
仕事なんでも相談室

徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課
〒770−8570

ジョブカレッジ
とくしま

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

再就職に有利なキャリアアップの講座は… 介護のことなら…

TEL 088−622−0520
FAX 088−678−6017

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

就労・生活支援は…
パーソナルサポートセンターとくしま

FAX 088-625-5113

わーくぴあ徳島2F わーくぴあ徳島4F

URL　http://www.tokushima－rofuku.net/
E-mail  tokushima@rofuku.or. jp E-mail　nw@toku-nw.com　URL　http://toku-nw.com/  
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（公社）徳島県労働者福祉協議会 （公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク

（一般社団法人　徳島県労働福祉会館）

公益社団法人　徳島県労働者福祉協議会

徳島労働局雇用環境・均等室

URL　https://jsite.mhlw.go. jp/tokushima-roudoukyoku/home.html

0120－460－380

中学生の学習支援は…

徳島市子どもの学習支援事業「学びサポート塾」
FAX 088-625-51130800－200－3145

こまつしま生活自立支援センター
FAX 088-625-51130120－783－141

鳴門市生活自立相談支援センター「よりそい」
FAX 088-678-27640120－928－734

あなんパーソナルサポートセンター
FAX 0884-24-87640120－928－764

鳴門市よりそい学習支援事業「学びサポート塾なると」
FAX 088-625-51130120－873－580

E-mail  tokushima@rofuku.or.jp　URL  http://www.tokushima-rofuku.net/
TEL 088-625-8387   FAX 088-625-5113〒770-0942 徳島市昭和町3丁目35-1　わーくぴあ徳島2F

〒770-0942

徳島ファミリー･サポート･センター
（徳島市･小松島市･勝浦町･上勝町･佐那河内村･石井町･神山町）
〒770-0942　徳島市昭和町3-35-1　わーくぴあ徳島（労働福祉会館）4F
　　　　　　　　TEL 088-611-1551

美馬市子育て支援センターみらい
美馬ファミリー･サポート･センター
（美馬市･つるぎ町）
〒779-3602　美馬市脇町猪尻字西分116-1　美馬市地域交流センター2F
　　　　　　　　TEL 0883-53-1108

板野東部ファミリー･サポート･センター
（藍住町･北島町･松茂町･板野町･上板町）
〒771-1203　板野郡藍住町奥野矢上前32-1　藍住町勤労女性センター内
　　　　　　　　TEL 088-693-3033

吉野川市ファミリー･サポート･センター
〒779-3395　吉野川市川島町桒村2421-1　川島こども園3F
　　　　　　　　子育て支援センター内
　　　　　　　　TEL 0883-25-6616

鳴門ファミリー･サポート･センター
〒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内
　　　　　　　　TEL 088-683-0788

阿南ファミリー･サポート･センター
〒774-0030　阿南市富岡町今福寺40-17　阿南市社会福祉会館2F
　　　　　　　　TEL 0884-24-5550

那賀町ファミリー･サポート･センター
〒771-5207　那賀郡那賀町阿井字寺西7
　　　　　　　　TEL 0884-63-0114

牟岐町ファミリー･サポート･センター
〒775-0006　海部郡牟岐町大字中村字本村14
　　　　　　　　TEL 0884-72-1161

海陽町地域子育て支援センターあのね
かいようファミリー･サポート･センター
〒775-0302　海部郡海陽町奥浦字新町44　海陽町役場　海部庁舎3F
　　　　　　　　TEL 0884-74-3112

みよしファミリー･サポート･センター
〒778-0004　三好市池田町シンマチ1474　子育て支援課内
　　　　　　　　TEL 0883-72-7663

東みよし町ファミリー･サポート･センター
〒779-4795　三好郡東みよし町加茂3360　福祉課内
　　　　　　　　TEL 0883-82-6306

みなみファミリー･サポート･センター
〒779-2305　海部郡美波町奥河内字井ノ上22-3　
　　　　　　　　美波町児童館・女性会館マーメード内
　　　　　　　　TEL 0884-77-2111

阿波子育て支援センターあおぞら（2020.4月～）
阿波市ファミリー･サポート･センター
〒771-1703　阿波市阿波町東原173番地1
　　　　　　　　阿波市阿波地域交流センターあわむすび内
　　　　　　　　TEL  0883-30-3526
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●次世代育成支援のための職場環境整備事業●
●徳島県委託事業●

一般事業主行動計画
策定のすすめ

公益社団法人徳島県労働者福祉協議会
とくしま次世代育成支援センター

「次世代育成支援対策推進法」に基づく



• 企業が次世代育成法に基づいた行動計画の策定・届
出を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなど
の一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」
として認定（くるみん認定）を受けることができます。
• くるみん認定企業のうち、より高い水準の取り組みを
行った企業が一定の要件を満たした場合、優良な「子育
てサポート企業」として特例認定（プラチナくるみん認
定）を受けることができます。

●くるみん認定・プラチナくるみん認定について

くるみん、プラチナくるみん認定を
受けましょう！

認定を受けた事業主は認定マークを
広告、商品、求人広告につけることが
できます。

★ 子育て支援や女性活躍推進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ます。
★ 県のホームページ等で「はぐくみ支援企業」としてPRします。
★ 金融機関による県の中小企業向け融資制度の対象となります。
★ 日本政策金融公庫の特別貸付制度の対象になります。
★ 県が優れた新商品等を購入する「お試し発注事業」への応募が
　　可能になります。

●徳島県はぐくみ支援企業認証・表彰について
はぐくみ支援企業認証を受けましょう！

※申請書が徳島県のホームページからダウンロードできる他、
　オンライン申請も可能です。

STEP4

STEP5
事業主の皆さん、「一般事業主行動計画」策定はもうお済みですか？

次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代育成法」）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
整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにするもので、2005年から施行されています。
次世代育成法では、事業主の皆さんに次世代育成支援対策を推進するための計画期間や具体的な目標、目標を達成する
ための対策とその実施時期を記した「一般事業主行動計画」を策定することが求められています。

策定した行動計画を添付し、
「行動計画策定届」を徳島労働局へ
届出ましょう！

STEP3

行動計画に掲げる目標を設定しましょう！

育児休業
看護休暇 原職復帰

短時間勤務

ノー残業デー
年次有給休暇取得促進

所定外労働削減
短時間正社員

インターンシップ
トライアル雇用

子育てＮＰＯ等の活動参加
子ども参観日

子育て世代の
従業員向けの
制度

全従業員
向けの制度

地域貢献
としての制度

●計画期間を設定しましょう！

●目標を達成するための対策を立て、その実施時期を
　決めましょう！

●行動計画に掲げる目標を設定しましょう！

令和〇年〇月までに、子どもの出生時に
父親が取得できる休暇制度を導入する。

（例）
　　•令和〇年〇月～　社員のニーズの把握、検討開始
　　•令和〇年度～　　制度の導入、管理職研修及び社内広報誌
　　　　　　　　　　などによる社員への周知

（例）

（例）令和○年○月○日～令和○年○月○日まで
（2年以上5年以下が望ましいとされています)

STEP2

自社の仕事と子育てに関する
雇用環境の整備状況や
労働者のニーズを把握しましょう！

STEP1

対　策

目標1

検索徳島県はぐくみ支援企業

検索サイトから検索

計画を
達成して

県

国

国

「次世代育成支援対策推進法」に基づく

はぐくみ支援
企業表彰

特に優れた
取り組みが
認められた場合

申請書 オンライン申請

一般事業主行動計画
策定・変更届

行動計画

＜一般事業主行動計画策定の概念＞
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阿南ファミリー･サポート･センター
〒774-0030　阿南市富岡町今福寺40-17　阿南市社会福祉会館2F
　　　　　　　　TEL 0884-24-5550
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