「地域貢献活動」評価項目一覧表
評価制度
評価制度の説明
の名称

評価の要件

①申請場所
電話番号

①の申請時に必要な書類
障がい者雇用状況に関する添付書類提
出表に次の書類を添付
(1)障がい者雇用状況の報告義務がある
事業主
・入札参加資格審査日以前の直近の６
月１日現在で、主たる事業所（いわゆる
本社）の所在地を管轄する公共職業安
定所に提出した「障害者雇用状況報告
書」（公共職業安定所の受付印のあるも
の）の写し
(2)障がい者雇用状況の報告義務はない
が、障がいのある人を雇用している事業
主
・前記の者を雇用していることを証する
書類（健康保険被保険者証、賃金台帳
又は出勤簿の写し等）

①障害者雇用促進法に規定する
障がい者雇用状況の報告義務を
有し、かつ、入札参加資格審査申
請日以前の直近の６月１日現在で
同法に規定する法定雇用障害者
数以上の障がいのある人を雇用し
ていること。

障害者雇用促進法に
規定する法定雇用障
１ 障がい者雇用 害者数以上の障がい
のある人を雇用してい
る企業等を評価するも
②障がい者雇用状況の報告義務
の。
がなく、かつ、入札参加資格審査
申請日以前の直近の決算期現在
で１人以上の障がいのある人を雇
用していること。

問合せ先
電話番号

・申請手続きに関すること
建築都市部
建築指導課建設業係
092-643-3719
・障がい者雇用制度に関すること
労働局新雇用開発課
障がい者雇用係
092-643-3594

※新雇用開発課の事前確認及び受付
印は不要。入札参加資格審査申請時に
審査会場にて、下記の書類を提出
２ 子育て応援

｢子育て応援宣言企業
審査基準日（直前決算日）におい
登録制度｣に基づき登
て有効な｢子育て応援宣言登録証｣
録された企業・事業所
の交付を受けていること
を評価

労働局新雇用開発課
①建設工事入札参加資格「子育て応援
雇用均等・両立係
宣言企業・事業所」評価申請書
092-643-3586
②子育て応援宣言登録証の写し
詳しくは県庁ホームページ
（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f16/niusa
tu-kosodate.html）参照のこと

審査基準日（直前決算日）以前の
１年間に、学校教育法に規定する
新規学卒者を正規従
学校又は専修学校を新たに卒業し
３ 新規学卒者雇 業員として採用し、継 た者（卒業後３年以内の未就職者 労働局労働政策課
用
続して雇用している企
092-643-3585
を含む。）を正規従業員として採用
業を評価するもの。
し、評価基準日においても県内事
業所で継続して雇用していること。

地域貢献活動評価申請書(新規学卒者
雇用）及び評価要件確認票（新規学卒
者雇用）に次の書類を添付
①採用した者が卒業後３年以
内の者であることが確認できる書類
・卒業証書又は卒業証明書の写し
②正規従業員として採用したことが確認
できる書類
・採用通知書、雇用契約書及び健康保
険・厚生年金保険資格取得確認及び標
準報酬決定通知書の写し
労働局労働政策課企画調整係
③採用した者が審査基準日において継 092-643-3585
続雇用されていることが確認できる書類
・審査基準日を含む賃金台帳若しくは源
泉徴収簿の写し又は出勤簿（タイムカー
ド）の写し
④職歴の有無等に関する新規学卒者本
人の申告書
⑤返信用封筒（８２円切手貼付）
詳しくは県庁ホームページ
（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents
/hyouka-roudou1.html）参照のこと

審査基準日（直前決算日）におい
て、事業主が次に掲げるいずれか
の制度を導入し、就業規則におい
て確認できること。
（１）７０歳以上までの定年の引き
上げ
（２）７０歳以上までの継続雇用制
度（現に雇用している高年齢者が
７０歳以上まで働ける
希望するときは、当該高年齢者を
制度（７０歳以上までの
その定年後も引き続いて雇用する
定年の引き上げ、７０
４ ７０歳以上ま 歳以上までの継続雇 制度をいう。）※
で働ける企業
（３）定年の定めの廃止（就業規則
用制度、定年の定めの
制定当初から定年がない場合を含
廃止）の導入を図る企
む。）
業への優遇
※労働者の過半数で組織する労
働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合において
は労働者の過半数を代表する者と
書面による協定により、継続雇用
制度の対象となる高年齢者に係る
基準を定めることができる。

（１）地域貢献活動評価申請書（７０歳以
上まで働ける企業）
（２）地域貢献活動評価確認票
（３）要件を確認できる就業規則の写し
※継続雇用制度の対象となる基準を
定めている場合は、当該基準の内容が
わかる労使協定書等も添付してくださ
い。
（４）返信用封筒
住所、担当者名を記入し、８２円切手を
貼った定形郵便の封筒

福岡県７０歳現役応援センター
福岡オフィス
（福岡市博多区博多駅東
１－１－３３はかた近代ビル５階）
ＨＰ http://70-f.net/
受付時間
月曜～金曜９：３０～１８：００
（祝日、年末年始を除く）
092-432-2512

福岡県７０歳現役応援センター
092-432-2512
労働局新雇用開発課企画開発係
092-643-3593

評価制度
の名称

５ 雇用拡大

６

評価制度の説明

評価の要件

①申請場所
電話番号

新たな雇用により、審査基準日
正規雇用従業員が増 （直前決算日）現在、県内事業所の
労働局労働政策課
加している企業を評価 正規雇用従業員数の合計が、審査
092-643-3585
するもの。
基準日の１年前の時点より増加し
ていること。

協力雇用主として、自
立更生を支援するため
保護観察対象
保護観察対象者又は
者等の雇用
更生緊急保護対象者
を雇用

審査基準日（直前決算日）以前１
年間に、保護観察中の者（同一者） 法務省福岡保護観察所
または更生緊急保護中の者（同一 協力雇用主担当
者）を通算３か月以上雇用したこ
092-761-6799
と。

問合せ先
電話番号

①の申請時に必要な書類

地域貢献活動評価申請書（雇用拡大）
及び評価要件確認票（雇用拡大）に次の
書類を添付
①審査基準日における正規雇用従業員
数が確認できる書類
・直近の社会保険被保険者標準報酬決
定通知書の写し（役員を除く正規雇用従
業員に印をつけたもの）
②審査基準日の１年前時点における正
規雇用従業員数が確認できる書類
労働局労働政策課企画調整係
・①の前年の社会保険被保険者標準報 092-643-3585
酬決定通知書の写し（役員を除く正規雇
用従業員に印をつけたもの）
③新たに正規従業員を雇用したことが
確認できる書類
・採用通知書及び雇用契約書の写し
④返信用封筒（８２円切手貼付）
詳しくは県庁ホームページ
（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents
/hyouka-roudou2.html）参照のこと

保護観察中の者または更生緊急保護中
の者を通算３か月以上雇用したことが確
認できるもの
(1)雇用契約書または採用通知書
(2)賃金台帳の写しまたは出勤簿
(3)その他法務省福岡保護観察所が指
示する書類

法務省福岡保護観察所
協力雇用主担当
092-761-6799
人づくり・県民生活部青少年育成
課支援係
092-643-3388
福祉労働部保護・援護課生活困
窮者自立支援係
092-643-3315

※ただし、平成２９年度の申
各県土整備事務所総務課
福岡 092-641-0161
久留米 0942-44-5222
南筑後 0944-41-5112
直方 0949-22-5608
京築 0979-82-3350
朝倉 0946-22-3910
八女 0943-22-6982
北九州 093-691-2761
風水災害時に県管理
審査基準日（直前決算日）現在、 田川 0947-42-9111
の施設や区域が被災
「風水災害時の緊急対策工事等に 飯塚 0948-21-4930
した際、速やかな復旧
関する協定書」を福岡県と締結して 那珂 092-513-5561
を図ることを目的に福
いること。
岡県と建設業者間で協
各農林事務所総務課
定を締結している。
福岡 092-735-6121
朝倉 0946-22-2730
八幡 093-601-8851
飯塚 0948-21-4951
筑後 0942-52-5642
行橋 0930-23-0380

同左又は
県のホームページ
又は
左記の各県土整備事務所、各農林事務
所。
県土整備部企画課技術調査室
農林水産部水産振興課

県土整備部企画課
技術調査室
092-643-3644
農林水産部農山漁村振興課
092-643-3504

農林水産部水産振興課
092-643-3565

災害時における物資の
供給等について福岡
総務部防災危機管理局
審査基準日（直前決算日）現在、防
県と協定を締結してい
防災企画課
災企画課を窓口として防災協定を
る企業を評価するも
092-643-3112
締結していること。
の。

県のホームページ
又は
総務部防災危機管理局防災企画課

総務部防災危機管理局
防災企画課
092-643-3112

防災協定
※右記要件い
ずれかひとつ
を満たして５点
７ 加算。
審査基準日（直前決算日）現在に
（右記全ての
おいて、以下の団体の会員である
要件を満たし
こと。
ても５点の加
審査基準日（直前決算日）現在に
大規模災害に伴う災害
算となりま
おいて、防災協定に基づく災害廃
廃棄物を速やかに処
す。）
棄物の処理に協力する者であると
理するため、県との間
当該団体が証明すること。
環境部廃棄物対策課
で防災協定を締結する
計画指導係
団体に加盟し、災害廃
・公益社団法人福岡県産業資源循 092－643－3363
棄物の処理に協力す
環協会
る当該団体の会員事
・福岡県清掃事業協同組合連合会
業者を評価するもの。
・一般社団法人福岡県建造物解体
工業会
・福岡県環境整備事業協同組合連
合会

地域貢献活動評価申請書（防災協定
（災害廃棄物処理））
当該団体の証明書

環境部廃棄物対策課
計画指導係
092－643－3363

す。）

評価制度
の名称

評価制度の説明

福岡県と「災害時等
における防災・減災、
災害緊急活動及び木
造応急仮設住宅の建
設等に関する協定書」
を締結している福岡県
建築物災害対策協議
会の構成団体の会員
事業者を評価する。

評価の要件

①申請場所
電話番号

審査基準日（直前決算日）現在に
おいて、福岡県建築物災害対策協
議会の構成団体である（一社）福
岡県建設業協会、福岡県建設業協
同組合、（一社）福岡県木造住宅協
県営住宅課
会の会員であること。
住宅設計係
審査基準日（直前決算日）現在に
092-643-3736
おいて、左記の防災協定に基づく、
災害緊急活動、木造応急仮設住宅
の建設、および応急修理に協力す
るものであると、福岡県建築物災
害対策協議会の構成団体が証明
すること。

各県土整備事務所総務課
福岡 092-641-0161
久留米 0942-44-5222
南筑後 0944-41-5112
直方 0949-22-5608
京築 0979-82-3350
朝倉 0946-22-3910
八女 0943-22-6982
北九州 093-691-2761
福岡県と締結している
田川 0947-42-9111
「風水災害時の緊急対
飯塚 0948-21-4930
策工事等に関する協
審査基準日（直前決算日）以前３
那珂 092-513-5561
定書」に基づき、緊急 年間に左記協定に基づき、緊急対
対策工事を実施するこ 策工事を実施したこと。
各農林事務所総務課
ととしている。
福岡 092-735-6121
朝倉 0946-22-2730
八幡 093-601-8851
飯塚 0948-21-4951
筑後 0942-52-5642
行橋 0930-23-0380

問合せ先
電話番号

①の申請時に必要な書類

(1)地域貢献活動評価申請書（防災協定
（木造応急仮設住宅の建設等））
県営住宅課
(2)福岡県建築物災害対策協議会の構
住宅設計係
成団体である（一社）福岡県建設業協
092-643-3736
会、福岡県建設業協同組合、（一社）福
岡県木造住宅協会の証明書

同左又は
県のホームページ
又は
左記の各県土整備事務所、各農林事務
所。
県土整備部企画課技術調査室
農林水産部水産振興課

県土整備部企画課
技術調査室
092-643-3644
農林水産部農山漁村振興課
092-643-3504

農林水産部水産振興課
092-643-3565

災害時対応
※右記要件い
ずれかひとつ
を満たして５点
８ 加算。
（右記全ての
要件を満たし
ても５点の加
算となりま
す。）

福岡県と締結している
「災害時における物資
総務部防災危機管理局
の供給に関する協定」 審査基準日（直前決算日）以前３
防災企画課
等に基づき、物資の供 年間に左記協定に基づき、支援等
092-643-3112
給等を実施した企業を を実施したこと。
評価するもの。

審査基準日（直前決算日）現在に
おいて、以下の団体の会員である
こと。
審査基準日（直前決算日）以前３
年間に左記の防災協定に基づき、
大規模災害に伴う災害
災害廃棄物の処理を行った者で
廃棄物を速やかに処
あって、そのことを当該団体が証明
理するため、県との間
すること。
環境部廃棄物対策課
で防災協定を締結する
計画指導係
団体に加盟し、災害廃
・公益社団法人福岡県産業資源循 092-643-3363
棄物の処理を行った当
環協会
該団体の会員事業者
・福岡県清掃事業協同組合連合会
を評価するもの。
・一般社団法人福岡県建造物解体
工業会
・福岡県環境整備事業協同組合連
合会

福岡県と締結してい
る「災害時等における
防災・減災、災害緊急
活動及び木造応急仮
設住宅の建設等に関
する協定書」に基づ
き、災害緊急活動、木
造応急仮設住宅の建
設、応急修理を実施し
た、福岡県建築物災害
対策協議会の構成団
体の会員事業者を評
価する。

審査基準日（直前決算日）現在に
おいて、福岡県建築物災害対策協
議会の構成団体である（一社）福
岡県建設業協会、福岡県建設業協
同組合、（一社）福岡県木造住宅協
県営住宅課
会の会員であること。
住宅設計係
審査基準日（直前決算日）以前３
092-643-3736
年間に左記の防災協定に基づき、
災害緊急活動、木造応急仮設住宅
の建設、または応急修理を行った
者であって、そのことを福岡県建築
物災害対策協議会の構成団体が
証明すること。

県のホームページ
又は
総務部防災危機管理局防災企画課

地域貢献活動評価申請書（防災協定
（災害廃棄物））
当該団体の証明書

総務部防災危機管理局
防災企画課
092-643-3112

環境部廃棄物対策課
計画指導係
092-643-3363

(1)地域貢献活動評価申請書（災害時対
応（木造応急仮設住宅の建設等））
県営住宅課
(2)福岡県建築物災害対策協議会の構
住宅設計係
成団体である（一社）福岡県建設業協
092-643-3736
会、福岡県建設業協同組合、（一社）福
岡県木造住宅協会の証明書

評価制度
の名称

９ 消防団協力

評価制度の説明

評価の要件

・事業所が消防団活動
に協力することを社会
貢献として賞揚する
「消防団協力事業所表
示制度」の導入を推進
審査基準日（直前決算日）現在、
し、地域の消防防災力
市町村の消防団事務局より、「消
の充実強化等の一層
防団協力事業所」の認定を受けて
の推進を図ることを目
いること。
的とする。
・県内の市町村消防団
と事業所又はその他の
団体との連携強化をは
かる。

口蹄疫や高病原性鳥
インフルエンザが発生
した際、速やかな初動
防疫対策を図ることを
口蹄疫等防疫 目的に、協定締結の
１０
支援
上、緊急支援業務（埋
却溝掘削や、殺処分し
た家畜の運搬・埋却
等）協力会社を定めて
いる。

①申請場所
電話番号

①の申請時に必要な書類

市町村による消防団協力事業所
表示制度の認定は、各市町村の
消防団事務局で実施（連絡先は、 左記の申請先へ問い合わせください。
県のホームページに記載あり）。

福岡農林事務所
農業振興課畜産係
092-735-6126
朝倉農林事務所
農業振興課畜産係
0946-22-2732
八幡農林事務所
農山村・農業振興課
園芸畜産・食の安全係
審査基準日（直前決算日）におい 093-601-8852
て、農林事務所長が締結する「口 飯塚農林事務所
蹄疫等防疫支援に関する地域協 農業振興課畜産係
定」の「口蹄疫等緊急支援業務協
0948-21-4956
力会社名簿」に登載されているこ 筑後農林事務所
と。
農業振興課畜産係
または、審査基準日（直前決算
0942-52-5106
日）において、家畜保健衛生所長と 行橋農林事務所
「口蹄疫等防疫支援に関する協
農業振興課
定」を締結していること。
園芸畜産・食の安全係
0930-23-0382
中央家畜保健衛生所
092-633-2920
両筑家畜保健衛生所
0942-30-1037
北部家畜保健衛生所
0948-42-0214
筑後家畜保健衛生所
0942-53-2405

県のホームページ
又は
左記の申請の部署へ問い合わせくださ
い。

問合せ先
電話番号

各市町村の消防団事務局

福岡農林事務所
農業振興課畜産係
092-735-6126
朝倉農林事務所
農業振興課畜産係
0946-22-2732
八幡農林事務所
農山村・農業振興課
園芸畜産・食の安全係
093-601-8852
飯塚農林事務所
農業振興課畜産係
0948-21-4956
筑後農林事務所
農業振興課畜産係
0942-52-5106
行橋農林事務所
農業振興課
園芸畜産・食の安全係
0930-23-0382
中央家畜保健衛生所
092-633-2920
両筑家畜保健衛生所
0942-30-1037
北部家畜保健衛生所
0948-42-0214
筑後家畜保健衛生所
0942-53-2405

「福岡県飲酒運転撲滅
運動の推進に関する
審査基準日（直前決算日）に「福
県のホームページ又は、
人づくり・県民生活部生活安全課
人づくり・県民生活部生活安全課
１１ 飲酒運転撲滅 条例」に基づき「飲酒 岡県飲酒運転撲滅運動の推進に 交通安全係
運転撲滅宣言企業」の 関する条例」に基づく「飲酒運転撲
交通安全係
092-643-3167
登録をされている企業 滅宣言企業」の登録
092-643-3167
について優遇

人づくり・県民生活部生活安全課
交通安全係
092-643-3167

・「女性と子どもの安全
みまもり企業運動」は、
性犯罪の被害者となる
女性や子どもを守るた
めの企業による自主的
県のホームページ又は、
女性と子ども な取り組みを推進する 審査基準日（直前決算日）現在、 人づくり・県民生活部生活安全課
人づくり・県民生活部生活安全課
１２ の安全みまも もの。
「女性と子どものみまもり企業運
女性・子ども安全係
女性・子ども安全係
り
・この企業運動の趣旨 動」の登録
092-643-3124
092-643-3124
に賛同し、県と協働し
て性犯罪抑止活動を
行う企業として登録さ
れたものについて優
遇。

人づくり・県民生活部生活安全課
女性・子ども安全係
092-643-3124

「福岡県働く世代をが
保健医療介護部がん感染症疾病
んから守るがん検診推 審査基準日（直前決算日）現在、
１３ がん検診推進 進事業所」の登録をさ 「福岡県働く世代をがんから守るが 対策課
がん・疾病対策係
れている事業所につい ん検診推進事業所」の登録
092-643-3317
て優遇

保健医療介護部がん感染症疾病
対策課
がん・疾病対策係
092-643-3317

県のホームページ又は、
保健医療介護部がん感染症疾病対策
課がん・疾病対策係
092-643-3317

評価制度
の名称

評価制度の説明

評価の要件

①申請場所
電話番号

①の申請時に必要な書類

建設業労働災害防止協会各分会
福岡分会 092-483-1831
八幡分会 093-663-1321
小倉分会 093-591-8131
門司分会 093-371-5266
若松分会 093-761-1521
建設業の労働災害防
審査基準日（直前決算日）現在、
建設業労働災
行橋分会 0930-23-2255
左記の建設業労働災害防止協会各分
１４
止に積極的に取り組む 建設業労働災害防止協会に加入
害防止
豊前分会 0979-83-2274
会へお問い合わせください。
企業を評価するもの。 していること
飯塚分会 0948-22-0567
田川分会 0947-44-1445
直方分会 0949-22-1129
久留米分会 0942-36-3323
大牟田分会 0944-85-5263
八女分会 0943-24-3300

１５ エコ事業所

省エネルギー・省資源
等の地球温暖化対策
に取組む旨を宣言し、
「エコ事業所」として登
録されている事業者を
審査基準日（直前決算日）現在、エ 環境部環境保全課
優遇
コ事業所の登録
092-643-3356
※エコ事業所は事業所
単位の登録であるため
取扱について注意・整
理が必要

環境省が策定したエコ
アクション２１ガイドライ
ンに基づき省エネル
審査基準日（直前決算日）現在、エ
エコアクション
ギー、省資源、廃棄物
１６
コアクション２１の認証・登録を受け 環境部環境保全課
２１
削減等の取組を行い、
ていること
092-643-3356
エコアクション２１の認
証・登録を受けた事業
者を優遇

問合せ先
電話番号
建設業労働災害防止協会各分会
福岡分会 092-483-1831
八幡分会 093-663-1321
小倉分会 093-591-8131
門司分会 093-371-5266
若松分会 093-761-1521
行橋分会 0930-23-2255
豊前分会 0979-83-2274
飯塚分会 0948-22-0567
田川分会 0947-44-1445
直方分会 0949-22-1129
久留米分会 0942-36-3323
大牟田分会 0944-85-5263
八女分会 0943-24-3300

①地域貢献活動評価申請書（エコ事業
所）
②エコ事業所登録証の写し
環境部環境保全課
※登録期間の中に経営審査基準日（直 092-643-3356
前決算日）が含まれるもの
③返信用封筒（８２円切手貼付）

①地域貢献活動評価申請書（エコアク
ション２１）
②エコアクション２１認証・登録証の写し 環境部環境保全課
※登録期間の中に経営審査基準日（直 092-643-3356
前決算日）が含まれるもの
③返信用封筒（８２円切手貼付）

※ただし、平成２９年度の申

１７ 経営革新

「中小企業等経営強化
法」に基づき、中小企
業者が経営向上のた
めに策定する新事業
活動に関する計画であ
り、県知事により承認さ
れるもの。

「さわやか道路美化
促進事業」では地域住
民や企業等が行う清掃
等のボランティア活動
１８ 道路愛護活動 を支援している。
この事業に賛同し、
県と連携して道路美化
活動に取り組む企業に
ついて優遇するもの。

｢中小企業等経営強化法｣に基づく
｢経営革新計画｣の承認を受けてい 商工部新事業支援課
る場合。
新分野推進係
※審査基準日（直前決算日）が経 092-643-3449
営革新計画の期間内であること。

①地域貢献活動評価申請書（経営革
新）
②経営革新計画承認書の写し
③経営革新計画変更承認通知書の写し 商工部新事業支援課
（計画を変更している場合）
新分野推進係
④返信用封筒（後日、窓口で受領する場 092-643-3449
合を除く）
住所、担当者名を記入し、８２円切手を
貼った定形郵便封筒

審査基準日（直前決算日）におい
て、活動団体としての認定がなされ
ていること。
また、審査基準日が属する年度
の前年度の活動実績を有している
県土整備部道路維持課
こと。（ただし、審査基準日が属す
管理係
る年度、もしくは、審査基準日が属
092-643-3653
する年度の前年度に、さわやか道
路美化促進事業の認定を受けた
企業においては、認定後、審査基
準日前1年以内に１回以上の活動
実績を有すること。）

・評価申請に関すること
「さわやか道路美化促進事業実績報告 県土整備部道路維持課
書」の写し
管理係
「評価の要件」に該当していることがわ 092-643-3653
かる実績報告書であること
・「さわやか道路美化促進事業」の
・「さわやか道路美化促進事業実施団体 「実施団体」としての認定に関する
等認定証」の写し
こと
管轄の県土整備事務所・支所

審査基準日（直前決算日）におい
て、「河川愛護企業」として登録が
なされ、かつ、以下の要件を満たし
ていること。又は、「河川愛護活動
活動支援企業」としての登録がなさ
れていること。
福岡県が管理している
河川において、清掃や
除草などの河川愛護
活動をおこなう「河川愛
１９ 河川愛護活動 護企業」及び、河川愛
護団体等の活動を支
援する「河川愛護活動
支援企業」について優
遇するもの。

・河川愛護企業
審査基準日（直前決算日）が属す
る年度の前年度の活動に対し各県
県土整備部河川管理課管理係
土整備事務所（支所）が発行する
092-643-3666
活動実績承認書を有していること。
（ただし、審査基準日（直前決算
日）が属する年度、もしくは、審査
基準日（直前決算日）が属する年
度の前年度に、河川愛護企業の登
録を受けた企業においては、登録
後、審査基準日（直前決算日）以前
６ヶ月以内に１回以上の活動実績
を有すること。）
注）年度…福岡県の会計年度

・河川愛護企業
活動実績承認書の写し。又は、評価の
要件内の但し書きに該当する企業にお
いては、１回以上の活動が記載されてい
る活動実績報告書の写し。
・河川愛護活動支援企業
特になし。
※郵送での交付を希望される場合は、
返信用封筒を同封してください。

・評価申請に関すること
県土整備部河川管理課
管理係
092-643-3666
・「河川愛護企業」及び「河川愛護
活動支援企業」の登録に関するこ
と
同上、もしくは管轄の県土整備事
務所・支所

評価制度
の名称

評価制度の説明

評価の要件

①申請場所
電話番号

総務部税務課
092-643-3049

２０ 個人住民税特別徴収に係る地域貢献活動評価項目は平成２９年３月３１日をもって廃止となりました。

審査基準日（直前決算日）におい
て公正採用選考人権啓発推進員
を設置していること
【公正採用選考人権啓発推進員と
公正採用選考人権啓 は】
公正な採用選
２１
発推進員を設置してい ・公正な採用選考の実施と事業所
考
る場合
内の人権研修の計画・実施等を推
進。
・事業所を管轄する福岡県内の公
共職業安定所（ハローワーク）に選
任報告書を提出して設置。

２２

人権・同和問
題啓発研修

事業所を管轄する福岡県内の公
共職業安定所（ハローワーク）
公正採用選考人権啓発推進員の
担当窓口
福岡中央 092-687-4458
福岡東 092-672-8633
福岡南 092-687-4520
福岡西 092-688-9207
八幡 093-622-6691
小倉 093-941-8749
行橋 0930-25-8609
大牟田 0944-69-0011
久留米 0942-90-0012
八女 0943-23-6188
朝倉 0946-22-8609
飯塚 0948-24-8635
直方 0949-58-5014
田川 0947-44-8609

・公正採用選考人権啓発推進員
制度全般に関すること
労働局労働政策課
就業支援係
092-643-3592

「地域貢献活動評価確認書（２１ 公正
な採用選考）」
・具体的な公正採用選考人権啓
（様式は県のホームページに掲載してい
発推進員の設置報告及び公正な
ます。）
採用選考に係る地域貢献活動評
価確認の手続きに関すること
①に記載する公共職業安定所
（ハローワーク）公正採用選考人
権啓発推進員の担当窓口

審査基準日（直前決算日）以前１ 申請場所・電話番号は、下記研
「地域貢献活動評価申請書（２２ 人
年以内に以下の人権・同和問題啓 修担当部署
権・同和問題啓発研修）」
県では、人権問題に 発研修を受講した場合。
（様式は県のホームページに掲載して
ついての正しい理解と
います。）
認識を深めるため、県
民や企業等を対象に
人権・同和問題に関す
る啓発の推進に努めて
いる。
研 修 名
研修担当課
電話番号
企業に対する「人権・
同和問題啓発研修」を
人づくり・県民生活部私学振興・青少年
私立専修学校各種学校人権・同和教育研修会
092-643-3129
評価項目とすることに
育成局私学振興課私学第一係
より、企業における人
同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修
福祉労働部
権・同和問題啓発研修
092-643-3325
講師団講師あっせん事業を活用した研修
への参加を一層促進
人権・同和対策局調整課調整係
人権啓発指導者セミナー
し、更なる啓発を推進
企業経営者人権啓発セミナー
商工部中小企業振興課金融係
092-643-3424
することを目的とする。
立地企業人権・同和問題研修会
商工部企業立地課立地計画係
092-643-3442

２３
２４

問合せ先
電話番号

①の申請時に必要な書類

左記の研修担当課
又は
人権・同和対策局調整課
調整係
092-643-3325

物品・サービス関係
次の１又は２のいずれかに該当す
ること

１．建設雇用改善優良事業所・功
績者表彰に係る事業所
次の（１）又は（２）のいずれか
に該当している事業所であって、
審査基準日まで継続して雇用改
善に取り組んでいるもの
（１）審査基準日が属する年度を
含む５ヶ年度以内に建設雇用
改善優良事業所として福岡県
知事表彰又は厚生労働大臣表
彰を受彰した事業所
（２）同期間に、建設雇用改善功
績者として厚生労働大臣表彰
又は国土交通大臣表彰を受彰
した者を審査基準日まで継続
建設労働者の雇用の
して雇用している事業所
安定及び福祉の増進
労働局労働政策課
を図るため、雇用改善
２５ 建設雇用改善
労働福祉係
に積極的に取り組む事 ２．１の事業所に準ずる取組を実
092-643-3587
施している事業所
業所を評価する。
次の（１）及び（２）のいずれに
も該当する事業所
（１）審査基準日に建設労働者の
雇用の改善等に関する法律第
５条第１項に規定する雇用管理
責任者を選任しており、その氏
名を当該事業所の建設労働者
に周知させていること
（２）審査基準日以前の１年間に
雇用管理責任者に厚生労働省
から委託を受けた機関が実施
する雇用管理研修を受講させ
ていること又はこれに相当する
知識の習得及び向上の取組を
行っていること

県のホームページをご覧いただくか、
労働政策課労働福祉係にお尋ねくださ
い。
092-643-3587

労働局労働政策課
労働福祉係
092-643-3587

評価制度
の名称

評価制度の説明

評価の要件

県産農林水産物の消
費拡大につながる取組
や農山漁村地域で社
会貢献活動を実施する 審査基準日（直前決算日）現在、
２６ 農林漁業応援
「ふくおか農林漁業応 「ふくおか農林漁業応援団体」の登
援団体」の登録をされ 録
ている企業について優
遇

１．企業における指導
的地位への女性の登
用を進めるため、女性
の管理職比率あるい
は管理職数の将来目
標を定めて取り組んで
いる事業者を評価する
もの。

①申請場所
電話番号

農林水産部
食の安全・地産地消課
地産地消推進係
092-643-3575

①の申請時に必要な書類

(1)地域貢献活動評価申請書
(2)ふくおか農林漁業応援団体登録証の
写し
(3)返信用封筒(郵送の場合)
＊住所、担当者名、切手を貼った定型郵
便の封筒

問合せ先
電話番号

農林水産部
食の安全・地産地消課
地産地消推進係
092-643-3575

(1)地域貢献活動評価申請書
(2)返信用封筒（住所、担当者名、切手を
貼った定型郵便の封筒）

審査基準日（直前決算日）現在に
おいて、「女性の活躍推進評価書」
による確認を受け、評価書の有効
期間中にあるもの。

※あらかじめ「女性の活躍推進評価書」
を提出し、確認を受けていることが必要
です。

女性の活躍推
進
※右記要件い
ずれかひとつ
を満たして５点
２７
加算。
（右記全ての
要件を満たし
ても５点の加
２．企業における女性
算となりま
の活躍に向けた取組を
す。）
促進するため、「女性
の職業生活における活
躍の推進に関する法
律」（以下「女性活躍推
進法」という。）に基づく
一般事業主行動計画
の策定・公表・届出をし
た事業者を評価するも
の。（女性活躍推進法
で努力義務となってい
る常時雇用者300人以
下の事業者に限る。）

児童養護施設等を退
所した者の生活の安定
児童養護施設 を図るため、退所者を
２８ 等退所者の雇 正規従業員として採用
用
している企業を評価す
る。

２９

県産リサイク
ル応援

県内で製造等された
「福岡県県産認定リサ
イクル製品」（県産リサ
イクル製品）の利用促
進及び県内リサイクル
産業の育成を図るた
め、当該製品を積極的
に使用する「県産リサ
イクル応援事業所」とし
て登録を受けた事業者
のうち、一定額以上使
用した事業者を評価す
るもの。

人づくり・県民生活部
男女共同参画推進課
女性活躍推進室
092-643-3399

審査基準日（直前決算日）現在に
おいて、女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画の策定・公
表・届出をし、計画期間中にあるも
の。（女性活躍推進法で努力義務
となっている常時雇用者300人以
下の事業者に限る。）

審査基準日（直前決算日）以前の
福祉労働部児童家庭課
１年間に、児童養護施設等を退所
092-643-3256
した者（退所後３年以内の未就職
者を含む）を正規従業員として採用
し、雇用していること。

審査基準日（直前決算日）におい
て、「県産リサイクル応援事業所」
として「登録区分；使用」で登録が
なされ、かつ以下の要件を満たし
ていること。
・審査基準日（直前決算日）が属す
る年度（福岡県の会計年度）の前
年度において、登録事業所におけ
る県産リサイクル製品の購入金額
が10万円以上であること。
ただし、審査基準日（直前決算
日）が属する年度又は審査基準日 環境部循環型社会推進課
（直前決算日）が属する年度の前 092-643-3372
年度に登録を受けた場合は、登録
後、審査基準日（直前決算日）前１
年以内に、登録事業所における県
産リサイクル製品の購入金額が10
万円以上であること。
なお、「県産リサイクル応援」の登
録事業者が複数の登録事業所を
有する場合は、各登録事業所にお
ける県産リサイクル製品の購入金
額の合計金額が10万円以上であ
ること。

人づくり・県民生活部
男女共同参画推進課
女性活躍推進室
092-643-3399

(1)地域貢献活動評価申請書
(2)女性の活躍推進地域貢献活動評価
（女性活躍推進法）確認票
(3)都道府県労働局へ提出した一般事業
主行動計画策定届の写し
(4)返信用封筒（住所、担当者名、切手を
貼った定型郵便の封筒）
※ただし、(2)は平成３０年４月１日から必
要

地域貢献活動評価申請書（施設等退所
児童雇用）及び評価要件確認票（施設
等退所児童雇用）に次の書類を添付
①正規従業員として採用したことが確認 福祉労働部児童家庭課
できる書類
児童福祉係
・採用通知書、雇用契約書及び健康保 092-643-3256
険・厚生年金保険資格取得確認及び標
準報酬決定通知書の写し
②返信用封筒（８２円切手貼付）

(1)地域貢献活動評価申請書
(2)「県産リサイクル応援事業所取組実
施報告書」の写し。又は、評価要件を満
環境部循環型社会推進課リサイ
たしていることが確認できる書類（購入
クル係
金額が確認できる領収書等）
092-643-3372
(3)返信用封筒（郵送希望の場合）
※返送先の住所・宛名・担当者名を記載
し、必要額の切手を貼付した定型封筒。

評価制度
の名称

評価制度の説明

暴力団員の社会復帰
を促進するため、警察
又は公益財団法人福
暴力団から離 岡県暴力追放運動推
３０ 脱した者の雇 進センターが就労支援
用
を行った暴力団離脱者
を３か月以上継続して
雇用している協賛企業
を評価するもの。

暴力団員による不当
要求行為の被害防止
を図るため、公益財団
不当要求防止 法人福岡県暴力追放
３１ 責任者講習の 運動推進センターの実
受講
施する不当要求防止
責任者講習を受講した
事業者を評価するも
の。

３２ 被災者雇用

被災者の就業を促進
するため、被災者を雇
用した企業を評価する
もの。

評価の要件

以下のすべての要件を満たして
いること。
１ 公益財団法人福岡県暴力追放
運動推進センター（暴追センター）
に、協賛企業として登録されている
こと。
２ 審査基準日（直前決算日）以前
１年の間に、福岡県警察又は暴追
センターが就労の支援を行った暴
力団離脱者を雇用したこと。
３ 同一人の雇用で、雇用期間が３
か月以上であること。

３３ 出会い・結婚
応援

福岡県警察本部
組織犯罪対策課
社会復帰対策係
０９２－６４１－４１４１
（内線４５７４）

審査基準日（直前決算日）以前４
年の間に、公益財団法人福岡県暴
力追放運動推進センターが実施す
る「不当要求防止責任者講習」を
受講したこと。

審査基準日（直前決算日）以前３
総務部防災危機管理局
年間に、平成２９年７月九州北部豪
防災企画課
雨による被災者を通算３か月以上
092-643-3112
新たに雇用したこと。

審査基準日（直前決算日）におい
て有効な｢出会い応援団体登録証｣
の交付を受けていること。
「出会い応援団体」とし
て登録され、独身者の
出会い・結婚を応援す
る企業・団体を評価す
るもの。

①申請場所
電話番号

ただし、今年度の申請
については、平成30
年9月30日までに要件
を満たしたものも認め
る。

①の申請時に必要な書類

問合せ先
電話番号

１ 地域貢献活動評価申請書（確認書）
２ 添付書類
審査基準日（直前決算日）における
暴力団から離脱した者を雇用したこと 福岡県警察本部
が
組織犯罪対策課
確認できるもの。
社会復帰対策係
０９２－６４１－４１４１
し
（内線４５７４）
策課が指示する書類

福岡県警察本部
１ 建設工事入札参加資格「不当要求防 組織犯罪対策課
止責任者講習の受講」評価申請書
暴力団排除企画係
２ 受講修了書の写し
０９２－６４１－４１４１
（内線４５７６）

県のホームページをご覧いただくか、総 総務部防災危機管理局
務部防災危機管理局防災企画課にお尋 防災企画課
ねください。
092-643-3112

※子育て支援課の事前確認及び受付印
は不要。入札参加資格審査申請時に審
査会場にて、下記の書類を提出
子育て支援課
出会い・子育て応援係
①建設工事入札参加資格「出会い応援 092-643-3311
団体」評価申請書
②出会い応援団体登録証の写し

