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おおむね 30 歳以上の女性を 3 年間で正社員として 14 名採用 

～木村情報技術株式会社をえるぼし「三つ星」に認定～ 

 

佐賀労働局（局長 菊池泰文）は、本日、女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく認定（えるぼし認定）企業として、木村情報技術株式会社（佐賀

市）を最高位の「三つ星」に認定しました（資料１）。 

女性活躍推進法では、女性の活躍推進のための行動計画策定等が義務となっている

のは 301人以上の企業ですが、300人以下の努力義務企業としては県内初の認定です。 

 

「えるぼし認定通知書交付式」は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

佐 賀 労 働 局 発 表 

平成 30 年 11 月 27 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）0952-36-6205 

厚生労働省佐賀労働局 Press Release 

＜日時＞ 平成３０年１２月３日（月） 

      １０：００～ 

 

＜会場＞ 佐賀第２合同庁舎 ５階共用小会議室１,２ 

      （佐賀市駅前中央３丁目３番２０号） 

      電話 0952-36-6205 

 
認定マーク 
「えるぼし」 

＜女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）とは＞（資料２） 

 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。 
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【企業概要】 

・所在地：佐賀県佐賀市 

・業 種：情報通信業  

・社員数：198名（うち女性64名）   

 

※評価項目の詳細については、別紙を参照 

 

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） 

    女性 15.96倍、男性 18.97 倍 

 

 ②継続就業 

  平均勤続年数の男女比が0.7以上である 

    女性 2.72 年、男性 2.25 年 

※直近３事業年度の離職率6.89% 

 

 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19.5 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 25.0%、情報通信業における産業平均値 7.1% 

 

 ⑤多様なキャリアコース 

  １項目以上についての実績があること（直近の３事業年度） 

    女性の非正社員から正社員への転換 ５名 

    おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 １４名 

えるぼし認定の評価項目と木村情報技術株式会社の取組 

主な事業 

・『「IBM Watson」日本語版』活用事業及び人工知能サービスの研究・開発 

・医薬品業界向け出版及び研修コンサルティング事業 

・各種システム・Webサイトの構築及び保守 など 



「えるぼし認定」の評価項目

【評価項目１：採用】

３

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。



平成30年10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 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

24 長崎 王蔵株式会社 おーくら ★★★長崎市 平成30年2月 523

25 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 ※

26 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

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

28 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

29 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 ※

30 宮崎 えびの電子工業株式会社 えびのでんしこうぎょう ★★★えびの市 平成30年1月 690

31 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

32 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

33 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

34 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 ※

35 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

36 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

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）
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