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「えるぼし認定企業」３社を認定！! 
～７月１０日（火）に３社合同の認定通知書交付式を行います～ 

 
 

山口労働局（局長 金刺
かねざし

 義
よ し

行
ゆき

）は、女性活躍推進法に基づき、女性が活躍する企業として 
株式会社丸久（防府市）、生活協同組合コープやまぐち（山口市）、
社会福祉法人光栄会（宇部市）の３社を認定し、これにより山口県内の認定企業数

は５社となりました。  

当局では、認定企業の取組や認定制度を紹介するとともに、以下の日程で認定通知書交付

式を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈添付資料〉 

資料１～３ えるぼし認定企業の取組概要 

資料４   山口労働局管内の女性活躍推進法への取組状況 

資料５   女性活躍推進法に基づく認定制度について 

資料６   「女性の活躍推進企業データベース」がスマートフォン版になりました 

       

山 口 労 働 局 発 表 

平成 30 年 6 月 29 日 担 

当 

雇用環境・均等室 

室長補佐  山 本 幸 司    

雇用環境改善・ 

均等推進指導官 近 藤 和 恵 

電 話  083－995－0390 

 

【認定通知書交付式】                           

日 時 平成３０年７月１０日（火）１４時～ 

会 場 山口地方合同庁舎２号館５階 共用会議室 

（山口市中河原町 6-16） 
 
 

※撮影や個別取材も可能です。是非とも当日の取材をお願いします。 

 

 

 

 

 



 

えるぼし認定 第 3 段階 

株式会社丸久 
防府市、小売業、労働者数：5,342 人（男性 1,413 人、女性 3,929 人）               

 

 

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 

【実績】 

正社員 女性の競争倍率 4.06 倍 男性の競争倍率 4.56 倍（大学、短大、専門学校卒者） 

２ 継続就業  

女性の平均継続勤務年数÷男性の平均継続勤務年数が 0.7 以上 

【実績】女性の平均勤続勤務年数 10.88 年÷男性の平均継続勤務年数 14.86 年＝0.73 

３ 労働時間等の働き方 

月別平均の残業時間・休日労働時間の合計が、直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満 

【実績】正社員 17.0 時間、契約社員 9.9 時間、時間給契約社員 0.8 時間 

４ 管理職比率 

管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上  

【実績】 ６.１％（産業平均値：5.7％） 

５ 多様なキャリアコース 

直近の３事業年度に､以下の２項目以上の実績を有する 

A   女性の非正社員から正社員への転換 

B 女性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 

【実績】 A：11 人  Ｂ：30 人 
   

      

ＪＡ周南ではこれまで「仕事と家庭・地域生活の両立支援」を進めてまいりました。地域に不可欠な存

在になるためには生活に根ざした視点と配慮が必要であり、そのために女性の能力発揮が重要と考えてお

ります。「女性のキャリア形成支援」や「女性管理監督職の積極的登用」について具体的計画を設定し、着

実な実践を進めて、経営理念『人と自然に感謝し、夢と感動を創造します』の実現のために、今後も男女

問わず職員が輝き、地域に選ばれる協同組合を目指してまいります。 
 

資料１ 

 

 男女に関係なく職務を任され、仕事にやりがいを感じることができています。また、社内に徐々に女

性の管理職が増えていることは、一人の女性として非常に心強く感じます。 

 女性のキャリアアップはもちろん、ワークライフバランスの制度も整っていて、従業員が長く働き続

けることができる職場環境だと思います。 

弊社は、パートタイマーを含む女性従業員の割合が全体の７割以上であることを踏まえ、平成２６年

より、女性活躍推進に会社をあげて取り組んでまいりました。女性をはじめ従業員が働きやすい環境づ

くりのため、制度の整備、従業員の意識改革など様々な取組みを進め、徐々に女性の管理職も増えてい

ます。現在活躍している女性店長５名のうち４名が、パートタイマーからの登用者です。 

この度、えるぼし認定をいただき、今までに取り組んできたことが形となり光栄に感じるとともに、

今後この活動の更なる拡大の責任もあわせて感じております。 

女性の活躍推進は、少し後押しをして任せることが肝要であると思います。ここ数年で管理職に登用

した女性社員の仕事ぶりをみて、改めてそのことに気づかされました。 

今後も、積極的に女性活躍推進に取り組んでまいります。 



 

えるぼし認定 第 3 段階 

生活協同組合コープやまぐち 
山口市、卸売・小売業、労働者数：979 人（男性 423 人、女性 556 人）               

 

 

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 

【実績】 

正規職員 女性の競争倍率 22.96 倍 男性の競争倍率 22.38 倍（大学、短大、専門学校卒者） 

２ 継続就業  

10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者の継続雇用割合が 0.８以上 

【実績】女性の継続雇用割合 0.4÷男性の継続雇用割合 0.5＝0.8 

３ 労働時間等の働き方 

月別平均の残業時間・休日労働時間の合計が、直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満 

【実績】 

   正規職員 10.9 時間、無期パート職員 8.8 時間、有期パート職員 3.0 時間、嘱託職員 2.8 時間 

４ 管理職比率 

直近 3 事業年度における男女別の課長職より一つ下の職階から課長職に昇進した割合が０．８以上  

【実績】 女性の昇進割合 0.5÷男性の昇進割合０.18＝2.7 

５ 多様なキャリアコース 

直近の３事業年度に､以下の２項目以上の実績を有する 

A   女性の非正社員から正社員への転換 

B 女性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 

【実績】 A：１人 Ｂ：1７９人 Ｃ：１人 Ｄ：1 人 
     

                    

 

 

 

 

 

 

資料２ 

 

私は、人事教育グループのマネージャーとして、職員教育や労務管理、採用活動などを担当しています。 

２００９年に出産し、１年間の育児休業を取得しました。 

上司の理解もあり、子どもが小学校に上がった今も、勤務時間の調整や学校行事等に配慮してもらえ、 

自分の都合に合わせて働くことができています。 

女性の多い職場なので相談もしやすく、他部署でも短時間勤務などの制度を利用する人が多くいます。 

これからも、より一層女性がいきいきと働くことができる環境づくりを進めていきたいと思います。 

今回、えるぼし認定企業として、これまでのコープやまぐちの取組みが認められ、うれしく思います。 

しかし、これがゴールではなく、今後も一層の取組みを進めていきたいと思います。正規職員とパー

ト職員、健常者と障がい者の垣根をなくし、誰もが安心して働くことができ、持てる力を十分に発揮し

て、みんなが輝ける組織を目指した改革を進め、オンリーワン企業を目指していきたいと思っています。 



 

えるぼし認定 第２段階 

社会福祉法人 光栄会 
宇部市、医療・福祉業、労働者数：449 人（男性 113 人、女性 336 人）               

 

 
 

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 

【実績】 

介護職員 女性 1.17 倍／男性 1.15 倍、生活支援員 女性 1.10 倍／男性 1.07 倍、 

調理・配送 女性 1.0 倍／男性 1.0 倍 

２ 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・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 

【実績】 

   正職員：事務職 23.6 時間、調理・配送 19.7 時間、児童指導員・保育士 5.5 時間、介護職 4.4 

時間、看護職員 4.2 時間、介護支援専門員 4.1 時間、生活支援員 3.8 時間、保健師 2.2 時間 

非正社員：パート 2.7 時間 

３ 管理職比率 

【認定基準】 

管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上  

【実績】７６.0％（産業平均値：４３.９％） 

４ 多様なキャリアコース 
【認定基準】 

直近の３事業年度に､以下について２項目以上の実績を有する 

A   女性の非正社員から正社員への転換 

B 女性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 

【実績】 

A ： 4９人 C:：1 人 Ｄ：１人 
   

     

 
  

資料３ 

社会福祉法人光栄会は、高齢者及び障がいのある方に、年齢・障がい・生活状況に応じて、適切な支

援を行うために様々な施設を有しています。各施設のスタッフが一丸となって、地域福祉ニーズに対応

すべく日々努力をしています。 

人材確保が難しい中、介護職場のイメージアップを図り、働きやすい職場であることをアピールした

いと思ったのが、「えるぼし」取得を目指したきっかけです。 

女性管理職の割合は７６．０％と高く、多くの女性管理職が活躍しています。また、育児・介護休暇

の時間付与や、男性の育児休業取得を進めるなど、子育て世代が働きやすい職場づくりにも取組み、平

成３０年４月には企業内保育所を開設いたしました。 

これからも、男女ともに活躍できる職場を目指して、取組みを続けてまいります。 

 



 

 

山口労働局管内の女性活躍推進法への取組状況 
 

山口労働局雇用環境・均等室 

１ 認定企業一覧 

平成 30 年 5 月末現在 

 
〈参考〉全国の認定企業数 ６０７社 

 

２ 一般事業主行動計画策定届の届出状況（平成 30 年 3 月末現在） 
 

（１）規模計 

    届出企業     １５５社      〈参考〉全国の届出企業数           ２０，６０２社 

（２）３０１人以上企業 

    届出企業     １２７社      〈参考〉全国の 30１人以上企業の届出数  １６，０３４社 

（３）３００人以下企業 

    届出企業      ２８社      〈参考〉全国の 300 人以下企業の届出数   ４，５６８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。  

  労働者数３００人以下の企業は、努力義務です。 

 企業名 認定の段階 所在地 認定年月 

1 周南農業協同組合 ★★★ 下松市 29 年 1 月 

2 株式会社カワト T.P.C. ★★ 岩国市  29 年 12 月 

3 株式会社丸久 ★★★ 防府市 30 年 5 月 

4 生活協同組合コープやまぐち ★★★ 山口市 30 年 5 月 

5 社会福祉法人光栄会 ★★ 宇部市 30 年 5 月 

資料４ 



 

 

 
行動計画の策定、策定した旨の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等が優良な企業は、 
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。 

 
①採用、②継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコース 
の５つの評価項目を満たす項目数に応じて取得できる認定段階が決まります。 

 
   

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 
    

上記はいずれも、 
✔ 満たしている実績については、実績値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。 
✔ 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当該基準に関連する取組を実施し、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
ていることが必要。 
なお、そのほか「関係法令に違反する重大な事実がないこと」などの基準もあります。 

 

【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」×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」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２：継続就業】 次の①または②を満たす。 
 

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） 

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等に限る） 

 

【評価項目３：労働時間等の働き方】 

 
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 

【評価項目４：管理職比率】 次の①または②を満たす。 

①  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こと 
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 

【評価項目５：多様なキャリアコース】 

直近の 3 事業年度に､以下について大企業については 2 項目以上（非正社員がいる場合は必ず A を含むこと）、 
中小企業については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 

えるぼし認定について 

女性活躍推進法に基づく認定制度について 

えるぼし認定の段階 

えるぼし認定の評価項目 

資料５ 



1

登録方法のご紹介

各サイト新規登録画面（例）

総合サイトに登録する場合、トップページの「登録・修正する」を押す。

過去に本サイトに登録したことが
ある場合、「修正する」を押す。

登録したメールアドレスを入力送信
し、送られてくるURLをクリック。

女性活躍推進に関する情報（項目はp.2参照）につ
いて、自社の状況を記載

女性活躍推進について、経営トップからのメッセージ
と、実現に向けての具体策を記載

●「女性の活躍推進企業データベース」の場合

データベース・ポータルサイト・ひろばへ掲載するには

●「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」
　宣言コーナーの場合

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/URL

1

「基本情報」と「担当者情報」を入力後、「確認画面へ進む」を押す。2

確認後、「完了画面へ進む」を押すと、
基本情報の登録が完了。3

続いて個別のサイトへ登録するため、
「登録状況一覧へ進む」を押す。4

●「両立支援のひろば」　一般事業主行動計画
　公表サイトの場合

平成30年1月

「サイト登録状況」において、登録
したいサイトの「新規登録する」の
ボタンを押し、それぞれのサイト
の登録画面へと進む。

5

女性の活躍・両立支援 総合サイト
厚生労働省　雇用環境・均等局※サイトの登録・更新等に関するお問合せ先はこちら https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/inquiries/edit

女性の活躍・両立支援　　　　  にご登録ください！総合サイト

厚生労働省では、各企業の女性活躍推進法に基づく行動計画や情報公表を掲載す
るツールとして「女性の活躍推進企業データベース」を運営しています。
平成２９年１２月から「女性の活躍推進企業データベース」がスマートフォン版になった
ことにより、就活生をはじめとした求職者のアクセスが多数見込まれます。
学生や投資家をはじめ広く自社の取組をアピール出来るチャンスが増えますの
で、ぜひ登録・公表をお願いします。

✔データベースを見た女子学生から応募が増え、
優秀な人材を採用できた。

✔ 掲載したことで取引先から良い評価をもらい、
イメージアップにつながった。

✔ 学生の女性活躍に対する関心も高くなってきて
おり、採用活動におけるアピールポイントに
なっている。

「女性の活躍推進企業データベース」
登録企業からの声

「女性の活躍推進企業データベース」が
スマートフォン版になりました
～就活生や消費者、投資家にアピールするチャンスです～　

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

採用者に占める女性の割合

育児休業取得率

月平均残業時間

年次有給休暇取得率

女性管理職の割合

平均勤続年数又は採用10年前後の継続雇用率

求 職 者 が 注 目 する 掲 載 項 目
採用における男女別の競争倍率又は競争倍率の男女比

そ の 他 掲 載 項 目

係長級にある者に占める女性労働者の割合

役員に占める女性の割合

男女別の職種または雇用形態の転換実績

男女別の再雇用または中途採用の実績

企業認定の有無

労働者に占める女性労働者の割合

掲載項目

✔ 取組状況を就活生や消費者、投資家にアピー
ルすることができイメージアップにつながり
ます。

✔ 採用活動におけるアピールポイントになり、
優秀な人材の採用につながります。

データベースを利用するメリット

女性活躍　データベース 検索
※女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する状況などが優良
な事業主であることの「認定」（「えるぼし」認定）を取得する際は、このデー
タベースでの公表が必要です。

こちらを
読み取り

Administrator
資料６
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女性活躍推進法に基づいた
女性の活躍に関する情報および
行動計画の公表

検索結果一覧画面へ

公表企業データの検索

検索結果一覧画面のイメージ

個別企業詳細画面のイメージ

見たい業種
をチェック

1
Point

他社の女性活躍推進状況の閲覧2
Point

「えるぼし」認定取得時および
取得後の実績や取組状況の公表3

Point

ご活用のポイント

女性活躍推進法に基づく情報公表項目以外の
情報や自社の取組を自由に記載できます。

詳細検索を使って、
業種別、規模別・地域別の
検索も可能です。

女性の活躍・
両立支援

是非ご活用ください！
企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約した
データベース「女性の活躍推進企業データベース」、女性の活躍推
進に関する情報を提供する「ポジティブ・アクション情報ポータルサ
イト」、仕事と家庭の両立支援に関する情報を提供する「両立支援の
ひろば」を統合したサイトです。本サイトでは、3つのサイトに登録
されている企業情報を一度に検索することができます。

「ポジティブ・アクション応援サイト」
は、企業のポジティブ・アクションの取
組を応援するため、全国の様々な企業
が実際に取り組んでいる事例を業種や
規模別に紹介しています。

「女性の活躍推進企業データベース」
では、「女性活躍推進法」に基づく「情
報公表」や「行動計画の公表」の掲載
先として、随時情報の更新等をしてい
ただくことができます。 
また、女性活躍推進に関する認定（え
るぼし認定）を受ける際の実績や取組
状況、認定取得後の実績等も本サイト
で公表できます。

「女性の活躍推進宣言コーナー」は、
厚生労働省のポジティブ・アクション
普及促進に賛同する企業として、経営
トップが自社の女性活躍推進について
宣言するコーナーです。

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/

URL
http://positiveaction.
mhlw.go.jp/

厚労省　女性の活躍・両立支援 検索URL

ポジティブ・アクション
情報ポータルサイト

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

女性の活躍推進企業
データベース

URL http://ryouritsu.mhlw.go.jp/

両立支援のひろば
両立支援総合サイト

次世代育成支援対策推進法に基づき、
自社の「一般事業主行動計画」を公表
できます。また、プラチナくるみん認定
企業が「次世代育成支援対策の実施
状況」について公表できます。

設問に答えて自社の両立支援の取組
について診断できます。

総合サイト

「えるぼし」認定マーク

「子育てサポート企業」としての認定マーク

情報は年1回以上更新しましょう。

各社の「掲載項目」が一覧で閲覧できます。

企業名をクリックすると、各社の詳細画面を閲覧できます。

女性活躍推進法に基づく自社における女性
活躍に関する情報や行動計画を公表するこ
とが可能です。
自社の取組を学生や消費者、投資家にアピー
ルできます。

各企業における女性の活躍推進の状況を業
種別・企業規模別・地域別に検索可能です。

女性活躍推進法に基づく女性活躍推進に関
する認定（「えるぼし」認定）取得時及び認定
取得後の実績等は、本データベースで公表
する必要があります。
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登録方法のご紹介

各サイト新規登録画面（例）

総合サイトに登録する場合、トップページの「登録・修正する」を押す。

過去に本サイトに登録したことが
ある場合、「修正する」を押す。

登録したメールアドレスを入力送信
し、送られてくるURLをクリック。

女性活躍推進に関する情報（項目はp.2参照）につ
いて、自社の状況を記載

女性活躍推進について、経営トップからのメッセージ
と、実現に向けての具体策を記載

●「女性の活躍推進企業データベース」の場合

データベース・ポータルサイト・ひろばへ掲載するには

●「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」
　宣言コーナーの場合

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/URL

1

「基本情報」と「担当者情報」を入力後、「確認画面へ進む」を押す。2

確認後、「完了画面へ進む」を押すと、
基本情報の登録が完了。3

続いて個別のサイトへ登録するため、
「登録状況一覧へ進む」を押す。4

●「両立支援のひろば」　一般事業主行動計画
　公表サイトの場合

平成30年1月

「サイト登録状況」において、登録
したいサイトの「新規登録する」の
ボタンを押し、それぞれのサイト
の登録画面へと進む。

5

女性の活躍・両立支援 総合サイト
厚生労働省　雇用環境・均等局※サイトの登録・更新等に関するお問合せ先はこちら https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/inquiries/edit

女性の活躍・両立支援　　　　  にご登録ください！総合サイト
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