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１

いわて働き方改革アワード2020受賞企業が決定しました！

令和２年11月24日に「いわて働き方改革アワード2020」授賞式を開催し、いわて働き方改革推進運動に参
加表明いただいた県内企業等437社(10月末時点)のうち、アワードへのエントリーがあった67社の中から、以
下の企業の方々が受賞企業に選ばれました。

受賞企業の取組は、今後「いわての働き方改革ポータルサイト」ＷＥＢサイト内の特設ページにてご紹介し
ます。

県内の主なトピックス１いわて働き方改革について紹介します！

広がっています！県内企業の働き方改革！１

いわて働き方改革アワード2020授賞式の様子



２

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 電話 019-629-5581
FAX：019-629-5589/メールアドレス：ＡＥ0005＠pref.iwate.jp

問い合わせ先

いわて働き方改革推進運動への参加企業を引き続き募集しています！

いわて働き方改革推進運動とは･･･

「いわて働き方改革推進運動」とは、県内の企業や団体の働き方改革を進めよ
うとする運動です。

令和２年10月末時点で、県内企業437社から本運動への参加宣言をいただいて
います。

県では引き続き、県内の企業・団体に、この運動への参加を呼び掛けるとともに、
優れた取組を表彰するなど普及を図り、県内の魅力ある雇用・労働環境づくりを推
進しています。

運動に参加すると･･･

運動に参加した企業には、専門のアドバイザーによる指導が受けられるほか、運動参加企業であるこ
とをアピールできるピンバッジやステッカーの配布を行っています。

また、参加いただいた企業の情報は 「いわての働き方改革ポータルサイト」のWEBサイトに掲載し、広く
県民にPRを行っています。

参加申込方法
「いわての働き方改革ポータルサイト（https://workstyle-iwate.com/）」から、参加宣言シートをダウン

ロードし、必要事項を記入のうえ、運動事務局のジョブカフェいわてに提出（メール又はＦＡＸ送信）します。

引き続き募集を行っておりますので、企業の皆様の積極的な参加をお待ちしています！

事例発表の様子
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新型コロナウイルス感染症について２ 各種支援について１

岩手労働局総合労働相談コーナー 電話 0120-980-783問い合わせ先



４
問い合わせ先

岩手労働局職業安定部職業対策課助成金相談コーナー
電話 019-606-3285



５
問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276



６
問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010



７
問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010



８
問い合わせ先

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話 0120-60-3999



９
問い合わせ先

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話 0120-60-3999
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２ 主な相談窓口一覧
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岩手県労働委員会では、県内の労働者団体、使用者団体を対象に、より良い労使関係を築くための知
識や労働委員会の紛争解決制度などを解説する出前講座を実施しています。

経験豊富な岩手県労働委員会の委員が講師となり、労働委員会で実際に発生した事例等を交えながら、
労使関係で留意すべき点などについてお話します。

会議や研修会等に、ぜひ御利用ください。

３
１

12

出前講座の概要 ※詳細はお問い合わせください

講師 県労働委員会の委員

対象 県内の労働者団体・使用者団体の会議や研修会など

日程等 できる限り御希望に沿うように調整しますので、希望日及び時間を御相談ください。

経費
講師派遣に要する費用は、県労働委員会が負担します。
（講演料、旅費は不要です。）

申込方法 開催予定日のおおむね２か月前までに、県労働委員会事務局に申込みください。

岩手県労働委員会事務局 電話 019-629-6277
盛岡市中央通1-7-25（朝日生命盛岡中央通ビル３階）

岩手県労働委員会 検索

お申込み・問い合わせ先

月例無料労働相談会の概要

開催日 令和２年１２月２５日(金)
令和３年１月２２日(金)、令和３年２月１９日(金)

相談時間 １人４５分(１３：００～１４：４５)

相談会場 朝日生命盛岡中央通ビル３階(労働委員会委員室)

予約受付
電話 0120-610-797 (通話無料)
※前日１２時までに予約(平日８：３０～１７：１５)

受付人数 各相談日２人まで(先着順)

2

※詳細については13ページに掲載

労働問題に詳しく豊富な知識と経験のある公労使委員が、労使間の問題解決に向けて、毎月無料で
アドバイスします。

ホームページ

問い合わせ先 岩手県労働委員会 労働相談なんでもダイヤル 電話 0120-610-797

セミナー、イベント情報
近々開催されるセミナー、イベント情報をご紹介します！

岩手県労働委員会委員による出前講座のお知らせ

職場のトラブルで悩んでいませんか？
岩手県労働委員会の委員が相談に応じます。
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いわて女性の活躍応援セミナー

県では、県内における女性の活躍推進を支援するため、経営者・管理職の皆様、女性社員の皆様を対象と
した標記セミナーを、Zoomを活用したオンラインにより開催します。

また、事業所において開催する職場研修支援として、ワーク・ライフ・バランスに関する研修動画の貸出を行
いますので、女性活躍に関する研修の機会としてぜひご活用ください。

申込みはWEBサイト上から受け付けますので、詳細等についてはチラシをご確認ください。

3
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問い合わせ先

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 女性活躍支援担当
電話 019-629-5346
ガイアモーレ株式会社（セミナー運営会社） 電話 03-3556-2667

15
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労働関係法令等の改正
４ 岩手県最低賃金が改正されました。１

岩手労働局労働基準部賃金室 電話 019-604-3008問い合わせ先
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職場におけるハラスメント防止対策が強化されました！2



18
問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010



19

３ 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！



20
問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010
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障害者の法定雇用率が引き上げになります。4

問い合わせ先 岩手労働局職業安定部職業対策課 電話 019-604-3005
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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。5



23



24
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問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010
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改正高年齢者雇用安定法施行について6
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29
問い合わせ先 岩手労働局職業安定部職業対策課 電話 019-604-3005



30

県の取り組みのお知らせ
５ 障がい者委託訓練のご案内１
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「シゴトバＰＬＵＧ」登録企業を募集します！2
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「岩手県移住支援金対象法人」を募集します！3
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34

各種助成金のお知らせ
６ 「業務改善助成金」のご案内１



35
問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010



36

「働き方改革推進支援助成金」のご案内2

問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010
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その他
７ 岩手県内の認定企業一覧１
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いわて女性活躍企業等認定制度について

県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を「いわて女性活躍認定企業等」として認定して
います。

認定には「ステップ１」「ステップ２」の２つの区分があり、認定された企業等には下記のような認定メリットを設
けています。

認定のメリット（ステップ１、ステップ２共通）

認定のメリット（ステップ２のみ）

・女性の活躍推進に取り組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。
・県のホームページ等により、広く県民に紹介します。
・職業安定所の求人登録票に表示できます。

・復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要
件となっています（最大100万円）。

・企業局「いわて復興パワー」において、東北電力株式会社が指定する高圧契約をしている場合に、
電気料金割引の対象となります。

・令和２年４月１日以降入札公告される、県営建設工事の総合評価落札方式条件付一般競争入札に
おける技術提案評価項目に追加されます。

・県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引き下げ（0.05%）の対象になります。

・日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用で
きます。
・県が発注する特定の施策に係る物品納入（10万円以下）と印刷物製作業務（30万円以下）の契約
について優先されます。
・2019・2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目に追加され
ます。

2
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№ 市町村 認定期間

6 洋野町 H30.10.12～R３.10.11

7 久慈市 H30.10.12～R３.10.11

8 野田村 H30.10.12～R３.10.11

9 滝沢市 H30.11.19～R３.11.18

10 久慈市 H30.11.19～R３.11.18

11 久慈市 H30.11.28～R３.11.27

12 矢巾町 H30.11.28～R３.11.27

13 二戸市 H30.11.28～R３.11.27

14 盛岡市 H30.12.26～R３.12.25

15 盛岡市 H31.１.９～R４.１.８

16 八幡平市 H31.１.９～R４.１.８

17 盛岡市 H31.１.23～R４.１.22

18 矢巾町 H31.２.22～R４.2.21

19 盛岡市 H31.３.４～R４.３.３

20 盛岡市 H31.３.４～R４.３.３

21 岩手町 H31.３.11～R４.３.10

22 盛岡市 H31.３.20～R４.３.19

23 盛岡市 R１.６.11～R４.６.10

24 矢巾町 R１.６.17～R４.６.16

25 二戸市 R１.６.21～R４.６.20

26 盛岡市 R１.６.26～R４.６.25

27 久慈市 R１.８.22～R４.８.21

28 盛岡市 R１.８.22～R４.８.21

29 宮古市 R１.８.22～R４.８.21

30 盛岡市 R１.８.29～R４.８.28

31 山田町 R１.９.３～R４.９.２

32 大船渡市 R１.９.11～R４.９.10

33 北上市 R１.10.11～R４.10.10

34 盛岡市 R１.10.18～R４.10.17

35 奥州市 R１.10.18～R４.10.17

36 盛岡市 R１.10.18～R４.10.17

株式会社小原建設

株式会社ホンダ四輪販売北・東北

株式会社カガヤ

大和水産株式会社

ホンダカーズ岩手南株式会社

岩手開発産業株式会社

株式会社おがよし

岩手モリヤ株式会社

株式会社ナカイズミ野田工場

地熱エンジニアリング株式会社

建設業(管工事)

株式会社久慈自動車学校

株式会社いわて愛隣会

調剤薬局、一般薬販売

指定自動車教習所

縫製業

介護福祉サービス業

民生機器ハーネス部品製造

製造業（子供服）

婦人既製服製造業

株式会社岩本電機

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

株式会社中舘建設

株式会社双葉設備アンドサービス

八幡平市国民健康保険西根病院

株式会社ファーマ・ラボ

株式会社アンドファーム

有限会社クリップ 印刷業(グラフィックデザイン)

介護サービス業

総合建設業

総合建設業、高齢者介護福祉事
業

病院

樋下建設株式会社

株式会社リードコナン

農業(耕種農業・畑作・野菜)

生活関連サービス業株式会社いんべクリーニング

株式会社オリテック21

公益財団法人岩手県土木技術振興協会

株式会社外林　盛岡支店

合同会社スプリングブリーズ

株式会社共栄薬品 小売業、サービス業

鮮魚出荷販売、冷凍冷蔵業、冷凍
加工食品業、廻船問屋

建設業

既製紳士服縫製業

情報サービス業

株式会社二戸サントップ

自動車販売業及び整備業

自動車販売業及び整備業南ホンダ自動車株式会社

水産加工業

製造業（①鋼構造物事業②建築事
業③メガソーラー事業）

自動車販売業及び整備業

特定建設業

株式会社プランタンいずみ

旅行業、印刷業、不動産業、骨材
砕石等販売業

地熱発電・開発に関わるコンサル
タント・調査等

学術研究(試験・研究)

企業・団体名 業種

その他技術サービス業

菓子卸売業
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№ 市町村 認定期間

37 一関市 R１.10.18～R４.10.17

38 久慈市 R１.10.18～R４.10.17

39 二戸市 R１.10.18～R４.10.17

40 軽米町 R１.10.18～R４.10.17

41 宮古市 R１.10.23～R４.10.22

42 矢巾町 R１.11.12～R４.11.11

43 奥州市 R１.11.21～R４.11.20

44 花巻市 R１.12.２～R４.12.１

45 二戸市 R１.12.６～R４.12.５

46 盛岡市 R１.12.11～R４.12.10

47 大槌町 R２.１.６～R５.１.５

48 盛岡市 R２.１.７～R５.１.６

49 大槌町 R２.２.５～R５.２.４

50 一関市 R２.２.12～R５.２.11

51 盛岡市 R２.２.20～R５.２.19

52 岩泉町 R２.３.19～R５.３.18

53 久慈市 R２.４.21～R５.４.20

54 田野畑村 R２.４.21～R５.４.20

55 釜石市 R２.４.27～R５.４.26

56 宮古市 R２.５.13～R５.５.12

57 大船渡市 R２.５.21～R５.５.20

58 大船渡市 R２.５.28～R５.５.27

59 田野畑村 R２.６.23～R５.６.22

60 大船渡市 R２.８.６～R５.８.５

61 一関市 R２.８.25～R５.８.24

62 一関市 R２.８.28～R５.８.27

63 一関市 R２.９.29～R５.９.28

64 宮古市 R２.９.29～R５.９.28

65 滝沢市 R２.10.５～R５.10.４

66 盛岡市 R２.10.５～R５.10.４

67 花巻市 R２.10.13～R５.10.12

青柳建設株式会社 建設業

株式会社中央コーポレーション 建設業

飲食店（中華料理店）

建設業

株式会社ゼネラル・オイスター大槌事業本部大槌セン
ター

株式会社十文字チキンカンパニー

衣正家

ニッコー・ファインメック株式会社

社会福祉法人新生会

有限会社大井漁業部

インターワイヤード株式会社岩手胆沢工場

ブリヂストンタイヤ岩手販売株式会社

公益財団法人いわて産業振興センター

株式会社壮関岩手大槌工場

自動車販売業及び整備業

自動車販売業及び整備業

有限会社嵯峨自動車商会

奥羽ホンダ販売株式会社

有限会社ミツワ自動車販売

自動車販売業及び整備業

自動車販売業及び整備業

株式会社ホンダベルノ南岩手

水産加工業

社会福祉事業（障がい）

電線、ケーブル、ヒーター線類及びワイヤーリ

ングハーネスの製造、加工、販売

株式会社阿部長商店 大船渡食品 製造業（水産食料品製造）

株式会社岩手サントップ 製造業（紳士既製服）

株式会社フジテック岩手
卸売、小売業（農業機械、自動
車）、建設業

畜産食料品製造業

水産加工業（牡蠣加工品の製造・
販売）

卸売業

食品製造業（茎わかめ）

丸奥自動車工業株式会社 自動車販売整備

サービス業（県内中小企業等の総
合支援機関）

株式会社めんこいメディアブレーン 人材派遣業・人材紹介業

サービス業

株式会社青紀土木

社会福祉法人山形福祉会 介護老人福祉施設等

観光サービス業

建設業

株式会社岩泉総合観光

重茂漁業協同組合 漁業協同組合

株式会社明和土木

企業・団体名 業種

豊島建設株式会社 建設業

佐藤建設株式会社 建設業

建設業

第一開明株式会社 製造業（ガス製造業）

第一ビジネス・フォーム株式会社 盛岡支店 製造業（印刷業）

刈屋建設株式会社
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№ 市町村 認定期間

30 盛岡市 H30.11.19～Ｒ３.11.18

31 奥州市 H30.11.19～Ｒ３.11.18

32 久慈市 H30.11.19～Ｒ３.11.18

33 盛岡市 H30.11.28～Ｒ３.11.27

34 一関市 H30.11.28～Ｒ３.11.27

35 久慈市 H30.11.28～Ｒ３.11.27

36 洋野町 H30.11.28～Ｒ３.11.27

37 盛岡市 H30.11.28～Ｒ３.11.27

38 大船渡市 H30.11.28～Ｒ３.11.27

39 矢巾町 H30.12.5～Ｒ３.12.4

40 矢巾町 H30.12.6～Ｒ３.12.5

41 軽米町 H30.12.26～Ｒ３.12.25

42 軽米町 H30.12.26～Ｒ３.12.25

43 北上市 H30.12.26～Ｒ３.12.25

44 奥州市 H31.１.９～Ｒ４.１.８

45 盛岡市 H31.１.９～Ｒ４.１.８

46 二戸市 H31.１.23～Ｒ４.１.22

47 奥州市 H31.１.23～Ｒ４.１.22

48 遠野市 H31.１.23～Ｒ４.１.22

49 奥州市 H31.１.28～Ｒ４.１.27

50 遠野市 H31.１.28～Ｒ４.１.27

51 矢巾町 H31.１.28～Ｒ４.１.27

52 一関市 H31.２.22～Ｒ４.2.21

53 盛岡市 H31.２.22～Ｒ４.2.21

54 雫石町 H31.３.11～Ｒ４.３.10

55 滝沢市 H31.３.15～Ｒ４.３.14

56 奥州市 H31.４.10～Ｒ４.４.９

57 花巻市 H31.４.10～Ｒ４.４.９

58 盛岡市 H31.４.11～Ｒ４.４.10

サービス・接客業

有限会社かさい農産

電気事業

建設業(土木・建築等総合建設業)

株式会社水清建設

有限会社オーツー

建設コンサルタント

建設業(管工事業)

建設業、砕石業、産業廃棄物処理
業

道路区画線・道路標識の設置　道路付属
物販売　常温合材の製造販売他

株式会社栄組

建設コンサルタント

医療業

株式会社ベアレン醸造所 ビール製造業、飲食業

協友建設株式会社 土木・舗装工事業

JX金属ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社　江刺工場 製造業（電子部品の電気めっき）

株式会社小田島組 建設業

盛岡セイコー工業株式会社 製造業

岩手道路開発株式会社

丸上建設株式会社

株式会社昭和建設

山田建設株式会社

蒲野建設株式会社

種市電工株式会社

総合建設業

美和ロック株式会社　盛岡工場 建築用錠前製造業

特定建設業

建設業

企業・団体名

株式会社平野組

製造業

建設業

建設業

株式会社菊池技研コンサルタント

株式会社アルバライフ

建設業

農業(野菜の生産、販売、青果卸
販売)

東北エンジニアリング株式会社

東北電力株式会社岩手支店

業種

医療法人社団帰厚堂

自動販売機による清涼飲料水の
販売

株式会社小友建設

株式会社ミチノク

建設業

株式会社マルハン　マルハン水沢店

冷暖房・換気設備等の設備設計・
施工

株式会社ミナミ
産業廃棄物処理業、砕石業、土木工事業(木く

ず、がれき類、汚泥の中間処理　他)

南建設株式会社
一般土木建築工事業(道路新設工事、道路改
修工事、工場棟の新築工事、他)

信幸プロテック株式会社

建設業（電気工事業）

株式会社サトウ精機
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№ 市町村 認定期間

59 金ケ崎町 R１.５.８～R４.５.７

60 遠野市 R１.５.27～R４.５.26

61 久慈市 R１.６.24～R４.６.23

62 盛岡市 R１.７.３～R４.７.２

63 奥州市 R１.７.23～R４.７.22

64 宮古市 R１.７.23～R４.７.22

65 洋野町 R１.８.20～R４.８.19

66 一関市 R１.９.９～R４.９.８

67 盛岡市 R１.９.11～R４.９.10

68 盛岡市 R１.10.30～R４.10.29

69 奥州市 R１.11.12～R４.11.11

70 盛岡市 R１.11.21～R４.11.20

71 花巻市 R１.11.26～R４.11.25

72 二戸市 R１.12.２～R４.12.１

73 一関市 R１.12.12～R４.12.11

74 矢巾町 R１.12.19～R４.12.18

75 花巻市 R１.12.25～R４.12.24

76 花巻市 R１.12.25～R４.12.24

77 奥州市 R２.１.６～R５.１.５

78 盛岡市 R２.１.21～R５.１.20

79 花巻市 R２.１.23～R５.１.22

80 盛岡市 R２.１.28～R５.１.27

81 宮古市 R２.２.20～R５.２.19

82 一関市 R２.２.27～R５.２.26

83 一関市 R２.２.27～R５.２.26

84 一関市 R２.３.３～R５.３.２

85 釜石市 R２.３.９～R５.３.８

86 一関市 R２.３.27～R５.３.26

87 八幡平市 R２.４.17～R５.４.16

丸協建設株式会社
建設業（土木、建築及び舗装工事
の請負）

株式会社花耶 理美容業

胆沢平野土地改良区 土地改良事業

介護保険事業

株式会社東北工商 建設業

EC南部コーポレーション株式会社 建設業

樋下建設株式会社 総合建設業

有限会社タカハシ薬局

株式会社遠忠 建設業

調剤薬局

有限会社たかき薬局 調剤薬局

株式会社夢実耕望

株式会社いわて愛隣会 介護福祉サービス業

株式会社松田製作所 製造業

株式会社七星 剣道具の製造・開発

社会福祉法人とおの松寿会 社会福祉事業

株式会社板宮建設 建設業

企業・団体名

株式会社日ピス岩手 輸送用機械器具製造業

介護老人福祉施設の経営

陸中建設株式会社

業種

社会福祉法人つくし会

株式会社岩渕建設 建設業

株式会社山元 建設業、海運業、ホテル業

モルデック株式会社宮古工場
製造業（精密プラスチック成型品の製造・販
売、精密コネクター（OEM）の製造・販売等）

三陸土建株式会社 総合建設業

株式会社ツガワ 電気機械機器製造業

桜千株式会社 建設業

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス 電気通信機器の製造販売

宇部建設株式会社 建設業

健康食品製造業

株式会社セイコウ

建設業

不動産業

小売、卸売

社会福祉法人みちのく大寿会

リコージャパン株式会社岩手支社
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岩手県環境生活部若者女性協働推進室 女性活躍支援担当 電話 019-629-5346問い合わせ先

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/1004930/1004931.html

申請書のダウンロード等、詳細はホームページをご覧ください

№ 市町村 認定期間

88 盛岡市 R２.４.17～R５.４.16

89 一関市 R２.４.17～R５.４.16

90 花巻市 R２.５.13～R５.５.12

91 花巻市 R２.５.13～R５.５.12

92 盛岡市 R２.５.22～R５.５.21

93 花巻市 R２.５.29～R５.５.28

94 盛岡市 R２.５.29～R５.５.28

95 遠野市 R２.６.16～R５.６.15

96 盛岡市 R２.６.19～R５.６.18

97 盛岡市 R２.６.23～R５.６.22

98 矢巾町 R２.６.25～R５.６.24

99 北上市 R２.７.16～R５.７.15

100 北上市 R２.８.６～R５.８.５

101 盛岡市 R２.８.６～R５.８.５

102 雫石町 R２.８.６～R５.８.５

103 一関市 R２.８.21～R５.８.20

104 盛岡市 R２.９.７～R５.９.６

105 盛岡市 R２.９.７～R５.９.６

106 八幡平市 R２.９.７～R５.９.６

107 盛岡市 R２.９.28～R５.９.27

108 盛岡市 R２.９.28～R５.９.27

109 陸前高田市 R２.10.１～R５.９.30

110 矢巾町 R２.10.６～R５.10.５

111 岩泉町 R２.10.６～R５.10.５

112 一関市 R２.10.６～R５.10.５

113 岩手町 R２.10.27～R５.10.26

株式会社佐藤組 建設業

社会保険労務士法人ワイズコンサルタンツ
学術研究、専門・技術サービス業
（社会保険労務士事務所）

株式会社長谷川建設 建設業

株式会社佐藤建設 建設業

株式会社内澤建設 建設業

特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 医療業

株式会社佐々木組 建設業

株式会社高福組 建設業

中亀建設株式会社

株式会社千葉建設

株式会社ケアート

株式会社伊藤組

株式会社NTT東日本-東北 岩手支店

建設業

建設業

障がい者福祉

建設業

電気通信業

公益社団法人花巻青年会議所 公益社団法人

北栄調査設計株式会社 建設コンサルタント業

株式会社みちのくリアライズ 建設業

東照建設株式会社 建設業

協積産業株式会社 建設業

株式会社テラ 建設業

企業・団体名 業種

株式会社山友建設 建設業

日本住宅株式会社 建設業

有限会社東北農林建設 建設業

株式会社佐藤組 建設業

株式会社白ゆり 印刷業、教育、学習支援業

日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社 製造業（輸送用機械器具）

株式会社中村建設 建設業
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〈申請について〉

○対象
県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が100人以下の中小企業等。

○申請書提出先
・所管の広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター

県では、仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等を認
証しています。

○認証基準
１ 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こ
と。
２ 仕事と子育ての両立支援の取組や従業員が望む妊娠・出産を実現するための取組などを行って
いること。
３ 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び２の取組について、就業規則又は労働協約に規定
していること。
４ 「応援宣言」又は「企業内子育て支援推進員」を配置していること。

○申請書のダウンロード
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003472.html

〈認証のメリット〉

・子育て支援に取組む企業等としてイメージがアップし、社会的評価が高まります。

・職業安定所の求人登録票に表示できます。

・県単融資制度（県商工観光資金）に係る保険料率の引下げ（0.05%）の対象になります。

・県が発注する特定の施策に係る物品購入（10万円以下）と印刷物制作業（30万円以下）の契約について優

先されます。

・公益財団法人いきいき岩手支援財団の「子育てにやさしい職場環境づくり助成金」の対象になります（最大

30万円）。

・日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用できます。

（特別利率(1)の適用0.76%～）

・2019、2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目へ追加されます。

・復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要件となっ

ています（最大100万円）。

・令和２年４月１日以降入札される県営建設工事の総合評価落札方式条件付き一般競争入札における技術

提案評価項目へ追加されます。

3 「いわて子育てにやさしい企業等」の認証について
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合計

新規認証 148

継続認証 28

合計 176

【実企業数125社】

3

3548

R2.10末

25

3

28

Ｈ19～H29

49

16

65

42

6

H30 R1

32

〈認証状況（延べ認証企業数）〉

1 社会福祉法人誠心会 社会福祉法人 葛巻町 R2.3.6～R5.3.5

2 社陵高速印刷株式会社 製造業（印刷業） 盛岡市 H30.8.8～R3.8.7

3 及常建設株式会社 建設業 奥州市 H31.1.29～R4.1.28

4 社会福祉法人矢巾親和会 社会福祉事業、保育所 矢巾町 R1.5.7～R4.5.6

5 株式会社小松製菓 食品製造業 二戸市 H31.3.25～R4.3.24

6 川嶋印刷株式会社 製造業 一関市 H31.3.27～R4.3.26

7 有限会社奥州ネット IT通信業 奥州市 R2.1.10～R5.1.9

8 株式会社北日本朝日航洋 測量、建設コンサルタント 盛岡市 H30.12.28～R3.12.27

9 新生ビル管理株式会社 ビルメンテナンス業 一関市 H31.2.25～R4.2.24

10 有限会社かさい農産 農業 一関市 R2.9.24～R5.9.23

11 社会福祉法人楽水会 特別養護老人ホーム 釜石市 R2.4.30～R5.4.29

12 工藤建設株式会社 建設業 奥州市 R2.9.18～R5.9.17　

13 有限会社今朝五郎商店 動物病院 奥州市 H29.11.2～R2.11.1

14 進栄建設株式会社 建設業 奥州市 H29.11.27～R2.11.26

15 佐藤晃信税理士事務所 税理士事務所 奥州市 H29.11.29～R2.11.28

16 有限会社銘菓処高千代 和菓子・洋菓子製造、販売 奥州市 H29.11.29～R2.11.28

17
医療法人颯爽
まつうら歯科クリニック

歯科医業 盛岡市 H29.12.5～R2.12.4

18
特定非営利活動法人花巻イキイキ・
わくわく・クラブまちなかディ

通所介護事業 花巻市 H29.12.8～R2.12.7

19 株式会社ワコー 卸売業 奥州市 H29.12.18～R2.12.17

20 有限会社COS工業 電気機械器具製造業 花巻市 H30.1.4～R3.1.3

「いわて子育てにやさしい企業等」認証企業等一覧（R2.10末時点）

企業・団体名 市町村 認証期間№ 業種
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21 株式会社タカヤ 建設業 盛岡市 H30.1.4～R3.1.3

22 株式会社JAZZRIZE DESIGN
HP作成、デザイン作成、
飲食店経営

奥州市 H30.1.17～R3.1.16

23 佐野建設株式会社 総合建設業 奥州市 H30.1.23～R3.1.22

24 有限会社越後屋不動産
不動産業、賃貸不動産管
理業

一関市 H30.2.16～R3.2.15

25 株式会社新鉛温泉愛隣館 旅館業 花巻市 H30.3.19～R3.3.18

26 株式会社いわい 特定建設業 一関市 H30.3.22～R3.3.21

27 丸上建設株式会社 建設業 奥州市 H30.4.5～R3.4.4

28
株式会社西部産業
盛岡南ドライビングスクール

教育・学習支援 盛岡市 H30.4.5～R3.4.4

29 株式会社久慈自動車学校 教育・学習支援 久慈市 H30.8.21～R3.8.20

30 株式会社仁田工務店 土木工事業　建設工事業 一関市 H30.9.10～R3.9.9

31 岩手開発産業株式会社
旅行業、印刷業、不動産
業、砕石販売業

大船渡市 H30.9.12～R3.9.11

32 株式会社高光建設 建設業 盛岡市 H30.9.19～R3.9.18

33 プレステック株式会社 建設業 久慈市 H30.10.1～R3.9.30

34 有限会社武田パーツ 製造業 一関市 H30.10.16～R3.10.15

35 兼田建設株式会社 総合建設業 久慈市 H30.10.16～R3.10.15

36 株式会社昭和建設 特定建設業 盛岡市 H30.10.24～R3.10.23

37 種市電工株式会社 建設業 洋野町 H30.11.6～R3.11.5

38 山田建設株式会社 建設業 久慈市 H30.11.6～R3.11.5

39 みなとや薬局 調剤薬局 宮古市 H30.11.22～R3.11.21

40 株式会社丹野組 総合建設業 二戸市 H30.11.22～R3.11.21

41 有限会社オーツー 建設業 盛岡市 H30.12.4～R3.12.3

42 株式会社プライム下館工務店 建設業 洋野町 H30.12.5～R3.12.4

43 蒲野建設株式会社
建設業、採石業、産業廃棄
物処理業

久慈市 H30.12.14～R3.12.13

44 板谷建設株式会社 総合工事業 奥州市 H30.12.17～R3.12.16

45 株式会社島元組 建設業 奥州市 H30.12.17～R3.12.16

46 EC南部コーポレーション株式会社 建設業 奥州市 H30.12.17～R3.12.16

47 株式会社オフィスone 建設業 奥州市 H30.12.17～R3.12.16

48 協友建設株式会社 土木・舗装工事業 奥州市 H30.12.17～R3.12.16

企業・団体名 市町村 認証期間№ 業種
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49 株式会社中舘建設
総合建設業、高齢者介護
福祉事業

二戸市 H30.12.21～R3.12.20

50 株式会社都南建設 建設業 盛岡市 H30.12.26～R3.12.25

51 株式会社双葉設備アンドサービス 建設業 盛岡市 H30.12.26～R3.12.25

52 有限会社遊探総合企画 広告業 盛岡市 H30.12.26～R3.12.25

53 岩手道路開発株式会社 交通安全設備工事業 盛岡市 H30.12.26～R3.12.25

54 千葉建設株式会社 建設業 奥州市 H30.12.26～R3.12.25

55 合同会社スプリングブリーズ 介護サービス業 盛岡市 H31.1.9～R4.1.8

56 南建設株式会社 一般土木建築工事業 軽米町 H31.1.15～R4.1.14

57 株式会社ミナミ 産業廃棄物処理業 軽米町 H31.1.15～R4.1.14

58 株式会社東野組 建設業 一戸町 H31.1.16～R4.1.15

59 株式会社アルバライフ 建設業 二戸市 H31.1.16～R4.1.15

60 JUKE300 飲食業 奥州市 H31.1.17～R4.1.16

61 柴田建設有限会社 建設業・採石業 一戸町 H31.1.22～R4.1.21

62 株式会社小友建設 建設業 遠野市 H31.1.28～R4.1.27

63 株式会社ホソカワ 建設業 奥州市 H31.1.29～R4.1.28

64 株式会社城北商事 旅客自動車運送業 盛岡市 H31.2.1～R4.1.31

65 社会福祉法人新里紫桐会 社会福祉事業 宮古市 H31.2.5～R4.2.4

66 社会福祉法人とおの松寿会 社会福祉事業 遠野市 H31.3.14～R4.3.13

67 株式会社東北プランニング 建設コンサルタント事業 奥州市 H31.3.25～R4.3.24

68 医療法人社団仁愛会 介護保険事業 一関市 H31.3.26～R4.3.25

69 ルネッサンスルパン株式会社
システム開発・プログラム開
発

盛岡市 H31.4.1～R4.3.31

70 株式会社ベアレン醸造所 ビール製造業、飲食業 盛岡市 H31.4.23～R4.4.22

71 旭ボーリング株式会社 建設業 北上市 H31.4.25～R4.4.24

72 合同会社　藤 広告業 一関市 R1.5.28～R4.5.27

73 株式会社菊池技研コンサルタント 建設コンサルタント 大船渡市 R1.6.19～R4.6.18

74 有限会社　吉昭石材工業 墓石小売業 盛岡市 R1.6.26～R4.6.24

75 胆沢平野土地改良区 農業土木 奥州市 R1.7.26～R4.7.25

76 株式会社遠野施設管理サービス サービス業 遠野市 R1.8.21～R4.8.20

企業・団体名 市町村 認証期間№ 業種
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77 株式会社ハウジングサポート 建設事業 盛岡市 R1.8.23～R4.8.22

78 有限会社タニムラフードサービス 食品製造業 久慈市 R1.9.1～R4.8.31

79 株式会社海楽荘 宿泊業 大船渡市 R1.10.31～R4.10.30

80 有限会社小島製菓 食品製造業 釜石市 R1.11.12～R4.11.11

81 社会福祉法人みちのく大寿会 福祉 洋野町 R1.12.4～R4.12.3

82 トラストテック株式会社 電気工事 盛岡市 R1.12.4～R4.12.3

83 近藤電機 電気工事 盛岡市 R1.12.5～R4.12.4

84 伊藤玲子社会保険労務士事務所 社会保険労務士業 盛岡市 R1.12.5～R4.12.4

85 株式会社スターハーネス 製造業 奥州市 R1.12.5～R4.12.4

86 医療法人　美翔会 医療業 盛岡市 R1.12.13～R4.12.12

87 はしば歯科医院 医療業 盛岡市 R1.12.13～R4.12.12

88 有限会社　バルーン・スケッチ サービス業 盛岡市 R2.1.8～R5.1.7

89 ナラビットホールディングス株式会社 介護事業 盛岡市 R2.1.8～R5.1.7

90 後藤林業 林業 一関市 R2.1.8～R5.1.7

91 マルセイ建設株式会社 建設業 盛岡市 R2.1.10～R5.1.9

92 有限会社吉田塗装工業 建設業 盛岡市 R2.1.10～R5.1.9

93 県北緑化株式会社 建設業 岩泉町 R2.1.10～R5.1.9

94 丸協建設株式会社 建設業 奥州市 R2.1.28～R5.1.27

95 株式会社ベスト 製造業 北上市 R2.2.12～R5.2.11

96 株式会社東北工商 建設業 盛岡市 R2.2.18～R5.2.17

97 宇部建設株式会社 建設業 一関市 R2.3.6～R5.3.5

98 株式会社岩渕建設 建設業 一関市 R2.3.6～R5.3.5

99 株式会社山元 建設業 釜石市 R2.3.13～R5.3.12

100 有限会社　菅原建設 建設業 奥州市 R2.3.13～R5.3.12

101 陸中建設株式会社 建設業 宮古市 R2.4.30～R5.4.29

102 丸亀　吉田　良平 飲食サービス業 盛岡市 R2.4.30～R5.4.29

103 株式会社　エムエスケー 総合建設業 久慈市 R2.5.18～R5.5.17

104 有限会社　木村塗装工業 建築塗装 奥州市 R2.5.20～R5.5.19

企業・団体名 市町村 認証期間№ 業種
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105 株式会社　山田酒店 飲食料品小売業 盛岡市 R2.5.28～R5.5.27

106 株式会社　いわて愛隣会 介護福祉サービス業 矢巾町 R2.6.4～R5.6.3

107 株式会社　明和土木 総合建設業 大船渡市 R2.6.4～R5.6.3

108 株式会社　テラ 建設業 遠野市 R2.6.15～R5.6.14

109 株式会社　瀧田屋 建設業 花巻市 R2.6.29～R5.6.28　

110 株式会社　畑中組 建設業 岩泉町 R2.7.1～R5.6.30　

111 佐藤建設株式会社 建設業 田野畑村 R2.7.7～R5.7.6　

112 藤根建設株式会社 総合建設業 八幡平市 R2.7.13～R5.7.12　

113 株式会社鈴健 建設業 奥州市 R2.7.13～R5.7.12 

114 東北電設工業株式会社 電気工事業 北上市 R2.7.27～R5.7.26　

115 株式会社真心デイサービス安寿 介護サービス業 北上市 R2.7.27～R5.7.26　

116 岩手基礎工業株式会社 総合工事業 北上市 R2.8.11～R5.8.10

117 東北エンジニアリング株式会社 建設コンサルタント 盛岡市 R2.8.11～R5.8.10

118 株式会社　沼井建設 建設業 二戸市 R2.9.7～R5.9.6

119 有限会社　東北農林建設 建設業 盛岡市 R2.9.7～R5.9.6　

120 株式会社　山友建設 建設業 一関市 R2.9.16～R5.9.15　

121 株式会社C.KOMOREBI 介護サービス業 滝沢市 R2.10.12～R5.10.11　

122 株式会社シー・エス・エス 通信機械器具製造業 奥州市 R2.10.12～R5.10.11　

123
社会保険労務士法人ワイズコンサル
タンツ

社会保険労務士 矢巾町 R2.10.14～R5.10.13　

124 社会福祉法人尽誠会 介護事業、医療業 洋野町 R2.10.20～R5.10.19 

125 株式会社仙北造園 外構工事、造園工事 盛岡市 R2.10.23～R5.10.22　

企業・団体名 市町村 認証期間№ 業種

問い合わせ先 岩手県保健福祉部 子ども子育て支援室
次世代育成担当 電話 019-629-5456
所管の広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター
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技能検定について4

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 労働担当 電話 019-629-5583問い合わせ先
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働く人が元気な会社。中退共が応援します。5


