

石川労働局管内 特例認定・認定企業一覧

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・実施
し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の基準を満たす場合には、
申請を行うことにより「子育てサポート企業」として石川労働局長の認定
を受けることができます。
認定を受けた企業は、右の認定マーク「プラチナくるみん」「くるみん」
が交付され、商品、企業広告等に利用できます。

資料 №２


	①次世代認定発表
	②取組内容
	③次世代届出状況（H29年6月30日現在）

