
第１回 広島県働き方改革実践認定企業

代表者 蔵田 和樹 代表取締役社長

所在地 広島市南区大州一丁目5番24号

創業 1929年4月

事業内容 電気電子制御盤装置等の設計・製作・販売、
コンピュータソフト開発・OA機器の販売・保守、
電解水素水整水器の販売・水素水作物の栽培

資本金 5,000万円

従業員数 男性２９０人 女性６２人（２０１７年７月現在）

※パート社員含む

＜働き方改革に関する方針＞

役員、管理職を問わず全従業員が知恵を出し合い、
工夫を凝らしながら、一人ひとりが責任と自覚を持ち、

限りある「時間」を有効に活用して、
仕事と家庭の両立を図ることができるよう、

多様な働き方の実現を目指します



田中電機工業㈱
働き方改革の取組

 会長の号令のもと全社員一丸となって業務の効率化等に取り組み時間外労働削減

 社内イントラネットを活用し，全従業員に時間外の削減の徹底

 有給休暇推進期間設定による有給休暇取得率向上を図る

 高齢者の活躍推進のため，シニア社員制度として，65歳以上の継続雇用制度の
設定

 残業時間月平均一人当たり６時間削減（昨年比）

 仕事をいかに効率良くこなすかを日々考えて行動するようになるなど，従業員
の意識の変化

 高齢者継続制度利用者14名（2017年7月現在） 最高齢は79歳

 社内の雰囲気が良くなり，コミュニケーションがさらに円滑になった

 有給休暇が取りやすい環境となった

取組内容

成果



田中電機工業㈱
働き方改革のPRポイント

「人財が会社の財産」をモットーに、

多様な働き方を推進し、

健康であれば何歳まででも働ける企業を目指します



㈱オーザック

＜働き方改革に関する方針＞

経営スローガン「働き方改革と効率化の両立」
私たちは、穏やかな人間関係の中で、

働き方改革と仕事の効率化を両立させます。
自分自身の満足を通して、オーザックに関わるすべての人に、

新たな感動を提供します

代表者 岡崎 隆 代表取締役

所在地 福山市鞆町

創業 １９４５年１０月

事業内容 金属加工・樹脂加工，ステンレス加工

資本金 ３０００万円

従業員数 男性33人 女性7人
（2017年8月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



㈱オーザック
働き方改革の取組

 社員を家族ととらえて働きやすい職場を整備，一人ひとりが活躍できる会社作
りを25年推進

 中期計画を通して，社員と会社の将来イメージを共有，社員の意識改革を推進

 生産管理システムで製造現場を「見える化」

 多能工化の推進による相互サポート体制の構築で残業の発生を予防

 男女を問わない仕事と育児を両立できる職場づくり（キッズルームの開設等）

＜成果＞

 「働きやすい職場」としてのイメージがアップし，入社希望の学生が増加

社員平均年齢：５５歳（２５年前）→３７歳（現在）

 長時間労働：１０年間で９３％削減

 定着率の向上：９５％（28年度）

 不平不満を口にしていた社員が，生産性を意識するようになり，発想力，改善
力を発揮

取組内容

成果



㈱オーザック
働き方改革のPRポイント

「社員満足」実現のため、

仕事と家庭の両立支援をはじめとする

働きやすい環境を社員に提供し続ける会社です。



㈱大京 広島支店

＜働き方改革の方針＞

社員一人ひとりが働き甲斐のある職場づくりに向けて真剣に考え、
その思いを社員から経営へ提言することを通じ、
風通しが良く、自立・自律した組織風土を醸成し、
“やる気や誇り”がみなぎる職場・組織に変えていく。

代表者 久保 高弘 広島支店長

所在地 広島市中区中町6-13

創業 1960年7月

事業内容 不動産開発・不動産販売・都市開発

資本金 411億71百万円（2017年3月31日現在）

従業員数 男性24人 女性3人（2017年8月現在）

※契約社員含む
※広島支店のみの従業員数

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



㈱大京 広島支店
働き方改革の取組

＜取組内容＞

 ノー残業デーやプレミアム・フライデー該当日にはポスター を掲示

 定時退社を宣言するカードを作成し、全社員で使用することによる 定時退社の
意識定着

 毎月月初のグループ全体朝礼

 広島エリアのグループ会社の女性社員のランチミーティングの実施

 職場だけでなくグループ企業とのコミュニケーションを円滑にする取組を実施。

＜成果＞

 有給取得率 28.3％⇒67.7％ （前年同月４月～６月比）

 月平均残業時間 8.41時間減少 （前年同月４月～６月比）

 各自が業務の効率化を考えて仕事をするようになった。

 効率よく仕事をするため、無駄・長時間の会議がなくなり、その分自身の業務
に時間を振り向けることができるようになった。

▲定時退社宣言カード▲ランチミーティング

取組内容

成果



㈱大京 広島支店
働き方改革の取組方針・PR

会社全体の取組＋αで「支店独自にできることはないか」を考え、実
践したことにより、広島県働き方改革実践企業認定をいただくことが
できました。

有給取得率、残業時間、退社時間宣言カードの利用など、「支店全社
員に見える化」を行ったことで、意識改善にも繋がりました。

「リフレッシュできる時間の増加」と「業績アップ」が比例するよう、
今後は「業務効率化」と「生産性」を意識していきたいと考えており
ます。

▲マンションギャラリー社員 ▲支店社員



萬国製針㈱

＜働き方改革の方針＞

社員が明るく健康に働けるよう、社員の働き方を見直し、
設備の改善に努め、生産性の向上を図る。

代表者 高橋 英和 代表取締役社長

所在地 広島市西区楠木町

創業 大正7年2月

事業内容 手縫針の製造業

資本金 3,000万円

従業員数 男性16人 女性21人
（平成29年8月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



萬国製針㈱
働き方改革の取組

 毎週水曜日をノー残業デーと設定し，時間外労働の削減に取り組む
とともに，残業代削減分を賞与で還元

 役員が毎日現場を巡回し，従業員とコミュニケーションを図る

 パート社員，派遣社員のキャリアアップ制度の導入

＜成果＞

 残業時間 月平均一人当たり1.98時間削減（昨年比）

 従業員通しの風通しの良い職場環境が作られた

 各職場でミーティングを開き，正社員，パート，派遣社員全員が同
じ情報を共有できるようになった

 キャリアアップ制度により，パート職員，派遣職員も作業効率に対
する意識が浸透

取組内容

成果



萬国製針㈱
働き方改革のPRポイント

当社に5項目の社是があります。

その頭は幸福と言う言葉で始まります。

仕事が人に幸福を与えます。

そんな場でありたいと願っています。



㈱オガワエコノス

＜働き方改革の方針＞

業務の効率化、平準化を図り、
年次有給休暇取得率の向上、及び時間外労働の削減に努め、

従業員の働きやすい環境づくりを構築する

代表者 小川 勲 代表取締役

所在地 広島県府中市高木町502-10

創業 昭和27年3月

事業内容 廃棄物収集、中間処理、RPF製造

資本金 1,000万円

従業員数 男性191人 女性39人 計230人
（平成29年6月現在）
※パートアルバイト含むRPF製造事業

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



㈱オガワエコノス
働き方改革の取組

 「今までより30分早く帰ろう」を合言葉に，残業時間の削減に努めた

 全社で「１役2名，1名２役以上」を合言葉に，業務の多能化

 従業員による「作業のムダ取りシート」を作成し，作業の効率化とムダな
慣行作業の削減

 独自休暇制度（療養アフターケアやファミリーサポート休暇）の導入

＜成果＞

 自分にしかできない業務を作らないことで，休みがとりやすくなった

 仕事が集中する人がいれば，自然に声をかけて助け合えるようになった

 残業時間の平準化

 昨年度のムダ作業の発見208件，効率化・改善189件

取組内容

成果



㈱オガワエコノス
働き方改革の取組PR

「いい会社にしよう」をモットーに従業員が
誇りを持って働ける会社づくりを進めています。

「1役2名、1名2役以上」を合言葉に業務の多能
工化と平準化に取り組んでいます。

作業の効率化もすすみ、お互いに助け合う風土が
醸成されました。

チームがん対策ひろしま 県知事賞受賞 家族工場見学



宗盛電気サービス㈱

＜働き方改革の方針＞

ワーク・ライフ・バランスの推進を宣言し、
その中で労働時間設定等の改善を明示している

代表者 宗盛 文幸 代表取締役

所在地 広島市南区仁保

創業 １９７８年７月

事業内容 電気技術サービス、電気工事

資本金 １，０００万円

従業員数 男性３０人 女性２人
（２０１７年８月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



宗盛電気サービス㈱
働き方改革の取組

＜取組内容＞

 グループで取り組む業務の手順書を作成し，業務を多能工化

 時差出勤制度と半日年休制度の導入

 技術保有マップの作成と従業員一人一人の能力向上のための様々な
研修・講習会参加

＜成果＞

 時間外労働の削減や休暇取得促進

 業務の手順書の作成により，業務内容・手順が明確になり、グルー
プ外の人からも新たな意見が出るようになった

 従業員の技術向上意欲が向上

取組内容

成果



宗盛電気サービス㈱
働き方改革のPRポイント

ワークライフバランスを進め、働き方・休み方を改善し、安心して働
ける環境を構築することが職場の活性化と業務品質の向上につながる
と考え、取り組みを始めました。

この改善を取り組むうえで最も重要なカギとなるテーマを、「社内コ
ミュニケーションの向上」とし、さまざまな教育、研修や活動を行っ
てきました。

少しずつですが社内の風通しもよくなり、互いに業務の相互協力体制
を構築しやすくなってきました。

そのことにより、時間外労働の削減や休暇取得につながってきました。



デリカウイング㈱

＜働き方改革の方針＞

２０１７年度 社長基本方針として
「働き方改革が求められている中、社員が成すべき業務を整理、

個々のスキルアップを図る」旨を明示している

代表者 代表取締役会長 細川 匡
代表取締役社長 河野 充志

所在地 廿日市市宮内工業団地２－5

創業 １９７１年１１月

事業内容 コンビニ(セブン-イレブン)向けの弁当、
おむすび、調理パン、惣菜、軽食、サ
ラダ、デザート等の商品開発と製造。

資本金 １億円

従業員数 男性５４４人 女性１１０７人
（２０１７年６月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



デリカウイング㈱
働き方改革の取組

 長時間労働削減、有給連続休暇の取得、男性育休を推進

 変形労働時間制による時差出勤制度や短時間勤務制度（育児休･介護休時）等導入

 定年は社員65歳（再雇用70歳）、定時社員68歳（再雇用72歳）まで延長

 従業員同士のコミュニケーションづくり
（イベント開催：夏祭り･子供参観日･誕生日会･懇親会･新入職者茶話会 等）

 新入職者には、新人であることを帽子の色で明示し、作業習熟まで補助員をつ
ける等、サポートしやすい体制を整備

 障害のある従業員や新入職者への配慮として、写真付きの製造マニュアルを現
場に設置し、作業内容を明確化

 障害のある従業員は、障害特性や本人希望を考慮の上、配属決定しフォロー

 各工場の社員会議（月1回）、管理職会議（週1回）等で情報共有

 社員の意欲･能力が向上し、社員満足度（働く環境･人間関係等）や生産性の向
上（生産性前年比4％増）に繋がり、好循環となった

 プライベートにおいても社員同士の交流が増えたことで、より一層チーム力が
高まり、部署の垣根を越えて行動するようになった

 自分なりに時間を区切り、時間制限を設けることで、仕事やその他色々なこと
に対してメリハリがつくようになった

取組内容

成果



デリカウイング㈱
働き方改革PRポイント

当社のコーポレートスローガンは

「HAPPY TOGETHER」

働く全ての従業員の成長できる環境づくりに取組み

地域に密着したHAPPY創造企業であり続けます！



コクヨマーケティング㈱
中国支社

＜働き方改革に関する方針＞

全社方針に働き方改革を成し遂げることの明示及び
全社ＭＢＯに生産性向上を明示している

代表者 三吉 洋之 支社長

所在地 広島市中区大手町1丁目2番1号
おりづるタワー7階

創業 1970年10月

事業内容 紙製品・文房具・鋼製家具・事務機
器等の売買

資本金 53,000万円

従業員数 40人（男性33人 女性7人）
（2017年7月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



コクヨマーケティング㈱中国支社
働き方改革の取組

 働き方見直しのため，役員自らが社員の生の声を聴き改善を図る

 処遇改善や社内管理ルールの緩和

 支社内に「働き方カイゼン委員会」を設置

 個人目標，活動を支社全員で共有し，議論

＜成果＞

 業務量の軽減

 従業員自らの働き方改革に対する意識が向上

 従業員自らが常に考えて行動するように変化

 在職中に出産した女性従業員の育児休業率 100％（直近3年間）

取組内容

成果



働き方改革の取り組みを支社独自でトライアルし、

失敗・成功談をお客様へ伝え、

常にカイゼンし続けていくことにより

お客様から評価されることを目指しています。

コクヨマーケティング㈱中国支社
働き方改革のPRポイント



広島信用金庫

＜働き方改革の方針＞

労働時間管理・時間外労働を適正化するための業務体制の
構築に向けて、職員の意識改革の徹底、

就業時間の適切な管理についての方針を設定

代表者 理事長 武田 龍雄

所在地 広島市中区富士見町3番15号

創業 昭和20年5月

事業内容 協同組織金融業

資本金 (出資金）3,601百万円

従業員数 1,222人（男性717人 女性505人）
（2017年3月末現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



広島信用金庫
働き方改革の取組

 育児休職者向け説明会を実施（年に２回）

 子育て中の職員が子供を連れて参加し，コミュニケーションを図る行事を実施

 休日勤務した際の振替休日の徹底

 各営業部店に「労働時間責任者」を任命し，役割についての説明会開催（年に1
回）

 早帰り運動を実施（ほぼ全店舗で毎月４回実施）

 全店の早帰り実施状況について部内で回覧，実施状況の悪い店舗の部店長は指
導を受ける

 ＜成果＞

 育児休職者の復帰率96.2％（H27算出）

 残業抑制・早帰りの実施により，職場でのコミュニケーションが増えた

 職員が仕事の効率化を意識し，メリハリのある行動をするようになった

取組内容

成果



広島信用金庫
働き方改革のPRポイント

地域と共にお客様からも職員からも愛される

「ヒューマンで活力ある信用金庫の実現」を

目指してまいります。

子育てクラブ



＜働き方改革の方針＞

業務量に応じた適正な人員の確保・配置
所定外労働時間２０時間以下/月

有給休暇取得の義務化

代表者 林 正史 代表取締役会長

所在地 広島県廿日市市木材港南２－４

創業 １９２１年１０月

事業内容 石油販売、木材の加工、木造住宅建
築、飲食店など

資本金 ９９４５万円（グループ合計）

従業員数 ４７人（男性２１人 女性２６人）
（２０１７年８月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



㈱山崎本社
働き方改革の取組

 フレックス勤務制度や短時間勤務、テレワーク等、柔軟な働き方ができる
制度の導入、特に女性が働きやすい職場づくり

 年次の各自の有給取得予定・計画を各部署で作成し実行

 定年後も本人の希望があれば、いつまでも務められる高齢者活躍の制度

 定期的に現状を分析・検討し、場合によっては随時改善していくPDCAシス
テムの導入

＜成果＞

 所定外労働時間 20時間以下/月（繁忙期は30時間以下）

 社員が限られた時間の中で、効率よく仕事を行うよう考える様になった

 積極的に休暇を取得するために、協力して仕事を行うことで、他の人の仕
事にも目を向けるようになった

 社員のモチベーションの向上による、より良いサービスを提供し、売上が
増え始めた

取組内容

成果



㈱山崎本社
働き方改革のPRポイント

社員の幸せは『ライフ・ワーク・バランス』を推進し、

自己実現の叶う事だと思います、

その為「より良い働き方改革」を実行致します！

ご自由に写真を
差し替えてください。



＜働き方改革に関する方針＞

従業員が仕事と家庭を両立させることが出来、
全ての従業員がその能力を十分に発揮できるよう

雇用環境・労働条件の整備を図る。

代表者 代表取締役 日暮 泰広

所在地 本社：尾道市 他、県内5事業所

創業 1938年９月（法人設立1949年7月）

事業内容 医薬・医薬部外品原料、化粧品原料、
機能性食品原料・食品添加物の製造

資本金 ９８００万円

従業員数 ３７４人（男性２６０人 女性１１４人）

（２０１７年９月1日現在）
※派遣社員・アルバイト含む

丸善製薬株式会社

本社事務所

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



丸善製薬㈱
働き方改革の取組

 社内に「労働時間等設定改善委員会」を設置。①有休取得促進，②残業削
減，③ワークライフバランス向上の取組を議論して推進。

 部署ごとに有休の計画的な取得，全社一斉休暇取得

 時間単位有給休暇制度の導入

 ノー残業デーを部署毎に柔軟に実施

 各種事務処理の電子化や簡略化

 年次有給休暇取得率 1.8倍増加

35.2％（H20年度）⇒63.9％（H28年度）

 年間所定外労働時間 23.6％減少

１人当たり83時間29分（H20年度）⇒63時間48分（H28年度）

 社員一人ひとりが仕事の効率化を意識するようになった

取組内容

成果



丸善製薬㈱
働き方改革の取組PR

・残業削減はトップダウンの呼びかけよりも、従業員自らが
ワークライフバランス向上のために削減案を考えるのが効果的。

・部門ごとの有休取得実績の公開は、取得の偏りを無くすこと
で公平感を高める自助作用が働いた。

・各種パッケージソフトの導入で、業務の効率化と標準化を進
めることができた。

・経験豊かな人材確保のためにも育児休業後の復職を推進。

久井ファーム（実験農場） 総合研究所



㈱ サタケ

＜働き方改革に関する方針＞

「会社を取り巻く全ての人々を幸せにする」 経営方針の実現に

ワーク・ライフ・バランスを追求

代表者 代表 佐竹 利子

所在地 東広島市西条西本町２番３０号

創 業 １９８６年３月

事業内容
食品産業総合機械，プラント設備
及び食品の製造販売

資本金 ２億８０００万円

従業員数
1029人（男性861人 女性168人）
（2017年4月１日現在）
※パート・アルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業

http://172.20.101.111/n1/htdocs/?page_id=67
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㈱サタケ
働き方改革の取組

 ＜成果＞

 業務効率の意識が向上し、所定外労働時間の減少

一人平均 29.7時間/月（H20) ⇒ 7.8時間/月（H28）

 趣味や家族サービス、自己啓発の時間が増え、ストレスの軽減、仕事に対する集中力の
向上

 出産・育児を理由とした離職は概ねゼロ

成果

 ノー残業デーの取り組みを平成２２年から段階的に拡大し、平成２６年から原則毎日の「オー
ルノー残業デー」に移行

 労働組合と協定して、年２～３日の「一斉有給休暇」の設定と、年３日の個人別「計画 有給
休暇」の取得

 有給休暇を分割して、年間１６回までの２時間有給休暇の取得可

 「週休３日制」を期間限定（2017年７～８月）で試行

 副社長による400人の個別面談で、社員の意識改革を促す

 ユニークな社内ポスターの掲示で、社員の気づきを促進

取組内容



㈱サタケ
働き方改革のＰＲポイント

これからも独自の発想で、社員とその家族を幸せにし、

他社の模範となる改革に取り組んで参ります。



㈱フレスタ

＜働き方改革に関する方針＞

「健康経営」実現の為に
従業員が働きやすい職場づくりを進める

代表者 宗兼 邦生 代表取締役社長

所在地 広島市西区横川町3-2-36

創業 1887年10月

事業内容 スーパーマーケット事業

資本金 9300万円

従業員数 4385人（男性1287人,女性3098人）
（2017年8月16日現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



㈱フレスタ
働き方改革の取組

＜取組内容＞

 本部系業務パソコンの自動オフ

 残業代の削減分は賞与等で従業員に還元

 パート社員を対象にした職務能力評価制度と職域の拡大

 店舗責任者の補佐役を導入

 持ち株会社制導入で役割分担を明確化

 残業時間年間平均

17時間/月（H28年間平均）⇒14.2時間/月（H29年1月）

 有給休暇取得日数

4.7日（H27年度）⇒8.1日（H28年度）年間4931日増分

 従業員の労働時間・働き方に関する意識の向上

 正社員採用希望者の増加

取組内容

成果



㈱フレスタ
働き方改革のPRポイント

「今までの延長線上に未来はない」と

従業員全員が自分事として理解する仕掛けが、

意識改革を促進する。

フレスタの目指す「健康的な街づくり」のイメージ



＜働き方改革の方針＞

リコージャパン株式会社
販売事業本部広島支社

“社員がいきいきと誇りを持って働き、お客様から感謝される顧客価値企業”の実現目指す姿

働き方改革による企業文化改革（意識改革×行動改革）狙 い

代表者 支社長 泉 浩二

所在地 広島市中区八丁堀3-33 広島ビジネスタワー

創業 1959年5月2日

事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する
各種ソリューションの提供。
・複合機やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の
販売と関連ソリューションの提供
・サポート＆サービス(画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守)

資本金 25億円

従業員数
・全社 :19,309人（男性:16,050人 女性:3,259人) ※2017年4月1日現在

・広島支社 : 260人 (男性:219人 女性:41人） ※2017年4月1日現在

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



＜取組内容＞

 若年層社員の離職が課題となっていたため，指導方法，評価制度を改善

 新人一人に先輩社員一人をアドバイザーに任命し，指導を実施

 若年層同士が競い合う内容を充実させた評価制度

 全拠点でデジタルサイネージを設置し，徹底事項等を視覚的に情報共有

 働き方改革PGを立ち上げ社員が元気でいきいきと働くオフィス創りに取
り組む

＜成果＞

 若年層社員（入社３年未満）直近三年間の離職率０％

 納期を意識した各自の仕事配分，社員間の共通の話題が増え，生産性が向
上

 上司の率先した有給，時間休の利用により，部下も休みを取りやすくなっ
た

 計画的に仕事を進める意識が生まれた

リコージャパン株式会社
販売事業本部広島支社
働き方改革の取組

取組内容

成果



＜働き方改革で実現したいこと＞

① 経営体質強化に向けた生産性向上

② 少子高齢化による働き手不足への対応

③ 働き方の多様化によるダイバーシティの推進

④ 長時間残業の撲滅

⑤ BCP対応の拡充

⑥ ICT活用による社会課題解決への社内実践

リコージャパン株式会社
販売事業本部広島支社
働き方改革のPRポイント

５つの取り組みテーマ

「意識変革」
一人ひとりが

自分事として取り組み、
自己変革する意識、

風土創り

個の働き方と
マネジメント
スタイル
変革

組織

と

制度変革

働く

環境変革

コミュニ
ケーション
スタイル
変革



㈱広島銀行

＜働き方改革に関する方針＞

働き方改革の推進とチャレンジ精神に溢れる組織風土の醸成

代表者 池田 晃治 取締役頭取

所在地 広島市中区紙屋町一丁目3番8号

創業 明治11年（1878年）11月

事業内容 銀行業

資本金 54,573百万円

従業員数 4,937名（契約職員107名、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ1,449名含む）
（平成29年3月末現在）
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㈱広島銀行
働き方改革の取組

 本店部・本店建物統一早仕舞い日の制定

 長時間労働削減のため，パソコン自動ログオフの導入

 退社から出社まで一定時間（１１時間）空ける，

勤務間インターバル制度の導入

 短時間勤務制度利用者向けの一部リモートワークの実施

取組内容



㈱広島銀行
働き方改革の取組PR

「風土」の改革

労働生産性の向上

「業務」の改革

徹底した「レス化」の推進

「制度」の改革

魅力的な人が集まる魅力的な企業の実現
新本店ﾋﾞﾙ ｲﾒｰｼﾞ（2021年1月竣工予定）



㈱ププレひまわり

＜働き方改革に関する方針＞

「地域社会の一員として、仕事と家庭の両立、
ワークライフバランスをさらに充実させ、
その上で仕事に携わることで地域社会が、

ひいては社員が豊かになること」

代表者 梶原 秀樹 代表取締役社長

所在地 福山市西新涯町

創業 １９８４年１１月

事業内容 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・調剤薬局・ｴｽﾃ運営

資本金 4,900万円

従業員数 2,053人
（男性342人 女性1,711）
（２０１７年８月現在）
※パートアルバイト含む
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㈱ププレひまわり
働き方改革の取組

 女性社員参加型のプロジェクトチームの活動を実施し、時短勤務、勤務選択
制度、勤務シフトを限定できる準社員制度を導入

 業務改革推進課を新設し、業務改善による長時間労働等の改善に取り組む

 長時間労働削減のための店舗のセキュリティ時間の管理（開錠・施錠）

 毎月、幹部社員が退職者と面談し、意見を今後の取組に反映

 社員退職者の減少（準社員適用人数１７人）

 準社員制度、勤務地選択制度、育休後の時短制度等により、女性社員の結婚や
出産への不安軽減、女性が安心して働きやすい職場の実現

 スタッフも帰属意識が高まり、働くモチベーションが向上

 従業員自らが働く環境を改善する意識が高まり、会社への提案が増えた

取組内容

成果



㈱ププレひまわり
働き方改革のPRポイント

一人ひとりの意識改革と、会社の制度改善により

今以上に働きやすい環境を提供しながら、

成長できる企業を目指して、

今後も取組んでいきます。



広島電鉄㈱

＜働き方改革に関する方針＞

◆社長自らが女性の働きやすい職場作りや短時間正社員制度をはじめとする
多様な働き方を優先課題として取り組むことを宣言。

◆労使協調して、「短時間正社員制度」を導入。
◆多様な働き方の労使交渉経過等を「多様な働き方ニュース」で発信するなど、
多様な人材を受け入れ、柔軟な働き方ができる職場作りの意義の浸透を図っ
ている。

代表者 椋田 昌夫 代表取締役社長

所在地 広島市中区東千田町

創業 1912年11月

事業内容 鉄・軌道事業、自動車事業、不動産事業

資本金 23億3,562万5千円

従業員数 1,858人(男性1,734人 女性124人)
（2017年8月現在）
※パートアルバイト含む
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広島電鉄㈱
働き方改革の取組

 将来を見据えた労務施策を労使で推進

 非正規社員の正社員化（平成２１年１０月）

 定年年齢を６０歳から６５歳に引き上げ（平成２２年１月）

 子供の看護休暇の有休化，半日取得対応（平成２９年１月）

 短時間正社員を始めとする多様な働き方の制度の導入（平成２９年９月）

 企業内保育園を設置（平成３０年開園予定）

 従業員のサービスの質向上（善行件数の増）

 男性の育児参画に対する職場全体の理解が向上

 積極的に仕事と家庭の両立に取り組む従業員が増加

 採用希望者数の増加，離職率の低下

取組内容

成果



広島電鉄㈱
働き方改革のPRポイント

必要なときに、いつでも選択できる

『短時間正社員制度』を始めます。

従業員の大半がシフト勤務の乗務員という中での
制度導入は大きな挑戦ですが、

従業員の「相互扶助」の精神を労使で深化させ、
誰もが安心して働ける職場を目指します！



㈱ 東洋シート

＜働き方改革に関する方針＞

社員が満足してこそ、お客様に満足を届けられる。
若者が活躍し、それを先輩がサポートする。
高齢者・挑戦者をサポートし元気にする。

代表者 山口 徹 代表取締役

所在地 安芸郡海田町国信1－6－25

創業 １９４７年５月

事業内容 自動車用シート及び幌の開発・製造

資本金 １億円

従業員数 男性７１６人 女性９３人
（２０１７年８月現在）
※パートアルバイト含む
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㈱東洋シート
働き方改革の取組

 仕事の平準化，業務の担当区分のローテーション化

 社員満足度向上の取組を実施

（毎朝のあいさつ運動，トイレの改装，計画有休取得推進，コミュニケーション教育）

 週一回の一斉退社日の実施

 長時間残業者数の減少

 有休取得の増加

 一つの仕事を全員で分担することによる納期厳守のクリア

 ローテーション化による従業員の技能アップ

 仕事の平準化の実現

取組内容

成果



㈱東洋シート
働き方改革のPRポイント

【社員満足度向上】

これは当社の経営大義であり、「働き方改革」に直結する
テーマです。この達成のため、通称「AS（Associate 
Satisfaction）活動」として社員の声をすくい上げ、様々
な取り組みを行い、より良い環境・風土づくりを目指して
います。
※当社では「employee/従業員」ではなく「associate/社員（仲間）」と表現しています。

↑コミュニケーション教育

社内報による
定期的な情報発信→ ↑毎朝の挨拶運動の様子



㈱ 千代田工務店

<働き方改革に関する方針＞

社員の心と体の健康を大切にし、
働きやすい環境をつくる。

代表者 金本 秀明 代表取締役

所在地 山県郡北広島町有田

創業 １９６３年５月創業
１９８２年１月（法人成）

事業内容 土木建設業

資本金 ２０００万円

従業員数 １３人（男性１１人 女性２人）
（２０１７年８月現在）
※パートアルバイト含む
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㈱千代田工務店
働き方改革の取組

 社内に業務のみならず，健康管理など何でも相談できる「よろず相談窓
口」を設置

 疾病の通院のための休暇制度や，体調等に応じ負担にならない部署への
変換など柔軟な人員配置

 社内コミュニケーションの向上を目的に年５回社員全員参加のレクレー
ションを実施

 働き方改革の目標の発信や月一回の工程会議での意見交換など従業員の
理解促進

 少々の健康の変化でも，病院に行きやすい雰囲気ができた

 仕事以外の問題も率直に相談しやすくなった結果仕事に集中できるよう
になった

取組内容

成果



㈱千代田工務店
働き方改革のPRポイント

「人として成長し，企業として成長し，発展し，

地域のお役に立つ」を会社方針に掲げており，

社員一人ひとりの力を充分に活かせる職場づくりに

取組んでいる。



㈱ 山豊

＜働き方改革に関する方針＞

「社員満足度向上の為に、働き方の見直し、
残業時間の削減・有給休暇取得の推進」

代表者 山本 千曲 代表取締役

所在地 広島市安佐南区伴東町79-2

創業 1962年4月

事業内容 食料品製造業

資本金 5,000万円

従業員数 103人（男性41人 女性62人）
（2017年4月現在）
※パートアルバイト含む

第１回 広島県働き方改革実践認定企業



㈱山豊
働き方改革の取組

 両立支援に積極的に取り組み，男性の育児参加の啓発を進め，イクボス同
盟ひろしまに参画

 ７０歳まで雇用する高年齢者雇用制度を導入

 毎日ミーティングを実施し，他班の状況の共有や班を超えた応援体制

 有給休暇の取得状況を個人メールで通知

 ＜成果＞

 育休取得後，職場復帰率100％

 70歳までの雇用継続制度活用

 社員，パート共に有給休暇を取得しやすい社内風土の定着

 ミーティングによる業務等の見える化により，残業が格段に減少

 他の従業員の状況が分かり，社内の雰囲気がよくなった

取組内容

成果



㈱山豊
働き方改革のPRポイント

「食べる」という字は、

「人」を「良くする」と書きます。

「人」を「良くする」には「環境」が必要です。

「食べる」ことに携わる私たちは

「良い環境」を創る必要があります。


