
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の活躍や子育てサポートに積極的に取り組む企業が増えています! 
 

えるぼし企業 1社、くるみん企業 2社を認定！！ 
 

佐賀労働局（局長 菊池泰文）は、本日、女性活躍推進法に基づき女性活躍推進

企業 1 社を、次世代育成支援対策推進法に基づき子育てサポート企業 2 社を、それ

ぞれ以下のとおり認定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えるぼし・くるみん認定通知書交付式」を次のとおり行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これにより佐賀労働局管内におけるえるぼし認定企業は 3 社（資料４）、くるみ

ん認定企業は 19 社（資料５）となります。 

  

 

 

 

佐賀労働局発表  

平成 31 年 3 月１１日 

【照会先】 

佐賀労働局雇用環境・均等室 

室    長     原田すず枝 

指 導 係     村上季羅理 

（電話）0952-32-7218 

 

厚生労働省佐賀労働局 Press Release 

＜日時＞ 平成３１年３月１８日（月） 

      １０時００分 

 

＜会場＞ 佐賀第２合同庁舎 ５階共用大会議室２ 

      （佐賀市駅前中央３丁目３番２０号） 

      電話 0952-32-7218 
認定マーク 
「くるみん」 

認定マーク 
「えるぼし（2つ星）」 

〇えるぼし認定（2つ星） 

唐津農業協同組合［唐津市］  （資料１） 

〇くるみん認定 

株式会社 トスデリカ［鳥栖市］  （資料２） 

唐津土建工業 株式会社 ［唐津市］ （資料３） 



                  
※参考資料                   

１ 唐津農業協同組合の女性活躍推進に関する取組内容 

２ 株式会社トスデリカの次世代育成支援に関する取組内容 

３ 唐津土建工業株式会社の次世代育成支援に関する取組内容 

４ 九州・沖縄地区におけるえるぼし認定状況 

５ 佐賀労働局管内におけるくるみん認定状況 

６ 認定基準一覧（えるぼし） 

７ 認定基準一覧（くるみん） 



 

 

 

参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業概要】 

・所在地：佐賀県唐津市 

・業 種：複合サービス業  

・社員数：538名（うち女性 204名）   

☆下記 5項目のうち、④を除く 4項目について達成しているため 2つ星に認定 

 

①採用 

  採用における女性の競争倍率が男性の競争倍率の 1.25倍未満である（直近３事業

年度の平均） 

    正職員  女性 1.21倍、男性 1.51倍 

 

 ②継続就業 

  平均勤続年数の男女比が 0.7以上である 

    正職員  女性 14.46年、男性 20.19年 

 

 ③労働時間等の働き方 

労働者 1 人当たりの時間外労働及び休日労働の合計時間数の平均が全ての月   

において、45時間未満である（直近の 1事業年度において） 

    最大の月で 21.7時間 

  

④管理職比率 

  管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上である 

    当該企業 1.8%、複合サービス事業における産業平均値 5.7% 

 

 ⑤多様なキャリアコース 

  2項目以上についての実績があること（直近の３事業年度） 

    女性の臨時職員から正職員への転換 ７名 

    おおむね 30歳以上の女性の正職員としての採用 ５名 

 

 

※評価項目の詳細については、別紙を参照（参考資料６） 

えるぼし認定の評価項目と唐津農業協同組合の取組 

主な事業 

・信用事業    ・販売事業  ・資産管理事業 

・共済事業    ・経済事業 

・営農指導事業  ・旅行事業 

 

 



 

 

 

参考資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）とは＞（資料６） 

 女性の活躍推進のための行動計画を策定、策定した旨の届出を行った企業のうち、自社

の女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良であり、認定基準を満たした場合に労

働局長に申請し、「女性の活躍推進企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることがで

きます。 

認定を受けた事業主は、認定マークを商品、広告などに付け、女性活躍推進企業である

ことをＰＲできます。また、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性

活躍推進企業データベース」（http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/）において、え

るぼし認定企業を検索することができます。 



 

 

参考資料２ 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

認定日 平成３１年３月１１日 

【計画期間】 

  平成２７年１２月１日～平成３０年１１月３０日 

 

【主な特徴・取組内容】 

〇仕事と子育ての両立支援のため、育児・介護休業法で義務とされている時間外

労働の制限、深夜業の制限に加え、所定労働時間の短縮、所定外労働の免除ま

たは休日労働の免除についても小学校入学前までの子を持つ労働者からの希

望があれば適用できる制度を設けている(※1)。 

さらに、育児休業とこれらの制度を合算して取得年数が6年未満の場合は、小

学校4年生の7月末日までの間で、通算して6年間取得できる。 

 

〇出産や子育てを機に退職した従業員について、原則として退職前と同じ水準で

再雇用する制度を実施している。 

 

〇年次有給休暇取得促進のための取組として、誕生月に 5日以上の休暇取得を推進

している。 

（平成 31年 1月～2月の実績：労働者 8名が 5日取得） 

 

 

＜次世代法に基づく認定（くるみん認定）とは＞ 

 次世代法に基づく認定とは、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、策

定した行動計画に掲げた目標の達成、男女労働者の育児休業取得実績、時間外労働平均月 45

時間未満（※2）など、一定基準に達した企業を、「子育てサポート企業」として、厚生労

働大臣が認定する制度です。（資料７）。 

認定を受けた企業は、認定マークを商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企

業であることをＰＲできます。 

 

※1 育児・介護休業法では、所定労働時間の短縮、所定外労働の免除制度については、子が 3 歳に達

するまで利用できる。 

※2 労働時間については、各企業の事業年度による。当該企業の事業年度：H27年 12月～H30年 11月 

 

株式会社 トスデリカの取組内容 

   所 在 地：鳥栖市 

   業  種：食料品製造業 

   労働者数：221名（うち女性 109名） ※平成 31年 1月 9日現在 



 

 

参考資料３ 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

認定日 平成３１年３月１１日 

【計画期間】 

  平成２７年４月１日～平成３０年１２月３１日 

 

【主な特徴・取組内容】 

○従業員が安心して妊娠・出産・育児休業の取得ができる職場環境を整備する

ため、以下の取組を行った。 

① 男女問わず、子育てをする部下が育児休業を取得しやすくなるような職場

環境を構築するために管理職がすべき取組みなどについて企業で独自に資

料を作成し管理職研修を行うとともに、各職場においても、改めて、各種

制度についての説明を行った。 

② 出産・育児関連のスケジュール表を作成し、妊娠する可能性のある労働者

に対し説明会を行った。その後、実際に妊娠した労働者に対して、それぞ

れに対応した具体的日付入りのスケジュールや給付金等の金額を試算した

表を作成し、個別に説明した。 

③ 育児休業期間中に業務を円滑に回すため、各部・各業務の業務一覧を作成

し、業務ごとに順次手順書を作成するとともに、実際に育児休業取得者が

出た際には、代替要員を確保した。 

 

 

 

＜次世代法に基づく認定（くるみん認定）とは＞ 

 次世代法に基づく認定とは、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、策

定した行動計画に掲げた目標の達成、男女労働者の育児休業取得実績、時間外労働平均月 45

時間未満（※）など、一定基準に達した企業を、「子育てサポート企業」として、厚生労働

大臣が認定する制度です。（資料７）。 

認定を受けた企業は、認定マークを商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企

業であることをＰＲできます。 

 

※労働時間については、各企業の事業年度による。当該企業の事業年度：H27年 4月～H30年 12月 

 

唐津土建工業 株式会社の取組内容 

   所 在 地：唐津市 

   業  種：総合建設業 

   労働者数：118名（うち女性 17名）※平成 31年 1月 29日現在 



平成31年1月末日現在

都道府県 企業名 ふりがな 段階 所在地 認定年月
常時雇用

する
労働者数

1 福岡 イオン九州株式会社 いおんきゅうしゅう ★★★福岡市 平成28年5月 15,668

2 福岡 九州電力株式会社 きゅうしゅうでんりょく ★★ 福岡市 平成28年7月 13,137

3 福岡 マックスバリュ九州株式会社 まっくすばりゅきゅうしゅう ★★★福岡市 平成28年8月 9,780

4 福岡 株式会社ゼンリン ぜんりん ★★ 北九州市 平成28年9月 2,473

5 福岡 エフコープ生活協同組合 えふこーぷせいかつきょうどうくみあい ★★★糟屋郡篠栗町 平成29年1月 2,650

6 福岡 有限会社エス・エイチ・シー ゆうげんがいしゃえすえいちしー ★★ 福岡市 平成29年2月 51 ※

7 福岡 新日本熱学株式会社 しんにほんねつがくかぶしきがいしゃ ★★★北九州市 平成29年7月 139 ※

8 福岡 西部電気工業株式会社 せいぶでんきこうぎょう ★★★福岡市 平成29年7月 1,165

9 福岡 社会医療法人　北九州病院 しゃかいいりょうほうじん　きたきゅうしゅうびょういん ★★★北九州市 平成29年8月 3,066

10 福岡 株式会社翔薬 しゃしょうやく ★★ 福岡市 平成29年8月 1,282

11 福岡 安川マニュファクチャリング株式会社 やすかわまにゅふぁくちゃりんぐ ★★★北九州市 平成29年9月 2,255

12 福岡 総合メディカル株式会社 そうごうめでぃかる ★★★福岡市 平成30年6月 4,010

13 福岡 特定医療法人社団　三光会　 とくていいりょうほうじんしゃだん　さんこうかい ★★★大野城市 平成29年10月　      441

14 福岡 株式会社エスティ環境設計研究所 えすてぃかんきょうせっけいけんきゅうしょ ★★ 福岡市 平成29年10月　 11 ※

15 福岡 福岡トヨペット株式会社 ふくおかとよぺっと ★★ 福岡市 平成29年12月 1,061

16 福岡 山下医科器械株式会社 やましたいかきかい ★★★福岡市 平成30年1月 926

17 福岡 医療法人吉祥寺クリニック いりょうほうじんきっしょうじくりにっく ★★★北九州市 平成30年2月 14 ※

18 福岡 九電産業株式会社 きゅうでんさんぎょうかぶしきがいしゃ ★★ 福岡市 平成30年2月 1,170

19 福岡 有限会社Ｌｉｎｋプロジェクト りんくぷろじぇくと ★★★久留米市 平成30年3月 9 ※

20 福岡 株式会社太平環境科学センター たいへいかんきょうかがくせんたー ★★★福岡市 平成30年3月 63 ※

21 福岡 株式会社渕上ファインズ ふちがみふぁいんず ★★★福岡市 平成30年9月 504

22 福岡 一般財団法人九州環境管理協会 きゅうしゅうかんきょうかんりきょうかい ★★★福岡市 平成30年9月 176 ※

23 福岡 ＳＣＳＫ九州株式会社 えすしーえすけいきゅうしゅう ★★★福岡市 平成30年11月 114 ※

24 福岡 株式会社福山コンサルタント フクヤマコンサルタント ★ 福岡市 平成31年1月 351

25 佐賀 株式会社佐賀銀行 さがぎんこう ★★★佐賀市 平成30年10月 2,168

26 佐賀 木村情報技術株式会社 きむらじょうほうぎじゅつ ★★★佐賀市 平成30年11月 198 ※

27 長崎 王蔵株式会社 おーくら ★★★長崎市 平成30年2月 523

28 長崎 社会福祉法人洸洋会 しゃかいふくしほうじんこうようかい ★★★長崎市 平成30年10月 46 ※

29 長崎 社会福祉法人正道会 しゃかいふくしほうじんせいどうかい ★★★長崎市 平成31年1月 133 ※

30 熊本 医療法人春水会　 しゅんすいかい ★★★山鹿市 平成29年2月 344

31 熊本 株式会社SYSKEN しすけん ★★ 熊本市 平成30年8月 723

32 大分 医療法人新生会 しんせいかい ★★ 豊後高田市 平成28年12月 338

33 大分 株式会社日豊ケアサービス にっぽうけあさーびす ★★ 豊後高田市 平成29年11月 108 ※

34 鹿児島 株式会社新日本科学 しんにほんかがく ★★★鹿児島市 平成28年9月 681

35 鹿児島 医療法人猪鹿倉会パールランド病院 いがくらかいぱーるらんどびょういん ★★★鹿児島市 平成30年1月 305

36 沖縄 オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 おりっくすびじねすせんたーおきなわ ★★★那覇市 平成28年5月 676

37 沖縄 有限会社　スタプランニング すたぷらんにんぐ ★★★那覇市 平成29年12月 14 ※

38 沖縄 イオン琉球株式会社 いおんりゅうきゅう ★★★島尻郡南風原町 平成30年2月 4,324

39 沖縄 株式会社プロトソリューション ぷろとそりゅーしょん ★★★宜野湾市 平成30年9月 587

40 沖縄 ソニービジネスオペレーションズ（株） そにーびじねすおぺれーしょんず ★★ 豊見城市 平成30年11月 363
（※）300人以下の企業

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業（九州・沖縄地区） 参考資料４



佐賀労働局管内における次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業一覧 

 （平成 31年 3月 11日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「くるみん認定」を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業は、「プラチナくるみん企業」として認定を受け

ることができます（資料７）。 

 

＜プラチナくるみん企業＞  

 

認定企業数       ２社 

 

 認定年 認定企業名 所在地（市・町） 

1 2015 株式会社 佐賀共栄銀行 佐賀市 

２ 2017 株式会社 佐賀銀行 佐賀市 

 

＜くるみん企業＞     

 

認定企業数       １9社 

 

 認定年 認定企業名 所在地（市町村） 

1 2010 鳥栖キユーピー株式会社 鳥栖市 

2 
2010 

2015 
株式会社 佐賀銀行 （※２回） 佐賀市 

3 2012 国立大学法人 佐賀大学 佐賀市 

4 2012 久光製薬株式会社 鳥栖市 

5 2013 社会福祉法人 椎原寿恵会 鳥栖市 

6 2013 株式会社 佐賀共栄銀行 佐賀市 

7 2013 株式会社 ミズ 佐賀市 

8 2014 聖徳ゼロテック 株式会社 佐賀市 

認定マーク（愛称：くるみん） 特例認定マーク（愛称：プラチナくるみん） 

参考資料５ 



9 2015 タマキホールディングス株式会社 唐津市 

10 2015 社会福祉法人 済昭園 嬉野市 

11 2015 医療法人 栄寿会 杵島郡江北町 

12 2015 木村情報技術株式会社 佐賀市 

13 2016 西日本総合コンサルタント株式会社 佐賀市 

14 2016 社会保険労務士法人きたむら事務所 佐賀市 

15 2017 ＪＳＲマイクロ九州株式会社 佐賀市 

16 2018 株式会社 ミゾタ 佐賀市 

17 2018 株式会社 メディック    佐賀市 

18 2019 株式会社 トスデリカ 鳥栖市 

19 2019 唐津土建工業 株式会社 唐津市 

 



「えるぼし認定」の評価項目

【評価項目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

（※『直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷女性の採用者数）」』×０.８が、
『直近３事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」』よりも
雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと（期間の定めのない労働契約を締結することを目的とするものに限る））

【評価項目５：多様なキャリアコース】

【評価項目３：労働時間等の働き方】

【評価項目４：管理職比率】

【評価項目２：継続就業】

直近の３事業年度に､以下について大企業は２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこと）、
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（派遣労働者の雇入れ含む）
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

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全て45時間未満であること

① 管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること
又は

② 『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進
した女性労働者の割合」』÷『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性労
働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること

① 「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
それぞれ0.７以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る）
又は
② 「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業
年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8
以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者に限る）

「えるぼし認定」の段階

認定の段階の区分は、次の５つの評価項目のうち、
◆ ５つの基準全て満たしている場合は、３段階目
◆ ３つ又は４つの基準を満たしている場合は、２段階目
◆ １つ又は２つの基準を満たしている場合は、１段階目

●「Ｌ」には、Lady（女性）、Labour（働く、取り組む）、Laudable（賞賛に値する）など様々な意味があります。

参考資料６



くるみん認定基準 プラチナくるみん認定基準
❶　雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。

❷　行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。

❸　行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

❹　行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること。

❺　男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。

　①　�計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労

働者に占める育児休業等を取得した者の割合が７％以上

　②　�計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労

働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企

業独自の休暇制度を利用した者の割合が１５％以上、かつ、育児休

業等をした者の数が１人以上いること

❺　男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。

　①　�計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労

働者に占める育児休業等を取得した者の割合が１３％以上

　②　�計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労

働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企

業独自の休暇制度を利用した者の割合が３０％以上、かつ、育児休

業等を取得した者が１人以上いること。

＜労働者数３００人以下の企業の特例＞
　計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、次の①～
④のいずれかに該当すれば基準を満たす。（①・②・④はくるみん、プラチナくるみん共通）
①　計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）。
②　計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。

④　�計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫につ
いての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること。

❻　計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、７５％以上であること。

＜従業員３００人以下の企業の特例＞
上記６. を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取
得率が７５％以上であれば基準を満たす。

❼　�３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間

の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。

❽　労働時間数について、次の①及び②を満たすこと

　　①　フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月４５時間未満であること。

　　②　月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと。

❾　�次の①～③いずれかについて、成果に関する具体的な目標を

定め実施していること。
❾　�次の①～③すべての措置を実施しており、かつ、①又は②に

ついて定量的な目標を定めて実施し、達成したこと。

①�所定外労働の削減のための措置

②�年次有給休暇の取得の促進のための措置

③�短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

　※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません

❿　�法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事

実がないこと
❿　計画期間において、次の①又は②を満たすこと。

　①�子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育

休中を含む）している者の割合が９０％以上

　②�子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退

職した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休中を

含む）している者の割合が５５％以上

＜従業員３００人以下の企業の特例＞
　上記９の①又は②に該当しない場合でも、計画期間とそ
の開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと
きに①又は②を満たせば、基準を満たす。

⓫　�育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継

続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援

などの取組の計画を策定し、これを実施していること。

⓬　�法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事

実がないこと（くるみん認定基準１０と同一）。

プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について、

毎年少なくとも１回、公表日の前事業年度（事業年度＝各企業における会計年度）の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

　・１回目の公表は、プラチナくるみん取得後おおむね３か月以内

　・２回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね３か月以内　に行ってください。

【くるみんの場合】

③　計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）に、育児

休業等を取得した男性労働者の割合が７％以上であること。

【プラチナくるみんの場合】�　�

�③　計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）に、育児

休業等を取得した男性労働者の割合が１３％以上であること。
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