
親学推進協力企業　平成28年度取組状況報告一覧

○平成28年度末登録企業数 218社　

○報告書提出企業数97社

○報告取り組み事例数270件

「親学を学ぼう」　取り組み内容 6 件

取り組み内容 企業（団体）

郵送又は、ＰＣメールにて、教育委員会から情報提供された親学に関する資料を
名古屋市内に拠点がある会員企業に配付し、親学の認識を深める。

健康関連取引適正事業団

学齢期以下の子供を持つ従業員に、名古屋市教育委員会が発行する家庭教育啓発
パンフレット「親学」を配布する。

名古屋ガイドウェイバス株式会
社

しつけ、子育て等について話し合う機会を積極的に設定 社会保険労務士法人名古屋労災

管理栄養士の山本様を講師に招き、食卓で育むココロとカラダ～家族みんなで健
康に～をテーマに講座を開催した。参加者１８名。

荏原商事株式会社中部支社

従業員向けに子育て講座を開催。（日本ファミリービジョン協会講師） 有限会社タケウチ

社内イントラネットで、「親学」の案内をした 菊水科学工業株式会社
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「親子で体験しよう」　取り組み内容 53 件

取り組み内容 企業（団体）

親子のふれあいを促進する為、有休を計画的に取得することを奨励する。 三光電気株式会社

親子のふれあいを促進するため、有給休暇を計画的に取得することを奨励 蔦井株式会社

『おすすめ！親子体験型イベント・お出かけ情報！！』を随時募集し、休日の親
子の過ごし方に役立つ情報を随時提供する。

公益財団法人名古屋市教育ス
ポーツ協会

年１回以上３連続の年次有給休暇取得を推進親子ふれあいの時間を創出 株式会社日本旅行中部営業本部

掲示板にて、「親学」について全社周知実施。名古屋市より支給の施設等割引券
を配布し、休日の親子ふれあいの呼びかけを実行。配布枚数５０枚

株式会社フューチャーイン

名古屋市施設優待券を活用して親子で出かけようと呼びかけ
弊社工場緑地地帯の桜の花見

ソブエクレー株式会社

親子でのアウトドアでのふれあいを促進するため、有給休暇を計画的に利用する
ことを奨励

竹内ビジネスマシンズ株式会社

当社農園にて親子野外活動の実施（名古屋環境大学第２回講座） 株式会社山田組

会社が名古屋港水族館法人サポーター会員に加入し、水族館他入場パス券（持参
人＋１名）を社員に貸出、家族での見学を進めた。

東海建設株式会社

名古屋グランパスシーズン券２席を会社で購入し、親子でサッカー観戦。 東海建設株式会社

家族でナゴヤドーム野球観戦を開催。２２家族５３名参加。 東海建設株式会社

夏休みに社員の子供を集めて自由研究としてお香の制作体験を行なっている。 株式会社菊谷生進堂

家族で参加できる施設等の割引券を配付し、休日の親子のふれあいの促進を呼び
かけた

株式会社クリエーションホーム
ズ

親子のふれあいを促進。計画的な有給休暇を奨励。家族で参加できる施設等の割
引券の配付をし親子のふれあいを促進。

株式会社インデックス

従業員家族に呼びかけ、バーベキューを開催 有限会社アーティストリー

従業員家族参加の球技大会＆バーベキューを開催 有限会社アーティストリー

社員旅行に家族へ参加の呼びかけ＆参加 有限会社アーティストリー

親子のふれあいのため、有給休暇取得を奨励 株式会社中日ドラゴンズ

親子のふれあいを促進するために、学齢期以下の子どもを持つ従業員に、家庭で
利用できる観光・文化施設の割引券を配付する。

名古屋ガイドウェイバス株式会
社

親子で参加出来る施設の案内、割引券を配付提示している 八神建築株式会社

海と山に会社で保養所を持ち、社員が家族で遊びに行ける様にしている 八神建築株式会社

親子のふれあいを促進するため、有給休暇を計画的に取得することを奨励した。 花文貸物装飾株式会社

春の親子遠足で職員親子もゲームなどの企画に参加した。
株式会社Ｓｅｌコーポレーショ
ン

計画的な有給休暇取得を働きかけた。（親子での触れ合いの機会の呼びかけ） 有限会社オワリ

バースデー休暇を利用し、親子でふれあいの時間を作る 名古屋トヨペット株式会社

バケツ稲（家庭に小さな田んぼでお米を作ろう） 有限会社小川屋米穀店

家族同伴のＢＢＱ 株式会社サクラダ

社内連絡を利用し、子供とのふれあいの為の有給休暇取得を働きかけ、例えば運
動会や授業参観に出席するなど、子供の為の休暇を取得する社員が増加した。

ジェイテクノ株式会社

施設等の割引券を配付し、休日の親子のふれあいの促進を呼びかけ 社会保険労務士法人名古屋労災
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おすすめの親子体験型イベントやお出かけ情報を従業員からも募集し、休日の親
子の過ごし方に役立つ情報を提供

社会保険労務士法人名古屋労災

学校の長期休暇時における連続休暇の取得や学校代休日にも休暇を取得しやすい
風土を醸成

社会保険労務士法人名古屋労災

従業員の家族が参加できるナゴヤドームでの野球観戦を開催した。 有限会社富紗屋

休日には、家族で旅行へ行くよう呼びかけた。 株式会社活英社

吉良吉田海岸にて協力会社と共に、潮干狩りを開催。 中部土木株式会社

従業員とご家族一緒にナゴヤドームで野球観戦を通じ、親子での夏休みの思い出
作りの場を設けた。

中部土木株式会社

親子で参加できる各種施設の招待券・割引券（野球観戦・コンサート・映画・
プール等）を配付し、親子のふれあいを呼びかける。

竹田印刷株式会社

親子で参加出来るイベントや娯楽施設のパンフレット・割引券を随時配置及び更
新する事で情報提供し参加を促した。

株式会社大竹組

小学生とその保護者を対象にした保険・環境についてのセミナーを開催。
日本生命保険相互会社東海総合
法人第一部

自然観察等を通じて森に親しみ、大切な森を守る為に必要な作業を体験する。
日本生命保険相互会社東海総合
法人第一部

クラッシックコンサートやミュージカル人形劇、伝統芸能等、国内外のバラエ
ティに富んだ質の高い舞台作品を低廉な料金で提供。

日本生命保険相互会社東海総合
法人第一部

職員の親睦旅行、忘年会等に職員家族で参加していただいた。
社会福祉法人みなみ福祉会笠寺
幼児園

所属する団体の「こどもおしごと体験」に親子で参加し、親子でいろいろな仕事
を体験

株式会社イー・アール・エス

愛知中小企業家同友会主催の第３回こどもおしごと体験に参加を呼びかけた。 生興株式会社名古屋支店

なごやＨＡＰＰＹタウンへのブース出展および参加
ＳＭＢＣコンシューマーファイ
ナンス株式会社

親子社内行事の一環として参加を促し、中小企業おしごと体験の案内・参加・ア
ンケートを実施した。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

ファミリーデーなごやのチラシ配付と案内をし、家庭の日の意識づけと参加を呼
びかけた。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

親学協力施設の案内、パンフレットの配付と周知をした。お出かけは協力施設の
活用をと呼びかけた。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

名古屋オーシャンズのシーズンチケットを購入し、親子でスポーツに親しむ機会
を設けた。

企業組合建築環境システム

野球等のイベントチケットを配付し、休日等を親子で楽しむよう呼びかけ 株式会社宮本建設

従業員の家族も参加できるバーベキュー大会を開催した。（親睦会行事） 渡辺精密工業株式会社

家族で利用可能な施設等の割引券を配付し、親子のふれあいを促進 中京建設工業株式会社

親子で参加できる施設等の割引券を配付し、休日の親子のふれあいの促進を呼び
かけた。

菊水科学工業株式会社

毎月配付している給与明細封筒に旅行会社様、テーマパーク施設管理会社様等か
らいただいた割引券を従業員に配布し、親子の思い出、会話を少しでも増やすよ
う働きかけた。

セフィロス株式会社
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「学校へ行こう」　取り組み内容 59 件

取り組み内容 企業（団体）

子供の参観日、保護者会、運動会等に参加する場合、有休をとりやすい職場環境
づくりに努める。

三光電気株式会社

学校行事への積極的な参加を社内報や安全会議等の機会に呼びかけ。 蔦井株式会社

入学式、卒業式、運動会、参観日に出席参加できるように働きかけた。 株式会社マルワ

参観日、保護者会等へ参加する時、有給休暇を取りやすい職場環境づくりに努め
た。

名古屋ライトハウス明和寮

参観日、運動会などへの参加の奨励、有給休暇を取りやすい環境づくりの実施 竹内ビジネスマシンズ株式会社

有給休暇を活用して、子供の参観日、運動会等へ積極的に参加するように従業員
に働きかけた。

株式会社浜島書店

入学式や卒業式、授業参観や保護者会、運動会など会社の休暇制度（ファミリー
休暇）などを使って積極的に参加をするよう呼びかけ

明治安田生命保険相互会社
中部公法人部

「子ども特別休暇」を創設し、子どもの学校行事等へ積極的に参加するよう呼び
かけ

株式会社山田組

有給休暇を利用し、学校行事への参加と積極的なかかわりを持つよう従業員に働
きかけた。

株式会社髙橋技研

有給休暇を利用して、学校の参観日、運動会等へ積極的に参加するよう、社内報
等で従業員に働きかけた。

東海建設株式会社

参観日や運動会などの学校行事の際は積極的に有給休暇を使用するよう促してい
る。

株式会社菊谷生進堂

有給休暇を活用して、子どもの参観日運動会等へ積極的に参加するよう従業員に
働きかけた

社会保険労務士法人労務管理セ
ンター

子供の学校行事へ参加をするための有給休暇をとりやすい環境づくりをしてい
る。

有限会社アーティストリー

親子のふれあいを促進するために子どもの参観日・運動会などの学校のふれあい
行事に参加する場合、有給休暇を取りやすい職場環境づくりに努める

株式会社浦野設計

子どもの学校行事へ参加する際等に有給休暇を計画的に取得するため、従業員に
「休暇取得計画表」を配布し、年間の休暇取得計画を立てるよう呼びかけた。ま
た、各職場では計画的に休暇が取得できる環境づくりに努めた。

株式会社トーエネック

子どもの学校行事への積極的な参加ができる職場の体制づくり 株式会社中日ドラゴンズ

職員が子どもの入学式や授業参観、運動会などに参加しやすいよう、行事予定を
職場に周知したり、予め副担当制を取り、年次休暇を取得しやすくした。

公益財団法人
名古屋市文化振興事業団

学校行事へ積極的に参加する 中京建設工業株式会社

子供の学校行事への参加促進 有限会社リースキン東海

学校行事に積極的に参加するよう働きかけた。 道徳運輸株式会社

子どもの部活の試合の応援に積極的に参加するよう勧めた。 株式会社祖父江運動具店

子どもの行事の際は、優先的に休暇をとれるように調整可能。 株式会社あそびの森

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を目指す為、有給休暇を取りや
すい職場環境づくりに努めた。

公益財団法人名古屋産業振興公
社

有給休暇を利用して、子どもの参観日、運動会等へ積極的に参加するよう、従業
員に働きかけた。

社会福祉法人オールフェアリー
幼保連携型認定こども園フェア
リーイースト保育園

有給休暇を利用して、子どもの参観日、保護者会、運動会などへ積極的に参加す
るよう呼びかけた。

花文貸物装飾株式会社

有給を利用し、参観日、発表会、運動会等へ参加できるような職場環境作りに努
めた。

株式会社ＳｉｎｆｏＬｉｎｋ

社内ＳＮＳを利用し従業員に学校行事の参加を促す。毎月初めに自動配信設定。 早川建設株式会社

子どもの入学式、卒業式、授業参観日、保護者会、運動会等の学校行事等がある
場合は、有給休暇を取得しやすい環境を作る。

株式会社アイチテクノ

子供の学校行事がある場合は、有給休暇を取得しやすい環境を作る 株式会社小池建設

ＰＴＡ役員を務めました 株式会社ダイワ
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従業員が子どもの行事に参加できるように会社と従業員が一体となって参加しや
すい風土を醸成

社会保険労務士法人名古屋労災

子どもの参観日、保護者会、運動会などへ参加できるよう、年度当初に有給休暇
の取得計画表を作成してもらい、その日は原則として休暇を取得

社会保険労務士法人名古屋労災

学校行事には年次有給休暇を取得して極力参加することを奨励しました。
体育大会、入学式、卒業式

日本技建株式会社

子どもの参観日、保護者会、学校行事参加の休暇制度。 有限会社富紗屋

社員が運動会・入学式に参加できるよう休暇を取ってもらい参加を促した。 有限会社よしだ建設

子どもの参観日等の学校行事に参加を呼びかけた。 株式会社活英社

参観日・体育祭・合唱コンクールへの参加 恵北設備工業株式会社

有給休暇の育児欄を活用して、卒業式・入学式への休暇取得が定着した。 株式会社オカシズ

半日有給休暇、１時間単位の時間有給休暇などが取得可能。 大和リース株式会社名古屋支店

子どもの学校行事へ積極的な参加を呼び掛け 株式会社石川工業

年２日間、子供の授業参観・保護者会参加に対する休暇制度を実施した。 第一塗工株式会社

授業参観に積極的に参加する。 株式会社ユー＆エルズ

対象者に「就業時間変更制度」の利用を促した。 株式会社大竹組

学校行事への参加希望者に対し、積極的に呼びかけ、仕事のサポート（有給付与
を含む）を行なった。

長谷川榮一税理士事務所

子どもの授業参観、運動会等、学校行事へ積極的に参加できるよう、勤務体制を
調整した。

社会福祉法人みなみ福祉会笠寺
幼児園

運動会への参加を呼びかけました。 株式会社中央技研

有給休暇を利用して、子どもの参観日、入学式、卒業式に参加を働きかけた。 生興株式会社名古屋支店

子どもの参観日、運動会、卒業式の学校行事へ有給休暇を使っての参加を促し
た。

株式会社アーツネットウェーブ

有給休暇を活用して、子どもの参観日、運動会などへ積極的に参加するよう働き
かけた。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

職員の子供の運動会への参加を促し、有給休暇の取得を許可する。 はるかクリニック

授業参観や保護者会、運動会なおへ積極的にさんかするように働きかけた。 企業組合建築環境システム

子どもの参観日へ積極的に参加するように働きかけた。 有限会社タケウチ

子どもの参観日、保護者会、運動会等へ参加する場合は有給休暇を率先して取得 株式会社宮本建設

有給休暇を活用して、子供の学校行事などへ積極的に参加するよう、従業員に働
きかけた。

渡辺精密工業株式会社

有給休暇を活用して、積極的に学校行事へ参加するよう従業員に呼びかけてい
る。

大和建設株式会社

授業参観、運動会、ＰＴＡ行事に参加 有限会社スマイル・プラス

従業員が子どもの運動会や発表会に参加しやすくするため、有給休暇の取得計画
表を作成してもらい、その日は原則として休暇をとってもらう。

ネッツトヨタ名古屋株式会社

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を目指す為、有給休暇を取りや
すい職場環境づくりに努めた。有給休暇取得促進日を設定した。

菊水科学工業株式会社

毎月配付している給与明細封筒に旅行会社様、テーマパーク施設管理会社様等か
ら頂いた割引券を従業員に配付し、親子の思い出、会話を少しでも増やすよう働
きかけた。

セフィロス株式会社

5



「家族一緒に食事をしよう」　取り組み内容 59 件

取り組み内容 企業（団体）

週１回のノー残業デーの実施により、家族一緒の食事を促進 蔦井株式会社

残業時間減少を推進し、家族とのふれあい積極的に支援 丸八証券株式会社

週１回、ノー残業デーを設けて、家族と食事をするよう呼びかけた 株式会社マルワ

毎週水曜日をノー残業デーとして設定。それ以外の日も極力定時退勤を推進 株式会社日本旅行中部営業本部

週に１回、残業しない日を設け、朝礼等により家族で一緒に食事をするようによ
びかけた

株式会社
トラベルマネジメントシステム

毎週水曜日、給与･賞与日にノー残業デーを設け、朝礼/終礼時に周知。また、家
族で一緒に食事をするように掲示板にて全社周知

株式会社フューチャーイン

週に１度は夕食を共にしようと呼びかけ ソブエクレー株式会社

毎週水曜日にノー残業デーを設け、家族で一緒に食事をするように呼びかけた。 名古屋ライトハウス明和寮

毎週水曜日をノー残業デーとし、家族との食事を奨励 竹内ビジネスマシンズ株式会社

週に１回、残業しない日を設け、朝礼等により、家族で一緒に食事をするように
呼びかけた

株式会社浜島書店

毎週一回の早帰り日を活用して、平日に家族みんなで食事をするよう呼びかけ
明治安田生命保険相互会社
中部公法人部

本店ビル早帰り日（毎週水曜日）に館内放送で家族との食事を呼びかけ 東海労働金庫

週一回ノー残業日と定め、家族と一緒に食事をするよう呼びかけ 株式会社山田組

クリスマスケーキを配り、楽しい家族団欒を支援した。（毎年１０家族　順番に
配付）

東海建設株式会社

月１回、ノー残業デーの日に家族で一緒に食事をするように呼びかけた
株式会社クリエーションホーム
ズ

週に１回、残業しない日を設け、朝礼等により、家族で一緒に食事をするよう呼
びかけた

社会保険労務士法人労務管理セ
ンター

定時までに終わるように工夫をし残業しない職場作りを推進。 株式会社インデックス

毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、社内放送にて定時退社を呼びかけ。 東邦ガス株式会社

職場毎に週１回のノー残業デーを設定し、意識付けに努めた。 株式会社トーエネック

週に１回、残業しない日を設け、朝礼等により、家族で一緒に食事をするように
呼びかけた。

ＡＩＵ損害保険株式会社

結婚記念日に家族で一緒に食事をする様、１０，０００円の補助を出した。 八神建築株式会社

毎月給料日はＮＯ残業デーとし、家族での時間を持つ様にさせている 八神建築株式会社

毎週金曜日は残業無しにする 有限会社リースキン東海

月に一回ノー残業デーを設け、朝礼でその旨を話し、実践した。とても好評で
あった

株式会社木下商会

週一日残業しない日を設け、残業を減らす職場づくりを推進した。
公益財団法人名古屋産業振興公
社

週に一日、残業しない日を設け、家族で一緒に食事をするように呼び掛けた。
社会福祉法人オールフェアリー
幼保連携型認定こども園フェア
リーイースト保育園

孤食にならないよう、必ず子供と一緒に食事をするように呼びかけた。 株式会社ＳｉｎｆｏＬｉｎｋ

毎週火曜日をノー残業デーとしており、社内ＳＮＳを利用し従業員に通達してい
る。毎週月曜日及び当日火曜日１６時に自動配信設定。

早川建設株式会社

毎週金曜日はノー残業デーとし、家族で一緒にいる。 大島建設株式会社

月２回のノー残業デーを実施した。（家族団らんの時間をとれるように呼びか
け）

有限会社オワリ

月１回のノー残業デーに家族で一緒に食事をするよう呼びかける。 株式会社アイチテクノ

週一回のノー残業デーを実施。家族団らんの呼びかけ。 株式会社小池建設

家族一緒の食事の推進 有限会社小川屋米穀店
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毎月の全体会議で、家族で一緒に食事をするように呼びかけた。 株式会社サクラダ

高校生までの子供さんの誕生日に食事券を贈って、家族で食事をしてコミュニ
ケーションをはかります。

東海緑化株式会社

毎週水曜日・就業日の土曜日を「ノー残業デー」「定時退社」とし、ポスターの
掲示や朝礼、社内メールで周知すると共に、早く帰宅し家族と過ごす様、社員み
んなで一人ひとりに声掛けをした。

ジェイテクノ株式会社

残業しない職場づくりを推進、実現（17時定時退社） 社会保険労務士法人名古屋労災

隔週金曜日は原則ノー残業デーとして実施し、家族一緒の時間を過ごす。そのた
めに金曜日夕刻の現場長会議は木曜日にしました。

日本技建株式会社

日々ノー残業に皆で協力し、家族で食事できるように呼びかけた。 恵北設備工業株式会社

毎週水曜日をノー残業デーとしている。社内メールや掲示にて毎回告知を行い、
家族で一緒に食事をする時間をつくれるようにした。

荏原商事株式会社中部支社

子どもの誕生日の祝品としてバースデーケーキを贈呈、対象社員８名のうち子ど
も１０名に

株式会社オカシズ

毎週水曜・金曜およびハウスグループ一斉ライトダウン（第二月曜）をノー残業
デーとし、遅くとも１８時３０分には施錠。（ただし決算月は変動あり）

大和リース株式会社名古屋支店

週に１回、残業しない日を設け、朝礼等により、家族で一緒に食事をするように
呼びかけた。

株式会社石川工業

高校生以下の子供がいる従業員に対しては、毎週水曜日をノー残業デーとし、家
族にて食事の時間を設けるよう促進した。

第一塗工株式会社

週に一度は家族全員で食事を取る時間を設けた 株式会社ユー＆エルズ

有給休暇取得促進日の設定、並びに毎月第３水曜日をノー残業デーとして、有給
休暇の消化と定時退社により家族で一緒に食事をする事を支援する。

竹田印刷株式会社

毎月、「ノー残業デー」と設定した１９日の前日又は当日等に定時退社メールを
送り家族団欒を促した。

株式会社大竹組

家族の記念日には、残業しないで家族で食事するよう呼びかけた。 長谷川榮一税理士事務所

週に1回以上残業しない日を設け、家族で一緒に食事をするように呼びかける。 株式会社アオキ建築

子どもの誕生祝い品として食事券を贈呈し、家族で一緒に食事をすることを支援
する。

株式会社アオキ建築

週一回、ノー残業デーを目指し、家族との食事を呼びかけました。 株式会社中央技研

こどもの誕生日に食事券を贈呈し家族で一緒に食事をすることを支援する 株式会社ショーエイ

従業員の家族が参加できるボーリング大会を開催し、その後食事会を行う。 株式会社堀江製凾合板所

県下一斉ノー残業デー（11/16）への取組み実施と水曜ノー残業デーを活用して家
族と過ごすよう呼びかけた。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

週一回は家族で食事ができるように定時で帰るよう働きかけた。 有限会社タケウチ

週１回（水曜日）のノー残業デーの実施により、家族そろっての食事が出来るよ
う促進

株式会社宮本建設

クリスマスケーキを従業員に配り、家族一緒にクリスマスを楽しめるよう、支援
した。

渡辺精密工業株式会社

毎月配付している給与明細封筒にご協力いただいた飲食店様からのお食事割引券
を配付し、家族一緒に食事をするように働きかけた。

セフィロス株式会社

週に１回、残業しない日を設け、家族一緒の食事を促進した。 株式会社大港
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「子どもの記念日に本を贈ろう」　取り組み内容 19 件

取り組み内容 企業（団体）

社員の子供の誕生日に図書カードを贈呈した 株式会社マルワ

自分の子どもの好きな本など『子どもに贈るお薦めの本・絵本』を随時募集し、
情報提供を行う。また、家庭で読まなくなった本を集め、随時貸し出しを行な
う。

公益財団法人名古屋市教育ス
ポーツ協会

株式上場１０周年記念として全従業員に図書カードを贈呈し、贈り物需要に応え
た

株式会社三洋堂ホールディング
ス

子どもの誕生日に図書カードを贈呈する。 株式会社浦野設計

子供の記念日（卒業式）に図書カードを贈る。 有限会社リースキン東海

子どものいる家庭（小学校入学前まで）に子育て本をプレゼント 大島建設株式会社

社員の子どもの入学祝い品として、図書カードを贈呈した。 株式会社アイチテクノ

小学校入学祝として、図書カードやランドセル思い出新聞をプレゼント 名古屋トヨペット株式会社

子供の誕生日に図書カードをプレゼント。 株式会社ダイワ

子どもの日の記念として図書カード２枚を子ども１２名に、「親学」優待券、子
ども読書のすすめの配付

株式会社オカシズ

社員の子どもが小学校に入学する際、入学祝いとして図書カードが贈られる。
（協和会より）

大和リース株式会社名古屋支店

従業員の高校生以下の子供について、誕生日に図書カードを贈呈した。 第一塗工株式会社

子どもの誕生日に図書カード贈呈 株式会社イー・アール・エス

こどもの入学祝い、卒業祝い、誕生日祝いに図書券を贈る 株式会社ショーエイ

従業員の子どもの誕生日に図書カードを贈呈した。 生興株式会社名古屋支店

従業員の子どもの誕生日に図書カードを贈呈する。 株式会社堀江製凾合板所

職員の誕生日に図書カードを贈呈し、親学の取り組みを再度説明する。 はるかクリニック

子供の入学祝いとして、図書カードを贈呈した。 渡辺精密工業株式会社

子どもがいる家庭に誕生日月に図書カードを贈呈 中京建設工業株式会社
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「地域の行事に親子で参加しよう」　取り組み内容 21 件

取り組み内容 企業（団体）

学校のＰＴＡ活動に進んで参加するように呼び掛けている。
地域活動への貢献度を社内にて評価している。

有限会社アーティストリー

地域の七夕祭で串カツ屋、ジュース販売、フライドポテト販売と食事コーナーの
管理をし、社員の子どもさんも一緒になって参加した。

八神建築株式会社

地域行事に、親子で参加を推進する。 有限会社リースキン東海

地域の運動会等に、親子で参加を推進する 有限会社リースキン東海

地域の夏祭りに参加するように呼びかけた。 道徳運輸株式会社

南区の本城公園にてセルコポ祭を開催。職員の親子もいっしょに楽しむことがで
きた。

株式会社Ｓｅｌコーポレーショ
ン

地域のイベント、花火大会へ参加できるようシフトの調整。 株式会社ＳｉｎｆｏＬｉｎｋ

地域行事に参加する社員の為に業務を調整した。 有限会社オワリ

地域の夏祭りに家族で参加するよう社内会議の際に呼びかけた。 株式会社小池建設

従業員による、事務所を中心に約半径１００ｍ内の通学路のパトロールを兼ねた
清掃活動の実施

株式会社サクラダ

子供会への金銭的支援を行いました。 東海緑化株式会社

地域の盆踊りや防災訓練など主な行事への参加を呼びかけた。 有限会社富紗屋

地域行事（運動会・盆踊り）に対し、家族で参加するよう呼びかけ、準備や片付
を手伝った。

有限会社よしだ建設

地域で行なわれるレクリエーションに家族で参加するよう呼びかけた。 株式会社活英社

子どものまち・なごや・子どもＣｉｔｙ2016への参加案内、当社より企画委員会
へ協賛金の提供

株式会社オカシズ

会議等で親子で体験できる行事やボランティア情報を提供した。 株式会社大竹組

在園児向けの行事案内チラシを子育て家庭の職員へ個別に配布し、家庭での参加
を促した。

社会福祉法人みなみ福祉会笠寺
幼児園

地域の清掃活動等を社内報等で紹介するとともにボランティアとして親子で参加
することを呼びかける。

株式会社アオキ建築

地域のさくら祭りに親子で参加するよう呼びかけた。また名古屋市内近郊の桜の
名所や開花情報発信をした。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

運動会、もちつきへの参加を声かけ 有限会社スマイル・プラス

会社の町内会のお祭（又は従業員の）に、親子で参加を呼びかけた。 株式会社Ｂｅａｒｓ
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「子どもに仕事を見せよう」　取り組み内容 23 件

取り組み内容 企業（団体）

社員の保育園小学生対象に当社へ父親、母親の仕事を見学。色鉛筆、パステル等
を利用して、作品を作成しながら楽しむ

有限会社デルタ

子どもが職場体験をする機会を設けた
株式会社三洋堂ホールディング
ス

お父さんの働いている職場の見学会を行い、お父さんの仕事への理解を深めた。 株式会社髙橋技研

従業員や町内会の子供たちを当社施工管理中の、中電川越発電所内の工場現場を
見学。その後、子供たちと昼食。午後からは併設のテラ４６にて親子で遊ぶ。
子供２７名参加

東海建設株式会社

仕事内容等を従業員の子供が見学、体験できるようにしている。 株式会社菊谷生進堂

中学生以上の社員の子供を対象に、親を通して仕事の体験をする。 有限会社アーティストリー

夏休み期間中に、従業員の子供を対象とした会社見学会を開催。工場見学・両親
の職場訪問等を実施。

東邦ガス株式会社

会社の施工中の現場を案内してその後食事会を開いた 八神建築株式会社

従業員の子どもは自由にキッズパークに入場できる為、親の働く姿をいつでも見
学可能。

株式会社あそびの森

職員の子どもにも保護者が仕事をする姿を見てもらうことができた。
株式会社Ｓｅｌコーポレーショ
ン

１０月第３土曜に従業員の子どもを招待し、現場の様子をみてもらった。 株式会社アイチテクノ

夏休み期間中に、親会社と一緒に従業員の子ども、近隣の子どもを会社へ招待
し、工事現場を見学します。お昼には親子一緒にハンバーグ定食などのおいしい
食事を楽しみます。参加者：１４家族、３２人

東海緑化株式会社

本社に設置してある、業務展示室を見学してもらいました。 日本技建株式会社

各々、地元での“役”などを積極的に引き受けられるような体制づくり。 有限会社富紗屋

従業員のお子さんを職場に招き、ＴＶ会議体験、職場体験、クイズ等、参加事業
所で工夫を凝らしたプログラムを通じて参加親子のふれあいの場を想像すると同
時に、育児に対する職場の理解を深めることを目的としている。（当日は全社一
斉ノー残業デー）

大和リース株式会社名古屋支店

春休み期間中に、従業員の家族を会社へ招待し、仕事場の様子を見てもらい、そ
の後バーベキューを行なった。参加者　大人１７人子供９人

株式会社柴田組

親子現場見学会を開催。ドローン操作やお菓子つかみを行なった。 中部土木株式会社

子どもと一緒に出勤できるよう、子どもの在籍クラス、職員の担任クラス等を配
慮した。

社会福祉法人みなみ福祉会笠寺
幼児園

こどもおしごと体験や技能プラザの催しに参加見学を呼びかける 株式会社ショーエイ

職場見学会を実施。その後、親子一緒に食事会をした２家族５名参加。 大和建設株式会社

パートさんは子連れで働いてもらえる環境をつくり続ける 有限会社スマイル・プラス

職員の子どもが、学校や幼稚園が休みの日を利用して、一緒に出勤、親の働く様
子を見たり、他の職員と接したりする機会を設けた。

株式会社Ｂｅａｒｓ

従業員の子供や家族を工場へ招待し、工場見学、ペイント体験等を実施し、その
後食堂で親子一緒に食事をとった。１２家族が参加した。

菊水科学工業株式会社
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「企業からの独自提案」　取り組み内容 30 件

取り組み内容 企業（団体）

「親睦サマーパーティー」毎年の７月中旬に会社前にて住民、近所の子どもたち
と親睦を計る。サマーカーニバル、バーベキュー、氷、でんがくなど屋台を楽し
む

有限会社デルタ

社内イントラネットにて、「ファミリーデーなごや」の案内 丸八証券株式会社

従業員の子どもが小学校に入学する際、共済会よりお祝金と記念品（文具券）を
贈与した

名鉄協商株式会社

社内報にて「小学校入学」「夏休みの思い出」など特集記事を組み紹介した 名鉄協商株式会社

弊社取引先に本事業を紹介していこう ソブエクレー株式会社

家族でファミリー優待券を利用した場合、総額の半分を会社から補助を行った。 株式会社髙橋技研

教育委員会からの情報を基に、ＦＡＸにて、名古屋市内に所在する会員企業へ家
庭教育の充実を図るための推進を呼び掛け、親学推進協力制度の普及に努めた。

健康関連取引適正事業団

社員と家族が無料で参加できる落語会を毎年開催している。 株式会社菊谷生進堂

社員の誕生日には家族で使えるプレゼントを進呈している。 株式会社菊谷生進堂

子供の送迎や通院、懇談会などでの遅刻、早退をスタッフ間の調整で融通がきく
ようにしている。

株式会社菊谷生進堂

徳川家ゆかりの地、岡崎城下町散策コース（９．０km）健康ウォーク 名鉄観光サービス株式会社

ジャズライブ＆ランチ会を開き、家族で本物の音楽を楽しむ機会をもうけた。 八神建築株式会社

木でできた「知育おもちゃ」での木育を、大学や自治体と共に企画。 株式会社あそびの森

キッズパーク内にて、家ではできない大きな遊びを親子で一緒に楽しむことが可
能。親子で参加する工作教室。親子でチャレンジするイベント等も開催。

株式会社あそびの森

出産祝いとして、商品券を贈った。 大島建設株式会社

小学校入学祝としてランドセルを贈呈 株式会社小池建設

クリスマスに子どものいる社員を中心にプレゼントを贈ります。 東海緑化株式会社

短時間勤務を未就学児を持つ従業員まで認可 社会保険労務士法人名古屋労災

子どもの病気等による急な早退等に対する業務サポート体制の整備 社会保険労務士法人名古屋労災

子どもの入学、進学、卒業祝い品として、クオカードを贈呈した。 有限会社富紗屋

男性の育児休業の推進。全社での集計。平成27年度6人/72人から平成28年度35人
/72人に取得率増加

大和リース株式会社名古屋支店

イクボスセミナー。部門責任者を対象に「働き方」の見直しについて考え、社員
に対するマネジメントの基本と留意点を理解するためのセミナーを実施。

大和リース株式会社名古屋支店

イクボス認定制度。「働き方改革」を積極的に推進することを目的にイクボスの
推薦を募集し、イクボス認定証等を贈呈。また事業所長がイクボス宣言を発信し
全員で取り組みます。

大和リース株式会社名古屋支店

毎月、各々が申請した任意の日を15時までの勤務として私生活の充実を図ること
を目的として全社で実施。

大和リース株式会社名古屋支店

男性が育児に関わることで、効率的な働き方への変革を促し、男女共に働きやす
い職場風土つくりを目指すために推進中。（男性育児休業100％取得の推進）

日本生命保険相互会社東海総合
法人第一部

在園児や地域の子育て家庭に対し、手遊び、手作りおやつなど、子育てのアドバ
イスを行い、子育てに関する悩みに対し相談対応した。子育ての楽しさを伝え
た。

社会福祉法人みなみ福祉会笠寺
幼児園

子どものいる共働き家庭の社員に、システムを導入して在宅勤務を実施した。 株式会社アーツネットウェーブ

子ども読書のお知らせと呼びかけ ＧＲＯＷＴＨ株式会社

院長より、子供の食事についての注意事項や摂取を促進する栄養素の話をする。 はるかクリニック

毎月１５日の朝礼時には、第３日曜日の家庭の日に家族サービスするよう呼びか
けている。

大和建設株式会社

11


