
 

会社名、ＨＰアドレス 等 所在地 
実施 

項目数 
令和３年度の取組実施内容 

1  （株）栃木銀行 市内各支店 

 http://www.tochigibank.co.jp/  

 法人番号 5060001000014  

 本店：宇都宮市西 2-1-18 6 ・一般事業主行動計画の策定  

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（小学校就学前の育児短時間勤務等） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（アニバーサリー休暇等各種休暇所得を推奨） 

・育児休業中の相談指導（働くママの応援講座） 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（高校・大学の金融リテラシー教育） 

2  たたみ工房 あおき 

  

 大平町西水代 1552  0 ・新型コロナウイルス感染症の影響により未実施 

3  栃木乳業（株） 

 http://www.tochigimilk.co.jp  

 法人番号 7060001016520    

 大平町川連 432  3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施（※） 

・工場、施設等見学の受入れ（※） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

4  栃木信用金庫 

 http://www.shinkin.co.jp/tochigi  

 法人番号 2060005005573  

 万町 9-28 4 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈とちしんプレミアムフライデー、ノー残業デ

ー、育児短時間勤務の実施、ＯＧ会の創設、出産や子育てによる退職者の再雇用〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇、新型コロナ

ウイルスの影響による学校臨時休校対応、ワクチン休暇の創設〉 

・工場、施設等見学の受入れ〈R３年度６月実施〉 

5  いすゞビルメンテナンス（株）栃木事業部 

 http://www.isuzu-bm.co.jp/ 

 法人番号 9010701014339   

 大平町伯仲 2691  

（いすゞ自動車栃木工場内）   

4 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈孫の面倒をみるための有給休暇取得〉 

・産前産後休暇・育児休暇制度等の整備〈※R３年度は該当者不在のため運用無し〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・工場、施設等見学の受入れ  

6  医療法人社団厚生会 西方病院 

 http://www.cc9.ne.jp/~nishikata-hosp/ 

 法人番号 1060005005541  

 西方町金崎 273-3   6 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈事業所内保育園の運営〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈1時間・半日単位の有給休暇の取得〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈短時間正職員制度の導入〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施（※） 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力〈上都賀郡市医師会准看護学校への講

師派遣〉 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

http://www.tochigibank.co.jp/
http://www.tochigimilk.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/tochigi
http://www.isuzu-bm.co.jp/
http://www.cc9.ne.jp/~nishikata-hosp/


7  （株）グリーンステージ大平 

https://www.cocktailtomato.com 

 法人番号 8060002032937  

 大平町伯仲 541   6 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

（時短勤務及び交代勤務） 

・育児休業中の社内情報提供 

・妊娠中及び育児休業中の相談指導 

〈ビジネス LINE、会社インスタグラムでの情報共有〉 

・その他の特色ある取り組み 

（栃木市学校給食への食材提供による食育支援）  

8  下野農業協同組合  

 http://www.ja-shimotsuke.or.jp/ 

 法人番号 9060005005476  

 片柳町 2-1-44 4 ・一般事業主行動計画の策定  

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈育児短時間勤務〉 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力〈中学校職場体験学習の協力〉 

・その他の特色ある取り組み 

〈子どもたちに対する食育活動…小学校新入生へのランチョンマットの贈呈、地元産トマトを

給食食材として提供、管内小学校への感染症予防に消毒液・石けんの提供〉 

9  （株）牧田工務店 

 http://www.makita-komuten.co.jp 

 法人番号 9060001016650  

 薗部町 2-6-6   6 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈定時退社できる体制づくり〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈子どもに係る用事での柔軟な休暇の取得〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（子どもに係る用事に合わせた出社・退社時間の調整、

1時間単位の有給休暇取得） 

・育児休業中の社内情報提供〈子どもを連れて会社訪問の機会を設ける、会社行事の連絡〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施〈高校生の就業体験の

積極的な受入れ〉 

・その他の特色ある取り組み〈育児休業後の復帰時期などの相談体制の整備〉 

10  （有）高久設備 

 http://takaku-setubi.com/ 

 法人番号 4060002032271  

 仲方町 141-14  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・その他の特色ある取り組み〈ショールームを「赤ちゃんの駅」として登録、親子じゃがいも堀

りを開催〉 

11  （有）山野井組 

http://yamanoigumi.com 

 法人番号 6060002032749  

 河合町 5-3  5 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈子どもの学校行事参加のため〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈毎週水曜日のノー残業デー〉 

・工場、施設等見学の受入れ（※） 

・その他の特色ある取り組み（「男女生き活き企業」認定、扶養子供手当の支給） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

https://www.cocktailtomato.com/
http://www.ja-shimotsuke.or.jp/
http://www.makita-komuten.co.jp/
http://takaku-setubi.com/
http://yamanoigumi.com/


12  （株）野田サクセン 

 http://www.cc9.ne.jp/~nodasakusen/ 

 法人番号 8060001017071  

 大平町西野田 424  4 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・保育サービス利用に対する助成等、育児休業中の経済的援助制度（家族手当として支給） 

・その他の特色ある取り組み（マスクの配布、社員の家族を交えての社員旅行） 

13  （株）岡建設 

 法人番号 4060001016267  

 梅沢町 269   4 ・一般事業主行動計画の策定（H30年 11月 1日～R5年 10月 31日） 

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈1歳未満の子どもがいる場合、休憩時間以外

に 1時間の育児時間を確保〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈検診・予防接種・学校行事等〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験（インターンシップ）の実施（※） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

14  （株）大栄 

 法人番号 6060001016777  

 大平町西水代 2385-1  3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事参加のための休暇取得促進〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験（インターンシップ）の実施〈高校生の就業体験

の実施〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈信号機の横断歩道の旗の設置 2 か所、「す

ごろく防犯ポスター」への協賛 、通学路等の清掃を年 6回実施〉 

15  （有）大前設備 

 法人番号 1060002033520  

 藤岡町大前 39-1  5 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈中学校就学前の子を養育する社員のための、

弾力的な勤務時間の調整〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈中学校就学前の子を養育する社員の看護休暇の取得、

保育所、幼稚園等の送迎、通院等家族のための半日単位、時間単位の休暇の認定〉 

・特別休暇制度の創設 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈必要に応じて子連れ出勤を許可〉 

・保育サービス利用に対する助成等、育児休業中の経済的援助制度〈家族手当として援助〉 

16  （株）大木組 

 http://www.okigumi.co.jp/ 

 法人番号 2060001016260  

 大町 18-12  3 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・特別休暇制度の創設 

17  丸進建設（株） 

 法人番号 5060001016811  

 大平町新 854   5 ・子育てしながら就労しやすい環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事等ある際の、時間休取得促進〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈残業日が少なくなるような仕事内容の配慮〉 

・工場、施設等見学の受入れ 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈学童下校時の見守り、栃木市少年補導員とし

てパトロールの実施〉 

18  大興電気工業（株） 

 http://daidenko.com/ 

 法人番号 4060001016457  

 平井町 523-7  4 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

http://www.cc9.ne.jp/~nodasakusen/
http://www.okigumi.co.jp/
http://daidenko.com/


・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

19  坂本産業（株） 

 法人番号 9060001016361  

 尻内町 691-1   3 ・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施（※） 

・地域の安心安全のための活動への参加及び支援 

〈「愛ロードとちぎ」活動（道路の清掃）を年 6回実施〉 

・その他の特色ある取り組み〈所有グラウンドを地元小学生に無償貸与〉 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

20  柴田建設（株） 

 法人番号 9060001016931  

 藤岡町藤岡 202-1  3 ・一般事業主行動計画の策定(事業所内掲示） 

・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（男性の子育て目的の休暇の所得促進） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

21  （株）ワタナベ土木 

 法人番号 4060001017091  

 都賀町大橋 256-1  5 ・一般事業主行動計画の策定〈始業・終業時刻の繰上げや繰下げ制度の活用〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈子どもの学校行事等に参加しやすくするため〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈学校行事等への参加・習い事の送迎等への時間の配

慮、ノー残業デーの制定〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施（※） 

・その他の特色ある取り組み〈通学路の除草やごみ拾い等の清掃活動〉 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

22  （株）松本工務店 

 法人番号 4060001016812  

 大平町富田 1406-2  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の設備（登下校に合わせて時差出勤・時間外出・帰

宅） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（急な休校時の孫連れ出勤） 

・地域の安心安全のための活動への参加及び支援〈通学路こども避難所として登録、通学路の見

守り〉 

23  （株）大澤土木工業 

 法人番号 1060001017425   

https://oosawadoboku.co.jp/ 

 都賀町大橋 285-1 5 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・地域の安心安全のための活動への参加及び支援（2ヶ月に一度通学路の清掃作業） 

24  （株）サルカン 

  法人番号 8060001016767   

 大平町榎本 919-1 4 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（※） 

・地域の安心安全のための活動への参加及び支援〈児童下校時の見守りや横断歩道での通学児

童の誘導を年 3回実施〉 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

https://oosawadoboku.co.jp/


25  山中建設（株） 

 法人番号 3060001016813  

 大平町伯仲 1755-2 6 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈子どもの病気等に係る遅刻、早退、欠勤に対

する配慮〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事参加のための調整、休暇取得の促進〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈育児時間の確保、時短勤務〉 

・育児休業中の社内情報提供〈産休及び育休中の保険関係・給付金等の情報提供及び手続代行〉 

・保育サービス利用に対する助成等、育児休業中の経済的支援〈子どもの誕生祝金〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈登下校時の声掛けや安全確認、横断歩道の黄

色い旗の設置、旗当番、育成会行事への協力〉 

26  （有）松新建商 

 法人番号 4060002033880  

 寄居町 690-1  3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事等への積極的参加に配慮〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈通学路の清掃・除草作業〉 

・その他の特色ある取り組み（事務所に隣接した通学路に照明設置） 

27  （有）つくば開発 

 法人番号 4060002033022  

 大平町榎本 211‐3   3 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備 

・保育サービス利用に対する助成等、育児休業中の経済的援助制度 

28  （株）山中設備工業 

 http://www.yamasetsu.jp/ 

 法人番号 2060001017515  

 大平町北武井 498‐2  13 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備〈学校行事等に参加できるように配慮〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・特別休暇制度の創設 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・育児休業中の社内情報提供 

・妊娠中及び育児休業中の相談指導 

・保育サービス利用に対する助成等、育児休業中の経済的援助制度 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施（※） 

・工場・施設等見学の受入れ（※） 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（※） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈地域の見守り隊への協力〉（※） 

・その他の特色ある取り組み（福利厚生として社内バーベキュー等への家族での参加）（※） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

29  （有）セキネ設備工業 

 http://www.sekine-setsubi.jp/ 

 法人番号 6060002033805  

 都賀町木 347‐2 5 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（学校行事等の参加促進） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈フレックスタイムの導入） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈通学路の清掃活動〉 

・その他の特色ある取り組み（若年求職者の採用及び育成） 

http://www.yamasetsu.jp/
http://www.sekine-setsubi.jp/


30  （株）ユタカ設備工業 

 法人番号 7060001016974  

 藤岡町都賀 459   3 ・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈学校行事・地域行事への積極的な参加、出勤時間や退

勤時間への配慮、看護休暇が取りやすいような勤務体制の配慮〉 

・工場・施設等見学の受入れ 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力〈小学校の社会見学・職場体験を実施、

R4年度も受入れ予定〉 

31  （株）鯉沼工務店 

 法人番号 8060001016924  

 藤岡町大前 850‐2 4 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（重機を使用し、小学校の砂場を整備） 

32  栃木冷暖工業（株） 

 法人番号 4060001016523  

 樋ノ口町 559‐1 4 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備〈子育ての時間に合わせての時短就業取得推進〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈園・学校行事等や PTA活動に参加できる勤務体制〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施〈産業教育振興会会員

としての支援〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈通学路である会社前県道の清掃活動〉  

33  （株）荒井電設 

 法人番号 6060001017882  

 藤岡町都賀 883 5 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備〈子どもの病気等のための遅刻や早退への配慮〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈子どもの送迎時間を考慮した出退勤時間の取り組み、 

残業時間短縮への取り組み、学校行事に参加しやすいような勤務体制の調整〉 

・育児休業中の社内情報提供 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

34  （株）五十畑組 

 法人番号 9060001016980  

 岩舟町鷲巣 45‐3  3 ・一般事業主行動計画の策定（R3年 11月 1日～R7年 10月 31日） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事への参加〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「愛ロード」活動での道路清掃作業〉 

35  川島工業（株） 

 法人番号 6060001016918  

 藤岡町藤岡 5256  5 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力〈総合学習支援活動参加〉 

・その他の特色ある取り組み（通学路等の清掃） 

36  （有）石川組 

 法人番号 5060002032857  

 大平町蔵井 1027  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・地域の安心安全のための活動への参加及び支援（こども 110 番の家の設置、みまもり隊に加

入） 

37  （株）今泉造園土木 

 法人番号 7060001017799  

 藤岡町中根 746‐2  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

（育児短時間勤務の活用、子どもの突発的な病気やケガに係る早退に対する配慮） 



・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（休暇を取得しやすいようにチーム内でフォロー体制

を確立） 

・育児休業中の社内情報提供（復帰前の面接や業務内容等の情報交換） 

38  （株）ソエル 

 http://www.e-house.co.jp/homemade-moro/ 

 法人番号 9060001017541  

 岩舟町曲ケ島 1806‐4 3 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（新型コロナウイルス感染症による休校時に、子

連れ出勤や急な休暇も可能なシフトの作成） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（フレックスタイムによる時間調整） 

・その他の特色ある取り組み〈子どもの夏休みに合わせてキャンプイベントの実施、PTA活動の

推進〉 

39  （株）大栄工業 

 法人番号 5060001016943  

 藤岡町藤岡 4197‐1  4 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「こども 110番の家」の看板設置〉 

40  （有）金澤土建 

 法人番号 7060002032905  

 大平町富田 262  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（幼稚園の行事への参加などに対するもの） 

・特別休暇制度の創設 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

41  （有）工和設備 

 法人番号 5060002033566   

 藤岡町甲 1766‐4   5 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援 

・その他の特色ある取り組み（通学路の花壇の手入れ） 

42  トリタ設備工事（株） 

 http://www.toritasetsubi.com 

 法人番号 7060001016784  

 大平町西水代 2767 5 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・特別休暇制度の創設 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験（インターンシップ）の実施（※） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（栃木消防団協力事業所に認定） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

43  清田建設工業（株） 

 法人番号 6060001017107   

 神田町 2-8 4 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・工場、施設等見学の受入れ 

・その他特色ある取り組み〈児童発達支援事業所『Kきっず』を運営〉 

44  （有）大出建設 

 法人番号 3060002032900   

 大平町上高島 472-1  3 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（自治会内の通学路の空き缶拾い及び清掃） 

・その他の特色ある取り組み（小学校周辺の通学路の違法広告物の撤去と清掃活動（※）） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

http://www.e-house.co.jp/homemade-moro/
http://www.toritasetsubi.com/


45  ホリエ電設工業（株） 

 http://horiden2828.com 

 法人番号 4060001017414   

 今泉町 2-13-28   4 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事等〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（在宅勤務、子連れ出勤） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（こども 110番の家への登録） 

46  富田建設（株）  

 法人番号 6060001017032 

 岩舟町静 1871-1 5 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（学校行事、子どもの体調不良などに対応） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・大学生、若年求職者等を対象にした就業体験（インターンシップ）に実施（※） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（こども 110 番の家への登録、小中学生の登

下校時に見守り及びあいさつ） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

47  ケーブルテレビ（株） 

 https://www.cc9.jp 

 法人番号 2060001016517  

 樋ノ口町４３－５ 10 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（妊娠報告時、産休前、復職前、復職後に子育て

支援員のヒアリングによる支援） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の取得（1時間から事由なしで取得可） 

・特別休暇制度の創設（新型コロナウイルス感染症に伴う休校に対する休暇） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈フレックス勤務・時短勤務〉 

・育児休業中の社内情報提供（グループウェアを活用） 

・妊娠中及び育児休業中の相談指導〈子育て支援員による〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・工場、施設等見学の受入れ 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（職業人講話等への講師派遣） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（地域の自治体が実施する地域安全安心事業

に協力） 

・その他の特色ある取り組み（デジタルサイネージを活用した出産情報の共有、子育て支援員

（栃木県認定）常駐） 

48  （有）大原土建 

 法人番号 2060002032892  

 大平町西水代１６７７  4 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈子どもの病気時等のための、突然の遅刻・早

退・欠席への配慮〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈育児時間の確保（通院・送迎等）、時短勤務〉 

・工場、施設等見学の受入れ（求職者に限らず学生の職場体験等希望受入れ可能） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈通学路の横断歩道に黄色い旗を設置〉 

49  安藤設備工業（株） 

 法人番号 3060001016978  

 岩舟町静１３１７－４ 3 ・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈学校行事に参加できる勤務体制及び調整を実施〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈地域の子どもとの交流及び見守り等のため

挨拶を呼びかける「あいさつ通り」のぼり旗の協賛、通学時等の防犯ポスター作成への協賛〉 

・その他特色ある取り組み〈子育て支援事業への寄附〉 

http://horiden2828.com/
https://www.cc9.jp/


50  （株）相場設備管工 

 法人番号 3060001016185  

 旭町２９－７ 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事や習い事のため〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈学校や学童保育の送迎に配慮した勤務体制〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「こども 110番の家」の看板設置〉 

51  日向野建設（株） 

 法人番号 7060001016586  

 皆川城内町 1833 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（学校行事への参加） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（登校時の通学路での立哨） 

・その他の特色ある取り組み（下校時の防犯パトロール） 

52  落合建設工業（株） 

 法人番号 4060001016993  

 岩舟町静 1756-2 5 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（子どもの急な発熱等に対する休暇や出勤時間

の変更を連絡する際、電話のほかにメッセージアプリでも可とした） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（保育園に通園する子どもがいる従業員の勤務時間の

短縮や在宅勤務の体制） 

・工場、施設等見学の受入れ 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「愛ロード」活動での道路清掃作業、「こども

110番の家」の看板設置〉 

53  （株）サカタ工業 

 法人番号 3060001017514  

 箱森町 20-24 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（通院等による遅刻・早退の容認） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈学校行事等に参加できるよう配慮） 

・その他特色ある取り組み〈小学校へイベント用の砂搬入〉 

54  （有）タカダ設備工業 

 法人番号 8060002032235 

 川原田町 1216 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事等への父親の参加の促進、子どもの病気等に

対応するための休暇の取得できるよう配慮〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（時間単位で有給を取得できる制度） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈小中学生の登校時、交通量の多い通学路に立

ち、スムーズに横断できるように地域の活動に参加〉  

55  幸和工業（株） 

 法人番号 4060001016333 

 平柳町 3-43-16 5 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（学校行事への参加を促進） 

・子育てに配慮した有給取得の促進（急病等にも柔軟に対応） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（子どもの送迎や通院に配慮） 

・保育サービス利用に対する助成等、育児休業中の経済的援助制度 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（電気コンテスト指導） 

56  森澤電機工業（株） 

 http://morisawa-denki.com/ 

 法人番号 7060001016660 

 梓町 39-23 4 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

57  渡邉工業（株） 

 法人番号 7060001016875 

 都賀町家中 1921-3 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈コロナ対策に伴う取得〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈コロナ対策に伴う臨時休校のため勤務体制を変更〉 

http://morisawa-denki.com/


・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（通学路の清掃） 

58 （有）磯工務店 

 法人番号 7060002031584 

 野中町 1312-7 3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（新型コロナウイルス感染症による休校等に対する配

慮） 

59 （株）荒川建設 

法人番号 5060001016191  

 惣社町 2158  5 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（子どもの病気や入院等のための休暇等への

配慮、産休や育休の実施） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（学校や保育園の行事参加のため） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（子どもの送迎のための定時退社、残業時短の実施） 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・その他の特色ある取り組み（高校生までの子どもがいる家庭に子供手当の支給） 

60 伊藤電機（株） 

http://www.itoudenki.jp/ 

法人番号 7060001016207 

 平柳町 1-43-17  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備 

・特別休暇制度の創設 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（防犯灯を自前で設置） 

61 （株）オノザワ設備 

法人番号 5060001016992 

 岩舟町畳岡 391-2  4 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈学校行事参加のため〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈子どもの通院などに配慮〉 

・専門技術を活かした地域の学校行事及び授業への協力（小学 6 年生対象絵葉書コンクールへ

の協力） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（小学生の登校時に見守り隊として同行） 

62 栃木アンカー工業（株） 

http://www.ta-k.co.jp 

法人番号 1060001016518 

 城内町 2-44-37  3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈子どもの体調不良による呼び出し時、上司の

承諾を得ることなくメール報告で直ぐに帰宅できる仕組みを実施、学校行事がある際は事前届

出により早退遅刻・休暇の取得できる仕組みを実施〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈会社規定以外の出社・退社時間を導入〉 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施〈R3 年 10 月 20 日高

校生対象、R4年 3月 7日～同年 3月 11日高等専門学校生対象〉 

63 （有）関根総合設備 

法人番号 6060002032146  

 大皆川町 426-1  5 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈時短勤務、子どもの病気等のための遅刻や早

退への配慮〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈学校行事参加の為の半日単位での休暇や孫のための

有給の取得〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈やむを得ない場合の子連れ出勤を許可〉 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「こども 110番の家」の継続参加〉 

・その他の特色ある取り組み（「とちぎ女性活躍応援団」、「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣

言」に登録） 

http://www.itoudenki.jp/
http://www.ta-k.co.jp/


64 （株）福田土木 

http://fukudadoboku.jp/ 

法人番号 5060001017446 

 岩舟町静戸 1769-2   4 ・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（「こども 110番の家」の看板設置、愛ロード

活動を登校時の時間帯に行うことで、見守り活動をしながら清掃活動に従事〉 

・その他特色ある取り組み〈とちぎ笑顔つぎつぎカード事業の協賛店に認定〉 

65 （株）大日建設 

法人番号 9060001017054 

 西方町金井 808-7   3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備〈学校行事への配慮や、子どもの体調不良など

での遅刻、早退、欠勤への配慮〉 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（学校行事や子どもの検診日等） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫〈育児を配慮し、残業しない作業工程の見直しや工夫〉 

66 （有）日向野設備工業 

http://www.cc9.ne.jp/~higasetu 

法人番号 4060002032511 

 錦町 7-10   3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進〈幼稚園や学校行事に配慮〉 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「こどもかけこみ 110番」の看板設置〉 

67 （有）トーセツ 

法人番号 4060002032338 

川原田町 298-6 3 ・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（定時退社奨励による残業時間の短縮） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（土曜日の時短休日を学校行事に合わせて変更可） 

・その他の特色ある取り組み（小学校育成会による資源回収行事に自社車両を無償貸与） 

68 （株）ヴィーナス 

法人番号 4060001027545 

万町 6-1 

栃木グランドホテル 3階 

八汐の間 

0 ・新型コロナウイルス感染症の影響により未実施 

69 

 

第一アグリ（株） 

法人番号 8060001017088 

大塚町 128-1 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（産休明けの従業員に対して積極的に休暇取得を推奨） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（従業員の希望に沿って出社・退社時間等を柔軟に対

応） 

・育児休業中の社内情報提供（定期的に連絡をとり、相互に情報を共有） 

70 植木建設工業（株） 

法人番号 2060001016822 

都賀町合戦場 786 3 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈「愛ロード」活動での道路清掃作業〉 

71 （株）落合工務店 

法人番号 9060001017095 

都賀町合戦場 248-1 3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（残業の削減） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（子どもの体調不良や学校行事に合わせて早退・時間単

位の休暇を取得） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（子育ての負担を配慮し、早番・土曜出勤をなくす） 

72 舘野建設（株） 

法人番号 2060001017102 

片柳町 2-14-39 4 ・子育てに配慮した有給休暇取得の促進 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験(インターンシップ)の実施（※） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援〈年 6回「愛ロード」活動での道路清掃作業〉 

・その他特色ある取り組み〈子育て手当支給 対象数延べ 288人/年〉 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

http://fukudadoboku.jp/
http://www.cc9.ne.jp/~higasetu


73 （株）オチカイ・テクノス 

法人番号 7060002033754 

都賀町平川 821-1 3 ・子育てをしながら就労しやすい労働環境の整備（子どもの病気に対する遅刻、早退、欠勤への

配慮） 

・特別休暇制度の創設 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（子どもの送迎を考慮した出勤・退勤時間、学校行事へ

の参加） 

74 （有）早乙女管工 

法人番号 5060002032163 

昭和町 5-14 3 ・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（学校行事に参加できる勤務体制及び調整を実施） 

・地域の安全安心のための活動への参加及び支援（こどもかけこみ 110 番の看板設置、通学路

での立哨、庁内の通学路清掃） 

・その他の特色ある取り組み（配水管布設工事に伴い、道路周りの清掃） 

75 （株）上原園 

 https://www.ueharaen.co.jp/ 

法人番号 3060001016821 

都賀町家中 4665-1 6 ・一般事業主行動計画の策定 

・子育てしながら就労しやすい労働環境の整備（新型コロナウイルス感染症の影響による保育

園臨時休園の対応としてリモートワーク実施） 

・子育てに配慮した有給休暇取得の促進（学校行事参加のための休暇取得促進） 

・子育てに配慮した勤務体制の創意工夫（就学前の子どもを養育する社員の短時間勤務制度延

長） 

・育児休業中の社内情報提供 

・大学生、若年求職者等を対象とした就業体験（インターンシップ）の実施 

 

https://www.ueharaen.co.jp/

