
山形いきいき
子育て応援企業
取組事例集

34社
「女性の活躍推進」と

「仕事と家庭の両立支援」に取り組む企業を、
県が認定し、サポートしています。

お問合せは

山形県子育て推進部若者支援・男女共同参画課
〒990－8570 山形県山形市松波２-８-１

☎023-630-3269
www.pref.yamagata.jp/ou/kosodatesuishin/010003/
danjo/yamagataikiiki/bosyu.html

詳しくはホームページをご覧ください
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宣言企業

登録・認定の流れ

応募
応募用紙（自由記載）

受付・受理
応募期間は、5～ 2月

書類審査
聞取調査

登録

実践企業・優秀企業を
目指しましょう

実践企業 優秀企業

応募
応募用紙、チェックリスト

受付・受理
応募期間 5 ～ 2月

書類審査
実地調査
必要に応じ職員が訪問し、取組みを確認

認定は年５回
（7月・9月・11月・1月・3月）

認定
登録は年５回
（7月・9月・11月・1月・3月）

認定証、認定ステッカー
企業盾（優秀企業のみ）の交付

有効期限

２年

企業の取組みの段階に合わせて「宣言企業」、「実践（ゴールド）企業」、

「優秀（ダイヤモンド）企業」として登録・認定し、登録・認定区分が進むごとに

インセンティブを強化することにより取組みの拡大を促進します。

登録・認定企業への支援措置について

❶奨励金の交付（１回のみ）

奨励金の内容 金額 交付回数上限

❷　　 県産業活性化支援資金優遇金利
　（初めて女性を管理職に登用した場合）

❸県ホームページなどで企業名・取り組み内容等をPR

❹ワーク・ライフ・バランス取組み事例集等の配布

❺ワーク・ライフ・バランスミニのぼり旗の配布

❻各種研修会に関する情報提供

❼奨励金の交付（２回目以降）

❽　　 県産業活性化支援資金優遇金利

❾県競争入札参加資格者名簿（建設工事）
　発注者別評価点を２点加点

10認定ステッカーの配布

11ダイヤモンド企業盾の交付

12知事との新聞紙面対談（年3社）

女性管理職に登用 3人目まで 10万円 3回

男性で育児休業を取得 取企業向けと個人向けの奨励金を企業向けに統合 20万円 3回

結婚、出産等で退職した女性を再雇用 10万円 3回

介護休業を取得 10万円 3回
登録証の
交付

新規

新規

宣
言
企
業

実
践（
ゴ
ー
ル
ド
）企
業

優
秀（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
）企
業

拡充

拡充

新規

（ゴールド） （ダイヤモンド）
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