
積水ハウス株式会社

子育て家庭にやさしい
「赤ちゃんの駅べびほっ❤」の登録や、「ハグっ

こ・マタニティマーク」の掲示など、子連れの方

にも配慮しています。

地域の子どもにやさしい
「こども110番の家」の登録、FMとよはし「小学生ラ

ジオコンテスト」に協賛、ミラまちこども館寄贈など地

域の子どもたちにやさしい取組みを実施しています。

従業員のワークライフバランスにやさしい
保育利用料補助、ファミリーフレンドリーデイ

の実施、ランチケーションの実施、在宅勤務制度、

厚生労働大臣認定「えるぼし」認定、男性社員の

1カ月以上の育休取得推進、結婚・出産祝金の支

給、家族手当の支給など、従業員のワークライフ

バランスにやさしい取組みを実施しています。

【更新認定】初回認定 平成２９年度

「豊橋市子育て応援企業」は、新たに７７社（１５６事業所）が認定を受け、

累計で1７０社（3３７事業所）となりました。新たな認定企業のうち、特

に優れた取り組みを行っている企業を表彰しました。

ミラまちこども館を寄贈。 ミラまちこども館の集会室。地域の

子どもや子育て家庭の交流の場です。

月１度、子育て中の従

業員が、情報共有の場

として、ミーティングを

開催。

男女問わず、仕事と育

児・家事の両立を推進

しています。

こども未来館ここにこの

子ども向けイベントに参加。

【事業内容】 住宅等建築工事の請負・施工、

不動産売買等

男性社員の１か月以上の

育児休業取得率は100％。

最大4回までの分割取得も

可能など工夫しています。



株式会社ウェブインパクト

在宅勤務や勤務時間のフレキシブ

ル化などが制度として確立されてい

るため、働く側も選択肢が広がり、

子育て中の社員も働きやすい環境が

整えられています。

【更新認定】初回認定 平成２９年度

リモートワークも

オンラインで

情報共有しています。

【事業内容】ソフトウェア業

【更新認定】初回認定 平成２６年度

北河建設興業株式会社

子どもたちに交通安全指導

をしています。

前回認定時より新たに、とよはし

ハグっこマークの表示。職場体験の

受け入れ。法定を上回る就業制度を

整え、従業員の結婚支援など従業員

のワークライフバランスにやさしい

取組みなどを大幅に充実しました。

【事業内容】土木建築工事業、石油類販売、

不動産取引業

【更新認定】初回認定 平成２９年度

豊橋鉄道株式会社

豊橋市電の日イベント

などを開催しています。

前回認定時より新たに、制度が利

用できる職場づくり、結婚・出産祝

金の支給、家族手当の支給など取組

みを充実しました。地域の子どもが

参加できるイベントを開催するなど、

地域の子どもたちにやさしい取組み

を実施しています。

【事業内容】鉄道旅客事業、不動産事業、

広告事業、旅行業

渥美線、新豊橋駅、市内

線営業所はこども110番

の家に登録し、子どもの

安全対策に取り組んでい

ます。



社会福祉法人さわらび会

子ども食堂の開催や、地元の子ど

もと高齢者のコミュニケーションづ

くりの場として放課後居場所づくり

に取り組み、多世代交流の場となっ

ています。

【更新認定】初回認定 平成２９年度・【新規認定】

【事業内容】高齢者及び障害者福祉事業の運営

【認定事業所名】

本部事務局、特別養護老人ホーム さわらび荘、地域密

着型サービス事業所 常盤、特別養護老人ホーム 第二

さわらび荘、軽費老人ホーム 若菜荘、障害者支援施設

珠藻荘、障害者支援施設 あかね荘、障害福祉サービス

事業所 明日香、障害福祉サービス事業所 しろがね

ヤマサちくわ株式会社

出張ちくわ教室の実施。令和元年

度は市内小学校27校などで授業を実

施するなど、地域の子どもへの食

育・体験活動に取り組んでいます。

【新規認定】

実際にちくわを作るなど、

楽しみながら地元の企業

を知ることができる。

【事業内容】魚肉練製品の製造・販売

【認定事業所名】

本社、本店

株式会社マップクエスト

在宅勤務や勤務時間のフレキシブ

ル化などが制度として確立されてい

るため、働く側も選択肢が広がり、

子育て中の社員も働きやすい環境が

整えられています。

【更新認定】初回認定 平成２９年

在宅勤務もできるから

子育てしながら多様な

働き方ができます。

【事業内容】地図に特化したソフトウェアの開発・

株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｒｅｈａ

施術の待ち時間に子どもたちが勉

強できるよう空いたスペースを提供

したり、部活や子どもたちを対象と

したオンライントレーニングを開催

しています。

【更新認定】初回認定 平成２９年

新しい生活様式

の中で学生たちを

応援します。

【事業内容】フィットネスジム併設型鍼灸接骨

【認定事業所名】

パフォーマンスリハセンター

パ フォ ー マ ン ス リ ハ



　　　認定企業一覧
会社名（認定年度／50音順） 取組分野 会社名（認定年度／50音順） 取組分野

井口土建株式会社 ①②③ 株式会社大垣共立銀行 ①②③

荏原商事株式会社 ①②③ 三井住友海上火災保険株式会社 ①②③

株式会社三立  　②③ 損害保険ジャパン株式会社 　 ②③

神野建設株式会社  　②③ 東京海上日動火災保険株式会社 ①②③

谷山建設株式会社 　 ②③ 豊川信用金庫 ①②③

中央建設株式会社 ①②③ 株式会社大和証券グループ本社 　 ②③

株式会社花田工務店 ①②③ 伊藤保険株式会社 ①②③

株式会社イセヤス建材 　 ②③ 蒲郡信用金庫 ①②③

平中電気株式会社 　 ②③ 豊橋商工信用組合 ①②③

藤城建設株式会社 　 ②③ 豊橋信用金庫 ①②③

株式会社オーテック 　 ②③

株式会社大建 　 ②③ 株式会社中京テレビサービス ①　 ③

株式会社中部 　 ②③ ブレックホーム  　②③

東海工営株式会社 ①②③

愛豊電気株式会社 ①②③ 高瀬麗子税理士事務所 ① 　③

一幸建設株式会社 ①②③ 株式会社サイエンス・クリエイト ①　 ③

株式会社カイテック ①　 ③ 株式会社プライズメント 　 ②③

日下建設株式会社 ①②③ イノチオホールディングス株式会社  　②③

大松建設興業株式会社 　 ②③ 株式会社イズミテック ①②③

株式会社中建設 　 ②③

豊立工業株式会社 　 ②③ 有限会社シナノ・エム ①②③

株式会社丸正 ①②③ 株式会社Cheers ①②③

丸中建設株式会社 　 ②③ café&gateaux knohd ①②　 

三河土建株式会社 ①②③ 株式会社中日本吉野家 ①②③

青山建設株式会社 　 ②③ 株式会社キャナリイ・ロウ ①②③

朝日土木興業株式会社 　 ②③ 株式会社ワイズ ①②③

イノチオアグリ株式会社  　②③

ＮＤＳ株式会社 ①　 ③ クリーニングサイトー ①②　 

株式会社オノコム ①②③ トータルリラクゼーションラウム ①②　 

北河建設興業株式会社 ①②③ 株式会社ベルクリエイト ①②③

株式会社新和技建 ①②③ ポーラエステインＳｍｉｌｅ店 ①②③

株式会社鈴木土建 ①②③ 朝日開発株式会社 ①②③

積水ハウス株式会社 ①②③ 株式会社LE-PLA BEAU ①②③

東海興業株式会社  　②③ 株式会社パルネットワーク ①　 ③

豊橋建設工業株式会社 ①②③

ＨＡＰＩＮＩＣＥ－ハピナイス－／株式会社林美建 ①②③ 株式会社パシフィックスポーツクラブ ①②③

株式会社マナック ①②③ 株式会社オリエント楽器 ①②③

名豊建設株式会社 ①②③ 株式会社ＢＫＣ保育サービス ①②③

株式会社石田産業 ①②③ 株式会社丸金商会 ①　 ③

小川建設株式会社 ①　 ③

企業組合　建築環境システム ①②③ 小石チルドレンクリニック ①②③

有限会社鷹丘ヴィル𡈽 ①　 ③ 医療法人小石マタニティクリニック ①②③

株式会社ニシ ①②③ 医療法人澄心会 　 ②③

株式会社ライフ建設  　②③ 朝日グリーンサービス株式会社 ①②③

有限会社五ツ星 ①②③

有限会社ウエルネス ①　 ③ 社会福祉法人岩崎学園 　 ②③

株式会社中野製畳所 ①②　 株式会社オリジン ①②③

岡本漁網株式会社 　 ②③ 特定非営利活動法人クオーレ ①　 ③

株式会社SPワークス 　 ②③ 有限会社美里 ①②③

シンフォニアテクノロジー株式会社 　 ②③ アクティーコーポレーション株式会社 ①②③

杉本屋製菓株式会社 　 ②③ 株式会社アビエス ①②③

三菱ケミカル株式会社 　 ②③ 社会福祉法人　清寿会 ①②③

花王株式会社 　 ②③ 有限会社たけのこ ①②③

株式会社くればぁ ①②③ 株式会社TOMONY ①　 ③

豊国工業株式会社 　 ②③ 株式会社虹のいろ ①　 ③

株式会社アイセロ  　②③ 特定非営利活動法人　福祉住環境地域センター ①②③

旭精機株式会社  　②③ 株式会社リーフス ①　 ③

中央製乳株式会社  　②③ 株式会社イノベイティブ・デザインキュー ①②③

本多電子株式会社  　②③ かどむら鍼灸院 ①②　 

豊橋木工株式会社 ①②③ 医療法人里童 ①②③

ヤマサちくわ株式会社 ①②③ 医療法人さわらび会  　②③

社会福祉法人さわらび会 ①②③

サーラエナジー株式会社 　 ②③ 医療法人尽誠会 ①②③

株式会社ツナグプレイス ①②　 

豊橋ケーブルネットワーク株式会社 ①②③ 社会福祉法人豊橋市福祉事業会 ①②③

株式会社システムハウス ①②③ 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ ①②③

株式会社ウェブインパクト  　②③ 株式会社つむぎコーポレーション  　②③

株式会社マップクエスト  　②③ 株式会社東海療育 ①②③

社会福祉法人　童里夢 ①②③

向島流通サービス株式会社 ①②③ 株式会社ワンラブ ①②③

豊鉄観光バス株式会社 　 ②③

豊鉄バス株式会社 ①②③ 日本郵便株式会社  　②③

豊橋鉄道株式会社 ①②③

株式会社アクティー ①②③

株式会社大羽ミシン ①②③ トヨテツオートサービス株式会社  　②③

ネッツトヨタ東海株式会社 ①②③ 株式会社明輝クリーナー ①②③

株式会社葦元 ①②③ 株式会社トヨタレンタリース名古屋  　②③

株式会社お亀堂 ①②　 株式会社フェニックス ①②　 

株式会社豊川堂 ①②③ 管財株式会社 ①②③

マックスバリュ東海株式会社 ①②③ 美楽 ①　 ③

株式会社サーラコーポレーション 　 ②③ 有限会社ボデーショップ豊南  　②③

中部ホームサービス株式会社 　 ②③ 有限会社マルイ紙業 ①②③

三河ダイハツ株式会社 ①②③ ユタカコーポレーション株式会社 ①②③

株式会社アイメディカルシステム ①②③

株式会社吉田商会 　 ②③

イノチオプラントケア株式会社  　②③

NTP-VG株式会社 ①②③

ダイハツ豊橋株式会社 ①②　 

株式会社デライト  　②③

トヨタネ株式会社 ①②③

名古屋トヨペット株式会社 ①②③

株式会社ノズエ ①②③

東愛知日産自動車株式会社 ①②③

東三河ヤクルト販売株式会社 ①②③

株式会社BEGINNING ①②③

ポーラ　豊橋みなみグループ ①②③

ユニー株式会社 ①②③

株式会社コジマ ①　 ③

トヨタカローラ名古屋株式会社 ①②③

ミカワリコピー販売株式会社 ①②③

建設業 金融業，保険業

卸売業，小売業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス事業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

情報通信業

運輸業，郵便業

豊橋市 こども未来部 こども未来政策課
440-8501 豊橋市今橋町１番地 電話0532-51-2325

取組分野：

①子どもと一緒に利用できるサービスや設備の提供

②地域における子育て・子育ち支援

③子育てしながら働きやすい職場環境づくり

業種分類：

日本標準産業分類の大分類に基づく

豊橋市子育て応援企業について詳しくはこちら
表彰企業や企業ごとの取組状況等の詳細情報

http://www.city.toyohashi.lg.jp/17842.htm


