
【その他の自治体の認定企業】登録コード一覧表

都道府県 名称 登録コード 都道府県 名称 登録コード 都道府県 名称 登録コード 都道府県 名称 登録コード

北海道あったかファミリー応援企業登録制度 1 東京都 東京ワークライフバランス認定企業 27 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進事業 55 おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」 81

北海道なでしこ応援企業認定制度 2
イクメン応援宣言企業（新潟県男性育児休業等応援宣言企業）登録制
度 28 和歌山県 和歌山県男女共同参画推進事業者奨励事業 56 男女共同参画推進事業者顕彰 82

北海道なでしこ応援企業表彰 3 ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）登録制度 29 鳥取県男女共同参画推進企業認定制度 57 宮崎県 仕事と家庭の両立応援宣言登録制度 83

「あおもりワーク・ライフ・バランス推進企業」登録制度 4 男女共同参画推進事業所 30 鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録制度 58 鹿児島県 かごしま子育て応援企業 84

「あおもり女性の活躍応援宣言企業」登録制度 5 女性が輝く元気企業とやま賞 31 しまねいきいき雇用賞 59 沖縄県 沖縄県人材育成企業認定制度 85

青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 6 元気とやま！仕事と子育て両立支援企業表彰 32 「しまね女性の活躍応援企業」登録制度 60 政令指定都市 名称 登録コード

7 元気とやま！子育て応援企業登録制度 33 岡山県男女共同参画社会づくり表彰 61 札幌市 札幌ワーク・ライフ・バランス推進事業 10001

8 「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定制度 34 「おかやま子育て応援宣言企業」表彰制度 62 横浜市 よこはまグッドバランス賞 10002

いわて働き方改革アワード 9 石川県ワークライフバランス企業知事表彰 35 広島県仕事と家庭の両立支援登録制度 63 相模原市 相模原市　仕事と家庭両立支援推進企業表彰 10003

女性のチカラを活かす企業認証制度 10 福井県 「子育てモデル企業」の認定 36 広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度 64 静岡市 静岡市女性の活躍応援事業所表彰 10004

「いきいき男女・にこにこ子育て応援企業」宮城県知事表彰 11 中小企業労務改善優良団体等知事表彰 37 やまぐち子育て応援企業宣言制度 65 浜松市 ワーク･ライフ･バランス等推進事業所認証制度 10005

秋田県女性活躍推進企業表彰 12 子育て応援･男女いきいき宣言 38 やまぐちイクメン応援企業宣言制度 66 女性の活躍推進企業認定・表彰制度 10006

男女イキイキ職場宣言事業所 13 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 39 やまぐち子育て応援優良企業表彰制度 67 子育て支援企業認定・表彰制度 10007

男女共同参画職場作り事業 14 職場いきいきアドバンスカンパニー 40 やまぐちイクメン応援優良企業表彰制度 68 大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証制度 10008

「脱少子化ウェーブを巻き起こす行動県民会議」会長表彰 15 社員の子育て応援宣言 41 やまぐち男女共同参画推進事業者認証制度 69 大阪市女性活躍リーディングカンパニー市長表彰制度 10009

秋田県子ども・子育て支援知事表彰（あきた子育て応援企業表彰） 16 子育て支援、女性の活躍推進企業知事表彰 42 やまぐち女性の活躍推進事業者宣言制度 70 神戸市 こうべ男女いきいき事業所 10010

山形いきいき子育て応援企業総合支援事業 17 岐阜県 「岐阜県子育て支援エクセレント企業」認定制度 43 徳島県 徳島県はぐくみ支援企業認定制度 71 岡山市 岡山市女性が輝く男女共同参画推進事業所認証制度 10011

山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰 18 静岡県 中小企業労務管理優良事業所の褒賞 44 ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰 72 広島市 女性・若者が輝く企業 10012

次世代育成支援企業認証制度 19 愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録制度 45 かがわ女性キラサポ大賞 73 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 10013

ワーク･ライフ･バランス大賞 20 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰 46 高知県 高知県次世代育成支援企業認証制度 74 社会貢献優良企業認定制度(次世代育成・男女共同参画支援事業) 10014

茨城県 茨城県　結婚・子育て応援企業表彰 21 三重県 三重県「男女がいきいきと働いている企業」認証制度 47 「子育て応援宣言企業」登録制度 75 ふくおか女性活躍NEXT企業みえる化サイト 10015

栃木県 「子育てにやさしい事業所」顕彰事業 22 滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度 48 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 76 熊本市 「子育て支援優良企業」認定制度 10016

群馬県 いきいきＧカンパニー認証制度 23 女性活躍推進企業認証制度 49 長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認定制度 77 京都市 京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰 10017

埼玉県 多様な働き方実践企業認定制度 24 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度 50 ながさき女性活躍推進企業等表彰 78

“社員いきいき！元気な会社”宣言企業 25 京都わかもの自立応援企業認証制度 51 熊本県 ブライト企業推進事業 79

千葉県男女共同参画推進事業所表彰 26 ひょうご仕事と生活の調和推進企業認定 52

ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 53

ひょうご女性の活躍企業表彰 54
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広島県

石川県

大分県

福岡県
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福島県
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「いわて子育てにやさしい企業等」認証・表彰制度



認定制度の詳細ページをみる
https://self-cd.or.jp/archives/lp/youthyell

セミナー（無料）に参加する
https://self-cd.or.jp/archives/category/seminarworkshop

個別相談会（無料）に参加する
https://self-cd.or.jp/kobetsusoudan

モニター企業になる
https://self-cd.or.jp/monitor

申請用マニュアルを購入する
https://self-cd.or.jp/youthyell-yy0001

認定企業一覧とインタビューをみる
https://self-cd.or.jp/provideinformation#youthdb

問合せをする
https://self-cd.or.jp/contact

一般社団法人セルフキャリアデザイン協会 https://self-cd.or.jp/

さらにユースエール認定の詳しい内容を知りたい場合

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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