第３号様式(第４条関係)（表）(用紙 日本工業規格Ａ４縦長型)

神奈川県子ども・子育て支援推進事業者登録簿
認証年月日
登録年月日
名
事

業

平成30年9月20日

認証番号

５３１

平成30年9月20日

登録番号

５３１

称（氏名）

代 表 者 名

者

所在地（住所）

株式会社ツクイ
代表取締役 津久井 宏
横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー16階

１ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく従業員
の子の養育に関する措置の状況
(1) 育児・介護休業法に関してあらかじめ定めるべき事項等（育児・介護休業法第21条関連）
☑ 育児休業中の待遇（賃金その他の経済的給付等）に関する就業規則等の定め
☑

育児休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項

☑

その他（休業期間が終了した場合の労務の提供時期等）の事項

(2) 雇用管理及び職業能力の向上等に関する措置（育児・介護休業法第22条関連）
☑

原職等へ復帰させる配慮等労働者の配置等雇用管理についての工夫

□

雇用保険法施行規則第139条第２項に規定する育児休業者職場復帰プログラムの実施等労働者の状況に応じた計画的な
職業能力の開発等の措置の実施

(3) 子の養育を行う労働者に対する措置（育児・介護休業法第24条関連）
☑

小学校就学前までの子を養育する労働者に対する就業しながら子の養育を容易にするための措置（育児休業制度、
所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置）

(4) 再雇用特別措置等（育児・介護休業法第27条関連）
□
(5)

妊娠、出産及び育児を理由として退職した者に対する再雇用特別措置等
育児・介護休業法に規定する措置を上回る措置の有無（神奈川県子ども・子育て支援推進条例施行規則（以下「規則」と
いう。）第２条第１号から第５号までの規定関連）
☑有 □無
内 容

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員について、午後10時から午前６時までの間に
おいて就業させない。
２

職業家庭両立推進者の所属名・役職名（規則第２条第６号関連）
ダイバーシティ推進室

（
３

一般事業主行動計画に関する事項
(1) 届出済みの一般事業主行動計画に定めている取組の内容(規則第２条第７号関連)
ア 雇用環境の整備に関する事項
(ｱ)

妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備

□

a

□

b

男性の子育て目的の休暇の取得促進

□

c

育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

□

d

育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施

□

(a)

□

(b)

□

(c)

育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し

□

(d)

育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供

□

(e)

育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し

□

妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の
整備の実施

男性の育児休業取得を促進するための措置の実施

e

育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項に
ついての周知

育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための、次のいずれか
一つ以上の取組の実施

□

(a)

女性労働者に向けた取組

□

a´

若手の女性労働者を対象とした、出産及び子育てを経験して働き続けるキャリアイメージの形成を支援する
ための研修

□

b´

社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けていく上での悩みや心配事に
ついて相談に乗り助言するメンターとして継続的に支援させる取組

□

c´

育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対象とした能力の向上のための取組又はキャリア形成を
支援するためのカウンセリング等の取組

□

d´

従来、主として男性労働者が従事してきた職務に新たに女性労働者を積極的に配置するための検証や女性
労働者に対する研修等職域拡大に関する取組

□

e´

管理職の手前の職階にある女性労働者を対象とした、昇格意欲の喚起又は管理職に必要なマネジメント
能力等の付与のための研修

）

（裏）
□

(b)
a´

□
□

b´
c´

企業トップ等による女性の活躍推進及び能力発揮に向けた職場風土の改革に関する研修等の取組

女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組
働き続けながら子育てを行う女性労働者がキャリア形成を進めていくために必要な業務体制及び働き方の
見直し等に関する管理職研修
d´ 育児休業等を取得しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるような昇進基準及び人事評価
制度の見直しに向けた取組

□
☑

管理職に向けた取組等

□

f

子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施

□

(a)

３歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限

☑

(b)

３歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度

□

(c)

フレックスタイム制度

□

(d)

始業・就業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

□

g

子どもを育てる労働者が利用できる事業所内保育施設の設置及び運営

□

h

子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置の実施

□

i

労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できるその他の利用しやすい制度の導入

□

j

希望する労働者に対する職務や勤務地等の限定制度の実施

□

k

□

l

□

m

子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施など子育てを
しながら働く労働者に配慮した措置の実施
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など
諸制度の周知
出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施

(ｲ) 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
☑

a

所定外労働の削減のための措置の実施

☑

b

年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

□

c

短時間正社員制度の導入・定着

□

d

在宅勤務やテレワーク等の場所にとらわれない働き方の導入

□

e

職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施

イ ア以外の次世代育成支援対策に関する事項
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・
採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進

(2) 一般事業主行動計画の公表方法及び公表場所 (規則第２条第７号関連)
公表方法
インターネットの利用
公表場所（インターネットの利用による場合はそのアドレス）
自社のホームページ（https://corp.tsukui.net/csr/employee/）

(3) 一般事業主行動計画の計画期間（規則第２条第８号関連）
（

平成27年４月１日～平成31年３月31日

）

４ 次世代育成支援対策推進法第13条の規定による認定の有無
□有
５

(認定年月日：

） □申請中

認定者：

☑無

県内の主な事業所
事 業 所 の 名 称

住

別紙のとおり

備考

１

（

）の欄には、該当する事項がある場合に記載する。

２

□のある欄には、該当する□内にレ印を記入する。

所

電

話

番

号

別

事業所の名称

住

所

電

番

号

横浜綱島営業所

横浜市港北区樽町３－６－３８
ンⅰｎ樽町

横浜新吉田営業所

横浜市港北区新吉田東５－７１－１０

045-540-8022

横浜センター北営業所

横浜市都筑区中川中央一丁目３９番４４号

045-911-0548

横浜緑営業所

横浜市緑区寺山町８７－１４

045-929-2061

横浜三保営業所

横浜市緑区三保町３０１６－６

045-929-2208

横浜霧が丘営業所

横浜市緑区霧が丘一丁目１７番８号

045-924-1012

横浜鴨志田営業所

横浜市青葉区鴨志田町８１７－６

045-960-5385

横浜青葉営業所
横浜鶴見営業所

りりあタウ

話

横浜市青葉区青葉台二丁目１０番２０号 第
二志田ビル２階２号室
横浜市鶴見区鶴見中央３－２－１ 横浜鶴見
共同ビル２０５号

045-540-6207

045-287-5671
045-508-1005

ツクイ・サンフォレスト横浜センター北 横浜市都筑区中川中央一丁目３９番４４号

045-910-0561

横浜南浅間営業所

045-326-2325

横浜反町営業所
横浜伊勢佐木営業所

横浜市西区南浅間町２１－１
横浜市神奈川区松本町４－２９－２ 房ビル
１階
横浜市中区長者町９－１７５ 第１０吉田ビ
ル３０１Ａ号室

045-232-8371

横浜本牧営業所

横浜市中区本牧町１－５７－８

横浜根岸営業所

横浜市中区根岸町２－８５－５

045-628-6467

横浜上大岡営業所

横浜市南区別所１－２－５

045-710-8570

横浜磯子営業所

横浜市磯子区中原２－２－１１
パレス新杉田１階１０１

横浜栗木営業所

横浜市磯子区栗木３－９－２６

045-770-5886

横浜南ケアプランセンター

横浜市磯子区洋光台３丁目２３－２０

045-830-1033

ツクイ・サンシャイン横浜野毛

横浜市中区日ノ出町１－２００

045-250-5890

横浜大久保グループホーム

横浜市港南区大久保３－３８－１

045-882-3555

横浜港南営業所

横浜市港南区日限山１－６６－４

045-823-0765

横浜港南中央営業所

横浜市港南区日野５－３４－７

045-849-2311

横浜日野中央営業所

横浜市港南区日野中央２－２９－６

045-840-6789

横浜港南台営業所

横浜市港南区港南台７－５０－２

045-836-2910

横浜金沢八景営業所

横浜市金沢区町屋町１０－２
沢１０２

045-790-6147

横浜能見台営業所

横浜市金沢区能見台通３４－７

045-791-1933

横浜栄営業所

横浜市栄区桂町２７４－７
和・桂２０１号

045-895-1515

横浜小菅ヶ谷営業所

横浜市栄区小菅ケ谷４－３３－１３

横浜訪問看護ステーション
高齢者住宅ケアプランセンター
横浜東戸塚営業所
横浜戸塚川上営業所

コマチヤ

045-290-6281

ＫＥＳビル１階
シーサイド

ラ・メール金

エステート美

横浜市戸塚区戸塚町３６１－４ グレイプス
シーズン戸塚
横浜市戸塚区吉田町１６２３番地の２４ グ
レイプスフェリシティ戸塚
横浜市戸塚区品濃町５４８－２ 東戸塚ＮＳ
ビル５階Ｇ
横浜市戸塚区川上町６１１－４

045-628-0320

045-778-3186

045-897-5611
045-869-6050
045-860-2550
045-820-2507
045-828-1320

紙

事業所の名称

住

所

電

話

番

号

横浜戸塚営業所

横浜市戸塚区汲沢１－１２－１

045-866-1117

横浜東俣野営業所

横浜市戸塚区東俣野町９９２－３

045-858-3305

ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚南

横浜市戸塚区戸塚町３６１番地４グレイプス
シーズン戸塚

045-869-6811

ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東

横浜市戸塚区吉田町１６２３－２４

045-860-2550

ツクイ・サンシャイン横浜戸塚

横浜市戸塚区東俣野町１５－１

045-858-2377

ツクイ薬局保土ケ谷店

横浜市保土ケ谷区天王町１丁目１６－４

045-340-4155

横浜保土ヶ谷営業所

横浜市保土ケ谷区峰岡町２－３３５－２

045-348-8271

横浜中央ケアプランセンター

横浜市保土ケ谷区和田１－１２－１７ホーユ
ウパレス和田町２０２号室

045-340-4561

横浜旭川井宿営業所

横浜市旭区川井宿町５－２

045-958-3155

横浜希望が丘営業所

横浜市旭区中希望が丘１３０番地１２
ビル２階０２号室

ＮＭ

045-360-5253

横浜中田営業所

横浜市泉区中田北３－４６－７

横浜葛の口営業所

横浜市泉区中田東３丁目１５－２
ンタービル２０３

横浜泉営業所

横浜市泉区上飯田町９２１

045-801-4230

横浜瀬谷第二営業所

横浜市瀬谷区瀬谷５－１６－３６

045-306-0337

横浜瀬谷営業所

横浜市瀬谷区南台１－３７－７
ビルⅡ

ツクイエンディングケア横浜

横浜市保土ケ谷区峰岡町２－３３５－２

045-333-5313

ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷

横浜市保土ケ谷区狩場町１６４－３７

045-720-5672

原宿南営業所

相模原市緑区原宿南２－５－２

042-783-5036

相模原矢部営業所

相模原市中央区矢部２－６－５

042-759-7258

相模原横山営業所

相模原市中央区横山３－２７－８

042-730-6006

相模台営業所

相模原市南区相模台３－１７－９

042-701-3556

相武台営業所

相模原市南区新磯野１丁目３３番１号

046-298-2480

相模原相武台営業所

相模原市南区新磯野１－３２－７

046-257-5261

相模原営業所

相模原市南区大野台１－９－５

042-751-2638

ツクイ・サンフォレスト相模原

相模原市中央区相模原３－７－１７

042-704-5305

ツクイ・サンシャイン相模原

相模原市中央区富士見１丁目５番３号

042-704-6771

川崎長沢営業所

川崎市多摩区長沢４－２－７

044-978-0560

川崎よみうりランド営業所
川崎新百合丘営業所

045-806-1271
中田町セ

アトリウム

川崎市多摩区西生田３－９－２９ 横浜銀行
読売ランド駅前支店ビル２階
川崎市麻生区万福寺１丁目１番１号 新百
合ヶ丘シティビルディング６Ｆ ６１０号室

045-800-5188

045-300-5051

044-969-0485
044-959-6262

川崎千代ヶ丘営業所

川崎市麻生区千代ヶ丘４丁目１－３

044-969-2515

川崎百合丘営業所

川崎市麻生区百合丘１－１９－２
ル２階

川崎麻生営業所

川崎市麻生区片平３－５－１１

044-981-1227

川崎土橋営業所

川崎市宮前区土橋７－２８－１

044-862-3251

たまプラーザグループホーム

川崎市宮前区犬蔵２－３７－１５

044-978-5565

ツクイ・サンフォレスト川崎麻生

川崎市麻生区上麻生７－１１－５

044-981-3046

司生堂ビ

044-959-3180

事業所の名称

住

所

電

話

番

号

ツクイ・サンシャイン川崎宮前

川崎市宮前区野川５１７

044-740-6560

川崎中島営業所

川崎市川崎区中島３－７－３ 落合店舗１階
川崎市中原区木月２－８－５ ＭＫビル１階
Ｂ
川崎市中原区下小田中５丁目１２－２２

044-222-7102

川崎中原営業所
武蔵中原営業所
川崎幸営業所

川崎市幸区小倉５丁目５番５７号
１階

川崎梶ヶ谷営業所

川崎市高津区向ヶ丘１５７－１

横浜矢向営業所
ツクイ・サンフォレスト川崎新町

森本ビル

横浜市鶴見区矢向５－９－２３ 健ナビメ
ディカルモール１階
川崎市川崎区小田栄二丁目３番２号 グレイ
プス川崎新町１階

044-431-0027
044-777-7667
044-589-0656
044-862-5295
045-580-3171
044-328-7571

横須賀森崎営業所

横須賀市森崎１－２－３０

046-833-1777

横須賀営業所

横須賀市池上２－１０－１５

046-850-3107

北久里浜営業所

横須賀市根岸町３－１－５
ション久里浜１階店舗２号

横須賀光風台グループホーム

横須賀市光風台２９－１８

046-846-5280

津久井浜グループホーム

横須賀市津久井２－１７－２３

046-839-2660

三浦営業所

三浦市三崎町諸磯８５８－１

046-882-3701

三浦グループホーム

三浦市三崎町諸磯８５８－１

046-882-3702

ツクイ・サンシャイン三浦

046-880-3300

藤沢駅前営業所

三浦市三崎２－２１－１４
鎌倉市岡本２丁目１－１９第二日信ビル１０
１
藤沢市鵠沼石上１丁目１３番１５号

藤沢ケアプランセンター

藤沢市鵠沼石上一丁目１３番１５号

0466-55-6400

藤沢辻堂西海岸営業所

藤沢市辻堂西海岸二丁目１２番２号

0466-38-0210

藤沢羽鳥営業所

藤沢市羽鳥３－１７－２２

0466-30-1661

ツクイ・サンフォレスト藤沢駅前

藤沢市鵠沼石上１丁目１３番１５号

0466-55-6400

ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸

藤沢市辻堂西海岸二丁目１２番２号

0466-38-6070

ツクイ・サンフォレスト藤沢長後

藤沢市高倉２１１８

0466-41-1600

ツクイ・サンフォレスト辻堂駅前

茅ヶ崎市赤松町１３番１６号

0467-55-6082

南足柄営業所

南足柄市雨坪４３９－１

0465-71-1787

小田原富水グループホーム

小田原市新屋８－１

0465-39-1236

小田原営業所

小田原市飯泉１４３２－１

0465-45-0727

小田原鴨宮営業所

小田原市下堀１０９－３

0465-41-3315

二宮営業所

中郡二宮町二宮１３５０－８

0463-70-6540

湯河原グループホーム

足柄下郡湯河原町福浦２２０－１

0465-69-1777

ツクイ・サンシャイン小田原

小田原市荻窪２８５－３

0465-66-5122

茅ヶ崎室田営業所

茅ヶ崎市室田２丁目１４番１２号

0467-55-1252

茅ヶ崎浜見平営業所

茅ヶ崎市浜見平１１－１
崎２－Ｄ

0467-89-6065

平塚営業所

平塚市西真土１－２－１１

鎌倉営業所

シーアイマン

ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ

046-838-0782

0467-42-1287
0466-55-6401

0463-30-3525

事業所の名称

住

所

電

話

番

号

平塚中堂営業所

平塚市中堂８－７

0463-25-0650

平塚中原営業所

平塚市中原１丁目２１－１５

0463-30-0091

平塚徳延グループホーム

平塚市徳延６３１－１

0463-37-3592

大和鶴間営業所

大和市西鶴間１－１２－１３
０１号室

やまと営業所

大和市上草柳１－７－２４

046-200-1028

厚木水引営業所

厚木市水引二丁目９番１３号

046-297-7771

厚木営業所

厚木市栄町１－１－８
ル１階

046-297-3966

厚木荻野グループホーム

厚木市下荻野１１１０－１

046-243-6266

海老名杉久保営業所

海老名市杉久保北５－７－３９

046-237-3181

秦野営業所

秦野市落合３５６－１

0463-85-6016

伊勢原高森グループホーム

伊勢原市高森４丁目１３番１４号

0463-97-2722

伊勢原東大竹営業所

伊勢原市東大竹１１０８－４

0463-97-3737

ヒルズ鶴間１

プラザホテル厚木ビ

046-278-5947

