
第1号
医療法人社団

クロース・トゥ・ユー
ESTクリニック

平成28年9月25日
（再認定）

理事長
澤田　光広

医療保健業
132人

（男性20人、女性112人）

弘前市大字福村字新館添20番地1
0172-29-5500
http://www.estclinic.com/

育児・介護休業法にて義務付けられている育児休業制度等の実施はもちろんであるが、管理職層へ
の研修、育児休業取得者向け相談窓口の設置、代替要員確保等により、各種制度を利用しやすい
環境作りを行っている。
 結果として、育児休業取得率100%を達成しているほか、業績の向上や、出産を理由とした離職がな
くなるなど、子育て応援への取り組みを持続可能な経営に繋げている。
さらに、敷地内に職員向け託児所を設置し、手厚い子育て応援を行っている。

託児所利用者の職員アンケートから・・・
・現在勤務している私たちは、子どもの急病で休むことが非常に多いので、設置しても
らって有難く思います。
・祝祭日の預かりと病児保育があり、大変助かっています。
・お盆や正月など、他に預かることが出来ない場合に利用でき、家の用事を済ませら
れるので助かっています。

第2号
和電工業
株式会社

平成28年9月25日
（再認定）

代表取締役
藤田　あつ志

電気工事業
16人

（男性13人、女性3人）

弘前市大字鍛冶町11番地
0172-65-4114
http://www.waden.jp/

育児・介護休業法で義務付けられる育児休業等については、就業規則の中に定め、全ての従業員
にそれを配布し、周知を図っている。
今後、さらに周知を図るため、社内にそれを掲示し、性別を問わず各種制度を利用しやすい環境づく
りに取り組むこととしている。特に、従業員15名（男性12名、女性3名）という中小企業ならではのアッ
トホームな環境で、子どもの保育園や学校行事等の休暇の申し出もしやすく、管理者側からも積極
的に声掛けを行うなど、良好な職場環境を構築している。

子どもの学校行事等の予定（休暇）を申し出しやすく、子どもの急な発病等にもお休み
をいただききやすい雰囲気で、ありがたいです（30代／女性）

第3号
社会福祉法人

千年会
平成29年4月13日

（再認定）
理事長

小林　秀一

障がい福祉事業
46人

（男性18人／女性28人）

弘前市大字原ケ平字山中39番地１
0172-87-4888
http://www.chitose-kai.or.jp/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進め
るため全従業員に向け説明を行っている。
また、ワーク・ライフ・バランスのフォーラム、研修会に積極的に職員等を参加させ子育て支援の環境
整備について啓発を続けているほか、ホームページでの子育て支援情報等の提供や育児休業中の
職員に対する情報提供、子育て中の職員による会議「ママSUN会」を立ち上げ、職場環境の改善な
どを行うことで、子育てしやすい職場づくりの機運を積極的に高めている。

現在、二人の子育て真っ最中です。勤務表作成時に保育園行事等の予定を優先して
もらっています。特に夜間勤務時には夫の勤務にも合わせた配慮により、夫の協力も
得て安心して仕事ができています。
また、申し出による１時間の短縮勤務、急な子どもの受診等には２時間までの遅参早
退も利用できています。ママＳＵＮ会での意見交換や活動を通して充実した子育てがで
きています。同僚の理解のもと子どもと関わる時間をいただき、感謝しています。（30代
／女性）

第4号
社会福祉法人

弘友会
平成27年8月21日

 理事長
小田桐　清衛門

介護福祉事業
71人

（男性12人／女性59人）

弘前市大字向外瀬字豊田320番地1
0172-34-3434
 http://koyukai.xyz/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、「育児・介護休業法」の規定にそった取り
組みを行い、育児休業取得率100％を達成しているほか、事業所内で、規定を周知し制度を利用しや
すい職場環境とする取り組みを行っている。

保育園行事の公休希望や子どもの急な体調不良に対しての有給が取得しやすく、周り
の職員もお互い様だと快く残務を引き受けてくれます。（30代／女性）
妊娠が分かった時点やつわりが酷い時には体の負担の少ない業務を配慮してくださ
り、妊娠後期までしっかりと勤務することが出来ました。（30代／女性）

第5号
津軽警備保障

株式会社
平成27年10月1日

代表取締役
山口　道子

警備業
89人

（男性87人／女性２人）

 弘前市大字神田三丁目３番地17
0172-31-1300
 http://www.tsugarukeibi.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。男性が多いシフト制の職場であるが、子育
て中の社員へは子どもの都合などで勤務の時間調整が必要との申し出合があった場合は、配慮し
た勤務体制に変更している。家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざしており、事業所内でも規
定を周知させる等、制度を利用しやすくする取り組みを行っているほか、福利厚生制度を活用し結
婚・出産祝を贈っている。

幼稚園や学校行事があるときにシフトを調整してくれます。家族と一緒の時間が増え、
妻からも感謝されます（30代／男性）
会社から出産祝金を頂き、嬉しかったです（30代／男性）

第6号
弘鉄電気工事

株式会社
平成27年12月18日

代表取締役
佐々木　一臣

電気工事　電気通信工事
消防施設工事業

16人
（男性13人／女性３人）

弘前市大字城東中央二丁目３番地４
0172-28-0011

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。社員の人数が少ない会社であるため、社長
が社員に声掛けをしている。男性が多い職場であるが、子育て中の社員が子どもの都合や家庭の事
情で休暇等を申し出しやすい職場環境づくりに努めている。事業所内で規定を繰り返し周知し、制度
を利用しやすい職場環境とする取り組みを評価。

学校行事など、子どもに関わる休みが取りやすくなりました。子どもと過ごす時間が増
え、子どもは大喜びです。（30代／男性）

第7号
株式会社

東管サービス
平成28年1月26日

代表取締役
佐藤　直人

管・水道施設・建築・土木・電気・機
械機器設置・舗装・電気通信・消防

施設工事業
16人

（男性12人／女性４人）

弘前市大字山﨑三丁目５番地９
0172-88-0805
http://www.toukan-s.net

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。男性が多い職場であるが、子育て中の社員
が子どもの都合で従事できない場合の休暇の取得に配慮している。家庭の事情を申し出しやすい職
場環境をめざし、事業所内で規定を繰り返し周知し、制度を利用しやすい職場環境とするため、社会
保険労務士の相談窓口も設置するなどの取り組みを評価。

子どもの保育園の行事や通院の際、予定を申し出しやすい。子どもが急病の時も快く
受け入れてくれて、従業員のみんなが育児を応援してくれているので、すごく感謝して
います。（20代／女性）

第8号
張山電氣
株式会社

平成28年1月26日
代表取締役
張山　久次

電気工事業、電気通信工事業、土
木工事業

22人
（男性19人／女性３人）

弘前市大字徳田町30番地１
0172-32-6223
http://www.hariyama.jp

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。男性が多い職場であるが、子育て中の社員
が子どもの都合で従事できない場合の休暇の取得に配慮している。育児短時間勤務を通常の場合
に加え、選択肢を増やして従業員の都合に合わせた勤務ができるような配慮をしている。家庭の事
情を申し出しやすい職場環境をめざし、事業所内で規定を周知し、制度を利用しやすい職場環境と
するよう努力していることを評価。

社内会議の場にて、代表者より学校行事につき有給休暇を活用できるようはたらきか
けてくれており、行事に参加する機会をいただき、家族に喜ばれております。（30代／
男性）
子どもの急な体調不良での休暇も、家族を思いやる気持ちで応援してくれる雰囲気が
あり、非常に理解をいただき感謝しております。（40代／女性）

第9号
嶽開発

株式会社
平成28年2月23日

代表取締役社長
三上　千春

建設業／土木・舗装工事、産業廃
棄物中間処理業

33人
（男性29人／女性４人）

弘前市大字馬屋町３番地
0172-34-1560
http://www.dakekaihatsu.co.jp

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。育児のための始業終業時刻の繰上げ・繰下
げによる勤務可能。育児休業期間中の者に対し職場復帰支援等の措置。妊娠・出産等を理由として
退職した者に対し再雇用の措置。子育て中の従業員等の休暇の取りやすさに配慮し、年次有給休暇
を時間単位で取得可能にした。
家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざし、男性が多い職場であるが、子育て中の社の休暇の
取得に配慮し事業所内で規定を周知するなどを評価。

今後、結婚・出産となった時に育児休業制度を活用し、子育てしながら仕事も続けるこ
とが出来るので大変よい制度かと思います。（20代／女性）
小さい子どもがいるので、保育所への送迎やら急な病気への対応、また今後は入学式
やら参観日、などがあるので、より子どもとの関わりが持ちやすい環境となり感謝して
います。（30代／男性）

認定番号 企業名

弘前市子育て応援企業一覧

　弘前市では、仕事と子育てを両立できるような職場環境づくりや、地域での子育て支援活動に積極的に取り組む企業等を「弘前市子育て応援企業」として認定しています。認定期間は、認定年月日から２年間です。
　平成29年4月時点の認定企業をご紹介します。
　※取組内容の詳細については、直接各企業へお問い合わせください。

所在地・問い合わせ先認定年月日 業種／従業員数代表者 子育てに関する取組内容 社員の声
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弘前市子育て応援企業一覧

　弘前市では、仕事と子育てを両立できるような職場環境づくりや、地域での子育て支援活動に積極的に取り組む企業等を「弘前市子育て応援企業」として認定しています。認定期間は、認定年月日から２年間です。
　平成29年4月時点の認定企業をご紹介します。
　※取組内容の詳細については、直接各企業へお問い合わせください。

所在地・問い合わせ先認定年月日 業種／従業員数代表者 子育てに関する取組内容 社員の声

第10号
興産設備工業

株式会社
平成28年2月23日

代表取締役
對馬　武雄

建設業（管工事業）
24人

（男性22人／女性２人）

弘前市大字神田四丁目1番地11
0172-36-2326

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備（子の看護休暇が時間単位で取得可能）。家
庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざし、事業所内で規定を周知している。男性が多い職場で
あるが、子育て中の社員が学校行事等の子どもの都合で従事できない場合の休暇の取得に配慮し
ている。
経験・技術を積んだ従業員を離職させることがないよう、会社として大切にするため、育児休業等の
利用に係る社内相談員の制度を設け、相談しやすい環境を整備した点を評価。

小学校就学前の子どもがいて、妻もパートで働いているのですが、時間外労働につい
て制限をつけてもらっています。それでも忙しい時などは定時に帰りづらい気持ちがあ
りましたが、上司や社内相談員からの声掛け等があったりして、気持ちがすごく楽にな
りました。（30代／男性）
会社の「育児休業および育児短時間勤務等に関する規則」が明確になりこれから結
婚、育児と将来に向けやる気が出てきます。（20代／男性）

第11号
株式会社
南建設

平成28年2月23日
代表取締役
南　直之進

建設業　建築一式工事、土木一式
工事、その他舗装、とび土木工事等

48人
（男性45人／女性３人）

弘前市大字堅田一丁目１番地４
0172-36-7000
http://www.minamikensetsu.co.jp/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。年次有給休暇や子の看護休暇が時間単位で取得可
能。家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざし、事業所内で規定を周知している。男性が多い職場であ
るが、子育て中の社員の休暇の取得に配慮している。
工事現場付近の小学校に、交通安全のお守りを配布することを契機に交通安全について小学生に周知を図
る活動や、河川清掃などのボランティアにも積極的に参加し、地域防災や地域貢献を行い、弘前市リードマン
の講演でも子どもたちにも分かりやすく説明している。中学校の職業体験も積極的に受け入れ、建設業の社
会での役割を説明し、次代を育む取り組みを評価。

現在１歳の子どもがおりますが、急な病気等で突然休まざるを得ない状況が多々あ
り、そのような場合でも、上司や同僚の方々が快く仕事をフォローしてくれ、休暇を取り
やすい社内環境に大変助かっています。（30代/男性）
小３の子どもがスポ少で野球をしており、試合・練習送迎、練習立会など親のサポート
が不可欠だが、そういった子どもの為の理由であっても、時間休や休暇をとりやすい環
境となっており、非常にありがたいです。（40代/男性）

第12号
株式会社

中三
（認定店：弘前店）

平成28年2月23日
代表取締役社長

木村　中

小売業
307人

（男性52人／女性255人）

弘前市大字土手町49番地１
0172-34-3131
http://www.nakasan-dept.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子の看護休暇が法定より多く、一部有給休暇として
取得可能。管理職の会議において育児介護休業法の規定や子育て中の社員に対する支援体制を説明し、各
フロアにおいて周知を図り、制度を利用しやすい体制を作っている。産休・育休及び子育て中の社員が利用で
きる制度のパンフレットを作成し、全社員への配布と周知を行っている。産休・育休中の社員に対する会社情
報の提供を行い、休業中の社員が職場復帰するための取り組みとしているほか、希望により復帰後家庭と仕
事の両立が可能な勤務体制を取れるよう配置に配慮。女性トイレ内にベビーシート設置、店内にベビー室・授
乳室も設置など子ども連れの来店者への配慮等の取り組みを評価。

妊娠中具合の悪い時もありましたが、周りの職員の気遣いがあり、安心して仕事を続
けることが出来ました（30代／女性）

第13号
株式会社
デンユウ

平成28年3月29日
代表取締役
浅利　雄人

電気工事、消防施設工事
 9人

（男性8人／女性1人）

弘前市大字扇町二丁目4番地５
0172-26-3535

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。
子育て中の従業員等の休暇の取りやすさに配慮し、家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざ
し、事業所内で規定を周知している。男性が多い職場であるが、子育て中の社員が学校行事等の子
どもの都合で従事できない場合の休暇の取得に配慮している点を評価。

子どもが小学校６年生で野球をしており、応援・試合の送迎など親の協力が必要な環
境の中、時間休や休暇をとりやすく非常にありがたいです。今春、第３子誕生の予定で
すが、安心して仕事を続けることが出来ます。（40代／男性）

第14号
株式会社

佐藤惣建設
平成28年3月29日

代表取締役
佐藤　隆

土木及び建築工事設計並びに施
行。白砂及び砂利の採取販売。特
定労働者派遣事業。特別管理産業

廃棄物収集運搬業。
28人

（男性25人／女性3人）

弘前市大字末広二丁目1番地1
0172-28-3131

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。
子育て中の従業員等の休暇の取りやすさに配慮し、家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざ
し、事業所内で規定を周知している。男性が多い職場であるが、社員が家庭の事情で仕事に従事で
きない場合の休暇の取得に配慮している。
妊娠、出産、育児を理由として退職した従業員が希望した場合に再雇用に関する特別の配慮等を行
う育児介護支援再雇用特別措置等を評価。

第15号
株式会社
前山組

平成28年4月11日
代表取締役
前山 武二

建設業、土木一式、建築一式、舗
装、とび土工工事業等

25人
（男性22人、女性3人）

弘前市大字中畑字旭岡34番地
0172-86-2749

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。育児のための短時間勤務制度の始業時刻
を従業員が選択可能とし給与を減額せず支給。育児・介護休業から職場復帰する際に希望する者に
対し職場復帰のため必要な研修を受けさせる措置を講じている。家庭の事情を申し出しやすい職場
環境をめざし、事業所内で規定を周知している。男性が多い職場であるが、子育て中の社員が子ど
もの都合で従事できない場合の休暇の取得に配慮。

私の家族は、子どもが長男6歳、長女・次女の双子の3歳児と妻の五人家族です。ご想
像の通り、遠足や行事、又子どもが病気になった時妻だけではどうしても手薄になっ
て、会社に休暇をもらっていました。今回、会社が子育て応援企業の認定を受けたとい
う事を聞いて、大変心強く感じました。 （30代／男性）

第16号
株式会社

東邦設備工業所
平成28年4月11日

代表取締役
豊島 康史

管工事業
29人

（男性25人、女性４人）

弘前市大字神田四丁目６番地36
0172-34-0056
http://tohosetubi.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子育て中の社員の休みやすさに配慮して子
の看護休暇を半日単位で取得できるようにしている。家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめざ
し、事業所内で規定を周知している。男性が多い職場であるが、子育て中の社員が学校行事等の子
どもの都合で従事できない場合の休暇の取得に配慮している。

小学生以下の３人の子どもを育てていますが、共働きの為、急病の時対応できるほう
が早退したり有給休暇を取得したりしています。その際の申し出がとてもしやすく、度々
休ませて貰っています。男性でも育児に積極的に協力できる環境が整っている為とて
も助かっています。 （30代／男性）

第17号
アサヒ建設
株式会社

平成28年4月22日
代表取締役
対馬 金吾

建設業/土木一式、とび・土工・コン
クリート、舗装、建築一式 他

41人
（男性39人、女性2人）

弘前市大字川合字浅田26番地1
0172-27-1998

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。家庭の事情を申し出しやすい職場環境をめ
ざし、事業所内で規程を周知している。男性社員が多い職場であるが、社長が父親の子育てに理解
を示し、従業員が気兼ねなく休暇取得できるよう管理職が声がけを行っている。家庭環境に配慮し子
育て中の社員の勤務時間への配慮や子どもの病気や学校行事等の休暇に際し、事前にも声がけを
行い配慮を行っている。

子どもの保育園行事や急病による休暇・早退の申し出が大変しやすいです。上司・同
僚の方々も理解があり仕事もバックアップしてくれて助かります。（30代／男性）
子どもの部活動による県外遠征時にまとまった休暇をいただき、直接子どもの活躍を
応援できて嬉しかったです。（40代／男性）
出産祝い金を頂きました。（30代／男性）

第18号
吉川建設
株式会社

平成28年4月27日
代表取締役
吉川 功一

建設業（建築、土木工事）
28人

（男性23人、女性５人）

弘前市大字富田町174番地
0172-33-2181

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子育て中の社員に配慮し子の看護休暇を
時間単位で取得可能にしたほか、社長も子育てに対して理解を示し、管理職が社員に対し声がけを
することで、男性社員も子育てのための休暇を取得しやすい環境となっている。育児介護休業規定
について分かりやすいパンフレットを使用して説明を行うなど、周知についての細やかな配慮を行っ
ている。

子どもの学校行事等の際、休暇を申し出しやすく大変ありがたく思っています。（30代
／女性）
子どもの急な体調不良や学校行事等での有給休暇が取得しやすい環境で大変ありが
たいと思っています。（30代／女性）



認定番号 企業名

弘前市子育て応援企業一覧
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第19号
株式会社

大伸管工業所
平成28年4月27日

代表取締役
奈良岡 隆人

建設業（管工事業）
25人

（男性21人、女性４人）

弘前市大字藤野一丁目６番地３
0172-34-2871
http://www.daishinkan.jp

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子育て中の従業員に配慮し、小学校就学前
の子を養育する社員については時間単位での年次有給休暇の取得を可能としたほか、社内に制度
に関する相談窓口を設置し、子育てしやすい会社を目指す文書を社長が表明し事業所内で規定を周
知した。

第20号
東弘電機
株式会社

平成28年5月6日
 代表取締役社長

須藤 朗孝

建設工事の企画・設計・施行・管理。（冷凍冷蔵プ
ラント、空気調和・冷暖房・温湿度調整・換気・給
排水・衛生・上下水道施設・電気・消防設備・ガス
設備・建築各種工事）第1種フロン類回収。東芝り
んご貯蔵クーラー総発売元。東芝コールドチェー
ン機器特約店。東芝空調機器特約店。東芝エレ
ベータ代理店。酒類の販売及び古酒の貯蔵熟成

研究等
14人（男性12人、女性2人）

弘前市大字神田二丁目７番地５
0172-34-3865
http://www.toukoudenki.com

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子育て中の従業員に配慮し、子の看護休暇
を有給で取得可能としたほか、育児・介護休業規定について分かりやすくパンフレット等を使って説
明を行い事業所内で規定を周知した。

就業規則が新しくなり、育児休暇・看護休暇が取りやすくなりました。法で定められた制
度ではありますが、きちんと会社の就業規則にあると、申し出しやすいです。（20代／
男性）

第21号
株式会社
マル長

平成28年5月30日
代表取締役
長見 範孝

建設業(土木一式工事)
11人

（男性9人、女性2人）

弘前市大字門外三丁目８番地１
0172-27-1155

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。管理監督者（役員）が、従業員の子ども達の
学校行事等へ気配りを行っている。また、育児・介護休業規程について分かりやすいようにパンフ
レット等を使って説明を行い事業所内で周知を図っている。

上司や同僚の方の理解と応援のおかげで、子どもの学校行事、部活での試合、送迎
などの理由であっても休暇や早退の申し出がとてもしやすい環境になっていて大変あ
りがたく思っています。（40代／男性）
受験も無事に終わり、今年の4月に高校入学となった子どもへ入学祝い金を頂きまし
た。受験中も励ましのお言葉をかけていただき私自身、とても心強かったです。本当に
ありがとうございました。（30代／女性）

第22号
有限会社
丸二建設

平成28年5月30日
代表取締役
成田 由己

建設業（建築一式工事、土木一式
工事、とび・土工工事、舗装工事、

水道施設工事）
14人

（男性12人、女性2人）

弘前市大字常盤坂二丁目７番地24
0172-33-2837
http://www.maruni-kensetsu.co.jp/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子どもの病気、学校・保育園行事、部活等
の場合に休暇を申し出しやすい環境づくりを実践。また、育児・介護休業規程について分かりやすい
ようにパンフレット等を使って説明を行い事業所内で周知を図っている。

休暇を申し出やすい環境になり、小学校就学前の子どもと関われる時間が増えまし
た。（30代／男性）
小学生2人の母です。不審者目撃情報があり、緊急な場合でも、子ども達を安全に送
迎することができました。また、部活の応援・協力に参加でき、子どもの成長や活躍を
見ることができます。仕事と子育てを両立できるので、会社の理解と周りの協力にとて
も感謝しています。（40代／女性）

第23号
株式会社
弘前水道

平成28年6月14日
代表取締役
阿保 秀樹

管工事業、土木工事業、とび・土工
工事業、ほ装工事業、機械器具設
置工事業、水道施設工事業、消防

施設工事業
16人

（男性13人、女性3人）

弘前市大字茂森新町一丁目８番地６
0172-32-8870
http://www.hirosui.com/instanthp/page01.html

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備。子育て中の従業員に対し、子の看護休暇を
有給・時間単位にて取得可能としている。育児・介護休業規程について理解を進めるため全従業員
に向け研修を行い事業所内で周知を図っているほか、子育てのための休暇など申し出しやすいよう
快適に働ける職場環境に配慮している。

第24号
猪股建設
株式会社

平成28年6月24日
代表取締役
舘山 昭光

土木工事業、舗装工事業、とび・土
工工事業

23人
（男性19人、女性4人）

 弘前市大字城東二丁目３番地１
0172-27-8217

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進め
るため全従業員に向け説明を行い事業所内で周知を図っている。子育て中の社員に配慮し子の看
護休暇は時間単位で取得可能としているほか、育児休業中の者に対し、職場復帰のための環境を
整えている。

子どもの学校行事に伴う休暇届けに際しても、こころよく許可していただき、社員同士
連携して休暇中の現場をフォローする体制ができていると思います。（50代／男性）
事前に予定の決まっている学校行事の際はもちろん、突発的な子どもの急病時であっ
ても、上司の方々の理解もあって休暇・早退の申し出が大変しやすく、子育てしやすい
環境でありがたいです。これらを良き前例として、これから子育てする方々にも仕事・子
育ての両立を頑張ってほしいです。（30代／女性）

第25号
城東電気
株式会社

平成28年8月1日
代表取締役
外﨑 清文

電気工事業、管工事業、電気通信
工事業、消防施設工事業

23人
（男性20人、女性3人）

弘前市大字城東五丁目12番地３
0172-27-2055
http://jdee2055.co.jp/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進め
るため全従業員に向け説明を行うとともに、何時でも誰でも閲覧できるように事業所内で掲示し周知
を図っている。また、青森県教育支援プラットフォームに登録し、中学生等の職場体験活動を積極的
に受け入れ、弘前市の未来を担う子ども達のキャリア教育を応援している。

共働きで核家族の状況において、子どもの急な病気・行事があっても早退・休暇が非
常にとりやすくなりました。又、この制度の周知で社内での理解も深まり、サポートして
もらえるようになりました。（30代／男性）
子どもの保育園行事等、又急な病気や入院に対しても休暇の取りやすい社内環境が
整備されて大変助かっています。（50代／男性）

第26号
株式会社
共同設備

平成28年8月8日
代表取締役
澁谷 久人

建設業、管工事業
18人

（男性15人、女性3人）

弘前市大字兼平字猿沢77番地５
0172-82-5657

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備するとともに、家庭の事情を申し出しやすい職
場環境を実現するため、管理職が社員に対し声がけすることにより、子育てのための休暇等を取得
しやすい環境づくりに努めている。また、育児・介護休業規定について理解を進めるため全従業員に
向け説明を行い事業所内で周知を図っている。加えて、地域貢献活動として、地元の小学校に対し、
子どもの健全育成を目的とした「友情の庭」造園の整備を手掛けている。

夫婦共働きで保育園に通っている子どもがおりますが、頻繁に体調を崩す為、会社を休んだり
早退して迎えに行かなければならないことがよくあります。迷惑だと思いながらも休んだり早退
をしていましたが会社が子育て応援企業の認定を受けてからは上司・同僚にも理解してもらい
協力してもらえるようになり大変助かっております。 (30代／男性)
自分の会社が子育て応援企業の認定を受けたことを、子どものいる友人達に話したら羨ましく
思われました。 私も将来結婚して、仕事と子育てを両立しないといけないと思うと、この規則は
大変よいもので、育児休暇をとる際はお願いしやすくなる様な気がします。（20代／女性）

第27号
株式会社

マルノ建築設計
平成28年8月17日

代表取締役
野澤 武

 建設業
34人

（男性29人、女性5人）

弘前市大字袋町52番地
0172-35-4567
http://www.marunokenchiku.co.jp

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進め
るため全従業員に向けの説明と質疑応答を行い事業所内で周知を図っている。

今年結婚し、新しい家庭を築いていくにあたり、育児休業等の環境が整い妻と二人で
大変喜んでいます。（20代／男性）
子どもの、学校行事や病気等で仕事を休まなければいけない時は、ほとんど妻が対応
していましたが、子育て応援企業の認定を受け休暇が取得しやすくなり、非常に助かり
ます。（40代／男性）
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第28号
株式会社
日善電気

平成28年8月17日
代表取締役
相馬 祐次

電気設備工事、冷暖房設備工事、さ
く井工事、土木工事

25人
（男性22人、女性3人）

弘前市大字藤野一丁目７番地６
0172-36-1515
http://www.nichizen.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進め
るため全従業員に向け説明を行い事業所内で周知を図っている。また、従業員の子どもの学校行事
や育児・介護等で家庭の事情に配慮し、申し出しやすい職場環境を整えるよう努めている。

夫婦共働きで子どもも小さく、急な病気の時に早退や休暇の申し出がしやくなり仕事の
面でもバックアップをしてくれるというのは、とても心強いと思います。（30代／男性）
子どもの部活動で遠方の試合だった為、休暇を頂いて高校生最後の試合を応援する
ことができました。（30代／女性）

第29号
鎌田設備工業

株式会社
平成28年8月19日

代表取締役
安田 隆

管工事、水道施設工事、土木工事、
電気工事、消防施設工事

15人
（男性13人、女性2人）

弘前市大字藤野一丁目６番地２
0172-36-1900

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する就業規則につい
て理解を進めるため全従業員に向け説明を行い事業所内で周知を図っている。また、子育て中の社
員に配慮し、子どもの看護休暇は時間単位で取得可能としている。

将来結婚して育児をする時が来れば、仕事との両立にとても助かるのではないかと思
うので、良かったと思います。また、少子化の改善に繋がるのではないかなと思いま
す。(20代／女性)

第30号
株式会社
永澤興業

平成28年8月30日
代表取締役
永澤 弘夫

建設業一般
28人

（男性25人、女性3人）

弘前市大字撫牛子二丁目３番地４
0172-37-3456
http://www.kk-nagasawa.co.jp/index.html

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け説明を行うとともに、申し出しやすい環境を整備するため従業員の
家庭状況を把握しながら管理者側からの積極的な声掛けを行っている。また、水辺のサポーターとし
て、河川草刈り作業を継続して行っており、子ども達が安全安心して暮らせる教育的環境整備を目指
し、美化と防犯のための地域貢献活動も積極的に実施している。さらに、子育て中の社員に配慮し、
子どもの看護休暇について時間単位での取得が可能となっている。

子育てに対しての社内の雰囲気が非常によく、役員の人も頻繁に子育てに関して声掛
けをしてくれ、子どもの事（病気、行事等）で休暇を取得しやすい雰囲気である。（40代
／男性）
子どもの急な病気等で、休みになってもお互いがサポートし合える体制であり、大変あ
りがたい。（30代／男性）

第31号
株式会社
弘都電気

平成28年9月26日
代表取締役
内藤 忠直

電気設備工事・設計施工
33人

（男性29人、女性4人）

弘前市大字高田字苺原95番地７
0172-27-6287

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進め
るため全従業員に向け説明を行い事業所内での周知の工夫も図っている。また、管理者は、従業員
の家庭状況の把握にも努め、積極的な声掛けを行っている。

就業規則が新しくなったことで、男性でもより育児に協力出来る社内環境になりとても
感謝しています。（30代／男性）

第32号
株式会社
弘新建設

平成28年10月4日
代表取締役

工藤　武

舗装工事業、土木工事業、建築工
事業
27人

（男性25人、女性2人）

弘前市大字神田一丁目４番地１
0172-37-3329
http://koushin-k.jp/index.html

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する就業規則につい
て理解を進めるため全従業員に向け説明を行い事業所内で周知を図っている。また、子育て中の従
業員に配慮し、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げによる勤務が可能となっている。

子どもがまだまだ小さいので会社の子育て支援の認定に大変ありがたく思っておりま
す。今後利用しなければならない状況になってもとても心強いです。 （40代／男性）

第33号
共立設備工業

株式会社
平成28年10月6日

代表取締役社長
齋藤　貴之

管工事業
41人

（男性36人、女性5人）

弘前市大字扇町二丁目４番地１
0172-28-3456
http://www.kyouritusetubi.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け説明を行うとともに、申し出しやすい環境を整備するため従業員の
家庭状況を把握しながら管理者側からの積極的な声掛けを行っている。また、子どもの看護休暇に
ついては、時間単位で取得可能となっている。

今までより申し出しやすくなり、男性従業員も積極的に育児に参加しやすくなると思い
ます。これから、仕事、育児を両立する人にとっても、会社でサポート体制が整っている
と心強いです。（30代／女性）
夫婦共働きなので、子どもの通う保育園の行事や役員会、病気の時など、急な休暇を
とる状況が多々あります。この制度をもとに会社側・社員が各家庭の環境を理解する
事により、休暇の申し出がしやすく、大変有難く思っています。（40代／男性）

第34号
株式会社

クリンテック
平成29年3月16日

代表取締役
成田　喜生

洗濯業
86人

（男性34人／女性52人）

弘前市大字大久保字西田３６９番地
0172-33-7241
http://cle-tech.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け説明を行っている。また、仕事と子育ての両立支援を進めるため、
子どもが満1歳までの期間で育児休業並びに短時間勤務を取得する際、企業独自の「育児休業社内
規定」により有給の特別休暇を設定するなど、子育て世帯に対しより手厚い取り組みを実施してい
る。

男性社員が育児休業をお願いする事は、難しいと思いますが、会社の独自の制度が
あり、育児休暇の申請がしやすく非常にありがたいです。（３０代／男性）
妻は、妻の会社で育児休業中ですが、夫である私も私の会社で育児休業を取れると
は思いませんでした。会社独自の制度があり、子育てと仕事の両立が出来て、とてもう
れしいです。（２０代／男性）

第35号
株式会社
Ｉ･Ｍ･Ｓ

平成29年3月16日
代表取締役
三上　友子

教育・学習支援業
17人

（男性6人／女性11人）

弘前市大字土手町１３４番地８
0172-32-5801
http://ims-hirosaki.com/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け周知を図っているほか、子どもの看護休暇については、時間単位で
取得可能（拡充）となっている。
また、青森県キャリア教育応援企業として、地域の子ども達に職業講話や職場体験の受入れなど社
会貢献活動にも実績がある。

学校行事や急病による早退・休暇の申し出もしやすく大変ありがたく思っています。会社全体
が子育てに理解のあるおかげで、子どもに寂しい思いをさせることなく子育てと仕事の両立を
頑張れるという気持ちになります。（３０代／女性)
子どもの保育園行事や急病による休暇・早退の申し出がしやすく大変ありがたく、感謝してい
ます。上司や同僚の方々のご理解があり、快く仕事のフォローをしてくださいます。（３０代／女
性)
同僚の理解があり、休暇や早退の申し出しやすい環境であると思います。（３０代／男性）

第36号
株式会社

旭組
平成29年3月16日

代表取締役
藤田　靖

管工事、水道施設工事、土木工事
7人

（男性5人／女性2人）

弘前市大字神田四丁目６番地２７
0172-36-3251

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け説明を行うとともに、申し出しやすい環境を整備するため社会保険
労務士の相談窓口を設置し、積極的に周知を図っている。

子どもの急病や行事などによる休暇、早退の申し出がしやすいです。今回、子育て応
援企業の認定を受けたと聞き大変心強いです。（４０代／男性）
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第37号
丸勘建設
株式会社

平成29年3月16日
代表取締役
一戸　利光

建設業
20人

（男性18人／女性2人）

弘前市大字新里字中樋田９番地３
0172-27-0321

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け周知を図っている。また、子どもの看護休暇については、時間単位
で取得可能（拡充）となっている他、育児の短時間勤務において、業務上取得困難な従業員には、時
差出勤かベビーシッターの費用負担等の代替え措置を設けている。

子どもの急な病気の際に、時間単位で病院に連れて行ける のでありがたいです。（４０
代／男性）
保育園の行事の時など休暇がとりづらかったけど、会社が育児について理解を示して
くれるので、子どもとの時間を 増やせて感謝しています。（３０代／男性）

第38号
株式会社

工藤工務所
平成29年3月16日

代表取締役
工藤　晃一

建設業（建築一式工事、大工工事
業、とび・土工工事業他）

12人
（男性8人／女性4人）

弘前市大字小沢字大開４０１番地５
0172-88-2727
http://kudou-sk.jp/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理
解を進めるため全従業員に向け分かりやすいパンフレットなどの資料を配布し説明を行うとともに、
事業所内掲示板を活用し周知を図っている。

子育て応援企業の認定を受けたことにより、改めて社内でも「育児、介護休業」の規程
について周知され、いざと言う時も休暇や早退の申し出がし易くなり安心しました。（40
代／女性）
子どもの急な病気や行事などで妻一人では対応ができない場合、急遽休まざるを得な
い状況となった時でも、休暇・早退の申し出がしやすい環境になり、大変助かっていま
す。（30代／男性）

第39号
株式会社

小山田建設
平成29年4月20日

代表取締役
小山田　隆

総合建築業
15人

（男性14人／女性1人）

弘前市大字野田二丁目４番地１
0172-36-1601
http://www.oyamadakk.co.jp/

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規則について理
解を進めるため全従業員に向け社周知を図っている。また、子育て中の社員に配慮し、始業・終業時
刻の繰り上げ・繰り下げによる勤務が可能となっている。

子供がまだ小さいため、発病などで突発的に休むこともありますが、休暇が取得できる
社風に代わって来た感じがあり、これまで抱いていた休むことに対する罪悪感が薄れ
ました。（30代/男性）
会社を休みがたいと考えていたため、妻に子供を任せる形となり、父親の責任と、会社
での責任で板挟みになっていましたが、就業規則改定により、育児に関する休暇をい
ただく事に対する気持ちが少し楽になりました。（40代/男性）


