親学推進協力企業

令和元年度取組状況報告一覧

○令和元年度末登録企業数
○報告書提出企業数

52社

○報告取り組み事例数

「親学を学ぼう」

235社

249件

取り組み内容

5 件
取り組み内容

企業（団体）

ＦＡＸまたはメール等にて、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等に配布し、親学の認識を深めるよう努め
た。
ＣＳＡおねむり認定講師の川添様を講師に招き、健やかな心と体を育む睡眠を
テーマに講座を開催した。
親学とは何かを文面にまとめ、リーフレット配布とともに一斉メールで発信・
周知した。
イントラネットを通じて、家庭教育や親学に関する講座、イベント等の情報の
周知を実施した。

健康関連取引適正事業団
荏原商事株式会社中部支社
ＧＲＯＷＴＨ株式会社
株式会社シーテック

ポスターやチラシなどを印刷し、社内に掲示した。対象者に資料等を配布する
株式会社保坂工業所
際に、「親学」を身近に感じてもらえるように説明文を添付して配布した。
「親子で体験しよう」

取り組み内容

26 件

取り組み内容

企業（団体）

親子で参加できるイベント等の情報を募集し、休日に役立つ情報を随時提供し 公益財団法人名古屋市教育スポー
た。
ツ協会
ファミリー優待割引券を活用して親子で出かけようと呼びかけた。

ソブエクレー株式会社

社内工場緑地帯の桜の花見

ソブエクレー株式会社

親子講座「梅摘み取りと梅シロップ作り体験」を開催

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を社
東海建設株式会社
員に貸出、家族での見学をすすめた。
家族でナゴヤドーム野球観戦を開催

東海建設株式会社

家族で参加できる施設等の割引券を配布し、休日の親子のふれあいの促進を呼
株式会社クリエーションホームズ
びかけた。
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を配布し、親子の
株式会社インデックス
ふれあいを促した。
クリスマスJAZZライブを行い、ビンゴ大会も含めて親子で楽しむ場を作った。 八神建築株式会社
海と山に保養所を持ち、社員の家族が遊びに行ける環境を整えている。
木の板や木の切れ端を使っていつでも工作体験ができるようにしている。
会社でカブトムシ、メダカを飼育し、家で育てられるように分け与えている
親子で参加できる施設の案内・割引券を配布したり掲示したりしている。

八神建築株式会社

クリスマスJAZZライブを行い、ビンゴ大会も含めて親子で楽しむ場を作った。 合資会社八和工務店
海と山に保養所を持ち、社員の家族が遊びに行ける環境を整えている。
木の板や木の切れ端を使っていつでも工作体験ができるようにしている。
会社でカブトムシ、メダカを飼育し、家で育てられるように分け与えている
親子で参加できる施設の案内・割引券を配布したり掲示したりしている。

合資会社八和工務店

有給休暇やメモリアル休暇を積極的に取得し、親子のふれあいを促進

株式会社木下商会
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春の親子遠足は大高緑地公園を予定していたが、雨天のため、延期になり秋の
株式会社Ｓｅｌコーポレーション
親子遠足として名古屋港水族館にて実施した。職員の家族の参加を促し、ゲー
ろばのこ療育園
ムなどの企画を一緒に楽しんだ。
観光施設の割引券や割安で利用できる宿泊施設の斡旋等を行い、休日の親子の
株式会社チトセ
ふれあいを呼びかけた。
従業員の誕生日月に有給休暇取得を奨励した。

株式会社チトセ

計画的な有給休暇取得を働きかけた。

有限会社オワリ

社内連絡を利用し、子どもとのふれあいのための有給休暇取得を働きかけ、例
えば子供の部活動や式典に出席するなど、子どものための休暇を取得する社員 ジェイテクノ株式会社
が増加した。
親子で参加できる各種施設の招待券・割引券を配布し、親子のふれあいを呼び
竹田印刷株式会社
かけた。
親子で参加できるイベントや娯楽施設のパンフレット・割引券を随時設置及び
株式会社大竹組
更新することで情報提供し参加を促した。
ファミリーデーなごやのチラシ配布と案内をし、家庭の日の意識づけと参加を
呼びかけた。
ＧＲＯＷＴＨ株式会社
親学推進協力企業優待割引施設の案内、パンフレットの配布と周知をした。
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
企業組合建築環境システム
会を設けた。
野球等のイベントチケットを配布し、休日等を親子で楽しむよう呼びかけた。 株式会社宮本建設
家族で参加できる施設等の割引券を配布し、休日の親子のふれあいの促進を呼
菊水化学工業株式会社管理本部
びかけた。
親子で芋ほりを実施した。

日研工業株式会社

毎年、社員の家族も招待してＢＢＱを開催しています。そして夜は会社で予約
した海辺の旅館に宿泊してもらい同時に家族旅行もできるので奥さんや子ども 株式会社マルケイ
たちにとても喜んでもらっています。
「学校へ行こう」

取り組み内容

26 件
取り組み内容

企業（団体）

運動会など地域の方とのふれあいも多い行事に親子で参加できるよう働きか
け、会社も協力した。
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。
「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働
きかけた。
有給休暇を利用して、学校の参観日、運動会など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。
有給休暇を活用し、子どもの学校行事へ積極的に参加するよう、従業員に働き
かけた。
学校行事には積極的に参加するよう促した。

三光電気株式会社
株式会社浜島書店
株式会社山田組
東海建設株式会社
ＮＥＸＴ ＪＡＰＡＮ株式会社
有限会社前田写真館

子どもの参観日、運動会、卒業式等の学校行事へ参加しやすいよう、行事予定
公益財団法人名古屋市文化振興事
を職場に周知したり、あらかじめ副担当制をとり、年次休暇を取得しやすくし
業団
た。
有休を活用し学校行事への積極的な参加を呼びかけた。

道徳運輸株式会社

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、参観日、運動会、発表会等へ参加できるような職場環境
株式会社ＳｉｎｆｏＬｉｎｋ
づくりに努めた。
子どもの運動会などの学校行事へ参加する場合、有給休暇取得を奨励した。

株式会社チトセ

参観日、体育祭、発表会への参加を働きかけた。

恵北設備工業株式会社
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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

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

有給休暇を利用し参観日、運動会、入学式、卒業式へ参加するよう呼びかけ
た。
地域の学校行事やPTA、子ども会などに積極的に参加協力するように呼びかけ
た。
子どもの参観日、運動会、卒業式等の学校行事へ有給休暇を使っての参加を促
した。

社会福祉法人道徳福祉会
育園

授業参観や保護者会、運動会などへ積極的に参加するよう働きかけた。

企業組合建築環境システム

子どもの参観日、保護者会、運動会等に参加する場合は、有給休暇を率先して
取得できるようにした。
子どもの学校のクラス委員やPTA役員を務めるなど、学校へ行く回数を増やす
よう呼びかけ、家庭だけでなく学校を通してのふれあいを促した。
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、働
きかけた。
従業員が子どもの運動会、発表会に参加する場合は有給休暇を取りやすい職場
環境づくりに努めた。

道徳保

株式会社中央技研
株式会社アーツネットウェーブ

株式会社宮本建設
有限会社 どみにこ
菊水化学工業株式会社管理本部
株式会社アップス

有給休暇を利用して、学校行事へ積極的に参加するよう呼びかけた。

株式会社ナカガワ

トワイライトスクールにて親子講座を企画実施した。

株式会社スターシャル教育研究所

年次有給休暇とは別に、子の養育に必要な行事に該当する場合に積立有給休暇
株式会社中部プラントサービス
を取得できるようにした。
子どもたちの入学シーズンに入る前に、社員全員に書面で休暇取得を呼びかけ
藤貴建設株式会社
た。
「家族一緒に食事をしよう」

取り組み内容

39 件

取り組み内容

企業（団体）

残業時間減少を推進し、家族とのふれあいを積極的に支援した。

丸八証券株式会社

週に一度は夕食を共にしようと呼びかけた。

ソブエクレー株式会社

週に一回、残業しない日を設け、朝礼などにより、家族で一緒に食事をするよ
株式会社浜島書店
うに呼びかけた。
週に1回ノー残業デーを定め、家族で一緒に食事をするように呼びかけた。

株式会社山田組

全ての社員にクリスマスケーキを配り、楽しい家族団らんを支援した。

東海建設株式会社

食事券を配布して家族との食事を支援し、家族団らんを呼びかけた。

東海建設株式会社

月に1回以上、ノー残業デー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

週に一回各自ＮＯ残業日を設定して、所定労働時間で仕事を終えて、家に帰
り、家族との時間をつくるよう呼びかけた。
夏季と冬季に所定休日も含め各２日間の計画年休を設定し、連続休日休暇９日
間を達成し、その時間を家族との懇親に活用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
社会保険労務士法人労務管理セン
ター

定時までに帰れるように工夫をし、残業しない職場づくりを推進した。

株式会社インデックス

週に1回残業しない日を設け、家族で一緒に食事をするよう呼びかけた。

ＮＥＸＴ

ＪＡＰＡＮ株式会社

繁忙期を除きできるだけ残業をしないで帰宅し家族で食事をするよう促した。 有限会社前田写真館
週に1回ノー残業デーを設け、超過勤務時間の縮減に取り組み、家族一緒の食
事を支援した。
社員の結婚記念日に家族で食事するように補助をした。
毎月の給料日はノー残業デーとし、家族での時間を持つよう呼びかけた。

3

公益財団法人名古屋市文化振興事
業団
八神建築株式会社

社員の結婚記念日に家族で食事するように補助をした。
毎月の給料日はノー残業デーとし、家族での時間を持つよう呼びかけた。

合資会社八和工務店

月1回のノー残業デーに家族一緒の食事を呼びかけた。

株式会社木下商会

週1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

孤食にならないよう、必ず子どもと一緒に食事をするよう呼びかけた。

株式会社ＳｉｎｆｏＬｉｎｋ

従業員の子どもにクリスマス用として、ケーキをプレゼントし、楽しいお正月
株式会社チトセ
を過ごしてもらうよう支援した。
月2回のノー残業デーを実施した

有限会社オワリ

高校生までの子どもを持つ親を対象に誕生日に食事券を贈って、家族で食事を
東海緑化株式会社
し、コミュニケーションの増進を図った。
毎週水曜日・就業日の土曜日を「ノー残業デー」「定時退社日」とし、ポス
ターの掲示や朝礼、社内通知で周知するとともに、早く帰宅し家族と過ごすよ ジェイテクノ株式会社
う社員みんなで一人ひとりに声がけを実施した。
日ごろからノー残業にみんなで協力し、家族で食事できるように呼び掛けた。 恵北設備工業株式会社
毎週水曜日をノー残業デーとし、社内グループウェアや掲示板にて毎回告知を
行い、家族で一緒に食事する時間を作るようにした。
対象社員6名のうち、子ども10人に対して誕生日の祝い品としてバースデー
ケーキを贈呈した。
「年休取得日」「年休取得促進日」をカレンダー設定、並びに毎月2回のノー
残業デーを実施し、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
ことを支援した。
毎月ノー残業デーに設定した19日の前日または当日等に定時退社メールを送り
家族団らんを促した。

荏原商事株式会社中部支社
株式会社オカシズ
竹田印刷株式会社
株式会社大竹組

週１回は早く帰って子どもとともに家族で食事をしようと呼びかけた。

株式会社中央技研

子どもの誕生日に食事券を贈呈し、家族で一緒に食事することを支援した。

株式会社ショーエイ

週に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でき
株式会社宮本建設
るよう推進した。
週１回ノー残業デーを実施し、家族一緒の食事を促進した。

株式会社大港

月1回のノー残業デーを実施し、家族一緒の食事を推進した。

菊水化学工業株式会社管理本部

社員全員にクリスマスケーキをプレゼントした。

セイホーマックス株式会社

週に1回残業しない日を設け、家族で一緒に食事をするよう呼びかけた。

株式会社アップス

定時退社デーを設定し、家族で一緒に食事をすることを推奨した。

株式会社シーテック

週に1回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。

株式会社ナカガワ

ノー残業デーに家族で一緒に食事をするよう呼びかけをするポスターを作成
株式会社オープンセサミ・テクノ
し、掲示した。
ロジー
毎月第三水曜日を「ノー残業デー」、プレミアムフライデーを全社一斉の「早
期退社デー」に設定し、家族との団らんの時間を確保するように取り組んで
株式会社中部プラントサービス
だ。
毎週水曜日をノー残業デーとし、家族一緒に食事ができるように支援した。
「子どもの記念日に本を贈ろう」 取り組み内容

中部化工建設株式会社
12 件

取り組み内容

企業（団体）

子どもの好きな本などお薦めの本の情報を募集、提供した。また、家庭で読ま 公益財団法人名古屋市教育スポー
なくなった本を集め、随時貸し出しを行った。
ツ協会
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子どもの誕生日祝いとして、図書カードを贈呈した。

株式会社ＳｉｎｆｏＬｉｎｋ

従業員の子どもの進級祝いとして、図書カードの贈呈した。

株式会社チトセ

小学生以下の子どもの誕生日に図書カードを贈呈した。

荏原商事株式会社中部支社

子どもの日の記念に図書カードを贈呈した。また、子ども読書のすすめの配布
株式会社オカシズ
を行った。
社会福祉法人道徳福祉会
子どもの誕生祝として図書カードを贈呈した。
育園
子どもの入学祝い、卒業祝い、誕生日に図書券を贈呈した。

株式会社ショーエイ

子ども読書のお知らせと合わせて記念日に本のすすめを呼びかけた。

ＧＲＯＷＴＨ株式会社

子どもの入学祝いに図書カードを贈呈した。

株式会社大港

新入学の子ども及び卒園の子どもに記念品を贈呈した。

日研工業株式会社

小学校の入学祝いとして図書カードを贈呈した。

株式会社マルケイ

小中学校入学時に入学祝い金として5000円の図書券を支給した。

中部化工建設株式会社

「地域の行事に親子で参加しよう」 取り組み内容

道徳保

9 件

取り組み内容

企業（団体）

町内で催される夏休み中の盆踊りや秋祭りなどに参加を促し、隣近所の方、親
三光電気株式会社
同士との結びつきを強くするよう働きかけた（行事には会社も協力した）。
地域の祭りに家族参加を呼びかけた

道徳運輸株式会社

盆踊りやお祭り、清掃等、地域の行事に親子で参加するよう呼びかけた。

株式会社チトセ

地域の盆踊り、公園の草むしり等への子どもとの参加を呼びかけた。

恵北設備工業株式会社

子どものまち・なごや・子どもCity2019への参加案内をした。

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

地域のさくら祭りに親子で参加するよう呼びかけた。名古屋市内の桜の名所や
ＧＲＯＷＴＨ株式会社
開花情報発信をした。
地域のお祭りへ家族で参加するように呼びかけた。

株式会社ナカガワ

夏祭りなどの地域行事に協力、親子参加の呼びかけをした。

株式会社スターシャル教育研究所

「子どもに仕事を見せよう」 取り組み内容

19 件

取り組み内容

企業（団体）

卒園式・進級式に職員の子どもも招待し、親の仕事をする姿や職場を見ても
らった。

株式会社Ｓｅｌコーポレーション
ろばのこ療育園

休日出勤時、子連れ出勤を可とした。

有限会社オワリ

従業員の子どもを対象に名古屋市下水道科学館の見学を行った。

荏原商事株式会社中部支社

こどもお仕事体験に鶴田工業と共同で出展。板金とピンで「こまを作って対
戦」
本社で子ども参観日を実施。

セイホーマックス株式会社

株式会社オープンセサミ・テクノ
ロジー
こどもお仕事体験に出展し、子供たちにプログラミングのお仕事体験をしても 株式会社オープンセサミ・テクノ
らった。
ロジー
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社員の家族、近所の方を呼んで職場体験・見学会を開催。
「企業からの独自提案」 取り組み内容

藤貴建設株式会社
33 件

取り組み内容

企業（団体）

有給休暇を３営業日連続で取得し、家族と過ごす時間を多く持つよう従業員に
丸八証券株式会社
働きかけた。
取引先に親学推進協力企業制度を紹介した。

ソブエクレー株式会社

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及
び取引先等へ家庭教育の充実を図るための推進を呼びかけ、親学推進協力制度
健康関連取引適正事業団
の普及に努めた。その他、自社ホームページ等で親学推進協力企業制度の普及
に努めた
HPに明示している親学推進協力制度ロゴマークより親学推進協力制度へリンク
できるように普及活動を行った。
健康関連取引適正事業団
登録証を応接間に掲示することにより、幅広く来訪者にPRを行い、会員等へ普
及に努めた。
健康飲料として定評のある飲料を週に３本スタッフ全員に無料で提供して、家
族のために健康を維持してもらった。
毎週原則月曜の朝礼終了後、スタッフ全員でストレッチ体操を１０分程実施し
て、家族のために健康を維持してもらった。
例年行われている社内企画の夏祭り（セルコポ祭）に地域の親子だけでなく職
員の親子も一緒に参加するよう働きかけた。
子どもの病気等で病院への付添や親へ預ける際等の遅刻や早退に配慮できるよ
うに体制を整えた。

社会保険労務士法人労務管理セン
ター
社会保険労務士法人労務管理セン
ター
株式会社Ｓｅｌコーポレーション
ろばのこ療育園

子どものいる社員を中心にプレゼントを贈った。

東海緑化株式会社

子供会への金銭的支援を行った。

東海緑化株式会社

株式会社チトセ

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
社内イントラネットで親学の案内をした。

菊水化学工業株式会社管理本部

有給取得時やノー残業デーの日に『親学』の推奨を促す機会を作り、家族との
株式会社保坂工業所
ふれあいや会話を促した。
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