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「えるぼし認定」女性活躍企業として２社 

「くるみん認定」子育てサポート企業として１社を認定 
 

◇認定企業 

株式会社みやぎ愛隣会 （えるぼし認定３段階） 

株式会社仙台銀行 （えるぼし認定２段階） 

東北電力株式会社 （くるみん認定３回目） 

 

宮城労働局（局長 毛利 正）は、この度、２社を女性活躍推進法に基づく基準適

合一般事業主（えるぼし認定企業）として、１社を次世代育成支援対策推進法に基づ

く基準適合一般事業主（くるみん認定企業）として認定しましたので、下記のとおり認

定通知書交付式を開催します。 

「えるぼし認定」は、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である企業

（女性活躍企業)として、女性活躍のための行動計画を策定・届出し、一定の要件を満

たした場合に認定する制度です。 

「くるみん認定」は、従業員の子育て支援に積極的に取り組んでいる企業（子育て

サポート企業）として、次世代育成支援のための行動計画を達成した企業のうち、一

定の基準を満たした企業を認定する制度です。 
 

認定通知書交付式 

◇日時：令和２年１１月２５日（水）  15：00～   ※写真撮影可 

◇会場：宮城労働局 局長室 

（仙台市宮城野区鉄砲町１番地 仙台第４合同庁舎 7 階） 

 

＊取材の方は、14：50 に雇用環境・均等室(8 階)にお集まりください。 

令和２年１１月２０日（金） 
宮城労働局 雇用環境・均等室  

雇用環境・均等室長 佐藤  央子 

  室長補佐        金田 和彦  

電  話   ０２２（２９９）８８４４ 

宮 城 労 働 局 

Miyagi Labour Bureau  

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 
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ひと、くらし、みらいのために 



 

 

（添付資料） 

資料１ 認定企業の取組概要 

資料２ 宮城県内のえるぼし認定企業一覧 

資料３ 宮城県内のくるみん認定企業一覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：採用 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること 

【達成状況】 

女性の平均競争倍率：２．８１(Ａ) 男性の平均競争倍率：４．３３（Ｂ） 

（Ａ）×０．８ ＜（Ｂ） 

 

２：継続就業 
 女性の平均継続勤務年数が男性の平均勤続勤務年数の７割以上であること 

【達成状況】 

  女性平均継続勤務年数：３．０６（Ａ）  男性平均継続年数：３．０３（Ｂ） 

  （Ａ）×０．７  ＞ （Ｂ） 

 

３：労働時間等の働き方 
労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の

事業年度の各月ごとに全て 45時間未満であること 

【達成状況】 

 一月当たりの労働者の平均残業時間  １７．３時間 

 

４：管理職比率 
管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業毎平均値以上であること 

【達成状況】 

管理職に占める女性労働者の割合 ６６．７％ 

 ＞ 産業平均値(医療、福祉) ４２．２％ 

 

５：多様なキャリアコース 
直近の３事業年度のうち、以下について大企業は２項目以上、中小企業は１項

目以上の実績を有すること 

Ａ 女性の非正社員から正社員への転換 

Ｂ  女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 

Ｄ おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用 

【達成状況】 
女性の非正社員から正社員への転換  ７人 

概ね３０歳以上の女性の正社員としての採用  ３人 

                                         

認定基準に係る評価項目の達成状況 

株式会社みやぎ愛隣会  

住  所：宮城県大崎市 

業  種：介護・福祉業 

労働者数：４０人（男性１１人、女性２９人） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：採用 
正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超え

る場合は４割）以上であること 

【達成状況】 

女性労働者の割合:４５%（Ａ）産業平均値：４２.８%(Ｂ) 

（Ａ）＞（Ｂ） 

 

２：労働時間等の働き方 
労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の

事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること 

【達成状況】 

一月当たりの平均（職員）       １１.２７時間 

一月当たりの平均（パートナー）   ３.３６時間 

 

3：多様なキャリアコース 
直近の３事業年度のうち、以下について大企業は２項目以上、中小企業は１項

目以上の実績を有すること 

ア 女性の非正社員から正社員への転換 

イ  女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 

エ おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用 

【達成状況】 
ア 女性の非正社員から正社員への転換       ２９人 

ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用    ４人 

エ おおむね３０歳以上の女性の正社員としての採用  ２人 

 

株式会仙台銀行  

住  所：宮城県仙台市 

業  種：金融業、保険業 

労働者数：１,０６３人（男性４８５人、女性５７８人） 

認定基準に係る評価項目の達成状況 



（参考） 

 

 

 

 

 

より働きやすい職場環境づくりのため、総実労働時間の低減についての取組

の周知や新たな勤務制度の導入、子育てとの両立支援の推進を実施している。

育児期の社員への制度周知だけでなく、上司に向けた研修を行い、管理職へ

子育て支援制度についてのマニュアルを提供するなど、仕事と家庭の両立に取

り組んでいる。 

 

●計画期間     平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 

 

●計画期間において育児休業等をした労働者数  男性育児休業者１０名、女性育児休業者８２名 

 

●行動計画の目標達成状況 

【目標１】性別に関係なく、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい職場環境づくりのための施策の

実施 

→社内掲示板や社内報を通して子育て関係制度の活用事例について紹介し、より制度が利用さ

れるよう周知している。育児期の社員向け研修の実施やその上司に向けた研修を実施し、さら

に管理職へ子育て関連制度についてのマニュアルを配布し、子育てのしやすい職場づくりを実

施している。 

 

【目標２】より働きやすい職場を目指し、働き方の見直しによる総実労働時間低減のための施策の実施 

→労働時間の適正な管理についての周知を行い計画期間内に在宅勤務制度を導入している。また、

フレックスタイム制度の適用範囲を拡大し、より働きやすい職場の環境づくりについて取り組みを行っ

た。 

 

【目標３】子供の育成支援に向けた施策の実施 

→中学生作文コンクールやミニバスケットボール大会の実施に加え、スクールコンサートやエネルギー

出前講座といった学校向けの活動を行っている。 

 

東北電力株式会社（仙台市） 

 認定回数：３回目 

 事業内容：電気事業 

 労働者数：５,２５５人（男性４,５０７人、女性７４８人） 



令和2年11月4日　現在　0社

令和2年11月4日　現在　7社
所在地 認定年

ホシザキ東北株式会社 仙台市青葉区 2016

株式会社NTT東日本－東北 仙台市青葉区 2016

株式会社七十七銀行 仙台市青葉区 2016

株式会社日立ソリューションズ東日本 仙台市若林区
2016
2019

株式会社富士フイルムテクノサービス 栗原市 2020

株式会社みやぎ愛隣会 大崎市 2020

株式会社仙台銀行 仙台市青葉区 2020

資料４　宮城県内のえるぼし認定企業一覧

宮城県内のえるぼし認定企業

※　公表することに了解を得た企業のみ掲載しています。

　名　称

宮城県内のプラチナえるぼし認定企業



令和2年11月1日　現在　5社
所在地 認定年

1 ホシザキ東北(株) 仙台市青葉区 2015

2 （株）七十七銀行 仙台市青葉区 2017

3 （株）ユーメディア 仙台市若林区 2017

4 （株）日立ソリューションズ東日本 仙台市青葉区 2019

5 （株）仙台銀行 仙台市青葉区 2019

令和2年11月1日　現在　41社
所在地

東北電力(株) 仙台市青葉区　※3回目

（株）七十七銀行 仙台市青葉区

東京エレクトロン宮城(株) 黒川郡大和町

(株)仙台ぱど 仙台市若林区

アイリスオーヤマ（株） 角田市

仙台ターミナルビル(株) 仙台市青葉区

みやぎ生活協同組合 仙台市泉区

ハリウコミュニケーションズ(株) 仙台市若林区

(株)河北新報社 仙台市青葉区

ホシザキ東北(株) 仙台市青葉区

（財）仙台市市民文化事業団 仙台市青葉区

石巻信用金庫 石巻市

(株)デンコードー 名取市

(社福)銀杏の会　バンビの森保育園 仙台市太白区

(株)オイルプラントナトリ 名取市

パイオニアシステムテクノロジー(株) 仙台市青葉区

(株)清建 登米市

トヨタ自動車東日本(株)　本社・宮城大衡工場 黒川郡大衡村

（社福）愛泉会 仙台市泉区

(株)日立ソリューションズ東日本 仙台市青葉区

仙南信用金庫 白石市

(株)東建工営 名取市

(株)NTT東日本-東北 仙台市若林区

（医社）清山会 仙台市泉区

(株)ユーメディア 仙台市若林区

(株)東北システムズ・サポート 仙台市青葉区

通研電気工業（株） 仙台市泉区

(株)仙台銀行 仙台市青葉区

(株)復建技術コンサルタント 仙台市青葉区

(株)エコプラス 名取市

(公財）宮城県公害衛生検査センター 仙台市青葉区

（株）セントラル伸光 仙台市青葉区

PFU東日本（株） 仙台市宮城野区

（株）たけやま 名取市

（株）一ノ蔵 大崎市

（株）ネクスト 栗原市

（株）ドコモCS東北 仙台市青葉区

（株）ソノベ 仙台市青葉区

北日本電線（株） 仙台市太白区

東北緑化環境保全（株） 仙台市青葉区

資料３　宮城県内のくるみん認定企業一覧

宮城県内のプラチナくるみん認定企業

宮城県内のくるみん認定企業

※　公表することに了解を得た企業のみ掲載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

　名　称


