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子育てサポート企業として、社会福祉法人幸洋福祉会を認定! 
～９月５日（水）に認定通知書交付式を行います～ 

 

山口労働局（局長 金
かね

刺
ざし

 義
よし

行
ゆき

）は、次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企

業」として、社会福祉法人幸洋福祉会（理事長 中島 洋二）を認定（通称：くるみん認定）し

ました。                

山口労働局管内の認定企業は、今般認定の社会福祉法人幸洋福祉会を含め合計１８社となり、

うち５社が２回以上認定を受けています。 

当局では、多くの企業で子育て支援のための取組が行われ、「子育てサポート企業」を目指し

ていただけるよう、認定通知書交付式を行い、認定企業の取組を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法とは・・・・・ 
 

○ 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するため、国、地方公共団

体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成１７年４月より施行されています。 

○ 常時雇用する労働者が 101 人以上の企業は、行動計画の策定・届出・公表・周知が義務です。 

○ 行動計画の目標を達成した等一定の基準を満たす場合、申請により認定を受けられます。 

○ 認定企業は、「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）」

を商品、広告、求人広告等に付け、子育てサポート企業であることを PRすることができ、企業

イメージの向上や、優秀な労働者の採用・定着を図ることができます。 

〈添付資料〉 

資料１ 認定企業の取組概要 

資料２ くるみん認定とは 

資料３ 山口労働局管内の次世代育成支援対策取組状況（認定及び届出状況） 

資料４ 女性の活躍・両立支援 総合サイト 
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厚生労働省山口労働局 

  雇用環境・均等室 

  監 理 官 原田 竜雄 

 室長補佐 山本 幸司 

（電話）083－995－0390 

厚生労働省山口労働局発表 

平成 30年 8 月 31 日（金） 

〈認定通知書交付式〉 

日   時  平成 30 年 9 月 5 日（水） 14 時～ (30 分程度) 

会   場  山口労働局 局長室  

（山口市中河原町 6-16 山口地方合同庁舎 2 号館 6 階） 

認定企業  社会福祉法人幸洋福祉会  理事長 中島 洋二 
 
※ 写真撮影や個別取材も可能です。   

認定マーク「くるみん」 

 



 

社会福祉法人幸洋福祉会   

代 表 者 :  理事長 中島 洋二 

所 在 地 ： 下松市大字来巻９４４－１ 

事業内容 ： 社会福祉事業 

労働者数 ： １０６人（男性 ２９人、女性 ７７人）               

 

 

１ 一般事業主行動計画の期間 

平成２７年４月 1日～平成３０年３月３１日までの３年間 
    

２ 目標 

（１）育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基

づく産前・産後休業制度等の諸制度を周知する。 

（２）行動計画期間中の育児休業取得につき、男性１人以上、女性は前計画期間の１人より増加さ

せる。 

（３）所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設け実施する。 
 

３ 対策と実施状況 

（１）行動計画期間中に複数回「育児・介護休業等説明会」を開催し、制度概要を説明・周知。 

（２）男性は２人が育児休業を取得。女性は増加し３人取得。 

（３）平成２７年５月以降、毎週水曜日にノー残業デーを設けることとし、以後、毎月の主任

会議において、実施状況を確認。 

 

 

 

≪事業主の声／社会福祉法人幸洋福祉会  理事長  中島 洋二≫ 

 これまで複数名の職員が育児休業を取得し、今後も取得予定者がおります。職員が仕事と子育て

を両立させていくためには、時間外労働を短縮し、男性の育児休業取得率を向上させる等が必要で

あると考えます。 

 

≪育児休業を取得した男性職員の声／施設サービス部長 亀山 雄樹≫ 

 私には３人の子供がおりますが、長男と次男の出生時に育児休業を取得しました。 

育児休業中は、子供への授乳で昼も夜もない妻を少しでも支えようと、長女の保育所への送

迎、食事の準備や掃除、洗濯、買い物などを慣れないながらもこなすことができました。 

 育児休業は、家族間の絆を深めることにもつながったと思います。 

 

≪育児休業を取得した女性職員の声／デイサービスセンター介護職員 河村 奈緒美≫ 

昨年１月に長男を出産しましたが、妊娠中より「負担の少ない勤務」を考慮していただき、 

１年間の育児休業を取得しました。 

職場復帰後は、育児短時間勤務制度を利用しながら、勤務を継続しています。 

安心して仕事が続けられる環境が整備されている職場に感謝しています。 

 

資料１ 

 

〇認定企業にインタビュー 



■くるみん認定とは 
 
くるみんとは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を支援する会社として 

厚生労働大臣（労働局長へ委任）の認定を受けた企業のマークです。 
 
 

 
 

１ 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、労働局へ届け出ている。 

２ 行動計画の計画期間が２~５年である。 

３ 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成している。 

４ 行動計画を公表し、労働者への周知を行っている。 

５ 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がいる。次の①または②を満たす。 

① 育児休業等取得率が 7％以上 

② 育児休業等取得者の割合＋企業独自の育児休暇制度利用者の割合 

＝15%以上かつ育児休業等取得者 1 人以上 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

６ 計画期間内に、女性の育児休業等取得率が 75%以上である（300 人以下企業の特例あり）。 

７ 3 歳から小学校入学前までの子を対象とした勤務時間の短縮等措置を講じている。 

８ 長時間労働が恒常化していない。次の①・②いずれも満たす。 

① 法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 45 時間未満 

② 月平均の法定時間外労働 60 時間以上の労働者なし 

９ 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進等について、成果に関する具体的な目標を 

定めて実施している。 

10 関係法令に違反する重大な事実がない。   
 

 

 

✓ 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 

アピールできます。 
  
✓ 人材の確保等ができます。 

・優秀な労働者の採用増、定着率 UP 

・出産・育児を理由とする離職の減少、労働生産性の向上 

・企業イメージの向上 など                            
 
✓ 認定企業は、公共調達の加点評価を受られます。         

 

資料２ 

 

○くるみんを取得するには？ ⇒ 以下の 10 の認定基準を満たす必要があります。 

 

【300 人以下企業の特例】計画期間内に、①～④のいずれかに該当すれば基準を満たします。  
① 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 中学校卒業前の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。 

③ 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、男性の育児休業者取得

率が７％以上であること。 

④ 計画期間において、小学校入学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前の子ま

たは小学校入学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者が

いること。                                     

○くるみん取得のメリット 

 

※星の数は、これまで認定を受けた 

回数を表します。 



山口労働局管内の次世代育成支援対策取組状況 
 

山口労働局雇用環境・均等室 

１ 認定企業名一覧 

平成 30 年 7 月末現在 

 
〈参考〉 全国の認定企業数 2,９38 社 （平成３０年６月末） 

 
 

２ 一般事業主行動計画策定届の届出状況 （平成３０年６月末現在） 
 

（１）  規模計 

    届出企業  １，１１６ 社   〈参考〉全国の届出企業数           ７８，２５１社 

（２）  １０１人以上企業 

    届出企業    ５０６ 社    〈参考〉全国の 10１人以上企業の届出数  ４６，539 社 

（３）  １００人以下企業 

    届出企業    ６１０ 社    〈参考〉全国の 100 人以下企業の届出数  31，712 社 
   

※次世代育成支援対策推進法に基づき、常時雇用する労働者数 101 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 100 人以下の企業は、努力義務です。 

 企業名 認定年 所在地 

1 株式会社西京銀行 2007,2010,2015 周南市 

2 医療法人茜会 2008 下関市 

３ 医療法人愛の会 2010,2014 下関市 

４ 株式会社ライブス 2012 周南市 

５ 医療法人協愛会阿知須共立病院 2012,2013,2015 山口市 

６ 株式会社トクヤマ 2012 周南市 

７ 株式会社中冷 2013 下関市 

８ 医療法人社団青藍会 2013 山口市 

９ 医療法人岩国病院 2013 岩国市 

1０ 宇部興産株式会社 2013,2015 宇部市 

1１ 社会福祉法人朋愛会 2013 下関市 

1２ 宇部工業株式会社 2014,2017 宇部市 

1３ 社会福祉法人青藍会 2014 山口市 

1４ 山口スバル株式会社 2015 山口市 

1５ 国立大学法人山口大学 2015 山口市 

1６ 有限会社とーか 2015 周南市 

1７ 東ソー株式会社 2016 周南市 

1８ 社会福祉法人幸洋福祉会 2018 下松市 

資料３ 
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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。

YKJDW
長方形

YKJDW
テキストボックス
資料４
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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

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

YKJDW
長方形


