
 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業等の状況 

１ 県内における認定企業 

（１）特例認定（プラチナくるみん認定）企業数 

    令和２年１月７日現在、管内における特例認定企業は３社である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特例認定（プラチナくるみん認定）企業一覧 

 

（３）認定（くるみん）企業数 

   令和２年１月７日現在、管内における認定企業は４６社である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（４）認定（くるみん）企業一覧 

特例認定企業数 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 ２社 

常時雇用労働者 101 人以上 300 人以下の企業 1 社 

常時雇用労働者 100 人以下の企業 0 社 

合計 ３社 

 
企業名 

認定年 

（平成・令和） 
所在地 業種 労働者数 

１ 株式会社山形銀行 27年 山形市 金融業 2,099 人 

２ 医療法人敬愛会 29年 尾花沢市 
医療及び社会福祉・

介護事業 
300人 

３ 株式会社荘内銀行 令和元年 鶴岡市 金融業 1,407 人 

 認定企業数 
常時雇用労働者 301 人以上の企業 17 社 
常時雇用労働者 101 人以上 300 人以下の企業 18 社 
常時雇用労働者 100 人以下の企業 11 社 

合計 46 社 

 
企業名 

認定年 

（平成・令和） 
所在地 業種 労働者数 

１ 山形カシオ株式会社 19年 東根市 製造業 718人 

２ 株式会社山形銀行 21年 山形市 金融業 2,120 人 

３ 日東ベスト株式会社 
23年 

27年 
寒河江市 製造業 2,071 人 

４ 株式会社ユニバーサル山形 24年 山形市 訪問介護事業 39人 

資料１ 



 

 
企業名 

認定年 

（平成・令和） 
所在地 業種 労働者数 

５ キャド・キャム株式会社  

24年 

26年 

28年 

鶴岡市 建築設計業 89人 

６ モガミフーズ株式会社 25年 河北町 製造業 427人 

７ 東ソー・クォーツ株式会社 25年 山形市 製造業 301人 

８ 
ＡＧＣディスプレイグラス米沢株式

会社 

25年 

29年 
米沢市 製造業 475人 

９ 株式会社コヤマ 25年 村山市 製造業 219人 

10 特定医療法人敬愛会 25年 尾花沢市 
医療及び社会福祉・

介護事業 
293人 

11 株式会社山本製作所東根事業所 
26年 

28年 
東根市 製造業 334人 

12 株式会社東北福祉サービス 26年 山形市 社会福祉・介護事業 187人 

13 学校法人羽陽学園 26年 山形市 教育・学習支援業 123人 

14 社会福祉法人慈敬会 26年 村山市 社会福祉・介護事業 161人 

15 朝日金属工業株式会社 27 年 長井市 製造業 52 人 

16 株式会社山形富士 27 年 寒河江市 製造業 183人 

17 山形信用金庫 
27年 

30年 
山形市 金融業 168人 

18 株式会社丸市運送 27年 東根市 運輸業 253人 

19 社会福祉法人白鷹福祉会 27 年 白鷹町 社会福祉・介護事業 197人 

20 昭和電工ＨＤ山形株式会社 27 年 東根市 製造業 373人 

21 株式会社寒河江測量設計事務所 27 年 寒河江市 建築設計・測量業 45 人 

22 鶴岡信用金庫 27 年 鶴岡市 金融業 241人 

23 山形環境保全協同組合 27 年 山形市 廃棄物処理業 169 人 

24 ミドリオートレザー株式会社 27 年 

31年 
山形市 製造業 197 人 

25 北洋加工株式会社 27 年 

31年 
山形市 製造業 203 人 

26 エヌ・デーソフトウェア株式会社 28 年 南陽市 情報通信業 471人 

27 株式会社荘内銀行 28 年 鶴岡市 金融業 1,571 人 

28 医療法人社団松柏会 28 年 山形市 医療業 429 人 

29 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ製薬株式会社 28 年 東根市 製造業 183 人 

30 東北パイオニア株式会社 28 年 天童市 製造業 604 人 



 

２ 東北６県の認定企業の状況（令和元年１２月末日現在）   

 ※（ ）内はプラチナくるみん認定企業数 

 

３ 県内企業における一般事業主行動計画策定届の届出等の状況（令和元年１２月末日現在） 

 企業名 
認定年 

（平成・令和） 
所在地 業種 労働者数 

31 国立大学法人山形大学 28 年 山形市 教育・学習支援事業 2,156 人 

32 株式会社ジョインセレモニー 28 年 山形市 冠婚葬祭業 278 人 

33 株式会社萬屋薬局 29 年 

令和２年 
山形市 保険薬局・医薬品販

売 61 人 

34 ミクロン精密株式会社 29 年 山形市 製造業 215 人 

35 
ＯＫＩサーキットテクノロジー株式

会社 29 年 鶴岡市 製造業 325 人 

36 北日本羽黒食品株式会社 29 年 鶴岡市 製造業 458 人 

37 株式会社でん六 29 年 山形市 製造業 821 人 

38 山形中央信用組合 29 年 長井市 金融業 87 人 

39 医療法人社団斗南会 29 年 天童市 医療・介護事業 291 人 

40 株式会社東洋開発 30 年 酒田市 不動産業 12 人 

41 藤庄印刷株式会社 30 年 山形市 印刷業 166 人 

42 株式会社多田 令和元年 寒河江市 介護事業 52 人 

43 丸七建設株式会社 令和元年 天童市 建設業 37 人 

44 東北エプソン株式会社 令和元年 酒田市 製造業 1,664 人 

45 株式会社スマートライフ 令和元年 米沢市 介護支援事業 32 人 

46 新和設計株式会社 令和元年 米沢市 建設コンサルタン

ト 
45 人 

青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 全国 

２５（2） ３５（２） ３８（５） ２５（０） ４６（３） ３４（２） 
3,2６２ 

（３４７） 

企業数 届出企業数 

労働者 301 人以上 
労働者 101 人以上   

300 人以下 
労働者 301 人以上 

労働者 101 人以上   

300 人以下 
労働者 100 人以下 

１１２ ３５５ 
１１２ ３５３ 

３０７ 
（届出率 100%） （届出率 99.4%） 



 


