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「えるぼし」認定企業として
社会福祉法人天神会を認定！！
～医療・福祉業において県内初～

岡山労働局（局長 内田 敏之）は、女性活躍推進法に基づく基準適合一般事業主として、社
会福祉法人 天神会（笠岡市）を新たに認定しました。
「えるぼし」認定とは、女性の活躍状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。こ
の度の認定により、岡山県内のえるぼし認定企業は８社となりました。
当局では、以下のとおり、「えるぼし」認定通知書交付式を行います。

【えるぼし認定通知書交付式】
日 時 令和２年７月３０日（木） １４時５０分から
会 場 岡山第２合同庁舎２階共用会議室Ｂ

（岡山市北区下石井１－４－１）

認定企業 社会福祉法人 天神会

※認定通知書交付式に引き続いて、岡山労働局長懇話会（7月度）（15:00～）を開催します。是非とも
交付式にご参加ください。

※認定企業への個別取材（14:30～）も可能です。取材を希望される場合は、事前に雇用環境・均等室
宛ご連絡ください。

【添付資料】
別添１ えるぼし認定企業の取組概要
別添２ 岡山労働局管内の女性活躍推進法に基づく取組状況
別添３ 女性活躍推進法に基づく認定制度
別添４ 女性の活躍推進データベース



社会福祉法人天神会
業 種 医療・福祉業
所在地 笠岡市
労働者数 ３５３人（男性１１９人、女性２３４人）

◆5つの認定基準をすべて満たし、「えるぼし」（３段階目）に認定しました。
◆認定基準の達成状況

えるぼし認定マーク
３段階目

１ 採用 【認定基準】 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

【実績】 正職員 女性1.0倍／男性1.0倍

２ 継続就業 【認定基準】 「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理
区分ごとに 7割以上であること

【実績】 正職員 女性の平均継続勤続年数8.0年÷男性の平均継続勤続年数9.1年＝0.88

３ 労働時間等の働き方

【認定基準】 雇用管理区分ごとの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すべて45時間未満であること

【実績】 一月当たりの労働者の平均残業時間 正職員1.9時間 臨時職員2.0時間

４ 管理職比率 【認定基準】 「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割
合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級 に昇進した男性労働
者の割合」が8割以上であること

【実績】 女性の昇進割合0.17÷男性の昇進割合0.17＝1

５ 多様なキャリアコース

【認定基準】 【実績】
直近の3事業年度に、以下について常時雇用する労働者数が301人以上
の事業主は2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 13人
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 0人
Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 3人
Ｄ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 25人

〇認定取得のきっかけ

天神会ではダイバーシティ部会があり、その取り組みの一つとして、女性が活躍できる職場作りのため、２年前より

女性活躍プロジェクトを立ち上げ活動しています。輝く女性の職場になるよう、認定を取得することになりました。

女性の個性と能力が十分に発揮できる職場風土で、家庭と仕事の両立ができ、生き生きと働くことができるよう今後

も活動していきます。

〇女性活躍推進のための工夫

結婚・出産・子育てで女性が退職することなく、安心して働ける環境を整備していきます。施設敷地内にある笠岡市

許認可保育園「クレヨンKIDS」を利用することで、安心して子育てができるよう支援しています。育休取得率100％で、復

帰後も不安なく仕事ができるようフォローもしています。

〇えるぼし認定マークの活用について

ホームページや採用パンフレットに掲載し、採用活動に活用していきます。職場でも周知を図り、モチベーションアッ

プにつなげていきたいと考えております。さらなる改善活動をしていくことで輝く女性になれるよう頑張ってまいります。
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岡山労働局管内の女性活躍推進法に基づく取組状況

岡山労働局雇用環境・均等室

１ 「えるぼし」認定状況

企 業 名 所在地 認定年月 認定段階
１ 株式会社キャン 岡山市 平成28年4月 ★★

２ 株式会社ストライプインターナショナル 岡山市 平成28年4月 ★★★
３ 株式会社ラーンズ 岡山市 平成29年8月 ★★★

４ 株式会社天満屋 岡山市 平成30年3月 ★★

５ 株式会社両備システムズ 岡山市 平成30年7月 ★★

６ 株式会社はるやまホールディングス 岡山市 平成30年8月 ★★

７ 生活協同組合おかやまコープ 岡山市 平成30年10月 ★★

８ 社会福祉法人天神会 笠岡市 令和2年7月 ★★★

<参考>全国の認定企業数 1,056社（令和2年3月31日現在）

２ 一般事業主行動計画策定届の届出状況（令和2年6月30日現在）

管内企業数 届出企業数 届出率
常時雇用労働者301人以上の企業 219社 214社 97.7%
常時雇用労働者300人以下の企業 ─ 69社 ─

合計 ─ 283社 ─

※女性活躍推進法に基づき、労働者数301人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、都道
府県労働局に届出を行う義務があります。
また、女性活躍推進法の改正により、令和4年4月から労働者数101人以上の企業についても
届出が義務となります。

３ 「女性の活躍推進企業データベース」による情報公表の状況
（令和2年7月10日現在）

公表企業数
常時雇用労働者301人以上の企業 114社
常時雇用労働者300人以下の企業 156社

合計 270社

※女性活躍推進法に基づき、労働者数301人以上の企業は、自社の女性の活躍に関する情報を公表する
義務があります。
情報公表は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等イン
ターネットの利用などにより、学生をはじめとした求職者等が容易に閲覧できるよう行う必要があります。
また、女性活躍推進法の改正により、令和4年4月から労働者数101人以上の企業についても情報公表
が義務となります。
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お問い合わせ先 都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

女性活躍推進法に基づく認定制度

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に
関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けるこ
とができます。

▶▶ 認定の段階

プラチナえるぼし ・策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目
標を達成したこと。

・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。（※）
・プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たしている
こと（※）

・女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）のうち、
８項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。（※）

（※）実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

えるぼし
（３段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たし、その実績を
「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし
（２段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

えるぼし
（１段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

●えるぼし認定：一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取
組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。

●プラチナえるぼし認定：えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性
の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
（2020年6月創設）

・認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」
を商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。
認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等に
つながることが期待できます。

・認定を受けた事業主は、公共調達の加点を受けられます。
・また、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

▶▶ 認定の取得のメリット
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1

情報公表のためのお役立ちツール 詳細検索

女性活躍推進法に基づく行動計画、自社の女性活躍に関する情報を、
「女性の活躍推進企業データベース」で公表しましょう！

ご利用いただいている企業からの声

オープンデータダウンロード

●企業説明会で、学生が企業を選択する際の目安の一つとしてPRができ、優秀な人材確保につなげることができた。
●就職活動生から、志望する際に、このサイトを見て当社を選んだという声があった。
●学生は公表情報を確認し、他社と比較しており、積極的な開示はプラスになると考えている。

厚生労働省　雇用環境・均等局

●データベース入力操作マニュアル
 初めて本サイトで情報公表をする方向けに操作方法を解説しています。
●入力準備シート
 データ算出や社内稟議など、入力の事前準備にご活用ください。

女性の活躍推進企業データベースでは、企業自らが公表しているデータを、
オープンデータとして公開しています。データは毎日更新されるため、最新の
データをCSV形式でダウンロード
することができます。

●同業他社の取組を知りたい。
 ➡業種から検索
●地域の企業の女性活躍の状況を参考にしたい。
 ➡都道府県から検索
●えるぼし認定を取得している企業を知りたい。
 ➡企業認定等から検索

●一般事業主行動計画の策定例
●行動計画策定支援ツール　等

女性の活躍推進企業データベース

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/URL

2020年2月
※サイトの登録・更新等に関するお問い合わせはこちらから

女性の活躍推進企業データベース（登録無料）

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/inquiries/edit

全国1万社以上の企業が、本データベースで行動計画や自社の女性活躍に関する情報を公表しています。
情報の公表はおおむね年1回以上更新することが女性活躍推進法により義務付けられています。
本データベースにご登録いただくと、更新の時期をメールでお知らせしますので更新し忘れがなくて安心です。

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定（2020年6月
新設）の認定基準に関する実績は本データベース
での公表が求められています。

（2017年7月「女性の活躍推進企業データベース」についてのアンケート調査結果より）

検索用にスマホ版も
ご活用ください。

スマホ版

行動計画や情報の公表のお手続きは
パソコンからお願いします

2.2 行動計画の公表

女性活躍推進法に基づく行動計画には、右記4項目
を必ず盛り込むこととされています。

「確認画面へ進む」ボタンをクリックしても「完了画面へ進む」
ボタンが出てこない場合は、入力内容にエラーがあります。
修正が必要な項目がピンク色になりますのでエラーメッセージ
に基づき修正をお願いします。 
※入力必須項目の入力がないと送信できません。

（件名：【女性の活躍推進企業データベース】新規登録申請を受け付けました）または、
（件名：【女性の活躍推進企業データベース】更新申請を受け付けました）
サイト管理者による掲載の手続に 2 ～ 5 営業日かかります。

サイト管理者による掲載の手続が完了すると、「掲載完了メール」が届き、公表が完了です。
（件名：【重要】【女性の活躍推進企業データベース】申請処理が完了しました）

受付メールが届いてから5営業日以上経過しても掲載完了メールが届かない場合、修正依頼メールが届いて
いる可能性があります。メールボックスをご確認いただき、修正の上、再度送信をお願いします。

入力内容の修正が必要な場合、メール（件名【女性の活躍推進企業データベース】サイトに
掲載できませんでした）をお送りします。修正入力の上、再度送信してください。

計画期間を入力します。 ※入力必須項目

一般事業主行動計画の内容を入力します。
※入力必須項目

行動計画をテキストで直接入力する場合
一般事業主行動計画の内容欄に、上記（a）～（d）の
必要項目を盛り込んだ行動計画を入力してください。

行動計画の PDF ファイルを添付する場合
一般事業主行動計画の内容欄に、「PDF 参照」と入力
します。
さらに参照（ファイルを選択）ボタンをクリックし、ファ
イルを選択します。

受付メールの受取り

修正依頼メールの受取り

3

掲載完了メールの受取り、公表の完了4

(a)計画期間、（ｂ）数値目標、（ｃ）取組内容、（ｄ）取組の実施時期

PDF ファイル以外（Word 等）は
添付できません。また、都道府県労働局に
提出する届出用紙（一般事業主行動計画
策定・変更届）は添付しないでください。
サイトには掲載できません。

ご注意ください

 
 

 
 

行動計画策定・公表のためのお役立ちツール

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画（行動
計画）と、自社の女性活躍
に関する情報を公表する

ためのウェブサイトです。

IYGMH
テキストボックス
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