
 

 

 

令和３年度 

豊田市 はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 

 

 

 

 

受賞事業所の紹介 

 

 

  

受賞された事業所の皆様は、仕事と生活の両立やキャリア形成をはじめ、誰も

が働きやすい、働きがいのある職場づくりの取り組みを進めており、ここでは、

イキイキ大賞、イキイキ優秀賞を受賞された事業所の取り組みの中からその一部

をご紹介します。 

 なお、ここでご紹介しきれない取り組みや成果、従業員の声などは、今後作成 

する「働き方改革取組事例集」や「とよた産業ナビホームページ」をはじめ、市 

が主催する事業、各種イベント等で広く紹介してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

                   豊田市 産業部 産業労働課 

  

 

こんな会社で 

働きたい。  
 働き方改革取組事例集 キャッチフレーズ 

【各賞を部門ごとに五十音順で紹介しています】 



 

 

令和３年度 はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 受賞事業所 

 

 

イキイキ大賞 

従業員のニーズを十分に踏まえ、一人ひとりが働きやすい、働きがいのある職

場づくりについて他の模範となる優れた取り組みを総合的に進め、その成果を上

げている事業所。 

中小規模事業所部門 大規模事業所部門 

トヨタケ工業株式会社 

株式会社 トヨタ中央自動車学校 

トヨタすまいるライフ株式会社 

豊田鉃工株式会社 

 

 

イキイキ優秀賞 

一人ひとりが働きやすい、働きがいのある職場づくりについて複数の優れた取

り組みを進めている事業所。 

中小規模事業所部門 大規模事業所部門 

株式会社 尾割組 

株式会社 神谷プラスチック 

有限会社 KRB 観光バス 

株式会社 さちコーポレーション 

三竹生コンクリート株式会社 

豊田鋸加工所 

有限会社 ニシカワ運輸 

株式会社 FTS 

三栄工業株式会社 

トヨキン株式会社 

豊和化成株式会社 

 

 

 

 

 



 

 

 

イキイキ賞 

一人ひとりが働きやすい、働きがいのある職場づくりについて経営者、事業所

としての方針を明確に示し、積極的に取り組みを進めている事業所。 

中小規模事業所部門 大規模事業所部門 

有限会社 梅村工務店 

加茂精工株式会社 

株式会社 三州足助公社 

株式会社 ジェイピーシー 

一般社団法人 豊田市身障協会 

医療法人白青会 

 いしぐろ在宅診療所 

株式会社 明創 

明和工業株式会社 

ヤハギ道路株式会社 

株式会社 夢のおてつだい 

豊田中央店・豊田大林店 

横山興業株式会社 

アイホン株式会社 豊田工場 

名古屋東部陸運株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★イキイキ大賞・イキイキ優秀賞 受賞のポイント★ 

（五十音順） 

イキイキ大賞 

【中小規模事業所部門】 

トヨタケ工業 株式会社 （とよたけこうぎょう） 

代 表 者：代表取締役社長 横田 幸史朗（よこた こうしろう） 

所 在 地：豊田市桑原町中山形 28 

主な事業：自動車シートカバーの裁断、縫製 

 

■社内兼業制度による従業員の多様な働き方や活躍を通した働きがいとともに、地域

イベントなどへの参加の機会を提供し、仕事以外のやりがいを創出。 
 

■製造現場において IoT の導入により作業状況を見える化し、従業員自身が生産性を

把握し改善。 
 

■地元在住者を中心に、女性、障がい者、外国人など多様な人材を積極的に雇用し、

活躍を支援。 

株式会社 トヨタ中央自動車学校 （とよたちゅうおうじどうしゃがっこう） 

代 表 者：代表取締役社長 今野 公介（いまの こうすけ） 

所 在 地：豊田市三軒町 8-18 

主な事業：自動車教習所 

 
■経営者、管理職、従業員による双方向の面談による経営者や事業所の方針の浸透と

とともに、書面により上司へ意見などを提案できる仕組みなどにより従業員のニー

ズを把握し、従業員満足度の向上と風通しの良い職場風土を醸成。 
 

■他校への派遣や競技会への参加を通したスキルアップや資格取得、職種転換、自己 

研鑽など、従業員の希望を尊重し、キャリア形成を支援。 
 

■退職者の復職制度や制度外の運用による 65 歳以上の延長雇用など、個々の就業環 

境や希望する働き方を実現。 

  



  

【大規模事業所部門】 

トヨタすまいるライフ 株式会社 （とよたすまいるらいふ） 

代 表 者：代表取締役社長 伊藤 憲行（いとう のりゆき） 

所 在 地：豊田市大林町 1-81 

主な事業：不動産の売買、建設、管理、賃貸借等 

 
■育児休業から復職後の短時間勤務制度利用期間の延長や、早期復職者に対する託児 

料の補助のほか、休日の調整、在宅勤務時の一時離業（中抜け）を可能にするなど、 

仕事と育児の両立支援を拡充。また、「育児休業ハンドブック」により制度の活用を 

促進するとともに、職場風土の醸成により男性の育児休業取得も増加。 
 

■現状把握とともに各部署から選出されたメンバーで構成する「働き方プロジェクト」 

による複数の活動をはじめ、全社的に働き方改革の取り組みを推進。 
 

■階層別の教育や研修などの拡充をはじめ人材育成の仕組みや評価基準を見える化 

し、従業員のキャリア形成を支援。 

豊田鉃工 株式会社 （とよだてっこう） 

代 表 者：代表取締役社長 岩瀬 次郎（いわせ じろう） 

所 在 地：豊田市細谷町 4-50 

主な事業：自動車部品製造 

 
■育児休業から復職後、短時間勤務利用期間の延長とともに複数の勤務時間から選択 

できる制度としたほか、在宅勤務時の育児のための一時離業（中抜け）を可能にす

るなど、仕事と育児の両立支援を拡充。また、上司や周囲の声掛けなど、職場風土

の醸成により男性の育児休業取得も定着。 
 

■会社方針に「従業員の幸福」を掲げ、意識調査による幸福度の把握とともに社内報 

「しあわせ通信」による情報発信や労使による協議を重ね、取り組みを推進。 
 

■「実質的定年延長制度」による定年後の役職継続を含む再雇用や、障がい者や外国 

人、育児・介護や自己都合による退職者の再雇用など、さまざまな制度や環境づく 

りにより、多様な人材の活躍を推進。 

   



  

イキイキ優秀賞 

【中小規模事業所部門】 

株式会社 尾割組 （おわりぐみ） 

代 表 者：代表取締役 尾割 洋介（おわり ようすけ） 

所 在 地：豊田市小原町堂ノ本 171-1 

主な事業：土木工事 

 ■建設業としてはいち早く週休 2 日を実施するとともに定時退社を浸透させ、ワー 

ク・ライフ・バランスを促進。さらに、働き方改革の取り組みと利益率の向上の好

循環を実現。 
 

■新規事業展開を通して女性の新たな雇用を創出するとともに、知識の習得やスキル 

アップを支援し、女性の活躍を推進。 

株式会社 神谷プラスチック （かみやぷらすちっく） 

代 表 者：代表取締役 神谷 勝治（かみや かつはる） 

所 在 地：豊田市八草町荒山 725 

主な事業：プラスチック部品製造 

 
■従業員の病気治療と仕事の両立を支援するため、当事者だけでなく社会保険労務士

やケースワーカーなどと連携し、業務負荷の軽減や在宅勤務などへ対応。 
 

■残業時間の徹底した管理と多能工化や有給休暇取得率の見える化を行い、総労働時

間の削減と有給休暇取得率を向上。総労働時間の削減と一人あたりの生産性（売上

高）向上の好循環を実現。 

有限会社 KRB観光バス （けーあーるびーかんこうばす） 

代 表 者：代表取締役 大河原 勝也（おおかわら かつや） 

所 在 地：豊田市花沢町上行田 14 

主な事業：一般貸切バス 

 ■ドライバーを目指す女性に対する大型二種免許の取得支援や採用により、女性の雇

用を拡大。合わせて、女性が働きやすい環境を整備し、活躍を推進。 
 

■各種免許や資格取得、社内教育を通し、全ての従業員のキャリア形成を支援すると

ともに、年代やライフステージに応じて希望する働く時間や業務内容の調整など丁

寧に対応し、長期的な活躍を支援。 

  



  

株式会社 さちコーポレーション （さちこーぽれーしょん） 

代 表 者：代表取締役 神谷 幸子（かみや さちこ） 

所 在 地：豊田市栄生町 3-58 

主な事業：認知症高齢者グループホーム 

 
■タブレットなどのデジタル機器や福祉機器を導入し、作業効率やサービスの質の向

上とともに、従業員の業務負担を軽減。 
 

■勤務間インターバルの導入や従業員の希望に合わせた勤務時間への対応と、休暇を

取得しやすい環境と風土をつくり、従業員の仕事と生活の両立を支援。 

三竹生コンクリート株式会社 （さんちくなまこんくりーと） 

代 表 者：代表取締役社長 佐藤 則孝（さとう のりゆき） 

所 在 地：豊田市扶桑町 4-34-1 

主な事業：生コンクリート製造、販売 

 
■隔週土曜日を休業とすることによる年間休日の拡大や 36 協定特別条項（年間残業

時間の上限）の大幅な見直しなど長時間労働の抑制を図り、ワーク・ライフ・バラ

ンスを推進。 
 

■経営理念の浸透とともに職場風土の醸成により、過去 14 年間離職者を出さず、従 

業員の紹介により複数人入社。また、障がいを持ったり、さまざまな事情を抱える 

人材を積極的に雇用し、多様な人材の活躍を支援。 

豊田鋸加工所 （とよたのこかこうしょ） 

代 表 者：代表 山本 孝宏（やまもと たかひろ） 

所 在 地：豊田市上原町西山 593-5 

主な事業：工業用刃物の再研磨 

 
■仕事と育児の両立支援制度を拡充するとともに事業所規模により努力義務である一 

般事業主行動計画（※）を策定し、特に子育て世代の女性の就業を通じた活躍を推 

進。（※）次世代育成対策推進法、女性活躍推進法 
 

■子育てなど時間的な制約がある女性や、体力を心配するシニア層を積極的に雇用し、 

 活躍の場を創出。あわせて従業員自身が成長を実感できるよう丁寧な技術指導や、

とよたビジネスフェア出展時に自社ブースに派遣するなど働きがいを創出。 

  



  

有限会社 ニシカワ運輸 （にしかわうんゆ） 

代 表 者：代表取締役 石田 典子（いしだ のりこ） 

所 在 地：豊田市寿町 8-66-1 愛豊ビル 2F-AB 

主な事業：自動車運送 

 ■シングルマザー、外国人、育児との両立のため働く時間に制約のある男性など、入 

社希望者一人ひとりに丁寧に寄り添い、希望する働き方や雇用形態、業務内容に柔 

軟に対応し、雇用を創出。 
 

■男性の育児休業取得促進をはじめ仕事と育児の両立について、現在の自社における 

対象者の有無にかかわらず、社内制度とともに事業所の方針を発信。 

  

【大規模事業所部門】 

株式会社 FTS （えふてぃえす） 

代 表 者：取締役社長 落合 宏行（おちあい ひろゆき） 

所 在 地：豊田市鴻ノ巣町 2-26 

主な事業：自動車部品開発、設計、製造、販売 

 ■女性従業員のキャリアデザインについて、セミナーの開催や上司と共有する仕組み

など女性の活躍推進の取り組みや、アプリの活用や健康エリアの整備をはじめ健康

経営推進の取り組みなど、さまざまな角度から働き方改革を推進、継続。 
 

■働きがいや従業員満足度の向上に向け、コミュニケーションの活性化の取り組みを

労使により双方向から展開。また、人事制度を見直し、若手従業員の納得感を向上。 

三栄工業株式会社 （さんえいこうぎょう） 

代 表 者：代表取締役社長 神谷 光典（かみや みつのり） 

所 在 地：豊田市高岡町東浦 10 

主な事業：自動車部品梱包、物流器具製造、一般貨物輸送、土木建築 

     重量物運搬、清掃作業、住宅部材製造 

 ■経営トップの方針に基づき、女性や多様な人材の活躍など、目的やテーマごとに複 

数のプロジェクト活動により取り組みを展開。各部署から選出された従業員で構成 

し、若手従業員の活躍の場や部署間の交流の機会を創出。 
 

■働きやすい職場づくりに向けたニーズの把握とともに、両立支援制度の拡充や職場 

環境・設備の整備、資格取得などキャリア形成の支援をとおし、女性をはじめ多様 

な人材の活躍を推進。 
  



  

トヨキン株式会社 （とよきん） 

代 表 者：代表取締役社長 藤原 直人（ふじわら なおひと） 

所 在 地：豊田市鴻ノ巣町 3-33 

主な事業：金属資源リサイクル 

 
■勤務時間や始業・終業時間を選択可とした短時間勤務制度をはじめ、仕事と育児や

介護の両立支援制度の拡充や、私傷病の治療のための休暇制度の拡充など、従業員

の就業継続を支援。 
 

■希望を踏まえた職種転換や社会貢献など業務以外の要素を考慮した人事評価制度に 

よるやりがいの創出や、先輩による直接指導「ブラザー制度」、各種資格取得支援に 

よる人材育成とともに、全て正社員として雇用し、長期的なキャリア形成を支援。 

豊和化成株式会社 （ほうわかせい） 

代 表 者：取締役社長 河合 邦彦（かわい くにひこ） 

所 在 地：豊田市西中山町西宮前 45-1 

主な事業：自動車用プラスチック用部品製造、販売 

 
■労使が一体となり、定期的な 36 協定特別条項（月間労働時間の上限）の見直し、 

週 2 回ノー残業デーの実施、多能工の育成・配置など複数の角度から、長時間労働 

の抑制を図り、ワーク・ライフ・バランスを推進。 
 

■従業員自身が講師を務める社内講座の実施や、個人育成計画の作成し、社外研修へ

の積極的な参加を推奨するなど、さまざまな角度、仕組みにより人材を育成。合わ

せて、育児休業から復職後の短時間勤務期間中や体調等に配慮し、他部門への移動

を行うなど、一人ひとりのスキルを十分に生かしつつ、就業継続を支援。 

 

 

 
 

  



 

イキイキ賞 

【中小規模事業所部門】 

有限会社 梅村工務店 （うめむらこうむてん） 

代 表 者：代表取締役 梅村 裕子（うめむら ゆうこ） 

所 在 地：豊田市亀首町町屋洞 38 

主な事業：建築、リフォーム、不動産 

加茂精工株式会社 （かもせいこう） 

代 表 者：代表取締役 今瀬 玄太（いませ げんた） 

所 在 地：豊田市御作町亀割 1166 

主な事業：機械部品の製造、販売 

株式会社 三州足助公社 （さんしゅうあすけこうしゃ） 

代 表 者：代表取締役 岡村 達司（おかむら たつし） 

所 在 地：豊田市足助町宮平 26-1 

主な事業：施設管理、飲食、小売、食品製造、宿泊 

株式会社 ジェイピーシー （じぇいぴーしー） 

代 表 者：代表取締役会長 鈴木 裕一郎（すずき ゆういちろう） 

所 在 地：豊田市竜神町弥生 53 

主な事業：クーラント濾過装置、搬送コンベア、洗浄機、測定器の製造 

一般社団法人 豊田市身障協会 （とよたししんしょうきょうかい） 

代 表 者：会長 松本 清彦（まつもと きよひこ） 

所 在 地：豊田市西山町 5-2-6 

主な事業：障がい者への各種支援 

医療法人白青会 いしぐろ在宅診療所  

（はくせいかい いしぐろざいたくしんりょうじょ） 

代 表 者：理事長 石黒 謙一郎 

所 在 地：豊田市十塚町 3-36 リーパスビル 301 

主な事業：在宅診療 

株式会社 明創 （めいそう） 

代 表 者：代表取締役社長 杉浦 敏夫（すぎうら としお） 

所 在 地：豊田市前山町 3-2-3 

主な事業：特定技能の登録支援機関、技能実習生の支援事業 
  



  

明和工業株式会社 （めいわこうぎょう） 

代 表 者：代表取締役社長 杉浦 義忠（すぎうら よしただ） 

所 在 地：豊田市明和町 3-18 

主な事業：自動車用部品加工 

ヤハギ道路株式会社 （やはぎどうろ） 

代 表 者：代表取締役社長 櫻井 正典（さくらい まさのり） 

所 在 地：豊田市小坂本町 1-5-10 

主な事業：舗装事業、土木事業、アスファルト合材製造販売・リサイクル 

株式会社 夢のおてつだい 豊田中央店・豊田大林店 （ゆめのおてつだい） 

代 表 者：代表取締役 山佳 永吉（やまが えいきち） 

所 在 地：豊田市元宮町 5-8-2 

主な事業：不動産売買仲介 

横山興業株式会社 （よこやまこうぎょう） 

代 表 者：代表取締役社長 横山 栄介（よこやま えいすけ） 

所 在 地：豊田市千石町 1-11-1 

主な事業：自動車用シート部品製造 

  

【大規模事業所部門】 

アイホン株式会社 豊田工場 （あいほん） 

代 表 者：代表取締役社長 加藤 康次（かとう こうじ） 

所 在 地：豊田市篠原町敷田 37-10 

主な事業：インターホンの製造、販売 

名古屋東部陸運株式会社 （なごやとうぶりくうん） 

代 表 者：代表取締役社長 小幡 哲生（おばた てつお） 

所 在 地：豊田市西新町 7-77 

主な事業：自動車部品の輸送 

 


