
【応募対象】

【説 明 会】

【ホームページ】

横浜市内に本店又は本社がある総従業員数300人以下の企業等

2019年７月18日（木） 14：00 ～ 15：00
関内中央ビル10階会議室（中区真砂町２丁目22番地、JR線／市営地下鉄関内
駅徒歩１分、みなとみらい線日本大通り駅徒歩10分）
※参加にあたっては事前に以下のURLからお申し込みください。

応募の詳細と説明会申し込みはこちら↓
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/
danjo/kigyou/balance/hyoshou.html

検索横浜サポーターズ寄附金

検索よこはまグッドバランス賞

検索よこはまグッドバランス賞

くるみんの申請えるぼしの申請

2019年度
よこはまグッドバランス賞

　横浜市は、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスを推進するため、
男女がともに働きやすい職場環境づくりを積極的に進める市内企業等
を「よこはまグッドバランス賞」として認定しています。
　働きやすい職場づくりは、人材の確保・定着、従業員の意欲の向上、
生産性の向上等につながります。また、よこはまグッドバランス賞の認
定企業にはさまざまなメリットがあります。
　皆様のご応募をお待ちしております。

横浜市政策局男女共同参画推進課
〒231-0017 横浜市中区港町１丁目１番地
TEL：045-671-4479　FAX：045-663-3431
E メール：ss-danjohyoshou@city.yokohama.jp
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi
/danjo/kigyou/balance/hyoshou.html

横浜市では、誰もが安心と成長を実感できる「日本
一女性が働きやすい、働きがいのある都市」の実現
を目指し、「男女共同参画推進事業寄附金」（横浜サ
ポーターズ寄附金）を受け付けています。

横 浜 市

募集期間
2019年6月23日（日）～8月30日（金）

募集案内

認定企業の声

企業の
イメージアップに

つながった

採用への
応募者数が

大幅に増えた
働きやすい

職場環境づくりの
取組が進んだ

社員の
モチベーションが
上がり、生産性が

向上した

社内にワーク・
ライフ・バランスの

意識が高まり、
作業効率が高まった

　従業員の仕事と子育ての両立を図るための取組
の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への
申請により、「子育てサポート企業」として、くるみ
んの認定をうけることができます。

　よこはまグッドバランス賞認定に向けての取組は、各法律に基づく一般事業主行動計画
の策定につながります。厚生労働大臣認定のえるぼし・くるみんの認定に向けて、行動計
画を策定しましょう！

　女性の活躍推進に関する取組の実施等が優良な
企業は、都道府県労働局への申請により、「女性の活
躍を推進している企業」として、えるぼしの認定を
うけることができます。
　以下の５つの評価項目のうち、満たしている項目
の数に応じて３段階あります。
①採用　②継続就業　③労働時間等の働き方
④管理職比率　⑤多様なキャリアコース

※一般事業主行動計画の策定は、300人以下の企業は努
力義務となっています。（2019年5月20日現在）

※一般事業主行動計画の策定は、100人以下の企業は努力
義務となっています。（2019年5月20日現在）

えるぼし認定
（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）

くるみん認定
（次世代育成支援対策推進法）

募集！

Step1
現状把握と課題分析

Step3
都道府県労働局へ届出

Step4
行動計画の実施

Step2
行動計画の策定、公表、従業員へ周知
行動計画の項目（計画期間・数値目標・取組
内容・取組の実施期間）

Step1
状況把握と労働者のニーズ把握

Step3
都道府県労働局へ届出

Step4
行動計画の実施

Step2
行動計画の策定、公表、従業員へ周知
行動計画の項目（計画期間・目標・取組
内容・取組の実施期間）

〈1段階目〉 〈2段階目〉 〈3段階目〉



　市内大学と連携し、認定企業の魅力を発
信するとともに、学生に対して「将来のラ
イフイベントも見据えた働き方」や、「ワー
ク・ライフ・バランスの重要性」について
考えるきっかけを提供するため、交流会を
実施しています。

交流会
参加企業
の声

認定メリット

表彰募集について
【募集期間】

【応募資格】

【審査項目】

【認定期間】

【審査方法】

【応募方法】

【提出書類】

2019年6月23日（日）～ 8月30日（金）

1  市内に本店又は本社がある総従業員数300人以下の企業、社会福祉法人、財
団法人、社団法人、協同組合、NPO 法人等（組織形態は問いませんが、雇
用関係または同等の就労形態が認められる場合に限ります）

2  法人市民税、事業所税を滞納していないこと
3  横浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法

人等のいずれかに該当しないこと
※2018年度認定を受けた企業等も継続賞や特別賞を目指して再度応募することができます。

①経営者の理念表明と推進体制　　②長時間労働の是正と休暇取得
③多様で柔軟な働き方　　　　　　④仕事と育児・介護との両立
⑤女性活躍の推進　　　　　　　　⑥働きやすく・働きがいのある職場づくり
の６つの柱に分かれています。
応募用紙の色付き部分は全社回答必須項目で、それ以外（回答任意）は特別賞
などの選考のために用います。

2020年１月１日から2021年12月31日までの２年間

応募内容をもとに、外部委員により構成された認定委員会にて審査を行います。
原則として書面での審査となります。
審査にあたり、取組内容等についてヒアリングなどを行う場合があります。
その際は、横浜市が依頼する社会保険労務士などが連絡、ヒアリングすること
があります。
審査結果については、2019年12月中旬頃通知する予定です。

横浜市政策局男女共同参画推進課ホームページから応募用紙（エクセルデータ）
をダウンロードし、電子申請でご提出ください。詳細はホームページをご覧
ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/
torikumi/danjo/kigyou/balance/hyoshou.html

１  応募申請書
２  よこはまグッドバランス賞応募用紙（様式１）
３  役員等氏名一覧表（様式２）
４  就業規則（従業員数が10人未満で定めていない場合

は、労働協約や雇用契約書等）
※１の応募申請書はエクセルでの提出のほか、代表者印の押印また

は代表者による自署の上、スキャンしたものもあわせて添付して
ください。（郵送での提出も可）

※応募にあたっては、「よこはまグッドバランス賞　労働関係法令
等確認シート」を必ずご確認ください。

※就業規則は、「応募用紙」や「よこはまグッドバランス賞　労働関
係法令等確認シート」にかかわる部分のみ提出で構いません。

※４の雇用契約書を提出される場合は、１人分の契約書を被雇用者
の個人情報をマスキングして提出してください。

横浜市中小企業融資制度「よこはまプラス資金」による
金利優遇・信用保証料助成があります。

横浜市公共調達における受注機会の増大につながり
ます。

よこはまグッドバランス賞のロゴマークを名刺や企
業等のホームページなどに表示することができます。

市内大学等と連携した交流会（就職説明会）に参加し、
採用情報や企業等の取組等をPRすることができます。22

認定企業の取組内容を横浜市のホームページや広報
誌などで積極的にPRします。11

33

44

55

認定企業と大学生等との交流会

・認定回数が通算７回の企業を「７回継続賞」、５回を「５回継続賞」、３回を「３回継続賞」
とし、継続した取組に対して賞を授与します。

・顕著な取組をしている企業等に「特別賞」を授与します。

・多数の学生に当社について興味を持ってもらえた
・積極的に質問してくれたり、メモをとったりと熱心に話を聞いてくれて
　とてもよかった
・学生が何に興味があるのか、どんなことを考えているのか知るよい機会となった
・他の企業の取組も聞くことができて勉強になった
・学生にも企業にも、双方にメリットがあると感じた
　次回も開催があるならば、ぜひ参加したい

交流会
の様子

検索よこはまグッドバランス賞
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