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次世代育成支援のための職場環境整備事業
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〒771-1203

就労・生活支援は…

パーソナルサポートセンターとくしま
0120－460－380 FAX 088-625-5113
再就職に有利なキャリアアップの講座は…

ジョブカレッジ
とくしま

介護のことなら…

〒774-0030

労福協なのはな居宅介護支援センター
労福協なのはなヘルパーステーション

TEL 088−622−0520
FAX 088−678−6017

TEL 088-611-7087
FAX 088-679-7064

〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜24番地2 鳴門市健康福祉交流センター1F
TEL 088-683-0788 FAX 088-683-0798
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美 馬ファミリー・サポート・センター
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URL https://www.zenrosai.coop/contact/
zenkoku/tokushima.html
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントで悩んだら…

連合徳島 何でも相談ダイヤル

阿波市
〒771-1623 阿波市市場町切幡字古田201-1 子育て支援課内
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かいよう
〒775-0302 海部郡海陽町奥浦字新町44 海陽町役場海部庁舎3F
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徳島県

就職に有利な資格取得・キャリアアップの講座は…

（一社）徳島県就職支援機構

あわ～ず徳島（徳島勤労者福祉サービスセンター）
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「心の病」に関する相談は…

心の健康・相談室 フォー・ユー
TEL 090-1008-7830
暮らしに役立つお得な情報は…
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県道120号
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はぐくみ 支援企業 」 認 証 制 度 を ご 存 知 で す か ？

「
事業主のみなさん、徳 島 県

徳島県はぐくみ支援企業認証制度とは？

OK!

次の要件を満たしていれば応募できます。

次世代育成支援の一環として、
子どもを産み育てながら働き続けることができる
「子育てに優しい職場環境づくり」
に積極的に取り組まれている企業を徳島県が
「はぐくみ支援企業」
として認証する制度です。

徳島県内に本店、支店または営業所等を有し、常時雇用している労働者がいる。

(民間の会社だけでなく、個人企業や協同組合、医療法人、学校法人、団体等も応募できます。）

期間が2年以上5年以下の次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届
け出ている。

はぐくみ支援企業に認証されると…
子育て支援や女性活躍に積極的に取り組
む企業として、イメージアップにつなが
り、
求人に有利になります。

認証を取得するには？

女性の活躍を推進すること。

日本政策金融公庫の特別貸付制度
（地域活性化・雇用促進資金）
の対象
になります。

「一般事業主行動計画」
に掲げた目標の実施に向けた仕事と家庭の両立を支援する取組みや対策を行っている。
過去3年間において労働基準法などの労働関係法令その他の法令に係る重大な違反がないこと。

取組み例

社内報

UP!
県のホームページやイベント等で
「はぐく
み支援企業」
としてPRします。

金融機関による低利融資の支援対
象となります。

仕事と家庭の両立支援等
に積極的に取り組む企業
は、
県知事表彰を受けるこ
とができます。

女性活躍推進や能力発揮に向け
た管理職を対象とする意識改革
のための研修を実施する。

銀行

取扱金融機関：
三菱東京UFJ銀行（H30.4.1より三
菱UFJ銀行）
、
阿波銀行、
四国銀行、
徳島銀行、
徳島信用金庫、
阿南信
用金庫、
商工組合中央金庫

産前・産後の健康管理や育児休業
などの制度について社内報等を
活用した周知啓発をする。

「子どもが産まれる際の父親の休暇制度」
「男性職員が育児休業を取得できること」
「子の看護休暇を男性も取得できること」
を社内報等で周知する。

アドバイザー（社会保険労務士等）
の相談が無料で受けられます。
表彰状

（予算の範囲内で行います。
）

(表彰基準があります。
)

子が小学校就学の始期に達する日
まで育児時間を取得できる。

妊娠中や産休、
育休からの復帰後の
相談窓口を設置している。

子の看護休暇が
有給扱いである。

※書類審査の上、認証を決定します。

応募方法について
お申し込みは、
次の書類を下記の応募先までご提出ください。

徳島県が認定する「新事業分野開拓者」
への申請が可能になります。

制度改正や講演会・研修会の開催、
仕事と家庭の両立支援に関する最
新情報をお届けします。

●はぐくみ支援企業認証申込書
（様式第1号）(※)
●労働局へ届け出た次世代育成支援対策推進法に基づく
「一般事業主行動計画策定・変更届」
の写し
（労働局の受理印があるもの。
）

●労働局へ届け出た次世代育成支援対策推進法に基づく
「一般事業主行動計画」の写し
（労働局の受理印があるもの。
）

（注）
詳細については、徳島県
商工労働観光部企業支援課
TEL : 088- 621- 236 7
県内企業の新商品！徳島県が
購入します！

※申請書は徳島県のホームページからダウンロードできます。

徳島県はぐくみ支援企業

検索

徳島県のホームページから検索

応募先・お問い合わせについて

徳島県商工労働観光部
〒770-8570

労働雇用戦略課

徳島市万代町1丁目

働き方改革担当

TEL 088-621-2344

FAX 088-621-2852
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