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日 時   令和２年９月 23日（水） 14時 00分～14時 30分 

 

会 場   ハローワーク下関 ２階会議室 

（下関市貴船町３丁目４－１） 
    
 

※撮影や個別取材も可能です。是非とも当日の交付式にご参加ください。 

 

 

山口労働局発表 

令和２年９月 17日（木） 

  
【照会先】 

山口労働局職業安定部 

職業安定課長補佐 岡  勝 之 

厚生労働事務官 西尾 健太郎 

電話（083）995－0380 

 

 

報道関係者各位 

 

「ユースエール認定企業」を新たに認定！ 

～９月 23日（水）に認定通知書交付式を行います～ 

 
 

山口労働局（局長 村井
む ら い

 完也
か ん や

）は、若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で

雇用管理の優良な企業である「ユースエール認定企業」として、 
 

「社会福祉法人やまばと会 員光
かじみつ

園
えん

」（下関市） 

を認定しました。これにより山口県内の認定企業数は、14社となりました。       

つきましては、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  今般の「ユースエール認定企業」のＰＲシート 

資料２  「ユースエール認定企業」について（山口県内の「ユースエール認定企業」） 

 
 

 



○基礎データ

○働き方データ

○募集・定着状況

人材育成のための制度

見学等受入れ

名 名名 名名

名名 名名 名名

従業員数

障害者の生活介護、通所介護　　
高齢者の介護、介護相談受付

新卒者等

新卒者等
以外

新卒者等

新卒者等
以外

離職者数

○

1

－

8.2 年

育児休業取得状況
（直近3事業年度）

男性: 名 女性:

有給休暇の
平均取得実績

月平均所定外労働時間

12.2 0.1日 時間

役員・管理職の
女性割合

50.0 %

前年度

－

－

2年度前

－

3年度前

4

2

名( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

○

備考・補足情報

－

－

○

－

－ 100.0

平均勤続年

http://care-net.biz/35/yamabatokai/

－

%

当園は、地域福祉に貢献するため、1.高齢者並びに障害者の生活の自
立と質的向上を支援する。2.低所得者の介護利用について利用料の減
免制度により支援する。3.施設利用者には家庭的処遇と人権及びプラ
イバシーを大切にする。4.特別養護老人ホームにおける看取りや医療
的ケアを推進する。5.ひとり暮らしの高齢者や認知症を抱える家族に
対する支援をする。このことを実践し、ご利用者の皆様が自分らしい
老後を安心して穏やかに過ごすことができ、また、そのご家族や地域
の人たちとも機会があるごとに触れ合うことができるように支援して
まいります。

50.5

平均年齢

歳240 人

3502-102545-9

創業

1991 年

事業所番号:

先輩社員から

社長から

あり

自己啓発
支援制度

あり

社内検定

なし

メンター
制度

なし

キャリコン
制度

なし

インターン

なし

職場見学

あり

非正規雇用の職場情報

残業時間が殆どなく、私生活との
バランスが取りやすいです。

採用者数
(うち女性)

山 口 県

名 名 名

752-0904 山口県下関市大字員光
1544

シャカイフクシホウジンヤマバトカイカジミツエン

社会福祉法人やまばと会　員光園

新人研修に丁寧な指導を心掛け、その人の特性、身についた
技術や考え方等、様々に考慮して、段階的に業務が行ってい
けるよう配慮しています。無理な負担を負わせることは、重
大な業務事故につながると思っています。まず 必要な介護技
術の取得と業務の理解、そして業務へ当たるためのメンタル
を身に着けていけるよう一緒に頑張っていきましょう。

1.利用者の人権と安全な生活を守るため、福祉職の求められる知識と
技能を高め、多様化・重度化するニーズに対して責任を持ってサービ
スを提供できる人　2.組織の一員としての自覚を持ち、使命・目標達
成に向けて主体的に取り組む事ができる人　3.チームワークを大切に
できる人

3 6

－ －

1 1

－

募集状況

メッセージ

員光バス停より徒歩30分

求める人材像

会社からの

採用情報

2020年08月27日更新

会社情報

事業内容

※３　当該年度に採用した者のうち、直近３事業年度に離職した者の数
※２　※１以外の者で、直近３事業年度において正社員として採用した35歳未満の者

※４　非正規労働者の採用状況、有給休暇取得状況、所定外労働時間実績についての自由記述欄

※１　直近３事業年度において正社員として採用した新規学校卒業者、及び新規学校卒業者と同等の処遇を行う既卒者

をご利用ください。

もしくは

(役員) (管理職)

12.5 %

新卒者等
以外

－－ 名名－ 名

新卒者等

※1

※2

※3

※4

ハローワークインターネットサービス

最寄りのハローワーク

研修制度



山口労働局・県下ハローワーク（公共職業安定所）

中小企業事業主の方へ

若者の採用･育成に積極的で雇用管理の優良な

“ユースエール認定企業”を応援します！

＜認定マーク＞

＜認定基準の一部＞

直近三事業年度の、新卒者などの離職率が20％以下
ただし、採用者数が３人又は４人の場合は、離職者数が１人以下

前事業年度の、正社員の月平均の所定外労働時間が20時間以下

かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ

前事業年度の、正社員の有給休暇の、年平均の取得日数が年10日以上

または、年平均取得率※70％以上 ※ 付与日数に占める取得日数の平均 など

若者雇用促進総合サイト 検 索

○ユースエール認定企業は、厚生労働省が運営する「若者雇用

促進総合サイト」に認定企業としてその情報が掲載されます。

サイトには、認定企業へのインタビュー記事なども掲載され

ています。

○「若者雇用促進総合サイト」では、全国のユースエール認定

企業をはじめとした、さまざまな企業の情報を検索できます。

ぜひ、ご活用ください!!

ユースエール認定企業の詳しい情報を掲載！

※その他、認定基準や制度の詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

① ハローワークなどで重点的ＰＲを実施
「若者雇用促進総合サイト」に認定企業として掲載（下記参照）

② ユースエール認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能

③ 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能

④ 若者の採用・育成を支援する関係助成金の加算措置 等

ユースエール
認定企業

4つの
支援内容

ユースエール認定企業のメリット

※平成29年４月１日から認定基準が変わりました！

「ユースエール認定企業」とは、「若者雇用促進法」に基づき、若者の採用・

育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良であると厚生労働大臣が認

定した企業です。

＊その他詳しい認定基準についてはＰ4を参照してください。
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山口県内のユースエール認定企業一覧

医療法人 治徳会

西日本ステンレス鋼線 株式会社

株式会社 ベルポリエステルプロダクツ

三新化学工業 株式会社

P2

株式会社 中山組

認定日：2016年3月15日

認定日：2016年9月14日

認定日：2016年9月28日

認定日：2016年10月28日

認定日：2016年12月20日

周南市 《医療・介護のサービス業》

田布施町 《ステンレスワイヤー伸線加工業》

防府市 《合成樹脂（PET）の製造、販売、研究開発》

柳井市 《化学薬品製造》

下松市 《総合建設業（土木工事・建築工事）》

株式会社 出光プランテック徳山

認定日：2017年5月1日

周南市 《貨物取扱業》

株式会社 防府鉄工所

認定日：2017年11月21日

防府市 《一般産業用機械・装置製造業》

三田尻化学工業 株式会社

認定日：2017年12月12日

防府市 《化学製品製造業》



山口県内のユースエール認定企業一覧

P3

社会福祉法人 Ｅ．Ｇ．Ｆ

萩市 《障がい者支援事業》

認定日：2018年12月6日

株式会社 徳山ビルサービス

周南市 《廃棄物処理運搬業》

認定日：2018年12月25日

社会福祉法人 周陽福祉会

防府市 《老人福祉・介護事業》

認定日：2019年5月9日

東洋パックス 株式会社

下松市 《表面処理鋼板の包装》

認定日：2019年10月7日

社会福祉法人 一仁会

周南市 《老人福祉・介護事業》

認定日：2019年10月28日

社会福祉法人 やまばと会

下関市 《介護事業》

認定日：2020年8月5日



詳しくは、労働局、ハローワークへお問い合わせください。

以下の認定基準を全て満たした中小企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）がユースエール認定企業です。

ユースエール認定企業の認定基準

山口労働局職業安定部職業安定課 083-995-0380 山口新卒応援ハローワーク 083-973-8080

ハローワークプラザ下関 083-231-8189 ハローワーク宇部 0836-31-0164

ハローワーク防府 0835-22-3855 ハローワーク萩 0838-22-0714

ハローワーク徳山 0834-31-1950 ハローワーク下松 0833-41-0870

ハローワーク岩国 0827-21-3281 ハローワーク柳井 0820-22-2661

《 お問合せ先 一覧 》

P4

ユースエール認定企業になるには、どうすればよいですか？Ｑ
Ａ 認定企業となるためには、山口労働局へ申請（ハローワーク経由）が必要です。認定基準を満たし

ていることを確認した後、山口労働局から認定通知書を交付します。

１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３

右の要件をすべ

て

満たしているこ

と

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が１人も

いないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が75％以上※５

４

右の青少年雇用

情報について公

表していること

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数（男女別）、役

員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

※１ 少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。

※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者

は除きます。

※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。

※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満たす休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算すること

ができます。

※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」 (子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満た

した企業)を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。

※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。
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