
京都労働局 

 

         
Press Release  

 
 

                
 
 
  

 
        

 

京セラ株式会社が「プラチナくるみん」を取得しました 

京都労働局（局長 金刺 義行）では、令和 3 年 7 月 6 日付けで「プラチナくるみん（※）」認定企業として、

京セラ株式会社を認定しました。これにより、府内のプラチナくるみん認定企業は 13 社となりました。 

 

                                     

                        
 

 
 

                                      

   
  ＜主な取組内容（計画期間：平成 31 年 1 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日)＞ 

 （行動計画等における目標及び成果は以下のとおり） 

 目標１： 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施 

全社員を対象としたダイバーシティ＆インクルージョンに関する教育を実施した。 

育児や介護の両立に向けた考え方、女性の活躍推進、LGBT 等の性的マイノリティへの理解を促進するこ

とで、多様な人材が能力やスキルを発揮できる職場風土の醸成を図った。 

 目標２： 次世代育成支援施策の促進 

①社員の子女を対象とした「子供参観日」を継続実施した。 

②地域の小学校において、環境・エネルギーの出前授業を継続実施した。 

  

  
＜添付資料＞ 

・京セラ株式会社 一般事業主行動計画 

・京都府内のくるみん・プラチナくるみん認定企業（令和 3 年 7 月 6 日現在） 

・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 
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京セラ株式会社 

（※）「プラチナくるみん」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、「くるみん」より高い水準の取組を行った企業が

優良な「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣（都道府県労働局長への委任）により認定を受けた証です。 

（令和 3 年 6 月末時点での全国の認定企業数 プラチナくるみん：440 社、くるみん：3,606 社（うち京都府内は 66 社）） 



京セラ株式会社 一般事業主行動計画

性別や国籍等に関わらず多様な人材がその能力やスキルを最大限に発揮できる風土を
醸成すること、及び、地域社会への貢献を図るため、次のとおり行動計画を策定する。

１．計画期間

2019年1月1日 から 2021年3月31日までの2年3ヶ月間

２．内容

目標1：職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・
研修の実施

＜対策＞

①2019年1月～2021年3月

社員を対象としたeラーニングによるダイバーシティ＆インクルージョンに
関する教育を実施
育児や介護の両立に向けた考え方、女性の活躍推進、 LGBT等の
性的マイノリティへの理解を促進することで、多様な人材が能力やスキルを
発揮できる職場風土の醸成を図る

目標2：次世代育成支援施策の促進

＜対策＞

社員の子女を対象とした「子供参観日」等の社内イベントの継続実施

地域の学校等で「環境教育」などの出張教育を継続実施

①2019年1月～2021年3月

②2019年1月～2021年3月



京都府内のくるみん・プラチナくるみん認定企業（令和3年7月6日現在）　※掲載は50音順

プラチナくるみん認定企業
企業名 所在地 認定年

アイフル株式会社 京都市 2019年
株式会社イセトー 京都市 2016年
京セラ株式会社 京都市 2021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
株式会社ＧＳユアサ 京都市 2020年
ＮＩＳＳＨＡ株式会社 京都市 2019年
日新電機株式会社 京都市 2020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
株式会社堀場製作所 京都市 2020年
株式会社ワコール 京都市 2018年

くるみん認定企業
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・2020年
株式会社京進 京都市 2014年
京セラ株式会社 京都市 2014年・2020年・2021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
京都北都信用金庫 宮津市 2019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・2021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
株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 京都市 2021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ＤＴＳ ＷＥＳＴ 京都市 2020年
株式会社テレメーション 京都市 2019年
株式会社内藤建築事務所 京都市 2021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
日東精工株式会社 綾部市 2020年
日本新薬株式会社 京都市 2007年・2012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・2020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
株式会社ラプラス・システム 京都市 2019年
社会福祉法人利生会 亀岡市 2013年・2020年
学校法人立命館 京都市 2021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


