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京都府広報監 まゆまろ 

京都で広がる！『子育てに優しい職場づくり』 

～「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」企業が 100 社を突破～ 
 

    令 和 元 年 ７ 月 １ ９ 日 
京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室  

（０７５－４１４－４６３１） 
府民環境部男女共同参画課 

（０７５－４１４－４２９４） 
   商工労働観光部人材確保推進室  

（０７５－６８２－８９２２） 
人材確保・労働政策課 

（０７５－４１４－５０８０） 
知 事 直 轄 組 織 広 報 課 

（０７５－４１４－４０７１） 

 

子育てしやすい職場は、誰もが働きやすい魅力ある企業であり、多様な働き方の実現は、さ

らなる人材確保へとつながり、企業価値が高まります。 

京都府では、「子育て環境日本一」に向け、企業が子育てに優しい職場環境づくりに向けた

具体的な行動を宣言し、実践する「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」の取り組

みを今年度新たに開始したところです。 

この度、「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行った企業（以下、宣言企業）

が 100 社を突破しましたので、こうした取り組みについて、府内企業をはじめ府民の皆さまに

周知いただきますようお願いします。 

 

１ 「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」の取組状況 

中小企業の現場を熟知する約 300 名からなる専門チーム「子育て企業サポートチーム」が

府内1,404社（７月11日現在）を訪問し、計127社の企業の「行動宣言」につながっていま

す。 

宣言企業は、「子育て企業サポートチーム」のアドバイスが受けられるほか、「多様な働

き方推進事業費補助金」（今年度予算額約 1.3 億円）による助成や、京都府ＨＰや「京都ジ

ョブ博」におけるＰＲ等を活用できます。 

 
 
 

宣言企業数 １２７社（７月１１日現在） ※うち、中小企業が108社（約85％） 

地  域 京都市内８９社、市外３８社              （ ）内の数字は企業数 

 主な業種 製造業（43）、小売業・卸売業（19）、サービス業（16）、医療・福祉（10）ほか 

  宣言例 

・時間単位の年次有給休暇制度の導入（㈱横井製作所ほか） 

・ノー残業デーの実施や学校行事や自治会活動への参加促進により、仕事と家庭

の両立を支援（小野工業㈱ほか） 

・お食い初めの祝鯛を進呈（㈱西浅） 

・子どもを預けられない場合の子連れ出勤が出来る環境づくり（㈱N･S･K） 

・インターンシップ受入時、仕事と育児の両立体験プログラムを実施する等、 

学生・社員の子育てへの理解の促進を図る（㈱長谷川） 



※「行動宣言」の概要は、末尾の【参考】を御参照ください。宣言企業名・具体的内容については、 

京都府特設サイト https://pref-kyoto-kodomohagukumu.jp/shokuba/ を御参照願います。 

 

 

２ 宣言企業の具体的な取組内容（７月16日「街ぶらミニトーク」） 

 

   西脇知事が、「行動宣言」を行い、子育てに優しい職場づくりに先進的に取り組む企業

２社を７月16日（火）に訪問し、意見交換を行いました。 

 

    ① 二九精密機械工業株式会社   ※「行動宣言」第１号企業 

   （宣言内容）管理職が「イクボス」の考え方を理解し、社員相互に支え合う仕組みづくり 

 

                        

子育て短時間勤務を小学校卒業まで取得され

た社員からは、「小学校卒業まで子どもの帰

宅を出迎えられたことは、親子にとって安心

出来る環境であった。」と振り返り、４月に

結婚したばかりの男性社員は、出産の予定は

ないが「育児にも積極的に関わって行きた

い。」と力強く答えました。また、「子育て

環境日本一」に向けて、育児と仕事の両立や育児に係る経済的負担など、様々な不安を取

り除いていくことが大切ではないかといった意見が出されました。 

 

 

  ② 株式会社ウエダ本社 

（宣言内容）テレワーク導入に向けた研修の実施及び設備投資 

 

「子育て環境日本一」実現に向けた課題とし

て、女性社員からは、「仕事を続けながら子育

てができるのか出産後の姿が想像できない」と

いった不安や、男性社員からは、「子育てにど

のくらいの費用がかかるのか分からない。行政

からのサポートがあれば安心感につながり２

子目を考えるのではないか。」「病気の時など、

行政からの各種支援策について、正確かつ容易

に情報が入手できるようにして欲しい。」といった意見が出されました。 

  

 

 

https://pref-kyoto-kodomohagukumu.jp/shokuba/


 

３ 「京都ジョブ博」について  

「行動宣言」を行った京都の優良企業100社が集結する、申込不要、入場無料の就活イベ

ントを７月20日（土）に開催いたします。 

（１） 日  時  令和元年７月20日（土）正午から午後４時 

（２） 場  所  京都経済センター２階「京都産業会館ホール」 
（京都市下京区四条通室町東入る函谷鉾町） 

（３） 対  象  ・令和２年３月大学等卒業予定者及び卒業後３年以内の方 

     ・若年求職者（35歳未満） 

（４） 参加企業  100社 （すべて宣言企業） 

（５） 「京都ジョブ博」特設ページ 

【URL】 http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/kyoto-jobfair_html/index.html 

 

 

４ 今後の取り組み 
 

  京都府では、「行動宣言」企業を後押しするため、以下のような更なる取組を検討してい

ます。 

 

 ○「行動宣言」から具体的な取組（例：時間単位年休制度導入、男性の育児休暇取得促進、

短時間勤務制度等）へと展開した企業を知事が訪問取材し、その様子を年内目途に開設

予定の特設サイトを通じて全国に発信 

 ○ 子育て環境整備に向けた取組を実践する企業の魅力発信や「子育て実践企業」と求職者

とのマッチングを実現する「子育てジョブ博」を開催 

 ○ 経済団体と連携して、子育て環境整備に取り組むロールモデル企業を招いた経営者向け

セミナーの開催 

 

  今後とも、京都の経済を支える企業と一緒になって、子育てに優しい職場づくりを実践す

る企業を応援してまいります。 

  



【参考】「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」について 
 

１ 企業が宣言する内容 

子育てしやすい職場環境に向けた目標、目標達成に向けた具体的な行動計画、 

宣言に対する企業トップからのメッセージ、目標達成の時期等スケジュール 

 

２ 宣言企業に対する京都府の支援 

・行動宣言の作成、実践、取組のステップアップにあたり、京都府の「子育て企業 

サポートチーム」（※）等からアドバイスが受けることができる 

・実践時に、多様な働き方推進事業費補助金による支援を受けることができる 

 （例）「時間単位の年休制度」の導入に向けた就業規則改正のための専門家派遣に要する経費 

・京都府特設サイト等の広報媒体や「京都ジョブ博」で宣言した企業概要のＰＲ等ができる 

 
※子育て企業サポートチームとは 

府内中小企業の人材確保に向け、子育てに優しい、多様な働き方を実現する職場 

づくりの気運を高めるとともに、補助金等の各種支援制度の紹介、フォローを行う 

専門チーム。5月15日から企業訪問を開始 

・社労士等の有資格者や企業の現場を熟知したスーパーバイザー 

・中小企業のニーズを把握し、経営の安定と成長への支援を行う 

「中小企業応援隊」 

   ・京都ジョブパーク・企業支援コンサルティングチーム 

   ・府担当部局（府民環境部、健康福祉部、商工労働観光部）の連携 

 

３ 宣言登録用紙 

 

 

 

 

 

 

約300名が 
子育て企業を
サポート！ 

 



2019年7月11日現在

1 二九精密機械工業株式会社 京都市南区 製造業

2 株式会社大登工業 八幡市 製造業

3 バンテック株式会社 京都市下京区 情報サービス

4 株式会社横井製作所 宇治市 製造業

5 株式会社西浅 京都市上京区 小売業

6 株式会社京都ホテル 京都市中京区 サービス業

7 小野工業株式会社 宇治田原町 製造業

8 社会福祉法人山城福祉会 宇治市 医療・福祉

9 吉田建設株式会社 綾部市 建設業

10 株式会社タナカ善 京都市南区 卸売業・小売業

11 宇治電器工業株式会社 宇治市 製造業

12 株式会社西利 京都市 食品製造小売

13 株式会社ビューティフルツアー 京都市中京区 サービス業

14 株式会社ナンゴー 宇治市 はん用機械器具製造業

15 株式会社長谷川 京都市右京区 建設業

16 株式会社進々堂 京都市中京区 製造業

17 株式会社桜花爛漫 京都市下京区 宿泊

18 株式会社京都インギオン 京都市東山区 宿泊業

19 株式会社リブ・マックス 京都市下京区 不動産、ホテル運営

20 株式会社Super Energie Connection 京都市南区 サービス業

21 株式会社ニチダイ 京田辺市 製造業

22 大樹生命保険株式会社京都支社 京都市下京区 生命保険業

23 社会福祉法人浩照会 京都市伏見区 医療・福祉

24 株式会社すずらん 小規模多機能居宅介護ぽんぽこ 八幡市 医療・福祉

25 特定非営利活動法人ゆう・さぽーと 城陽市 医療・福祉

26 株式会社シミズ薬品株式会社 京都市下京区 小売業

27 朝日レントゲン工業株式会社 京都市南区 製造業

28 株式会社オリソー 京都市右京区 倉庫業

29 ツルタホールディングス株式会社 京都市中京区 卸売業、事務受託業、不動産管理業

30 株式会社大東技研 京都府京都市北区 製造業

31 ソーケンメディカル株式会社 京都市南区 小売業・卸売業

32 株式会社大栄製作所 京都市南区 製造業

33 明光精器株式会社 京都市右京区 製造業

34 株式会社ユニテツク 京都市下京区 機械・電気設計業

35 有限会社丸重屋 京都市山科区 その他のサービス業

36 社会福祉法人育宝会 認定こども園州見台さくら 木津川市 医療・福祉

37 長島精工株式会社 宇治市 製造業

38 ニシムラ株式会社 京都市南区 電設資材卸売業

39 社会福祉法人柊野福祉会 京都市北区 福祉

40 株式会社京南エレクス 京都市伏見区 製造業

41 株式会社キョウエイアドインターナショナル京都営業所 京都市中京区 広告制作業

42 株式会社小野建築設計 京都市西京区 建設・建築業

43 株式会社三井田商事 京都市伏見区 製造業

44 株式会社伊藤製作所 京都市山科区 製造業

45 株式会社吹上技研コンサルタント 京都市西京区 学術研究、専門・技術サービス業

46 社会福祉法人育宝会 認定こども園木津さくらの森 木津川市 医療・福祉

47 プロニクス株式会社 宇治市 製造業

48 株式会社法藏館 京都市下京区 卸・小売業

49 株式会社キャビック 京都市右京区 運輸業

職場づくり行動宣言企業一覧

番号 企業名 所在地 業種



番号 企業名 所在地 業種

50 株式会社ヒノマル 京都市伏見区 鶏肉販売

51 創研情報株式会社 京都市中京区 情報通信

52 亀岡電子株式会社 亀岡市 製造業

53 牧草総合設計株式会社 京都市下京区 建設・建築

54 ネッツトヨタ京都株式会社 京都市右京区 小売業

55 株式会社フジタイト 宇治市 製造業

56 株式会社田中ケース 京都市中京区 製造業

57 株式会社綿善 京都市中京区 宿泊業

58 株式会社J・P・F 京都市南区 製造業

59 株式会社信和ゴルフメンテナンス 京都市中京区 サービス業

60 朋和産業株式会社京都工場 宇治田原町 製造印刷量業

61 株式会社司産業 京都市伏見区 サービス・小売

62 クロスホテルズ株式会社クロスホテル京都 京都市中京区 サービス業

63 セコム株式会社近畿本部 京都市下京区 サービス業

64 アオイ自動車株式会社 京都市左京区 運輸業

65 株式会社アクト・ファクトリー 京都市南区 建設業

66 イフジ産業株式会社関西事業部 井手町 食品製造業

67 株式会社エリッツ 京都市中京区 不動産業

68 株式会社クシベウィンテック 京都工場 八幡市 製造業

69 株式会社テクノーブル 大阪市西区 製造業

70 トクデン株式会社 京都市山科区 電気機器製造業

71 社会福祉法人はしうど福祉会 京丹後市 介護老人福祉施設

72 株式会社永楽屋 京都市中京区 綿布商

73 金下建設株式会社 宮津市 建設業

74 建都住宅販売株式会社 京都市上京区 不動産業・建設業

75 株式会社牛越製作所 京都工場 京都府伏見区 製造業

76 社会福祉法人五十鈴会 福知山市 医療・福祉

77 朝日印刷株式会社 富山県富山市 印刷業

78 株式会社藤井合金製作所 京都市南区 製造業

79 株式会社藤井組 京都市伏見区 建設業

80 内外カーボンインキ株式会社 大阪府高槻市 製造業

81 株式会社飯田照明 京都市山科区 製造業

82 株式会社桶谷製作所 京都市南区 製造業

83 有限会社中央工機 京都市伏見区 製造業

84 株式会社ムラタ製作所 京都市伏見区 製造業

85 株式会社ゼロワン 京都市下京区 情報システム設計・構築

86 エフ・ピー・ツール株式会社 京都市山科区 製造業

87 キンシ正宗株式会社 京都市伏見区 製造業

88 セブンシステム株式会社 京都市下京区 情報通信業

89 ローヤル工業株式会社 城陽市 特殊印刷業

90 株式会社Ｎ・Ｓ・Ｋ 与謝野町 人材サービス業

91 株式会社SGパートナーズ 京都市南区 貿易商社

92 株式会社ウェルアソシエイツ 京都市下京区 ソフトウェア業

93 株式会社エルハウジング 京都市右京区 不動産

94 株式会社ソフィア 京都支店 京都市下京区 コンピュータソフトウエア開発業

95 株式会社ラインアイ 京都市南区 製造業

96 株式会社紫野和久傳 京都市上京区 製造業

97 株式会社雀部丸鐵 福知山市 卸売業

98 株式会社洛北義肢 京都市北区 製造業

99 株式会社賛交社 京都市山科区 卸・小売業

100 京印京都南部青果株式会社 宇治市市 青果物卸売業

101 公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会 京都市右京区 福祉



番号 企業名 所在地 業種

102 但馬信用金庫 兵庫県豊岡市 金融業

103 日本交通株式会社 京都市南区 旅客運送業

104 株式会社積進 峰山町 製造業

105 株式会社祇園くろちく 京都市東山区 ホテル業

106 京都土木株式会社 京都市伏見区 建設・建築業

107 株式会社DTS WEST 京都市中京区 IT、情報通信、ソフトウェア業

108 株式会社城南メディカル 京都市南区 卸売

109 株式会社野原光学 京都市中京区 小売業

110 ヤサカ石油株式会社 長岡京市 小売り、サービス

111 株式会社リブート 京都市下京区 小売業

112 有限会社渓山閣 （おもてなしの宿 渓山閣） 亀岡市 旅館業

113 株式会社引越社 京都市南区 引越サービス業

114 社会福祉法人正親福祉会 京都市上京区 福祉（保育）

115 山城ヤサカ交通株式会社 京田辺市 運輸業

116 WILLER TRAINS株式会社 宮津市 鉄道業

117 コスモ機器株式会社 久御山町 製造業

118 アヤベックス株式会社 綾部市 旅行業

119 プラスツーリスト株式会社 綾部市 旅行業

120 株式会社ユキオー 京都市南区 製造業

121 洛王セレモニー株式会社 京都市南区 葬祭業

122 株式会社　京都プラザホテルズ 京都市南区 サービス業

123 株式会社日商社 京都市中京区 サービス業

124 株式会社ウエダ本社 京都市下京区
IT、情報通信、造園、建築、土木、卸売、
小売、商社、印刷

125 株式会社和光舎 京都市伏見区 サービス業

※ホームページ等に掲載を希望しない企業が２社あり
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