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特別プログラム「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ」の取組状況について 
 

愛知労働局（局長 高﨑真一）では、企業の実情に応じた「働き方改革」を進めるこ

とにより「魅力ある職場づくり」を実現し、職場環境や待遇の改善などから人材の確保

にも繋がっていくように、その後押しをするための特別プログラム「ＡＩＣＨＩ ＷＩ

ＳＨ」を実施しておりますが、その取組状況についてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ」における働き方改革推進支援センター利用勧奨実践例 

について 

【実践事例紹介】 

労働基準監督署長や公共職業安定所長が、「働き方改革」を進めるにあたり問

題を抱えている企業に対してアドバイス等を実践し、働き方改革推進支援センタ

ーの利用勧奨した実践事例です。 

 

２「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ企業」認定について 

新たな企業認定１６企業（１１月２０日現在５１企業） 

 

３「働き方改革」推進企業について 

新たな企業認定２５企業（１１月２０日現在９１企業） 
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取組の状況 

１「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ」における働き方改革推進支援センター利用勧奨実践例 

について 
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ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨにおける働き方改革推進支援センター利用勧奨実践例①

Ａ社Ａ社

企業が抱える問題

１ 技術系の幹部養成のため工業系大学
（特に工学部機械系）から新卒採用を
行いたいが、食料品製造における農・
水産業イメージが払拭できないため、
採用に至らない（農学・水産系学部に
は人気）。

２ 職員の検便検査で陽性反応がでると
工場内の立入りが禁止され、人員のや
り繰りができず、突発的にラインが回ら
なくなる。

３ 平成30年度下半期の事業計画におい
て、生産ラインを増やすことになってい
るが、その人員の確保ができない（求
人広告を出しても高齢者のみ）。

業 種：食料品製造業
従業員：約３５０名

１ 工業系大学（特に工学部機械系）からの
新卒採用を目指すのであれば、まずはイ
ンターンシップを活用し、自社の魅力を分
かってもらうようにする。

２ 高齢者でも可能な業務を洗い出し、配置
可能な部署に積極的に高齢者等の雇用
を行う。

３ 潜在的労働力である専業主婦が働きや
すい時間帯（概ね10時から15時）の求人
募集を積極的に行う。

４ 検便陽性者については、自宅でもできる
業務を与える。その際、助成金などを活
用し、テレワーク機器などの機材を整備
する。

５ 余剰人員がでるからと言って、短期的な
視点で人材を手放すことをせず、企業グ
ループ間での人事交流などで対応する。

署長が行った問題解決のための
アドバイス（企業訪問結果）
署長が行った問題解決のための
アドバイス（企業訪問結果）

企業訪問へのアプローチ企業訪問へのアプローチ

１ 平成２９年度署長企業訪問リストから、
働き方改革に前向きな事業場を選定。

２ １０月１８日、署長自ら企業トップ（社
長）に電話連絡し、企業訪問について
説明。

３ １０月２４日、署長が企業訪問し、企業
トップと面談。企業トップから平成３０年
年下半期には生産ライン増設により人
手不足に陥るが、平成３１年度は生産
産ライン減少で、一時的に剰人員が出
るので、売り上げが減少し、人件費が
増大するとの悩みを打ち明けられた。
これに対して、署長自ら、労働力人

口減少について説明の上、一時的な
余剰人員が出たからと言って、人材を
手放したら、今後、人材確保は 困難
になることから、短期的な視野で判断
してはいけないと唱え、企業グループ
内人事交流（応援レシピ№７３を活用）
のアドバイスを実施。その他、高齢者
や主婦の潜在的な労働力の活用につ
いて、応援レシピ№７４などを活用しア
ドバイスを実施。

訪問日当日、テレワーク機器の導入に
際しての助成金活用術や法改正に伴う
就業規則の記載方法など専門的なアド
バイスを求めたいとの理由で、同日、セ
ンター申込書を受理。

センター利用センター利用

今後の方針今後の方針

監督署長が積極的な企業支援（コン
サルティング）をし、その結果を安定所
長に引き継ぎ、人材充足に結びつけて
いく予定。



ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨにおける働き方改革推進支援センター利用勧奨実践例②

Ｂ社Ｂ社

企業が抱える問題

１ 慢性的に人手不足であり、求人を出して
いるが、応募が少なく、応募があっても高
齢者ばかりである。

２ 生産性向上のため工場の新設などに取
り組んでいるが、成果が見えない。

３ 完全週休二日制を導入したが、それ以外
にも従業員に喜ばれる労働条件改善を
進めたい。

業 種：製造業
従業員：約30名

１ 一昨年から工場の増設、食堂の改善等によ
る働きやすい環境を整備している。
本年度、工場内の一角に新たに休憩所を
設置しているため、設備投資によるAICHI
WISHにおける優遇求人サービス申請を助言。
⇒早急にAICHI WISH申請予定

２ 完全週休二日制を導入したが、給料体系は
日給制であるため、安定した収入が保障さ
れる月給制へ移行し、求職者へ宣伝するよ
う助言。
⇒給与制度を検討し改善予定

３ 定年は60歳であり、定年後も継続雇用して
いるが、定年の延長含め制度を明確にする
よう助言。
⇒定年制の延長を検討し就業規則変更
予定

４ 求人票について点検を行い、魅力ある職場
づくりで必要な雇用管理改善について助言。

５ 引き続き、監督署、安定所が支援し、人材確
保に向けて最大限努力してく。

６ 顧問の社労士がいるが、経営相談について
は相談していないとのことであったため、社
労士の活用及びセンター利用を助言。

監督署長・安定所長等が行った問題
解決のためのアドバイス（企業訪問結果）
監督署長・安定所長等が行った問題
解決のためのアドバイス（企業訪問結果）

企業訪問へのアプローチ企業訪問へのアプローチ

１ 求人未充足の企業で魅力ある職場づ
くりに関心のある中小企業を選定。

２ 商工会議所の会報において、同社の企
業紹介あり。

３ １０月５日、安定所長が企業トップに電
話連絡し、企業訪問について説明。

４ 企業の情報を監督署、安定所で事前に
確認し、資料等を準備。

５ １０月１５日、監督署長と安定所長が企
業訪問し、代表取締役、専務取締役と
面談。

○ 監督署長から、人口曲線ほかの資料に
より、働き方改革と人材確保対策が必
要な背景等や労務管理について説明
（レシピ№４６「業務改善助成金」、
５８ 「時間外労働等改善助成金」、
６０「定年延長」ほかを交付）。

○ 安定所長から、具体的な申請手続きや
求人票の書き方などについて説明。

生産性の向上の取組について成果がで
ていないことから、経営相談が行えると、
方向性の是非が判断できるので、この判
断の参考となるアドバイスが受けられる
のなら、センター利用を強く進めたい。

働き方改革に前向きな姿勢が認められ
たため、支援センターを誘導。
但し、顧問の社会保険労務士がいるこ
とから、同労務士に相談したうえで、セン
ター利用を進めたいとのこと。

センター利用センター利用

感謝の声感謝の声

監督署長・安定所長が一体となって、働
き方改革に関するコンサルティングから
人材確保に繋がる求人票の書き方まで
総合的に支援を受けられて大変助かった。

企業の本音企業の本音



「ＡＩＣＨＩ　ＷＩＳＨ」認定企業一覧 　

（１１月２０日現在５１企業）

企業名 認定内容 所在地 事業内容 認定年月

1 アルプススチール（株）
えるぼし認定★★★
障害者雇用率の大幅達成★

名古屋市
スチール製ロッ
カー・書庫等の製
造販売

平成30年6月

2
社会福祉法人
愛知県厚生事業団

えるぼし認定★★★ 名古屋市 社会福祉事業 平成30年7月

3 （株）伊藤建設工業 ユースエール認定★★★ 名古屋市
とび・土工・コン
クリート工事業

平成30年7月

4 太田油脂（株） えるぼし認定★★★ 岡崎市 植物性油脂製造業 平成30年7月

5 イー・バレイ（株） えるぼし認定★★★ 名古屋市 サービス業 平成30年8月

6 大橋運輸（株）
くるみん認定★★★
障害者雇用率の大幅達成★

瀬戸市 貨物自動車運送業 平成30年8月

7 東洋紡(株)犬山工場 くるみん認定★★★ 犬山市
プラスチックフィ
ルム製造業

平成30年8月

8 瀬戸信用金庫 くるみん認定★★★ 瀬戸市 金融機関 平成30年8月

9 リゾートトラスト（株） くるみん認定★★★ 名古屋市 旅館、ホテル 平成30年8月

10 （株）東郷製作所 くるみん認定★★★ 愛知郡
その他の金属製品
製造業

平成30年8月

11 日東工業（株） くるみん認定★★★ 長久手市
発電・送電・配電
用電気機械器具製
造

平成30年8月

12
社会福祉法人　ゆたか福
祉会

くるみん認定★★★
障害者雇用率の大幅達成★

名古屋市 障害者福祉事業 平成30年8月

13
日通・パナソニックロジ
スティクス（株）

えるぼし認定★★★ 丹羽郡 貨物運送取扱業 平成30年8月

14 富士特殊紙業（株）
あいち女性輝きカンパニー★
託児所の設置★★

瀬戸市 印刷業 平成30年8月

15 尾張陸運（有）
女性の活躍推進企業★
託児所の設置又は契約★★

尾張旭市
一般貨物自動車運
送業

平成30年8月

16 （株）ドラッグスギヤマ くるみん認定★★★ 名古屋市 医薬品・化粧品小売 平成30年9月

17 （株）アイセロ
あいち女性輝きカンパニー★
36協定による限度時間短縮★
所定休日の増加★

豊橋市
プラスチックフィ
ルム製造業

平成30年9月

18 （株）アイワ
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★36協定による限度時間削減
★所定休日の増加★

岩倉市
工業用プラスチッ
ク製品製造

平成30年9月

19 医療法人　深見十全会 くるみん認定★★★ 西尾市 病院 平成30年9月

20 日研工業（株）
あいち女性輝きカンパニー★
企業主導型保育事業運用開始★★
障害者雇用率の大幅達成★

名古屋市
金属素形材製品製
造業

平成30年9月



「ＡＩＣＨＩ　ＷＩＳＨ」認定企業一覧 　

（１１月２０日現在５１企業）

21 （株）東海製作所
所定休日の増加★
休職制度創設★
残業限度時間短縮★

名古屋市
金属素形材製品製
造業

平成30年9月

22 社会福祉法人 愛恵協会
くるみん認定★★★
障害者雇用率の大幅達成★

岡崎市 障害者福祉事業 平成30年9月

23 いちい信用金庫 くるみん認定★★★ 一宮市 中小企業金融業 平成30年9月

24 医療法人　尾張健友会 くるみん認定★★★ 一宮市 病院 平成30年9月

25 稲沢建設（株）

あいち女性輝きカンパニー★治療
と仕事の両立支援のための病気休
暇・休職制度の創設★心のケアに
関わる事業場外資源の活用★

稲沢市 土木工事業 平成30年9月

26 社会福祉法人 慈雲福祉会
託児所の設置★★
働き方改革に関する設備投資★

一宮市 老人・介護事業 平成30年9月

27 （株）中村土木建設
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★託児所設置★★

東海市 土木工事業 平成30年9月

28 （株）アドヴィックス くるみん認定★★★ 刈谷市 機械設計業 平成30年9月

29 豊橋信用金庫
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★託児所の設置★★

豊橋市 中小企業金融業 平成30年9月

30 西尾信用金庫 くるみん認定★★★ 西尾市 中小企業金融業 平成30年9月

31
リハライフアシスト合同
会社  リハビリデイサー
ビスそうれ

あいち女性輝きカンパニー★
６か月以上３年未満の有期雇用労
働者への無期転換制度の導入★介
護休暇及び子の看護休暇について
法定を超える付与を行っている★

西尾市 老人福祉・介護事業 平成30年9月

32 医療法人 杏園会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★働き方改革に関する設備投
資★★

名古屋市 病院 平成30年10月

33 （株）山田商会 くるみん認定★★★ 名古屋市 管工事業 平成30年10月

34 （株）三四四
心のケアに関わる事業場外資源の
活用★働き方改革に関する設備投
資★★

常滑市 一般廃棄物処理業 平成30年10月

35
（株）セディナ名古屋オ
フィス

えるぼし認定★★★ 名古屋市 クレジットカード業 平成30年10月

36
（株）ヘルスケアシステ
ムズ

えるぼし認定★★★ 名古屋市 自然科学研究所 平成30年10月

37 （株）デビカ
所定休日の増加★
働き方改革に関する設備投資
★★

名古屋市 紙製品製造業 平成30年10月

38 トヨタ部品愛知共販(株) くるみん認定★★★ 名古屋市 自動車卸売業 平成30年10月

39 名古屋トヨペット(株)
働き方改革に関する設備投資
★★ 所定休日の増加★

名古屋市 自動車小売業 平成30年10月



「ＡＩＣＨＩ　ＷＩＳＨ」認定企業一覧 　

（１１月２０日現在５１企業）

40 （株）連瓦

所定休日の増加★３６協定におい
て限度時間延長時間の短縮削減★
治療と仕事の両立支援のための病
気休暇制度の創設★

豊橋市 木造建築工事業 平成30年10月

41 社会福祉法人　愛生館 ユースエール認定★★★ 碧南市 老人福祉・介護事業 平成30年10月

42 医療法人　嚶鳴会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
託児所設置★★

東海市 一般診療所 平成30年10月

43 医療法人　豊田会
あいち女性輝きカンパニー★働き
方改革に関する設備投資★★

刈谷市 病院 平成30年10月

44 （株）橋本製作所

働き方改革に関する設備投資★★
５年未満の雇用労働者への無期転
換制度の導入★障害者雇用率の大
幅達成★

あま市
発電用・送電用・
配電用電気機械器
具製造業

平成30年10月

45
ＮＰＯ法人
たすけあい名古屋

託児所の設置★★
所定労働時間の短縮★

名古屋市 老人福祉・介護事業 平成30年11月

46 社会福祉法人  ウィズ
ワーク・ライフ・バランス推進企
業★
保育所契約★★

名古屋市 児童福祉事業 平成30年11月

47 （株）tendre
法定外健康診断等の助成制度★定
年制を撤廃★働き方改革に関する
設備投資★★

名古屋市 美容業 平成30年11月

48 （株）森鉄工所
所定休日の増加★働き方改革に関
する設備投資★★

名古屋市 金属加工機械製造業 平成30年11月

49 小島食品製造（株）
ユースエール認定★★★
障害者雇用率の大幅達成★

東海市 食料・飲料卸売業 平成30年11月

50 豊田信用金庫 くるみん認定★★★ 豊田市 中小企業金融業 平成30年11月

51 医療法人　豊成会 くるみん認定★★★ 豊田市 病院 平成30年11月



「働き方改革推進」企業一覧

(１１月２０日現在９１企業)

企業名 認定内容 所在地 事業内容 認定年月

1 （株）いぶきの会 定年年齢の引き上げ★ 一宮市
介護付き有料老人
ホーム

平成30年6月

2 近藤商事土木（株） あいち女性輝きカンパニー★ 豊田市 土木建設業 平成30年7月

3 (有)シルバーネット
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
病気休暇の創設★

江南市 老人介護事業 平成30年7月

4
名鉄タクシーホールディ
ングス（株）

治療と仕事の両立支援のための病
気休暇・休職制度の創設★

名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年7月

5 名鉄交通第三（株）
治療と仕事の両立支援のための病
気休暇・休職制度の創設★

名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年7月

6 名鉄交通第四（株）
治療と仕事の両立支援のための病
気休暇・休職制度の創設★

名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年7月

7 名鉄交通第一（株）
治療と仕事の両立支援のための病
気休暇・休職制度の創設★

名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年7月

8 名鉄交通第二（株）
治療と仕事の両立支援のための病
気休暇・休職制度の創設★

名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年7月

9 藤城建設（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 土木建築工事業 平成30年7月

10 東三河ヤクルト販売（株）
あいち女性輝きカンパニー★
病気休暇の創設★

豊橋市 食料・飲料卸売業 平成30年7月

11
（株）出光プランテック
愛知

所定労働時間短縮★ 知多市 警備業 平成30年7月

12 三栄工業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊田市 こん包業 平成30年7月

13 （株）藤和アスコン
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊田市 舗装工事業 平成30年7月

14 （株）キョウエイファイン
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊田市 貨物運送取扱業 平成30年7月

15 社会福祉法人 亀泉会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

稲沢市 老人福祉・介護事業 平成30年7月

16 （株）義津屋 あいち女性輝きカンパニー★ 津島市 百貨店・総合スーパー 平成30年7月

17 （株）ヨシヅヤストアー あいち女性輝きカンパニー★ 津島市 百貨店・総合スーパー 平成30年7月

18 （株）ワイストア あいち女性輝きカンパニー★ 津島市 各種食料品小売業 平成30年7月

19 （株）永井組
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

江南市 一般土木建築工事 平成30年7月

20 医療法人　羊蹄会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
メンタル研修の実施　★

岩倉市 一般診療所 平成30年7月



「働き方改革推進」企業一覧

(１１月２０日現在９１企業)

21 医療法人　医仁会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

丹羽郡 病院 平成30年7月

22 名古屋樹脂工業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
所定休日の増加★

名古屋市 成形加工事業 平成30年8月

23 中部ホームサービス(株)
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 建築材料卸売業 平成30年8月

24
社会福祉法人
豊橋市福祉事業会

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 障害者福祉事業 平成30年8月

25 レンテック大敬（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 各種物品賃貸業 平成30年8月

26 中部ガス不動産（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 不動産代理業 平成30年8月

27 （株）崋古組
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

田原市 土木建築工事業 平成30年8月

28 社会福祉法人　来光会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

一宮市 社会福祉・介護事業 平成30年8月

29 （有）東海維持管理興業
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

半田市 土木工事業 平成30年8月

30 （株）三州足助公社
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊田市 サービス業 平成30年8月

31
社会福祉法人　としなが
福祉会

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊川市 障害者福祉事業 平成30年8月

32 愛電交通（株）
治療と仕事の両立支援のための病
気休暇・休職制度の創設★

名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年8月

33 サーラ住宅（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市
管理、補助的経済
活動を行う事業所

平成30年8月

34
(株)サーラコーポレー
ション

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市
管理、補助的経済
活動を行う事業所

平成30年8月

35 愛知海運産業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

田原市 港湾運送業 平成30年8月

36 (株)壱番屋
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
所定休日の増加★

一宮市 食料・飲料卸売業 平成30年8月

37 (株)えびせんべいの里
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

知多郡 パン・菓子製造業 平成30年8月

38 サンエイ糖化（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
子の看護休暇法定以上★

知多市 糖類製造業 平成30年8月

39 三和テクノ（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

津島市 管工事業 平成30年8月

40 三基工業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
36協定による限度時間削減★

刈谷市
一般産業用機械・
装置製造業

平成30年8月



「働き方改革推進」企業一覧

(１１月２０日現在９１企業)

41 シンニチ工業（株） 定年年齢の引き上げ★ 豊川市
製鋼を行わない鋼
材製造業

平成30年8月

42 （株）八幡ねじ あいち女性輝きカンパニー★
北名古屋

市
他に分類されない
御売業

平成30年9月

43 （株）オリジン
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 老人福祉・介護事業 平成30年9月

44 ナザテック(株)
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

稲沢市
自動車・同附属品
製造業

平成30年9月

45 （株）岡戸組
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★　                所定休
日の増加★

知多郡 土木工事業 平成30年9月

46 （株）キセキ
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
法定外健康診断の助成★

知多郡 機械器具小売業 平成30年9月

47
（株）ユニテック　犬山
事業所

所定休日の増加★ 犬山市
その他の専門サー
ビス業

平成30年9月

48 （株）ティースライブ 36協定による限度時間削減★ 小牧市 労働者派遣業 平成30年9月

49 岡本漁網（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市
綱・網・レース・
繊維粗製品製造

平成30年9月

50 （株）大木家
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市 遊技場 平成30年9月

51 小笠原建設興業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

田原市 土木工事業 平成30年9月

52
東レ・モノフィラメント
（株）

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

岡崎市
化学繊維・ねん糸
等製造業

平成30年9月

53 （株）昭和 所定休日の増加★ 稲沢市 食料・飲料卸売業 平成30年9月

54 昭和冷蔵（株） 所定休日の増加★ 稲沢市 冷蔵倉庫業 平成30年9月

55
社会福祉法人　あかね会
うのさと茜邸

託児所設置★★ 知多郡 老人福祉・介護事業 平成30年9月

56 社会福祉法人　觀寿々会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

刈谷市 老人福祉・介護事業 平成30年9月

57 鯱第一交通（株） 託児所設置★★ 名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年10月

58 大宝第一交通（株） 託児施設の契約★★ 名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年10月

59 八千代第一交通（株） 託児施設の契約★★ 名古屋市 旅客自動車運送業 平成30年10月

60 小原建設（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

岡崎市 一般土木建築工事業 平成30年10月



「働き方改革推進」企業一覧

(１１月２０日現在９１企業)

61 金星工業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
所定休日の増加★

額田郡
自動車・同附属品
製造業

平成30年10月

62 （株）イクス あいち女性輝きカンパニー★ 岡崎市 電気工事業 平成30年10月

63 （株）イーグルアイ
５年未満の有期雇用労働者への無
期転換制度の導入★
法定外健康診断等の助成制度★

一宮市 労働者派遣業 平成30年10月

64
鯱第一交通（株）東海営
業所

託児所設置★★ 東海市 運送業 平成30年10月

65
（株）エキスパートシズ
オカ　豊田設計センター

３６協定における残業時間の限度
時間引き下げ★

豊田市 労働者派遣業 平成30年10月

66 原田鋼業（株） 定年制の廃止★ 豊田市 鉄骨・鉄筋工事業 平成30年10月

67 中日本炉工業（株）
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
法定外健康診断の助成★

あま市 工業炉設計製造販売 平成30年10月

68 名古屋電機工業（株）
心のケアに関わる事業場外資源の
活用★

あま市
道路情報装置開発
製造販売

平成30年10月

69 社会福祉法人　長寿会 所定休日の増加★ 碧南市 老人福祉・介護事業 平成30年10月

70 阪部工業（株）
所定休日の増加★
心のケアに関わる事業場外資源の
活用★

西尾市 鉄素形材製造業 平成30年10月

71 （株）青山製作所
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

丹羽郡 自動車附属品製造業 平成30年10月

72 （株）ヒルパート 定年年齢の引き上げ★ 春日井市
道路情報装置開発
製造販売

平成30年10月

73 （株）愛恵電子
36協定において限度時間・延長時
間の短縮・縮減★

新城市
デンシデバイス製
造業

平成30年10月

74 （株）ダイワエクセル
非正規労働者に対し正社員と同等
の手当てを支給★

名古屋市
金属被覆・彫刻
業・熱処理業

平成30年11月

75 （株）エスワイシステム
あいち女性輝きカンパニー★
所定休日の増加★

名古屋市 ソフトウエア業 平成30年11月

76 （株）河合電器製作所 女性の活躍推進企業認定★ 名古屋市
民生用電気機械器
具製造業

平成30年11月

77 （株）三進製作所 定年制の廃止★ 名古屋市
その他の金属製品
製造業

平成30年11月

78 三進化学工業（株） 定年制の廃止★ 名古屋市
その他の金属製品
製造業

平成30年11月

79
社会福祉法人
名古屋ライトハウス

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

名古屋市 障害者福祉事業 平成30年11月

80
社会福祉法人
ひまわり福祉会

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

名古屋市 障害者福祉事業 平成30年11月



「働き方改革推進」企業一覧

(１１月２０日現在９１企業)

81
社会保険労務士法人
北見事務所

愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

名古屋市
その他の専門サー
ビス業

平成30年11月

82 医療法人　名南会
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

名古屋市 病院 平成30年11月

83
社会福祉法人　経山会
とくしげ太陽保育園

所定休日の増加★ 名古屋市 老人福祉・介護事業 平成30年11月

84 (株)インデックス
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

名古屋市
情報処理・提供
サービス業

平成30年11月

85
社会福祉法人　昌明福祉
会　港寿楽苑

働き方改革に関する設備投資★★ 名古屋市 老人福祉・介護事業 平成30年11月

86 （株）オーアンドケー
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★
定年年齢の引き上げ★

名古屋市 建物サービス業 平成30年11月

87 （株）豊橋設計
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

豊橋市
その他の専門サー
ビス業

平成30年11月

88 尾西信用金庫
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

一宮市 中小企業等金融業 平成30年11月

89 （株）吉田組
愛知県ファミリー・フレンドリー
企業★

一宮市 一般土木建築工事業 平成30年11月

90 （株）豊田ほっとかん 託児所設置★★    豊田市 老人福祉・介護事業 平成30年11月

91 ミヤコサービス（株） 定年年齢の引き上げ★ 一宮市 貨物運送取扱業 平成30年11月


