
「豊橋市子育て応援企業」は、新たに５７社（１４３事業所）が認定を受け、累計で１７９社（３５５
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。

第一生命保険株式会社
【新規認定】

【事業内容】 生命保険業

【認定事業所名】 豊橋営業支社、豊橋駅前、豊橋みなと、豊橋旭、岩田

最優秀賞

地域の子どもにやさしい

『子ども見守り隊』活動

看板を自動車に乗せて

市内を循環しています。

社員がいきいきワクワクと働く環境を

整えるため、仕事と家庭の両立支援制度

の充実と、柔軟な働き方の推進など、

ワーク・ライフ・マネジメントの推進に

取り組んでいます。

時短勤務は小学校就学後最初の4月末日

まで取得できます。育児サービス経費補

助、孫誕生休暇の実施、育英年金の支給、

ベビーシッター・保育所利用料補助、子

の感染症罹患時の特別公休の実施、子育

て等無料相談カウンセリングの実施など、

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。

働きやすい職場づくり

時短勤務やテレワークの活用

など「働く女性」の働き方改

革を実施しています。

育児休業取得率１００％

出産・育児を経て帰ってこら

れる場所があり、子育て中の

先輩社員もいるので安心です。

地域の子どもの見守り

子どもたちの通学時の指導旗を

贈呈し、豊橋警察署から

感謝状を贈呈されました。



優秀賞 株式会社クライム
【新規認定】

【事業内容】 三河エリアのオートバックスのFC経営

【認定事業所名】 オートバックスとよはし店、オートバックストヨハシ南店

優秀賞 株式会社花田工務店
【更新認定】初回認定 平成２７年度

【事業内容】 賃貸集合住宅、個人住宅の建設及び事業提案

地域の子どもの見守り

保育園・小学校へ交通安全の出前授業を実施

しています。絵本の読み聞かせやイラストを

使って楽しく交通安全を伝えています。信号

機と横断歩道を使って横断体験するなど実践

授業もあります。「安心・安全な車社会を」

という願いを込めて活動をしています。

子ども向けイベント

店内探検ツアーや洗車体験、

車の構造の勉強や、ピットの

見学など子ども向けイベント

を開催するなど、地域の子ど

もたちにやさしい取り組みを

実施しています。

社員と家族の懇親会

社員とその家族を招いて毎年12月に開催しています。工夫を凝らしたゲームで、小

さな子どもから大人まで、楽しいひと時を過ごすことができます。

中学生の職場体験の受入

中学生の職場体験の受け入れ

ました。

前回認定時より新たに、誕生日

休暇の実施、子育ての充実を理

由とした在宅勤務制度の導入な

ど子育て中の社員も働きやすい

環境が整えられています。



特別賞 レンテック大敬株式会社
【新規認定】

【事業内容】 建設機械のレンタル・販売

仕事と子育ての両立支援

産休・育休社員座談会を開催し、産休育休取得済みの社員と取得中の社員

がコミュニケーションをとる場を設けています。スムーズな職場復帰を図

ることができ、子育て中の社員も働きやすい環境を整えられています。

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

子育て応援企業とは

市民や従業員に対する子育て支援の取り組みを積極的に進めている企業を「豊橋市子育て応援企業」

として認定・公表することにより、企業の子育て支援施策を推進しています。また、認定企業のうち、

特に優れた活動をしている企業を表彰します。

認定の条件

次の取り組み分野のうち、2つ以上の分野に該当し、一定基準を満たす場合に認定する。

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

対象の企業

市内に本店・支店などの事業所がある企業や個人商店、法人格を有する団体等



　　　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

株式会社オーテック 　 ②③ 株式会社大和証券グループ本社 　 ②③

株式会社大建 　 ②③ 伊藤保険株式会社 ①②③

株式会社中部 　 ②③ 蒲郡信用金庫 ①②③

東海工営株式会社 ①②③ 豊橋商工信用組合 ①②③

愛豊電気株式会社 ①②③ 豊橋信用金庫 ①②③

一幸建設株式会社 ①②③ 損害保険ジャパン株式会社 ①②③

株式会社カイテック ①　 ③ 東京海上日動火災保険株式会社 ①　 ③

日下建設株式会社 ①②③ 豊川信用金庫 ①　 ③

大松建設興業株式会社 　 ②③ 三井住友海上火災保険株式会社 ①②③

株式会社中建設 　 ②③ 第一生命保険株式会社 ①②③

豊立工業株式会社 　 ②③ 東海労働金庫 ①　 ③

株式会社丸正 ①②③

丸中建設株式会社 　 ②③ 株式会社中京テレビサービス ①　 ③

三河土建株式会社 ①②③ ブレックホーム  　②③

青山建設株式会社 　 ②③ レンテック大敬株式会社  　②③

朝日土木興業株式会社 　 ②③

イノチオアグリ株式会社  　②③ イノチオホールディングス株式会社  　②③

ＮＤＳ株式会社 ①　 ③ 株式会社イズミテック ①②③

株式会社オノコム ①②③ 株式会社サイエンス・クリエイト ①②③

北河建設興業株式会社 ①②③ 株式会社プライズメント  　②③

株式会社新和技建 ①②③ 税理士法人やまと姫命ＯＦＦＩＣＥ ①　 ③

株式会社鈴木土建 ①②③

積水ハウス株式会社 ①②③ 株式会社中日本吉野家 ①②③

東海興業株式会社  　②③ 株式会社キャナリイ・ロウ ①②③

豊橋建設工業株式会社 ①②③ 株式会社ワイズ ①②③

ＨＡＰＩＮＩＣＥ－ハピナイス－／株式会社林美建 ①②③ 有限会社シナノ・エム ①②③

株式会社マナック ①②③ 株式会社物語コーポレーション ①②③

名豊建設株式会社 ①②③

株式会社石田産業 ①②③ 株式会社LE-PLA BEAU ①②③

小川建設株式会社 ①　 ③ 株式会社パルネットワーク ①　 ③

企業組合　建築環境システム ①②③ 朝日開発株式会社 ①②③

有限会社鷹丘ヴィル𡈽 ①　 ③ クリーニングサイトー ①②　 

株式会社ニシ ①②③ トータルリラクゼーション　ラウム ①②　 

株式会社ライフ建設  　②③ 株式会社パシフィックスポーツクラブ ①②③

井口建設株式会社 ①②③ 株式会社ベルクリエイト ①②③

荏原商事株式会社 ①②③ 株式会社経真 ①②③

株式会社三立 ①②③

神野建設株式会社  　②③ 株式会社オリエント楽器 ①②③

谷山建設株式会社  　②③ 株式会社ＢＫＣ保育サービス ①②③

中央建設株式会社 ①②③ 株式会社丸金商会 ①　 ③

株式会社花田工務店 ①②③

平中電気株式会社 ①②③ アクティーコーポレーション株式会社 ①②③

藤城建設株式会社 ①②③ 株式会社アビエス ①②③

社会福祉法人　清寿会 ①②③

株式会社SPワークス 　 ②③ 有限会社たけのこ ①②③

シンフォニアテクノロジー株式会社 　 ②③ 株式会社TOMONY ①　 ③

杉本屋製菓株式会社 　 ②③ 株式会社虹のいろ ①　 ③

三菱ケミカル株式会社 　 ②③ 特定非営利活動法人　福祉住環境地域センター ①②③

花王株式会社 　 ②③ 株式会社リーフス ①　 ③

株式会社くればぁ ①②③ 株式会社イノベイティブ・デザインキュー ①②③

豊国工業株式会社 　 ②③ かどむら鍼灸院  　②③

株式会社アイセロ  　②③ 医療法人里童 ①②③

旭精機株式会社  　②③ 医療法人さわらび会  　②③

中央製乳株式会社  　②③ 社会福祉法人さわらび会 ①②③

本多電子株式会社  　②③ 医療法人尽誠会 ①②③

豊橋木工株式会社 ①②③ 株式会社ツナグプレイス ①②　 

ヤマサちくわ株式会社 ①②③ 社会福祉法人豊橋市福祉事業会 ①②③

有限会社ウェルネス ①　 ③ 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ ①②③

岡本漁網株式会社  　②③ 株式会社つむぎコーポレーション  　②③

株式会社ビオック  　②③ 株式会社東海療育 ①②③

POSCO Japan PC株式会社  　②③ 社会福祉法人　童里夢 ①②③

株式会社ワンラブ ①②③

サーラエナジー株式会社 　 ②③ 有限会社五ツ星 ①②③

社会福祉法人岩崎学園  　②③

株式会社システムハウス ①②③ 株式会社オリジン ①　 ③

株式会社ウェブインパクト  　②③ 特定非営利活動法人クオーレ ①②③

株式会社マップクエスト  　②③ 医療法人小石チルドレンクリニック ①　 ③

豊橋ケーブルネットワーク株式会社 ①②③ 医療法人小石マタニティクリニック ①②③

医療法人澄心会  　②③

豊鉄観光バス株式会社 　 ②③ 有限会社美里 ①②③

豊鉄バス株式会社 ①②③ 一般社団法人あるふぁ ①②③

豊橋鉄道株式会社 ①②③ 株式会社コペル ①　 ③

向島流通サービス株式会社 ①②③ 社会福祉法人すこやか会 ①②③

医療法人誠流会　まつば藤城歯科医院 ①　 ③

株式会社サーラコーポレーション 　 ②③ 社会福祉法人双樹会 ①②③

中部ホームサービス株式会社 　 ②③ 株式会社ハートフル・マーケット ①②③

三河ダイハツ株式会社 ①②③ 社会福祉法人福寿園 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 日本郵便株式会社  　②③

イノチオプラントケア株式会社  　②③

NTP-VG株式会社 ①②③ 株式会社アクティー ①②③

ダイハツ豊橋株式会社 ①②　 トヨテツオートサービス株式会社  　②③

株式会社デライト  　②③ 株式会社明輝クリーナー ①②③

トヨタネ株式会社 ①②③ 株式会社トヨタレンタリース名古屋  　②③

名古屋トヨペット株式会社 ①②③ 株式会社フェニックス ①②　 

株式会社ノズエ ①②③ 管財株式会社 ①②③

東愛知日産自動車株式会社 ①②③ 美楽 ①　 ③

東三河ヤクルト販売株式会社 ①②③ 有限会社ボデーショップ豊南  　②③

株式会社BEGINNING ①②③ 有限会社マルイ紙業 ①②③

ポーラ　豊橋みなみグループ ①②③ ユタカコーポレーション株式会社 ①②③

ユニー株式会社 ①②③ ポーラエステインＳｍｉｌｅ店 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

株式会社葦元 ①②③

株式会社大羽ミシン ①②③

株式会社豊川堂 ①②③

マックスバリュ東海株式会社 ①②③

株式会社クライム ①②③

サーラの水株式会社 ①②③

株式会社ヤマナカ ①②③

複合サービス事業

サービス事業

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

建設業 金融業，保険業

卸売業，小売業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

不動産業，物品賃貸業

製造業

豊橋市 こども未来部 子育て支援課

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


