
京都労働局 

 

 
Press Release  

1 
 

  

                
 
 
  

 
        
 

 

「くるみん・プラチナくるみん」株式会社 京都銀行 

「えるぼし」三つ星 アヤベックス株式会社、二つ星 京都信用保証協会 

京都労働局(局長 南保昌孝)では、「くるみん・プラチナくるみん」認定企業として株式会社京都銀行を、

「えるぼし」三つ星認定企業としてアヤベックス株式会社を、二つ星認定企業として京都信用保証協会を認

定しました(令和元年7月から令和元年8月までの認定決定)。 

これにより、府内のプラチナくるみんマーク認定企業は８社(くるみんマーク認定企業は６０社)、えるぼ

し認定企業は全１７社(三つ星認定１１社、二つ星認定６社)となりました。 

くるみん、プラチナくるみん、えるぼしについての説明は別添参照。 

認定通知書交付式は、令和元年８月３０日（金） １１時から京都労働局 局長室（4 階）にて行います。 

 

 
                        

 
 
 

                                      

   

  ＜次世代育成支援に関する取組状況＞ 

計画期間(平成 27 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)内に、女性労働者が就業を継続し活躍できるようにする

ため、育児休業者を対象とする職場復帰支援講座を開催。また、両立支援・キャリア開発支援のための情報提供

を積極的に行い、職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正に取り組んだ。 

＜株式会社京都銀行における認定評価＞ 

① 育児休業者を対象とする職場復帰支援講座の開催 
成果：平成27年度～平成30年度の期間で、年3回育休職場復帰サポート講座を開催。平成26年度 
から開催されていた従来の講座に、外部講師による保活アドバイスや臨時託児所の設置を加え、内容を

より充実させた。  
② 両立支援・キャリア開発支援のための積極的な情報提供の実施 

成果：女性行員向けワークショップを年 1 回、休日特別セミナーを計画期間中 1 回開催した。また活

躍する女性行員の特集や両立支援に係る情報を行内誌へ年4回掲載した。  

京 都 労 働 局 
令 和 元 年 ８ 月 ２ ６ 日 

経済・府政記者クラブ同時資料配付 

担 
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京都労働局 
雇用環境改善・均等推進監理官 野田昌代 
雇用環境改善・均等推進指導官  髙江洲洋子 
雇用環境・均等室 指導係    大山彰予  

電話  ０７５－２ ４１－ ０５０４ 

所在地  京都市下京区 
業 種  金融業 
代表者  取締役頭取 土井伸宏   
社員数  ４，１５７人 

株式会社 京都銀行 
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  女性が出産・子育てに気兼ねなく、長期に働きやすい環境を整えるために、労働者一人一人のキャリ

アプランを作成し、それに沿った人材育成や組織作りを目指している。また、妊娠・出産後の女性に対

して育児休業等の制度の周知と職場復帰支援を行っている。 
  
 １ 正社員の採用において女性の競争倍率は男性と同程度で採用が進んでいる。 
  （正社員採用における直近3事業年度の平均競争倍率：女性2.38倍 男性2.20倍） 
 ２ 直近の事業年度の平均勤続年数の男女差が0.7以上で、女性も働き続けやすい職場になっている。

（正社員女性の平均勤続年数 1.62年 正社員男性の平均勤続年数 2.14年） 
 ３ 直近の事業年度において、各月の時間外・休日労働の時間数が月45時間を大幅に下回っており、 

正社員の平均が月7.36時間、パート社員が月0.23時間となっている。 
 ４ 管理職（課長級以上）に占める女性の割合が産業平均の10%を大幅に上回る75%となっている。 
 ５ 直近の 3 事業年度において、おおむね 30 歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用実績が直

近の3事業年度に9人あり、多様なキャリアコースが可能な人事制度となっている。  
                                 

                                       

 
   

総合職の女性比率を平成３１年現在の１４．０％から３年間で１８％以上にすることを目標に、募集・

採用においては女性職員の活躍を積極的に紹介し、在籍中の職員に対しては「キャリア支援」に対する

相談窓口を設け、一般職から総合職への転換を促すため、メンター制度を創設する等の取組を行ってい

る。 
 
 １ 正職員の採用において女性の競争倍率は男性と同程度で採用が進んでいる。 
  （正職員採用における直近3事業年度の平均競争倍率：女性72.00倍 男性63.25倍） 
 ２ 直近の事業年度において、各月の時間外・休日労働の時間数が月45時間を大幅に下回っており、 

正職員（総合職）の平均が月2.72時間、正職員（一般職）が月1.19時間となっている。 
 ３ 課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合が直近 3 年間の平均で女性が 0.11%、男性は

0.10%とほぼ同じである。 
 ４ 直近の3事業年度において、キャリアアップに資するような雇用管理区分間の転換実績(総合職への

転換)が過去3年の間に１人あり、多様なキャリアコースが可能な人事制度となっている。  
                                 

アヤベックス株式会社
所在地  綾部市 
業 種  生活関連サービス娯楽業（旅行業） 
代表者  代表取締役 佐々木崇人 
社員数  １９人 

＜アヤベックス株式会社における認定評価＞ 

＜女性の活躍推進の取組状況＞ 

京都信用保証協会
所在地  京都市下京区 
業 種  金融、保険業 
代表者  理事長 麻生純 
職員数  １６３人 

＜京都信用保証協会における認定評価＞ 

＜女性の活躍推進の取組状況＞ 
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企業名 所在地 認定年

アイフル株式会社 京都市 2009年

社会福祉法人青谷学園 城陽市 2011年

医療法人医仁会 京都市 2011年

株式会社イセトー 京都市 2010年・2016年

ＳＧシステム株式会社 京都市 2017年

SGホールディングス株式会社 京都市 2015年

オムロン株式会社 京都市 2008年

鐘通株式会社 京都市 2010年・2012年・2015年・2018年

関西ガスメータ株式会社 京都市 2016年

株式会社京進 京都市 2014年

京セラ株式会社 京都市 2014年

株式会社京都銀行 京都市 2008年・2013年・2019年

京都信用金庫 京都市 2014年・2016年・2018年

京都信用保証協会 京都市 2018年

国立大学法人京都大学 京都市 2009年・2014年

京都中央信用金庫 京都市 2009年・2013年・2017年・2019年

京都電子工業株式会社 京都市 2015年

京都薬品工業株式会社 京都市 2015年

クロイ電機株式会社 京都市 2007年

医療法人社団恵心会 京都市 2011年

株式会社ゴビ 京都市 2010年

弁護士法人　古家野法律事務所 京都市 2018年

佐々木化学薬品株式会社 京都市 2017年

三洋化成工業株式会社 京都市 2007年・2009年・2012年・2016年･2017年

株式会社ＧＳユアサ 京都市 2017年

資生堂医理化テクノロジー株式会社 京都市 2008年

株式会社島津製作所 京都市 2009年

株式会社新学社 京都市 2007年

株式会社ＳＣＲＥＥＮアドバンストシステムソリューションズ 京都市 2018年

株式会社ＳＣＲＥＥＮセミコンダクターソリューションズ 京都市 2015年

星和電機株式会社 城陽市 2014年・2017年

宝酒造株式会社 京都市 2007年

社会福祉法人丹後大宮福祉会 京丹後市 2015年

株式会社テレメーション 京都市 2019年

ＮＩＳＳＨＡ株式会社 京都市 2009年・2013年・2016年

ニッシャビジネスサービス株式会社 京都市 2016年

株式会社日進製作所 京丹後市 2010年・2014年

日新電機株式会社 京都市 2012年

日本新薬株式会社 京都市 2007年・2012年

日本ルナ株式会社 八幡市 2018年

ニューリー株式会社 久世郡 2009年・2013年

株式会社俄 京都市 2013年

任天堂株式会社 京都市 2010年・2015年

株式会社フェイス 京都市 2013年・2015年

福田金属箔粉工業株式会社 京都市 2016年

株式会社フジックス 京都市 2012年

株式会社堀場エステック 京都市 2008年・2013年

株式会社堀場製作所 京都市 2008年・2012年

マクセル株式会社 乙訓郡 2007年・2009年

社会福祉法人南山城学園 城陽市 2017年

社会福祉法人みねやま福祉会 京丹後市 2011年・2014年

株式会社ミラノ工務店 京都市 2010年

村田機械株式会社 京都市 2016年

株式会社村田製作所 長岡京市 2008年

株式会社山岡製作所 城陽市 2012年

株式会社ゆうホールディングス 京都市 2017年

医療法人社団洛和会 京都市 2008年・2010年

社会福祉法人利生会 亀岡市 2013年

ローム株式会社 京都市 2019年

株式会社ワコール 京都市 2012年・2015年・2018年

プラチナくるみん認定企業 (R1.8.26時点) 

 

企業名 所在地 認定年
株式会社イセトー 京都市 2016年

株式会社京都銀行 京都市 2019年

京都中央信用金庫 京都市 2019年

三洋化成工業株式会社 京都市 2017年

ＮＩＳＳＨＡ株式会社 京都市 2019年

株式会社俄 京都市 2017年

株式会社堀場エステック 京都市 2019年

株式会社ワコール 京都市 2017年

くるみん認定企業 (R1.8.26時点) 
 

＊掲載は五十音順です 
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えるぼし認定企業 (R1.8.26時点) 

  
＊掲載は五十音順です 

 
＜添付資料＞ 
・株式会社京都銀行 次世代法に基づく行動計画 
・アヤベックス株式会社 女性活躍推進法に基づく行動計画 
・京都信用保証協会 女性活躍推進法に基づく行動計画 
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定とくるみん・プラチナくるみん認定につ

いて（パンフレット） 
・女性活躍推進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業）等が公共調達で有利になります！（チラシ） 

企業名 段階 所在地 認定年月日

株式会社　アドプランツコーポレーション ★★ 京都市 平成31年2月

アヤベックス株式会社 ★★★ 綾部市 令和元年7月

SGシステム株式会社 ★★★ 京都市 令和元年6月

株式会社　岡墨光堂 ★★ 京都市 平成31年1月

株式会社京都銀行 ★★★ 京都市 平成28年4月

株式会社プラスワン ★★ 京都市 令和元年5月

京都信用保証協会 ★★ 京都市 令和元年8月

京都中央信用金庫 ★★★ 京都市 令和元年5月

京都北都信用金庫 ★★★ 宮津市 平成30年12月

株式会社ニッセン ★★★ 京都市 平成28年4月

株式会社ニッセンライフ ★★★ 京都市 平成29年4月

株式会社日新システムズ ★★★ 京都市 平成29年4月

日新電機株式会社 ★★ 京都市 平成28年11月

日東精工株式会社 ★★★ 綾部市 平成30年12月

日本電産株式会社 ★★★ 京都市 平成30年8月

医療法人社団　洛和会 ★★★ 京都市 平成31年1月

ランゲート株式会社 ★★ 京都市 平成30年2月
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http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
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