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・「次世代育成支援対策推進法」に基づき、事業主が従
  業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の 
  整備や、子育てをしていない従業員をも含めた多様
  な労働条件の整備などに取り組むに当たり、①計画
  期間 ②目標 ③その目標達成のための対策と実施時
  期を定めた計画です。
・101人以上の従業員を雇用する事業者は計画の策定
  が義務付けられており、100人以下の事業者は努力
  義務とされています。

右記ＱＲコードから、「平成30年度杉並区子育て優良事業者表彰のしおり」を
ご覧いただくことができます（PDF ファイルで開きます。）。

仕事と家庭を両立しやすい
職場環境づくりを推進する
施策や、関連するサイトが
掲載されています。

企業や働く女性に対して、
母性健康管理に関する情報
を提供する支援サイトです。

家庭と仕事の両立に関する
各種情報提供を目的とした
ポータルサイトで、改正育
児介護休業法のポイント等
が掲載されています。

・取得期間を法定基準より延長または拡大
・子の対象年齢要件の拡大
・原則以外の勤務時間の設定
・休暇取得日数の拡大
・給与支給の定めのない休暇について、社
   内規程により給与を支給

・テレワーク制度の導入
・年次有給休暇の請求時間単位の見直し
　（4・2・１時間単位）
・子育て中の突発的な休暇に対応できる業
  務のチーム制を導入
・育児休業中の従業員への定期的な業務や
  社内近況の情報提供
・社内報やイントラネットにより子育て支
  援に関する制度を周知
・不妊治療休暇の取得が可能

・近隣小・中学校のキャリア教育や防犯訓
  練等への協力
・近隣児童施設（保育園・幼稚園・学校）
  行事への協力
・地域の子どもを対象とした祭りやイベン
  トへの協力
・子連れ親子に優しい環境整備
・支援対象を主に子どもとしている団体へ
  の活動協力や物的支援

子育てを応援する制度を知る

区内事業者の取組事例を知る

・「一般事業主行動計画」を公表する場であり、様々な事業者
  の両立支援の取組や計画の閲覧・検索ができます。

・事業者の両立支援の取組の進展度合いの診断や、他事業者と
  比較ができるプログラムが掲載されています。

　本表彰制度は、平成18年度の開始以降、毎年募集を行い、これまでに67事業
者を表彰しています。
　令和元年度からは、受賞されたより多くの事業者を盛大に表彰することができ
るよう、募集及び表彰式を隔年で実施することとしました。次回の募集及び表彰
式は令和３年度となりますので、この冊子でご紹介する受賞者の取組事例等を参
考に、各事業者における子育て支援の取組を充実・強化していただき、ぜひご応
募ください。

表 彰 制 度 の あ ら ま し

仕事と育児が両立できる制度を持つなど、
多様で柔軟な働き方を社員等が選択でき
る取組を積極的に行っている事業者で、
かつ、地域貢献その他子育て支援に関し
有益な取組を行っているなど、他の模範
になると認められる事業者
　
仕事と育児が両立できる制度を持つなど、
多様で柔軟な働き方を社員等が選択でき
る取組を積極的に行っている事業者
　
地域貢献その他子育て支援に関し、有益
な取組を行っている事業者

　区内に事務所または事業所があり、「一般事業主行動計
画」を策定（策定予定を含む）している事業者

●杉並区公式ホームページ内
   「杉並区子育て優良事業者表彰」
   ページもご覧ください。

・表彰候補者募集及び受賞された各事業者の表彰式を
  開催します。
 
・募集詳細は、区のホームページ及びチラシ送付でお
  知らせします。主なスケジュールは下記のとおりです。

次のいずれかの顕著な取組をしている事業者
・従業員の出産・育児に関わる休暇等について、法定基
準を上回る制度を定め、利用されていること
・従業員の仕事と家庭の両立に向け、柔軟な働き方がで
きる制度を定め、利用されていること
・事業者として、地域の子育て支援に資する活動を行っ
ていること
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ハナハウス

＜法定以上の取組＞
・産前・産後休暇※1、育児休業※2 および子の看護休暇※3 の取得期
  間や日数、年齢要件を、希望に応じて延長可能
   （法定では、 ※1 産前 6 週産後 8 週、 ※2 1 歳未満、 ※3 小学校入学前まで）

＜柔軟な働き方＞
・子連れ出勤や在宅ワークが日常的に可能
・希望により、子の夏・冬休み中の全期間または一定期間の休暇
  取得が可能

＜地域における貢献等＞
・近隣保育園の希望に応じて、サンタクロース役の外国人スタッフ
  を派遣し、園の行事に協力

amani en

＜法定以上の取組＞
・産前・産後休暇※1 は本人の体調に応じて延長できるほか、育児
  休業※2 は子が３歳に達するまで、育児短時間勤務制度※3 は子の
  義務教育終了までに年齢要件を拡大
  （法定では、 ※1 産前 6 週産後 8 週、 ※2 1 歳未満、 ※3 ３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・子どもの体調不良時の子連れ出勤が可能
・誕生日や家族の記念日等に「アニバーサリー休暇」（有給休暇の範
  囲内で取得日数制限なし）の取得が可能

＜地域における貢献等＞
・店内にベビーベッドを設けてベビーカー入店に配慮するなど、子
  連れでも施術を受けやすい環境整備を実施

教育・学習支援業
松庵3-31-16-102

美容業
上荻1-24-19　シャイン荻窪1F

令和元年度 子育て優良事業者 最優良賞
「最優良賞」は、仕事と育児が両立できる制度を持つなど、多様で柔軟な働き方を社員等が選択
できる取組を積極的に行っている事業者で、かつ、地域貢献その他子育て支援に関し有益な取組
を行っているなど、他の模範になると認められる事業者に贈られます。令和元年度は、４事業者
を表彰しました。

＜法定以上の取組＞
・育児休業※1 は、子が２歳６か月に達するまで、育児短時間勤務制
  度※2 と子の看護休暇※3 は、子の小学３年生終了までに年齢要件を
  拡大 （法定では、 ※1 1 歳未満、 ※2 ３歳未満、 ※3 小学校入学前まで）

＜柔軟な働き方＞
・育児短時間勤務制度は始業・終業の前後２時間を限度に30分単位
  での繰り上げ・繰り下げが可能
・社員の子が小学校に入学する際にランドセルを贈呈

＜地域における貢献等＞
・高円寺阿波踊りの参加翌日に、ボランティアとして会場のゴミ拾い
  を実施

杉並区子育て優良事業者表彰
令和元年度　最優良賞　受賞事業者

株式会社アウム

＜柔軟な働き方＞
・子育て中の従業員（パート）の勤務時間は、家庭の状況に合わせて
  自由に設定可能
・子育て中の従業員（パート）は、希望により子の夏・冬休み中の全
  期間または一定期間の休暇取得が可能
・フレックスタイム制度及びテレワーク制度を導入
・育児休業後の復職に当たり、本人の希望を最大限配慮した配置転
  換を実施
・育児期間終了に伴い、正社員化を希望するパート従業員の試用期
  間後の受け入れを、積極的に実施

＜地域における貢献等＞
・育児のために退職し、子育てが終了した従業員を、パートリーダー
  として再度雇用
・地域のお祭りにおいて、会場整理等の運営に協力

建築業
下高井戸4-4-3

建設業
高円寺南2-12-3
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武蔵商事株式会社

＜法定以上の取組＞
・育児短時間勤務制度は、子の小学３年生終了までに年齢要件を拡
  大（法定では、３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・育児短時間勤務制度は、30分単位での取得が可能
・有給休暇は半日単位での取得が可能
・誕生日や家族の記念日等に「アニバーサリー休暇」（有給休暇の
  囲内で取得日数制限なし）の取得が可能

＜地域における貢献等＞
・地域のお祭りの運営補助や子ども神輿の運行サポートを実施

富士通不動産株式会社

＜法定以上の取組＞
・育児短時間勤務制度は、子の小学３年生終了までに年齢要件を拡
  大（法定では、３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・育児休業から復職する社員の希望を受け入れ、30分単位で取得可
  能な育児短時間勤務制度を整備
・土・日曜日、祝日に連続する平日の 1 日を年に４回まで休暇にで
  きる「プラスワン制度」を整備
・女性社員及び社員の配偶者に出産祝い金を支給

＜地域における貢献等＞
・地域のお祭りの運営補助や子ども神輿の運行サポートを実施

令和元年度 子育て優良事業者 優良賞

不動産開発・賃貸、飲食業
上荻 1-16-14 武蔵館ビル 7F

不動産業
上荻 1-9-1 荻窪タウンセブンビル 2F

「優良賞」は、仕事と育児が両立できる制度を持つなど、多様で柔軟な働き方を社員等が選択
できる取組を積極的に行っている事業者に贈られます。
令和元年度は、３事業者を表彰しました。

株式会社フォーレスト

＜法定以上の取組＞
・育児短時間勤務制度は、子の小学３年生終了までに年齢要件を拡
  大 （法定では、３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・育児短時間勤務制度は、30 分単位での取得が可能
・育児休業中の社員に対し、職場の状況や業務内容の変更に関する
  情報を継続的に提供し、スムーズな復職を支援
・年に1回、５日間の連続休暇を取得できる「長期休暇制度」を整備

＜地域における貢献等＞
・地域のお祭りの運営補助や子ども神輿の運行サポートを実施

杉並区子育て優良事業者表彰
令和元年度　優良賞　受賞事業者

ビルメンテナンス業
上荻 1-16-14 武蔵館ビル 7F



武蔵商事株式会社

＜法定以上の取組＞
・育児短時間勤務制度は、子の小学３年生終了までに年齢要件を拡
  大（法定では、３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・育児短時間勤務制度は、30分単位での取得が可能
・有給休暇は半日単位での取得が可能
・誕生日や家族の記念日等に「アニバーサリー休暇」（有給休暇の
  囲内で取得日数制限なし）の取得が可能

＜地域における貢献等＞
・地域のお祭りの運営補助や子ども神輿の運行サポートを実施

富士通不動産株式会社

＜法定以上の取組＞
・育児短時間勤務制度は、子の小学３年生終了までに年齢要件を拡
  大（法定では、３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・育児休業から復職する社員の希望を受け入れ、30分単位で取得可
  能な育児短時間勤務制度を整備
・土・日曜日、祝日に連続する平日の 1 日を年に４回まで休暇にで
  きる「プラスワン制度」を整備
・女性社員及び社員の配偶者に出産祝い金を支給

＜地域における貢献等＞
・地域のお祭りの運営補助や子ども神輿の運行サポートを実施

令和元年度 子育て優良事業者 優良賞

不動産開発・賃貸、飲食業
上荻 1-16-14 武蔵館ビル 7F

不動産業
上荻 1-9-1 荻窪タウンセブンビル 2F

「優良賞」は、仕事と育児が両立できる制度を持つなど、多様で柔軟な働き方を社員等が選択
できる取組を積極的に行っている事業者に贈られます。
令和元年度は、３事業者を表彰しました。

株式会社フォーレスト

＜法定以上の取組＞
・育児短時間勤務制度は、子の小学３年生終了までに年齢要件を拡
  大 （法定では、３歳未満）

＜柔軟な働き方＞
・育児短時間勤務制度は、30 分単位での取得が可能
・育児休業中の社員に対し、職場の状況や業務内容の変更に関する
  情報を継続的に提供し、スムーズな復職を支援
・年に1回、５日間の連続休暇を取得できる「長期休暇制度」を整備

＜地域における貢献等＞
・地域のお祭りの運営補助や子ども神輿の運行サポートを実施

杉並区子育て優良事業者表彰
令和元年度　優良賞　受賞事業者

ビルメンテナンス業
上荻 1-16-14 武蔵館ビル 7F




