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「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」を展開します 

～企業の募集、地域の祭りとの連携、労使団体への要請を行います～ 

 

大分労働局（局長 坂田善廣）は、「働き方改革」の一環として、夏休みを取得する時期に

合わせ、各企業の実情に応じ、「ゆう活」や所定外労働の削減（定時退社）、年次有給休暇の

取得促進に取り組んでいただけるよう、初めて、大分労働局の独自の取組【おおいた夏の働き

方応援キャンペーン】（７月１日から８月 31 日まで）を展開します。 

 キャンペーンとして、①「ゆう活」等に取り組む企業、②「ゆう活」等の取組に賛同した地域

の祭り等への支援を行うとともに、③労使団体へ協力要請を行います。 

 また、夏季における連続休暇取得促進「仕事休もっ化計画」の取組も労使に対して働きかけて

参ります。 

■「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」とは？（資料１） 

（１）企業の取組への支援 

  実際に、「ゆう活」や所定外労働の削減（定時退社）、年次有給休暇の取得促進、テレワー

クなどに取り組む企業を募集し、応募企業を大分労働局ホームページでご紹介します。 

（２）取組への働きかけ及び地域活性化への支援 

  例えば、地域の祭りを活性化させるために、「ゆう活で祭りに行こう」、「定時に帰って花

火に行こう」、「休みを取って家族と過ごそう」等と呼びかけるなど、地域の特性に応じた取

組を行う地方公共団体や経済団体等を支援します。実施される取組は大分労働局ホームページ

で紹介し、「ゆう活」マークの入ったちらしやポスターは大分労働局、労働基準監督署及びハ

ローワークの窓口で広報します。 

（３）労使団体への協力要請 

労使団体に対して、各企業の実情に応じ、「ゆう活」や所定外労働の削減（定時退社）、年

次有給休暇の取得促進、テレワークの導入などに取り組んでいただけるよう要請を行います。 

■「ゆう活」とは？  

「ゆう活」とは、日照時間が長い夏に、朝早い時間に仕事を始め、早めに仕事を終えること

で、まだ明るい夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。長時間労働

の抑制やワーク・ライフ・バランスの実現を目的としています。 

■「仕事休もっ化計画」とは？（資料２） 

  会社の夏季休暇や所定休日にプラスして年次有給休暇を取得するなど連続休暇の取得しや

すい職場環境を整備することを目的としています。 

 

令和元年６月 18 日（火） 

【照会先】 

大分労働局雇用環境・均等室 

室 長   桑原 光照 

監理官   池辺 雅文 

【連絡先】 097(532)4025 

【ＦＡＸ】 097(573)8666 

大分労働局 
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□賛同地域の祭り□（資料３） 

 ・ＯＩＴＡサイクルフェス（大分アーバンクラシック） 

 ・べっぷ火の海まつり 

 ・津久見ひゅうが丼キャンペーン 

 ・佐伯神武の火まつり 

 ・九重゛夢゛大吊橋 納涼フェスタ 

□「働き方改革」及び「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」の要請先 □ 

  次のとおり要請を行います。 

（１）労働局長による要請（資料４） 

要請日 団体名称 場所 

６月 19 日（水）10:00 

 

大分県商工会議所連合会 大分市長浜町３丁目 15 番 19 号 

６月 19 日（水）13:00 

 

日本労働組合総連合会・大

分県連合会 

大分市中央町４－２－５ 

ソレイユ６階 

６月 24 日（月）10:00 

 

大分県経営者協会 大分市中央町２丁目９番 27 号 

６月 24 日（月）10:30 

 

大分経済同友会 大分市府内町３丁目４番 20 号 

大分恒和ビル３階 

６月 24 日（月）11:00 

 

大分県商工会連合会 大分市金池町 3 丁目１番 64 号 

 大分県中小企業会館５階 

６月 24 日（月）11:30 

 

大分県中小企業団体中央会 大分市金池町 3 丁目１番 64 号 

 大分県中小企業会館４階 

 

（２）文書による要請 

   「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」への取組については、県内各商工会議所

（９）、商工会（２２）、その他団体（１８）の合計４９団体に対して局長名の要請

書による要請を行いました。 

 

（３）「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」及び「仕事休もっ化計画」の周知啓発 

   「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」及び「仕事休もっ化計画」について、地

方公共団体、労使団体及び関係団体など１０４団体への広報依頼及び包括連携協定

を締結した金融機関６行に対して顧客企業への周知依頼をする予定です。 
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―添付資料― 

資料１ おおいた夏の働き方応援キャンペーン開催要領・リーフレット 

・参加企業応募用紙 

資料２ 暑い夏 メリハリを付けた働き方で充実した人生を「仕事休もっ化計画」 

資料３ 地域の祭り広報用ちらし（一部） 

資料４ 「働き方改革」及び「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」に関する要請書 

資料５ おおいたの「働き方改革」 

  

 



おおいた夏の働き方応援キャンペーン開催要領 

 

１ 趣旨 

暑い夏に、民間企業が 「働き方改革」の一環として、各企業の実情に応じ、「ゆう活」

や所定外労働の削減（定時退社）、年次有給休暇の取得促進に取り組むよう、大分労

働局独自の取組として「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」を実施する。 

キャンペーンへの賛同が広がり、各企業における働き方改革が推進することによっ

て、祭り等のイベントに地域住民が参加しやすくなるなど、地域の活性化にも資するも

のである。 

 

２ 期間 

  令和元年７月１日から８月３１日（２か月間） 

 

３ 主催 

  大分労働局    

 

４ 後援団体、機関 

  大分県、大分県市長会、大分県町村会、大分県経営者協会、大分県商工会議所

連合会、大分県中小企業団体中央会、大分県商工会連合会、大分経済同友会(予

定)、日本労働組合総連合会・大分県連合会、大分県社会保険労務士会、(一社)大分

県銀行協会、大分県信用金庫協会、大分県信用組合協会、(公財)大分県総合雇用

推進協会、(一社)大分県労働基準協会 

 

５ 実施事項 

（１） 企業の取組への支援 

 趣旨に賛同し、実際に、「ゆう活」や所定外労働の削減（定時退社）、年次有給休暇

の取得促進に取り組む企業への支援として、その取組内容を大分労働局ホームペー

ジで紹介する。 

（２） 取組への働きかけ及び地域活性化への支援 

 地方公共団体や経済団体等に対して、「ゆう活で祭りに行こう」、「定時に帰って花火

に行こう」、「休みを取って家族と過ごそう」等と呼びかけることにより、「ゆう活」の推進、

所定外労働の削減（定時退社）、年次有給休暇の取得促進を図る。併せて、地域の祭

り等のイベントの活性化の支援を行う。 

当該団体等がキャンペーンの趣旨に賛同し、「バランス戦隊エンジョイ５」や「ゆう活」マ

ークの入ったイベント広報用ポスターやちらしを作成した場合には、大分労働局ホー

YTEOC
テキストボックス
資料１



ムページで紹介するとともに、局内各部署や各署所でポスターの掲示やちらしの配布

を行う。 

（３） 労使団体への協力要請 

 それぞれの企業の実情に応じ、労使で「ゆう活」や所定外労働の削減（定時退社）、

年次有給休暇の取得促進に向けて自主的に検討いただくよう、経済団体及び労働組

合へ要請を行う。 

 



おおいた夏の働き方応援キャンペーン

主唱 厚生労働省大分労働局

9:30 12:00 13:00 18:30

勤務時間 勤務時間

勤務時間 勤務時間

休憩

休憩

8:00 12:00

（通常）

（ゆう活）

17:0013:00

ゆう活 朝方勤務事例 ・終業時間を１時間30分前倒しした朝方勤務の事例

ハッピーアワーの時間に

暑気払い
地域の祭りに参加 早く帰ってゆったり花火大会にＧＯ！

暑い夏は
朝に働き、夕方

早く帰りましょう。



広島県（金融業）従業員数約1,300名

・平成28年度から通勤事情を考慮し、交通アクセス

の良い3店舗を対象とし9月の1カ月間実施。

・始業時刻（基本は8:30）を最大7:30まで繰り上

げ可能としている。

・取り組みやすくするため前日の17時までの申請を

可能としている。

・「ゆう活」適用者が退社しやすい雰囲気を作るた

め「朝方勤務適用者カード」を作成し周囲に知ら

せている。

ゆう活とは・・・
「ゆう活」とは、日照時間が長い夏に、朝早い時間に仕事を始め、早めに仕事を終えることで、まだ

明るい夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。

具体的には、夏の時期に「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などを推進し、夕方早くに職場を出

るという生活スタイルに変えていくものであり、それぞれの企業や働く人の実情に応じた自主的な取組

を可能な範囲で実施いただくものです。

・ゆうやけ時に

・悠々とした時間が生まれる

・友人と会える、遊ぶ時間が増える

・家族で過ごす優しい時間ができる

・新しい人、モノ、ことと自分が結ばれる

「ゆう活」の「ゆう」には様々な思いが込められているのです。

おおいた夏の働き方応援キャンペーン

東京都（不動産業）従業員数約130名

・夏季に希望者を対象に出勤・退勤の時刻を１時間

繰り上げる「朝方勤務」を導入。

・同時に社員の出勤・退勤時刻の現状を把握した上

で、会議の運営方法、資料の簡素化、ルーチン業

務の整理、処理方法の見直しを実施。

・特に若手社員について、中堅社員が、仕事の優先

度や求められる仕事の完成度（レベル感）につい

てあらかじめ指示する等業務の交通整理を指導。

今夏、年次有給休暇の取得の促進や「ゆう活」、定時退庁に取り組まれる予定の企業がございましたら、大分労

働局ホームページ等で紹介しますので、是非お知らせください。随時掲載いたします。

★ 企業の取り組み事例

私たちにとって、仕事は、暮らしを支えるものとして、また、生きがいや喜びをも

たらすものとして、人生を豊かにするために重要なものです。同時に、家事や子育て

、介護、家族・友人と過ごす時間や、自己啓発、余暇など、仕事以外の生活も、私た

ちの人生にかけがえのないものです。仕事も生活も充実させ、豊かな人生を送ること

は、だれもが望むことでしょう。

しかし、現実はどうでしょうか。毎日遅くまで仕事をして、家族とのだんらんの時

間がもてない、長時間労働で心身ともにひどく疲れているなどと言った場合もあるの

ではないでしょうか。

「ゆう活」には、働く人だけでなく、その人が働く組織・企業の側にもさまざまなメ

リットが期待できます。

まず、従業員の生活の質が向上することにより、満足度や仕事への意欲が高まることが期待されます。仕事以外の

時間を通じて、資格取得をするなど、従業員の能力向上につながるといったメリットもあるでしょう。また、労働生

産性の向上も考えられます。

「ゆう活」の実施のためには、これを契機とした業務効率化が不可欠です。また、仕事の開始時間を早めても「仕事

が終わらない」「早い時間に帰るのは心苦しい」などと残業をしてしまうのでは意味がありません。

仕事を早く終え、早く帰れるように、業務の効率化を図りましょう。特に、残業することが当たり前のようになって

いる職場では、職場全体で働き方に対する意識を抜本的に変えることが重要です。早く仕事を終えて、仕事以外の活

動をする時間を作ることは、働く人や職場にとっても、前述のようなメリットがあります。

「仕事以外の活動」を前向きに捉え、一人一人が、多様な働き方、生き方が実現できる職場づくりをしていきましょ

う。 大分労働局長 坂田善廣



「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」への参加企業応募用紙 

送付先：大分労働局雇用環境・均等室あて（FAX ０９７－５７３－８６６６） 

 

 

会社名 働き方改革株式会社 

所在地 大分市東春日町〇番地 

ご担当者所属・氏名・ご連絡先 〇〇課 大分 太郎 ℡〇〇〇  

          mail   

実施内容 ゆう活に取り組む。(７月～８月) 

毎週水曜日にノー残業デーを実施 

実施期間 令和元年〇月〇日～〇月〇日 

労働局ホームページ掲載  希望する ・ 希望しない  （どちらかに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」への参加企業応募用紙 

送付先：大分労働局雇用環境・均等室あて（FAX ０９７－５７３－８６６６） 

会社名  

所在地  

ご担当者所属・氏名・ご連絡先  ℡  

             mail   

実施内容  

 

 

 

実施期間  

労働局ホームページ掲載 希望する ・ 希望しない  （どちらかに〇） 

導入するに当たって工夫した、

社員の反応(1 行) 

 

 

１ 実施内容の例 

①  ゆう活に取り組む（朝 1時間早く出勤して夕方 1時間早く帰る） 

②  ノー残業デーに取り組む(毎週金曜日) 

③  年次有給休暇の取得を促進する（盆休み＋年休 1日プラス） 

④  テレワーク(在宅勤務) 

２ 実施期間の例 

 ① 令和元年 7月 1日～8月 31日 

 ② 通年 

               

記載例 
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令和元年６月○日 

 

 

○○○○○○○○ 

会長 ○○ ○○ 殿 

 

 

「働き方改革」及び「おおいた夏の働き方応援キャンペーン」

に関する要請書 

 

「働き方改革」の推進については、本年４月から「働き方改革関連法」

が順次施行し、労働基準法の改正により、使用者は法定の年次有給休暇付

与日数が１０日以上の全ての労働者に対して、毎年５日間、年次有給休暇

を確実に取得させることが必要となっています。 

また、日照時間が長い夏においては、これまで、政府が平成 27年から、

明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方以降を家族と過ご

す時間などに充てられるよう、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」な

どの推進により夏の生活スタイルを変革する国民運動として「ゆう活」に

取り組んだり、厚生労働省が提唱する年次有給休暇プラスによる連続休暇

取得環境整備推進の「仕事休もっ化計画」を行ってまいりました。 

大分労働局ではこうした動きを加味し、各企業の実情に応じて働き方改

革に取り組んでいただけるよう７月から８月までの期間、大分労働局が独

自で取り組む「おおいた夏の働き方改革応援キャンペーン」を展開し、「ゆ

う活」や所定外労働の削減（定時退社）、年次有給休暇の取得促進、テレ

ワークの導入などに取り組むよう呼びかけしているところです。 

つきましては、貴団体におかれましても、この取組の趣旨を御理解いた

だき、傘下団体・企業等へ周知啓発に向けた御協力をお願い申し上げます。 

 

 

大分労働局長 

        坂 田 善 廣 
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～「魅力ある職場づくり」を目指して～

厚生労働省大分労働局 (R1.6)

① 働き方改革関連法とは・・・・・・・・ 1

② 助成金を紹介します！・・・・・・・・ 2

③ 働き方改革を支援します！・・・・・・ 2

④ 大分県の現状と目標・・・・・・・・・ 3

⑤ 働 き 方 改 革 の 進 め 方 ・ ・ ・ ・ ・ 5

➅ 認定企業制度で企業のイメージ向上・ 7

⑦ 相談窓口のご案内・・・・・・・・・ 9

（掲載ページ）

公益社団法人日本青年会議所九州地区大分ブロック協議会でのイクボス共同宣言

YTEOC
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施行： 2020年４月１日～ ※中小企業は、2021年４月１日～

年次有給休暇の確実な取得が必要です！

事業主の皆さまへ

時間外労働の上限について、

月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情が

ある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、

複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があり

ます。

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者

に対し、毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要

があります。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！

同一企業内において、

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期

雇用労働者、派遣労働者）の間で、

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が

禁止されます。

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日～

時間外労働の上限規制が導入されました！

施行： 2019年４月１日～

長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、同一企業
内における正規と非正規との間の不合理な待遇の差をなくし、どのよ
うな雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにする、
等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの
実現を目指すための法律です。

働き方改革関連法とは１

1



男性が育児休業を取得しや
すい職場づくりに取り組み
ます

連続5日以上育休を取得すると、

５７万円～（１人目の場合）

【中小企業等】

セミナーの開催、出張相談会等
（大分労働局との連携）

【県内商工会議所・商工会・
中央会】【センター】

大分市府内町1-6-21 山王ファーストビル３Ｆ
（県社会保険労務士会内）

・労務管理専門家による個別訪問
・就業規則等の見直し
・労働時間短縮
・賃金引上げに向けた生産性向上
・助成金活用等のコンサルティング
など

電話・メール、来所による相談対応

セミナー、出張相談会への出席

2

助成金を紹介します！２２２

働き方改革を支援します！２３

働き方改革推進支援センター
☎0120-450-836

費用の３／４～を補助

（上限８０万円～）

新たに勤務間インターバル
制度を導入し、設備投資を
行います

費用の３／４～を補助

（上限５０万円～）

事業場内最低賃金を
引き上げ、設備投資を行い
ます

※いずれも中小企業の場合
※他にも支給要件がありますので、必ず事前に
大分労働局雇用環境・均等室（☎097-532-4025）へご相談ください。



行っている（行う予定がある）

2020年
までに

全国平均以下

45

50

55

25年 26年 27年 28年 29年 30年

資料出所：大分県：労働福祉等実態調査結果 全国：就労条件総合調査

大分 ５２．６％

全国 ５１．１％

％

3

資料出所：平成30年毎月勤労統計調査（5人以上事業所）

時間

2020年
までに

７０％以上

2020年
までに

１３%以上

大分県の現状と目標２４

大分 ６．８％

全国 ６．１６％

資料出所：大分県：労働福祉等実態調査結果 全国：雇用均等基本調査
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行っている（行う予定がある）

4
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H29全国

2022年
までに

７７%以上

25～44歳女性の就業率

大分県：７８．６%

おおいた働き方改革共同宣言（ 平成２９年８月１７日 ）
～誰もが意欲と能力に応じていきいきと活躍できる社会大分県を目指して～

人口減少が進展する中、本県産業の維持・発展のためには、優秀な人材の確保
や育成が必要であり、女性、若者、高齢者など、多様な人材がそれぞれのライフ
ステージに応じて働くことができるよう、全ての職場で働きやすい環境を整備し
て、県民誰もが意欲と能力に応じていきいきと活躍できる社会づくりを進めるこ
とが重要です。
そのためには、長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進のほか、男性の育

児休業の取得促進をはじめとした子育て・介護等と仕事の両立ができる環境整備
や、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の導入などによる「働き方改革」を
強力に進め、ワーク・ライフ・バランスの実現と労働生産性の向上に向けた取組
を加速させることが必要です。
「働き方改革」を推進するためには、経営者と労働者双方の意識改革が何より

重要です。「働き方改革」が人材の確保や定着、経営力の向上、労働生産性の改
善のための最良の手段であることを共通認識として、経営者と労働者が一体と
なって「働き方改革」を推進することが求められています。
私たちは、このような認識のもと、各団体や自治体等とも連携して、県内各企

業に対する「働き方改革」に関する意識啓発や働きかけを強化するとともに、強
い決意をもって、次に掲げる目標の達成に向け、「働き方改革」を積極的かつ継
続的に推進することを宣言します。

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（平成29年）

25～44歳女性の就業率

全国：７６．１%



5

働き方改革の進め方

３

５

企業が取り組むべきこととは

企業として、長時間労働抑制や休暇の取得促進など「働き方改革」に取り組むことを、社長を始
め経営のトップが「企業からのメッセージ」として発信し、従業員に伝えることが「働き方改革」
の第一歩です。
また、その際に目標を設定することが有効です。

「いつまでに、何を、
どうしていくか」

働き方の見直しのためには、まず、自社の労働時間等の現状や業務の実態を把握する必要があり
ます。現状把握に便利な自己診断ツールが、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」
（ http://work-holiday.mhlw.go.jp） で提供されています。
また、従業員が抱える事情やニーズを把握する方法の一つにアンケート調査があります。

現状把握の結果をもとに、企業が取り組むべき課題を
整理しましょう。

現状診断+従業員アンケート
で課題を整理してみる

働き方改革を進めるための取組みは、以下の例のとおり様々あります。まずは、できる取組みか
ら始めましょう。取組みに活用できる国の助成金制度もあります。

☆長時間労働の見直し

◆「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」など
効率的な働き方を促す取組の導入

◆業務量、業務体制の洗い出し、所定労働時間の
見直し、時間外労働時間の「見える化」

◆管理職自らによる「ノー残業デー」などの積極
的な定時退社の実施

◆部下の長時間労働抑制について、管理職教育の実施
や人事考課項目としての追加

◆長時間労働抑制に関する労使の話合いの機会の設定
◆勤務間インターバル制度 など

☆女性の活躍推進

◆従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者
の配置拡大とそれによる多様な職務経験の付与

◆女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上
司へのヒアリング

◆意欲と能力のある女性労働者の積極的発掘と選抜し
た人材の集中的な育成

◆「イクボス宣言」（経営者、管理職が部下の育児・
介護などを積極的に支援することを宣言）

◆女性が活躍できる職場であることの求職者に向けた
積極的広報

◆非正社員と正社員の人事評価基準の共通化 など

☆休暇・休業制度の見直し

◆年次有給休暇の計画的付与制度の導入
◆土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて連休を取
得する「プラスワン（+１）休暇」

◆管理職自らによる年次有給休暇の積極的な取得
（月１回、年数回の連続１週間休暇等）

◆「バースデイ休暇｣｢メモリアル休暇｣｢勤務年数節目
休暇」など年次有給休暇以外の休暇制度

◆ 配偶者出産休暇制度など、育児等を目的とした企業
独自の休暇制度の創設 など

☆多様な働き方の導入

◆出産や育児、介護による退職者についての再雇用制
度の実施

◆短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職務限
定正社員制度

◆テレワークを活用した在宅勤務制度
◆病気を抱えながら就労する労働者への支援
◆高齢者の継続雇用制度 など

現状・課題から自社に
合った取組を策定する



ステップ１、２、３と「働き方改革」を進めるにあたり、社員や管理職一人ひとりの意識が改善
されるよう研修を実施したり、他社の取組例を社員に情報提供するなどの取組も効果的です。
社員や管理職の意識を改善し、効率的に働くことで、時間外労働を減らすとともに、休暇を取得

しやすい職場の雰囲気をつくり、さらに定着するよう
「働き方改革」の取組を進めましょう。 良好な企業風土づくり

「働き方改革」を実践し、ある一定の段階で目標に近づいたかを評価します。制度があっても利用
しにくいものになっているなど、問題点があれば柔軟に見直し、
改善することが重要です。

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）
制度は作るだけでなく
利用しやすいものに

「働き方・休み方改善コンサルタント」
「『働き方改革』について知りたい」、「柔軟な働き方ができるよう制度を整備したい」、「労

働時間、休暇、休日に関する制度について知りたい」という企業、事業所の皆さまのご相談に対
し、電話のほか、個別訪問により、情報提供や改善に向けた支援を行います。ご相談は無料です。
【問合せ先】大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025

「働き方改革」を進める際のお手伝い

6

「働き方改革」に活用できるツールのご案内

「働き方・休み方改善ポータルサイト」
企業の皆さまが、自社の社員の働き方・休み方の見直しや、改善を図る際
に役立つ情報を提供しています。
⇒http://work-holiday.mhlw.go.jp/

「働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト」
雇用管理取り組み事例、助成金などの支援策や「働きやすく生産性の高い
企業・職場表彰」等に関する情報を掲載しています。

⇒http://www.koyoukanri.mhlw.go.jp/ 

「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」
優秀な人材の確保、人材の定着、従業員のモチベーション向上を実現する
ため、正社員への転換、人材の育成、処遇の改善など、非正規雇用労働者
のキャリアアップに向けた取り組みを積極的に行っている企業の事例など
を紹介しています。
⇒http://www.tayou-jinkatsu.jp/

女性の活躍・両立支援総合サイト
企業における女性活躍の情報や、仕事と家庭（育児・介護などを含む）の
両立に役立つ情報を掲載しています。
⇒http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/

「パート・有期労働ポータルサイト」
パートタイム労働者の雇用管理に関する優れた取組事例、各種助成金制度
及び「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」などに関する情報を掲載し
ています。
⇒https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

パート・有期労働
ポータルサイト



えるぼし認定企業（１つ星から３つ星まで）

ユースエール認定企業

安全衛生優良企業

7

認定企業制度でイメージ向上

３
仕事と育児の両立支援、女性労働者の活躍推進、若者の雇用管理、労働

者の安全・健康確保対策に積極的な企業に対する認定制度があります。
認定企業は、認定マークの使用によって企業イメージの向上を図ることが
できるとともに、管理職・労働者の意識が変わり、ワーク・ライフ・バラ
ンスを大切にする企業風土をつくることができます。

くるみん・
プラチナくるみん
認定企業

えるぼし
認定企業

ユースエール
認定企業

安全衛生優良企業

積極的な子育てサポートで労働者のワーク・ライフ・
バランスに配慮している企業として厚生労働大臣が認
定した企業

女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として厚
生労働大臣が認定した企業

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況
などが優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した
企業

労働者の安全や健康を確保するための対策を積極的に
取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善していると
して厚生労働大臣が認定した企業

6

企 業 名 所在地 えるぼし認定年 認定段階

1医療法人新生会 高田中央病院 豊後高田市 平成28年 ★★

2株式会社日豊ケアサービス 豊後高田市 平成29年 ★★

企 業 名 所在地 認定年 備考

1有限会社ファン工業 大分市 平成27年 平成30年

2ビープラスグループ株式会社 大分市 平成29年

企 業 名 所在地 認定年 備考

1大分デバイステクノロジー株式会社 大分市 平成28年

2高島建設株式会社 大分市 平成30年

3三栄建設工業株式会社 大分市 平成30年

4医療法人百花会上野公園病院 日田市 平成30年

5株式会社ATTS 大分市 平成31年

6有限会社仁田野工業 別府市 平成31年

7株式会社サイメックス 佐伯市 平成31年

8有限会社せれくと 大分市 令和元年



くるみん認定企業（第1回目認定取得順）

8
令和元年6月14日現在

企 業 名 所在地 くるみん認定年
プラチナ
くるみん

1株式会社トキハ 大分市 平成19年

2社会福祉法人安岐の郷 国東市 平成22年 平成24年

3医療法人社団恵愛会 大分中村病院 大分市 平成22年

4株式会社大分銀行 大分市 平成22年 平成27年 平成29年

5株式会社日豊ケアサービス 豊後高田市 平成23年 平成26年 平成28年

6国立大学法人大分大学 大分市 平成23年

7社会医療法人敬和会 大分岡病院 大分市 平成23年

8医療法人聖陵会 聖陵岩里病院 日田市 平成23年

9フンドーキン醤油株式会社 臼杵市 平成24年

10医療法人明徳会 佐藤第一病院 宇佐市 平成25年

11社会福祉法人太陽の家 別府市 平成25年

12九州東芝エンジニアリング株式会社 大分市 平成26年

13西日本電線株式会社 大分市 平成26年

14医療法人恵愛会 中村病院 別府市 平成26年

15社会福祉法人大分県社会福祉事業団 大分市 平成26年

16株式会社明林堂書店 別府市 平成27年

17社会福祉法人宇水会 宇佐市 平成27年

18富士甚醤油株式会社 臼杵市 平成27年

19大分県農業協同組合 大分市 平成27年

20社会福祉法人みずほ厚生センター 臼杵市 平成27年

21株式会社オーイーシー 大分市 平成27年

22社会福祉法人新友会 大分市 平成28年

23医療法人大分記念病院 大分市 平成29年

24株式会社豊和銀行 大分市 平成29年

25株式会社ジョイフル 大分市 平成30年

26株式会社ザイナス 大分市 平成30年

27ヤクルトヘルスフーズ株式会社 豊後高田市 平成30年

28大分キヤノンマテリアル株式会社 杵築市 平成31年

29大分みらい信用金庫 別府市 令和元年



大分働き方改革

推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理

のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、

労務管理に関する課題について、

社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

大分産業保健総合支援

センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課

題について、産業保健の専門家が相談に応じます。

大分県よろず支援拠点
生産性向上や人手不足への対応など、経営上の

あらゆる課題について、専門家が相談に応じます。

大分県内の商工会

大分県内の商工会議所

大分県中小企業団体中

央会

経営改善・金融・税務・労務経営全般にわたって、

中小企業・小規模事業者の取組を支援します。

▶大分県内の商工会 ▶大分県内の商工会議所

▶大分県中央企業団体中央会

ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所

見学会や就職面接会などを実施しています。

大分県医療勤務環境改

善支援センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関

のニーズに応じて、経営や労務管理の専門家が

相談に応じます。

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相

談に応じます。

大分労働局
【パートタイム労働者

有期雇用労働者関係】

雇用環境・均等室

【派遣労働者関係】

需給調整事業室

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待

遇差の解消に関する相談に応じます。
大分労働局 大分市東春日町17番20号

大分第2ソフィアプラザビル３階

▶雇用環境・均等室 ℡ 097-532-4025       

▶需給調整事業室 ℡ 097-535-2095

■働き方改革関連法に関する相談や課題解決に向けた支援に関する

相談は、以下の相談窓口をご活用ください。

法
律
に
つ
い
て

課
題
解
決
の
支
援

相談窓口のご案内7

9
大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3F
ＴＥＬ 097-532-4025 ＦＡＸ 097-573-8666
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