
「豊橋市子育て応援企業」の認定を受けた企業のうち、特に優れた取り

組みを行っている企業を表彰しました。

株式会社ベルクリエイト

【認定事業所名】

写真のすずき

ホワイトベル豊橋

ベルアンジュール

アンジュガーデン

ベルソフィア

ベルブレッド

来店した子連れのお客さんが安心

して買物できるようサポートします。

児童福祉施設への寄付

を毎年行い、今年で19

年目となります！

キッズスペースを設けて、子

どもが楽しく過ごせる工夫を

しています！

子育て家庭にやさしい
「赤ちゃんの駅べびほっ」の登録や、「はぐみん

カード」への協賛、店内にキッズスペースを設け

るなど、子連れのお客さんに配慮しています。

地域の子どもにやさしい
中学生の職場体験の受け入れや、「こども110番の

家」の登録、地域のお祭りへの協賛、児童福祉施設への

寄付などを実施しています。

従業員のワークライフバランスにやさしい
法定を上回る就業制度やマニュアルを整備し

急な休みに対応できる体制を整えるとともに、

変則的な就業時間を容認するなど、従業員が子

育てしながら働きやすい環境づくりに取り組ん

でいます。

おむつ替えの設置や、マタニティマー

クの掲示など、お客さんが安心して過

ごせるよう配慮しています。

【新規認定】



医療法人小石マタニティクリニック

地域の子どもたちにやさしい
中学生の職場体験の受け入れや、地域の子ども会、青

少年のオーケストラ活動への協賛など、地域の子どもに

やさしい取り組みを実施しています。

カトウたまご産業株式会社

子育て家庭にやさしい
「赤ちゃんの駅べびほっ」の登録や、無料イベント

の開催、レストランでの赤ちゃん用のスタイの貸し

出しや、折り紙・塗り絵などの提供、安心して利用

できるキッズスペースには図書館を設け、無料で本

の貸し出しを行うなど子育て家庭にやさしいサービ

スを数多く実施しています。

【認定事業所名】

たまごのがっこう

地域の子どもにやさしい
中学生の職場体験の受け入れや工場でのたまご詰

め体験の実施、地元の園や小学校のバザーへの協賛

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。たまご工場の体験会では、検卵や

パック詰めを体験してもらいます。

キッズスペースの「ご

ろ寝絵本図書館」で

は、本の貸し出しも

行っています！

前回認定時より新たに「こども110番の家」への登録、

職場体験の受け入れに対応し、取り組みを充実しました。

従業員のワークライフバランスにやさしい
法定を上回る就業制度や家族手当の支給、事業所

内託児施設を設置するなど、従業員が子育てしなが

ら働きやすい環境づくりに取り組み、過去3年間の育

児休業取得率は100%となりました。

職場の忘年会には、子

ども同伴で参加できます。

事業所内保育施設を運営

し、スタッフが安心して働け

るようにしています。

【更新認定】初回認定 平成27年度

【新規認定】



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 伊藤保険株式会社 ①②③
株式会社鈴国設備工業 ①②　 蒲郡信用金庫 ①②③
株式会社大建 　 ②③ 株式会社 ティー・エフ・オフィス ①　 ③
株式会社中部 　 ②③ 豊橋商工信用組合 ①②③
東海工営株式会社 ①②③ 豊橋信用金庫 ①②③
株式会社オノコム ①②③ 株式会社大垣共立銀行 ①②③
積水ハウス株式会社 ①②③ 三井住友海上火災保険株式会社 ①②③
北河建設興業株式会社 ①②③ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 　 ②③
東海興業株式会社 　 ②③ 東京海上日動火災保険株式会社 ①②③
ＨＡＰＩＮＩＣＥ－ハピナイス－／株式会社林美建 ①②③ 豊川信用金庫 ①②③
青山建設株式会社 　 ②③
朝日土木興業株式会社 　 ②③ 株式会社トヨタレンタリース名古屋 ①②　 
イノチオアグリ株式会社 　 ②③ ブレックホーム ①　 ③
ＮＤＳ株式会社 ①　 ③ イノチオホールディングス株式会社 　 ②③
株式会社新和技建 　 ②③
株式会社鈴木土建 　 ②③ 高瀬麗子税理士事務所 ① 　③
豊橋建設工業株式会社 　 ②③ 株式会社サイエンス・クリエイト ①　 ③
株式会社マナック　 　 ②③ 株式会社プライズメント 　 ②③
名豊建設株式会社 ①②③
井口土建株式会社 ①②③ 株式会社中日本吉野家 ①②③
荏原商事株式会社 ①②③ 株式会社ワイズ ①②　 
株式会社三立  　②③ 有限会社シナノ・エム ①②③
神野建設株式会社  　②③ 株式会社Cheers ①②③
谷山建設株式会社 　 ②③ cafe&gateaux knohd ①②　 
中央建設株式会社 ①②③
株式会社花田工務店 ①②③ 株式会社LE‐PLA BEAU ①②③
株式会社イセヤス建材 　 ②③ 東武トップツアーズ株式会社 　 ②③
平中電気株式会社 　 ②③ ポーラ　豊橋みなみグループ ①②③
藤城建設株式会社 　 ②③ 株式会社フェニックス ①②　 

クリーニングサイトー ①②　 
株式会社SPワークス 　 ②③ トータルリラクゼーションラウム ①②　 
シンフォニアテクノロジー株式会社 　 ②③ 株式会社ベルクリエイト ①②③
杉本屋製菓株式会社 　 ②③ ポーラエステインＳｍｉｌｅ店 ①②③
三菱レイヨン株式会社 　 ②③ 朝日開発株式会社 ①②③
株式会社アイセロ 　 ②③
旭精機株式会社 　 ②③ 株式会社オリエント楽器 ①②　 
中央製乳株式会社 　 ②③ 株式会社パシフィックスポーツクラブ ①②③
本多電子株式会社 　 ②③
有楽製菓株式会社 ①②③ かどむら鍼灸院 ①②　 
有限会社ウエルネス ①　 ③ 社会福祉法人豊橋市福祉事業会 ①②③
株式会社中野製畳所 ①②　 株式会社イノベイティブ・デザインキュー ①②③
岡本漁網株式会社 　 ②③ 里童こころと育ちのクリニック ①②③

医療法人さわらび会 　 ②③
中部ガス株式会社 　 ②③ 社会福祉法人さわらび会 　 ②③

医療法人尽誠会 ①②③
株式会社ウェブインパクト 　 ②③ 株式会社ツナグプレイス ①②　 
株式会社マップクエスト ①②③ 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ ①②③
豊橋ケーブルネットワーク株式会社 ①②③ 株式会社ＢＫＣ保育サービス ①②③

小石チルドレンクリニック ①②③
豊鉄バス株式会社 ①②③ 医療法人小石マタニティクリニック ①②③
豊橋鉄道株式会社 ①②③ 医療法人澄心会 　 ②③
向島流通サービス株式会社 ①②③ 朝日グリーンサービス株式会社 ①②③

有限会社五ツ星 ①②③
株式会社サーラコーポレーション 　 ②③ 社会福祉法人岩崎学園 　 ②③
中部ホームサービス株式会社 　 ②③ 株式会社オリジン ①②③
三河ダイハツ株式会社 ①②　 特定非営利活動法人クオーレ ①　 ③
株式会社葦元 ①②③ 有限会社美里 ①②③
株式会社お亀堂 ①②　 
株式会社大羽ミシン ①②③ 日本郵便株式会社  　②③
ネッツトヨタ東海株式会社 ①②③
株式会社豊川堂 ①②③
マックスバリュ東海株式会社 ①②③
NＴＰインポート株式会社 ①②③
ダイハツ豊橋株式会社 ①②　 
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
ユニー株式会社 ①②③
イノチオプラントケア株式会社 　 ②③
ガステックサービス株式会社 　 ②③
株式会社デライト 　 ②③
トヨタネ株式会社 　 ②③
株式会社ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ①②③
株式会社ほの国百貨店 ①②③
カトウたまご産業株式会社 ①②③

卸売業，小売業

複合サービス事業

製造業

教育，学習支援業

医療，福祉

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

生活関連サービス業，娯楽業

建設業 金融業，保険業

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

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

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0532-51-2382

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


