
令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

H21
パナソニックエコソリューションズ
池田電機株式会社

姫路市 中播磨 製造業
・ 男性労働者の育児参加推進
・仕事と家庭の両立～多目的休暇制度～

H21 株式会社エス・アイ 姫路市 中播磨
情報通
信業

・働き方の見直し～自由出勤制度～
・定年制の廃止

H21 株式会社協同病理 神戸市西区 神戸
医療・福
祉

・社内プロジェクト発「育児休業・復帰支援制度」
・職場環境の整備・改善および継続的な見直し

H21 三ツ星ベルト株式会社 神戸市長田区神戸 製造業
・お星さま制度の実施～育児支援金の支給～
・お星さま休暇（育児・介護等の有給休暇）制度の実施

H21 モロゾフ株式会社 神戸市東灘区神戸 製造業
・多様な人材の活用～ショートタイム社員制度～
・仕事と家庭の両立支援（フレックスタイム制など）

H22 株式会社関西スーパーマーケット 伊丹市 阪神北
卸売・小
売業

・変形労働時間制導入（4～10時間まで）
・育児短時間勤務制度の実施
（小３まで５～７時間の範囲で選択可能）
・ｻｰﾋﾞｽ残業防止のための役員ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

H22 株式会社ケイテック 明石市 東播磨
サービス
業

・若年職員を中心としたあいさつﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる意識改革への取組
・育児のための特別勤務期間の設定（小6まで）
・ﾉｰ残業ﾃﾞｰ徹底で大幅な時間外勤務削減

H22 株式会社神戸デジタル・ラボ 神戸市中央区神戸
情報通
信業

・男性の育児休業の取得促進（過去３人）
・失効年休を積み立てる有休ﾌﾟｰﾙ制度

H22 生活協同組合コープこうべ 神戸市東灘区神戸
卸売・小
売業

・育児に関する費用の補助
・育児休業（３歳まで）、育児短時間勤務制度の拡充（小４まで）
・育児休職者に向けたｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽの導入

H22 コベルコシステム株式会社 神戸市灘区 神戸
情報通
信業

・女性社員の自主組織によるﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ推進の取組施策の検討､立案､提
言活動
・社員満足度調査の実施と調査結果及び改善策を社長自ら全社員へ発信

H22 医療法人社団豊繁会近藤病院 尼崎市 阪神南
医療・福
祉

・幹部職員の朝の出迎えあいさつによる職員とのコミュニケーションの活性化
・院内保育所の設置と病児保育の実施

H22 山陽特殊製鋼株式会社 姫路市 中播磨 製造業
・鉄鋼業界の３交替現場において女性活躍推進の取組（女性休憩室等の整
備）
・育児・介護に関わる制度の拡充（妊娠判明時からの産前休業の取得等）

H22
住友電気工業株式会社 伊丹製
作所

伊丹市 阪神北 製造業

・会社営業日に合わせた事業所内託児所の開設(祝日開所､20時まで)
・ﾒﾘﾊﾘのある働き方を徹底し、仕事の効率を向上させる「スイッチ運動」の実
施
・意識改革運動の実施と参加者の表彰

H22 富士通テン株式会社 神戸市兵庫区神戸 製造業
・家族に職場を理解してもらうための「子ども参観日」、ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄの実施
・男性の育休取得促進(H20:2人、H21: 3人)
・外部保育施設（JRｷｯｽﾞﾙｰﾑ）との連携

H22 P＆Gジャパン合同会社 神戸市中央区神戸 製造業

・在宅勤務制度の拡充（育児・介護等の理由がなくても週１回まで在宅勤務
可）
・全社員に対するﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度の導入
・緊急時介護育児補助制度の導入

H22 医療法人明倫会 宮地病院 神戸市東灘区神戸
医療・福
祉

・震災による病院全壊、職員全員解雇の経験をもとにした取組
・職員満足度､ｽﾄﾚｽ調査とｹｱ体制の整備
・院内保育所の設置

H23 ニデック大豊機工株式会社 豊岡市 但馬 製造業
・「管理職、中堅職員ﾜ-ｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ向上研修」による取組の促進、定着化
・経営者への「知的資産経営報告書」の提案による社員の働く意識の向上

H23 株式会社オーシスマップ 養父市 但馬
情報通
信業

・満足度向上ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、社内育児施設の設置、家庭の日の設定、在宅勤務制
度による働きやすい職場づくり
・地域清掃、地元採用による地域貢献

仕事と生活のバランス表彰企業一覧
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○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度
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仕事と生活のバランス表彰企業一覧

H23
ケイオー開発株式会社 フローラ
ルイン姫路

姫路市 中播磨

宿泊業、
飲食
サービス
業

・育児短時間勤務制度、育児時間取得制度の導入、事業所内保育所の設置
（地域の待機児童も受入）
・従業員ｱﾝｹｰﾄや個別面接による取組の促進

H23 甲南大学生活協同組合 神戸市東灘区神戸
サービス
業

・育児休暇補助制度(育休取得者へのﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝの貸与、ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ代金の半
額負担）の導入
・女性ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ支援、男性職員育児休暇取得応援

H23 光洋電機株式会社 神戸市兵庫区神戸
卸売・小
売業

・社内委員会を設置し、労使の連携強化による取組の推進
・全部署に女性管理職を登用し、社員の働く意識の向上

H23
社会医療法人中央会 尼崎中央
病院

尼崎市 阪神南
医療・福
祉

・勤務体制の見直し(3交代→2交代、勤務時間の短縮)、院内保育所の保育士
充実（2人→5人）による子育て支援
・業務改善による残業時間の削減、有給休暇取得率のアップ

H23 株式会社フェリシモ 神戸市中央区神戸
卸売・小
売業

・１ヶ月間の長期休暇制度、ﾌﾚｯｸｽﾎﾘﾃﾞｰ制度（年５日の土曜日と平日の振
替）、育児短時間勤務（小3まで）、ﾄﾞﾅｰ休暇の導入
・子ども参観日の導入によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの活性化

H23
株式会社三井住友銀行芦屋ブ
ロック

芦屋市 阪神南
金融・保
険業

・勤務地変更制度、託児先送迎の交通費支給制度、託児補給金制度による
働きやすい職場づくり
・男性職員の育児休業取得の促進

H23 株式会社ユーシステム 神戸市中央区神戸
情報通
信業

・育児休業、育児短時間勤務制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時
間外勤務制限設定(20h/週)による仕事と生活の両立支援

H23 ヨドプレ株式会社 加西市 北播磨 製造業
・時短委員会の設置、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策、ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ（労働災害予防）、ﾉｰ残業
ﾃﾞｰの設定
・従業員ｱﾝｹｰﾄによる取組の促進

H24 アスビオファーマ株式会社 神戸市中央区神戸
医療・福
祉

○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・ 提携託児所の整備
・ ベビーシッターサービスの法人契約による育児支援
・ 育児（介護）短時間勤務制度やフレックスタイム制度等の整備
○組織の部・課等の階層を廃し、フラット化した人材管理制度（ファカルティ制）
を導入し、きめの細かい人材の育成を実施
○ＷＬＢ及び人材育成を企業戦略と捉える経営方針

H24 医療法人社団魚橋会魚橋病院 相生市 西播磨
医療・福
祉

○全看護職員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
○多様な働き方並びに人材活用及び育成の推進
・ 短時間勤務制度を含む多様な勤務形態の導入
・ 看護助手の採用と看護師への育成の推進
○各種取組みによる看護師の低い離職率（４％程度）

H24
医療法人社団栄宏会　土井リハ
ビリテーション病院

小野市 北播磨
医療・福
祉

○様々な役職や職種で構成する労働安全衛生委員会が中心となって職員の
意識改革と業務改善を推進
○仕事と生活の両立を可能にする多様な働き方の導入
・ パート、短時間勤務等の活用
・ 院内保育園の整備
○各種取組みによる看護師の低い離職率（６％程度）

H24
株式会社カワサキモータースジャ
パン

明石市 東播磨
卸売・小
売業

○業務の見直し、管理職によるタイムマネジメント、社員によるホウレンソウ
（報告・連絡・相談）の徹底等、社員全体の意識改革への取り組みの実施
○上記の取組みによる超過勤務時間の大幅な縮減

H24 齊藤鋼材株式会社 姫路市 中播磨
卸売・小
売業

○社長自ら委員長を務めるワーク・ライフ・バランス推進委員会を中心とした
職場改善の推進
○個々の職員に対するきめ細かなメンタルヘルスケアの実施
・ メンタルヘルスアンケート調査及びメンタルヘルスを中心にしたWLB関連の
職員研修の実施
・ 新入社員をケアするため、社内メールを活用した職員への声かけによる精
神的ストレス軽減策の実施
○研修実施による部門間のコミュニケーション不足の改善を推進
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H24 有限会社システムプラネット 神戸市中央区神戸
情報通
信業

○全従業員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
○仕事と家庭の両立を支援する制度を先行的に導入
・ 育児休業や短時間勤務制度等を先行的に導入
・ 時間単位取得可能な有休制度、勤務時間のフレックス的な運用、在宅勤務
制度等、自由な勤務形態の導入
○女性が働きやすい職場を目指す創業からの理念

H24 医療法人社団つかさ会尾原病院 神戸市須磨区神戸
医療・福
祉

○全看護職員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
○仕事と生活の両立を可能にする多様な働き方の導入
・ 短時間勤務制度の積極的活用
・ 個々の状況に応じた勤務体制（シフト）の工夫
○風土の浸透により職種間の協力・応援態勢を構築

H24 株式会社ドンク 神戸市東灘区神戸 製造業

○育休制度の拡充等女性の働きやすい職場づくりを提案する女性活躍推進
プロジェクトの推進や女性相談窓口の設置
○法令基準を上回る両立支援のための制度整備と利用促進
・ 育児休業取得期間の延長（３歳になる年度末まで）
・ 産前休業制度の新設（妊娠３ヶ月より取得可能）
○仕事と生活の両立を可能にする多様な雇用形態の整備と利用促進
・ 正社員からパートへの一時的な身分替えの実施
・ パートから正規社員への登用の実施
○社内報等各種媒体を活用した従業員への意識改革推進

H24 トーカロ株式会社 神戸市東灘区神戸 製造業

○全従業員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
○業務改善、従業員の意識改革、社内コミュニケーションの円滑化等による
技能伝承の取組みの推進
・ 各部門間の積極的な人事異動による技能交流の実施
（多能工化推進（業務属人化の断ち切り））

H24
社会医療法人財団聖フランシスコ
会 姫路聖マリア病院

姫路市 中播磨
医療・福
祉

○全看護職員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・ 院内保育所と院内病児預かりの活用
・ 短時間勤務制度を含む多様な勤務形態の導入
・ パート､短時間正規､正規社員の切替が容易にできる制度の導入
○各種取組みによる看護師の低い離職率（８％程度）

H25 阿比野建設株式会社 姫路市 中播磨 建設業

○職場風土の改善
・社長指示のもと、 10 年以上にもおよぶ地道な取組みを展開
・21 世紀職業財団「職場風土改革推進事業実施事業主」に指定（H20)
○H22 に「くるみんマーク」を取得（ H25 に２回目の取得）
○女性管理職登用や技術部門における現場での活躍

H25 SECカーボン株式会社 尼崎市 阪神南 製造業

○業務改善及び時間管理による働き方の見直し
・時間管理システムの導入、管理職による時間管理、職員への周知等、複数
の対策を並行して実施することにより、管理職の有休取得率の向上、管理部
門等の残業時間大幅削減等を実現

H25
一般財団法人 甲南会 甲南加古
川病院

加古川市 東播磨
医療・福
祉

○全看護職員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
・アンケートにより判明したサービス残業（及び職員の不満）を解消
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・院内保育所及び短時間勤務制度等の活用、育休明け看護師への夜勤免除
等

H25 佐藤精機株式会社 姫路市 中播磨 製造業

○従業員の意識改革
 ・ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの考え方を社員に浸透させることより、社員の仕事へ意識
が向上
・技能競技大会への参加や社外活動の活発化等により社員のモチベーション
アップ並びにコミュニケーションが活性化
・社員のやる気を支える職場環境の整備（休憩室、リラクゼーション施設等）

H25
医療財団法人樹徳会　上ヶ原病
院

西宮市 阪神南
医療・福
祉

○全看護職員へのアンケートによる実態把握と職場改善の推進
・職員の「仕事へやりがい」を求める声に対応した対策を実施
・職員のやりがいを向上させる手段として「患者の満足度」にも着目
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・院内保育所の整備
・育休、 短時間勤務制度等利用者の増加（看護部門以外へ波及）
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H25
社会医療法人社団正峰会 大山
記念病院

西脇市 北播磨
医療・福
祉

○多様な人材の活用（人材確保対策）
・病院の存続を賭けたプロジェクトとして、病院全体（各部門横断）で推進
・大規模あるいは都市部の病院と差別化（特に育児等を理由に離職せざるを
得ない「お母さん看護師」をターゲットとし働きやすい環境を確保）
・保育所、学童保育、世帯向け寮の完備等
○働き方の見直し
・数十種類にも及ぶきめ細かな勤務表の設定とシステム化よる管理
・医師及び看護師等に事務補助を 充てることより、患者対しより質の高い治
療を提供（事務職員も能力が向上）

H25
三菱電機社会インフラ機器株式
会社

丹波市 丹波 製造業

○労使協調によるﾜｰｸ･ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ取組の推進
・「ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ」がまだ十分に浸透していな郡部において組織的に活動を
推進
○多様な人材の活用
・女性エンジニアの監督職（現在は育休中）
・近年、女性の採用数も増加

H25 株式会社 巴建設 豊岡市 但馬 建設業

○従業員の意識改革
・プロジェクト制を導入し、各社員に責任を与えることより、仕事への意識及び
モチベーションの向上に成功
・地域貢献を積極的に展開（結果として会社の知名度アップにつながり、社員
のモチベーションも向上）
○働き方の見直し
・業務管理を計画的に実施することにより、休日出勤や残業を制御

H25 日高食品工業株式会社 姫路市 中播磨 製造業

○働きやすい職場環境の実現
・社長自らが取り組みを推進し、重苦しかった職場の雰囲気を改善
・社員が中心となった朝礼や社外活動を積極的に展開
○働き方の見直し
・計画生産への移行やライン見直し等により、生産性向上と残業の削減を実
現

H25 株式会社平野組 姫路市 中播磨 建設業

○働きやすい職場環境の実現
・個々の社員を大切にする社風と取り組み（社長から社員や家族へのお手紙
等）
・従業員全員が正社員であることと高い定着率の維持
・社外活動等を通じた社員間のコミュニケーション円滑化
○女性管理職の登用

H25
学校法人武庫川学院武庫川女子
大学

西宮市 阪神南
教育・学
習支援
業

○多様な人材の活用と女性研究者の活躍支援
・理事長自らが、法人全体の戦略的テーマとして掲げ、教員及び職員で構成さ
れる「女性研究者支援センター」や「男女共同参画推進室」を設置するなど、
組織的な活動を推進
・H24 文部科学省「女性研究者研究活動支援事業」に採択

H26
医療法人社団医仁会　ふくやま
病院

明石市 東播磨
医療・福
祉

○職場風土の改善
・院長自らが取組を推進し、従業員意識調査を実施するなど意識改革を実践
○仕事と生活の両立を支援する組織作り
・無料の 24 時間保育可能な院内保育園を設置
・子育てに合わせた柔軟な勤務体制の実施

H26 株式会社栄水化学 尼崎市 阪神南
不動産・
物品賃
貸業

○経営ﾄｯﾌﾟのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟによるＷＬＢ実現の推進
・通常業務のﾒｰﾙ報告を社長又は部長が確認し、生産性を向上
・業務内容をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ管理することで、各自で業務改善を工夫
○個々人の能力を最大限に活かす組織づくり
・業務量と個人の処理能力をﾁｪｯｸし、ﾚﾍﾞﾙｱﾌﾟできるよう指導
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・妊娠時の休暇制度の充実（つわり休暇）

H26 川崎重工業株式会社 神戸市中央区神戸 製造業

○仕事と生活の両立を支援する組織作り
・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ、ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進室を設置（3名体制）
・管理職を対象としたﾜｰｸ･ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ研修を実施
・事業所内保育施設、ﾍﾞﾋｰｼｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ制度、多様な休暇の導入
○働きやすい職場の実現
・従業員意識調査による実態把握と職場改善の推進
○女性も働きやすい職場の実現
・女性管理職比率・育休取得を進捗管理（毎年、男性育休者あり）
・女性の積極的な採用と職域拡大を実現
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令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

H26 昭和精機株式会社 神戸市西区 神戸 製造業

○女性も働きやすい職場の実現
・女性技術者の活躍と職域拡大を実現
○働きやすい職場の実現
・個々の状況に応じた柔軟な働き方の実現
・急な休みにも対応できるよう、支え合う環境整備と多能工化の実践

H26 株式会社TAT 西宮市 阪神南
卸売・小
売業

○超過勤務時間の削減
・各部で目標管理をし、残業が発生した場合は今後の対策を記載
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・看護休暇の充実（ 10 日、 2人なら 15 日）
・誕生日休暇、記念日休暇制度、連続休暇の奨励
○働きやすい職場の実現
・業務ｽｹｼﾞｭｰﾙを共有し、業務の助け合いを実現

H26 富士通周辺機株式会社 加東市 北播磨 製造業

○働きやすい職場の実現
・ｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝや多能工化により、業務の偏りがないように管理
・全社員対象にﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆｸﾞを定期的に実施
○女性も働きやすい職場の実現
・女性管理職登用のため研修を実施

H26 株式会社松田ポンプ製作所 宝塚市 阪神北 製造業

○労使協調によるﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽに対する取組の推進
・有休取得率８割を維持
・業務効率化、情報共有のために年 3回研修を実施
○超過勤務時間の削減
・残業の原因究明対策とともに、業務効率化を推進
・残業手当の割増率の充実（125%→130%）

H26 ムネ製薬株式会社 淡路市 淡路 製造業

○やる気を引き出す制度づくり
・業務実績でﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮した人を表彰する「ｷﾗﾘ賞」の創設
・「改善提案書」でｽﾄﾚｽなく仕事に臨める環境づくり
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・育児休業制度の充実（最長３年取得可能）
・育児（介護）短時間勤務制度
○超過勤務時間の削減
・週１回の意見交換により仕事量を軽減

H26 メック株式会社 尼崎市 阪神南 製造業

○女性も働きやすい職場の実現
・女性管理職の登用
○働きやすい職場の実現
・従業員意識調査による実態把握と職場改善の推進
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・永年勤続特別休暇により連続休暇を奨励（ 20 年:1 週間、 30 年:2 週間

H26 株式会社ヤマシタワークス 尼崎市 阪神南 製造業

○個々人の能力を活かす風土づくり
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを密にし、ＷＬＢ及び人材育成を企業戦略と捉える経営方針
○超過勤務時間の削減
・作業効率を高め、ﾑﾀﾞ･ﾑﾗをなくすことで残業時間を削減
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・短時間勤務制度の活用

H27 株式会社基陽 三木市 北播磨 製造業

○働きやすい職場の実現とノー残業の実現
・各従業員が複数の業務を兼務し、多能工化を実現
・各従業員が他部署を応援することによりノー残業を実現
・月 1回社内・社外 (社労士 )面談を実施、助け合う風土作りにより就業継続
可能な環境を整備
・課題ごとに複数設置する小委員会活動による各自の意識の向上
・リフレッシュ休暇による連続休暇の促進（勤続3年以降毎7日付与）
○多様な人材の活用
・性別・年齢を不問とし、能力に応じた管理職登用の実現 (20代女性の登用 )
・ライフステージに応じた柔軟な勤務制度を整備 (ﾊﾟｰﾄ⇔正社員)

H27 株式会社神戸製鋼所 神戸市中央区神戸 製造業

○女性も働きやすい職場の実現
・ダイバーシティ推進室の設置
・在宅勤務制度の導入（妊婦も利用可）
・育児休業制度（最長３年）の充実
・女性社員の個別キャリア相談を目的としたメンター制度の導入
○意識改革の取り組み
・女性社員の上司に対する女性活躍推進の意識を啓発する研修の実施
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令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

H27 市立加西病院 加西市 北播磨
医療・福
祉

○女性も働きやすい職場の実現
・院内保育（昼間・夜間）の実施
・多様な勤務形態の実現 (2 交代制・夜勤専従看護師の導入 )
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・課題の明確化等により残業削減と年休取得を促進

H27 株式会社コベルコE＆M 神戸市灘区 神戸 建設業

○女性も働きやすい職場の実現
・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室の設置
・育児休業制度（最長３年）の充実
・短時間勤務制度の導入 (小学校卒業まで )
・ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ WPWによるﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進活動の実施
・女性社員のｷｬﾘｱ形成・能力開発を心理的な側面から支援するﾒﾝﾀｰ制度の
導入
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・男性の育児休業促進 (2 ヶ月以上の取得者あり )
・介護との両立支援（時差出勤制度）

H27 西芝電機株式会社 姫路市 中播磨 製造業

○女性も働きやすい職場の実現
・育児休業制度の充実（最長３年）
・短時間勤務制度の導入 (小学校卒業まで )
・看護休暇の充実 (子に加え配偶者･父母・祖父母も対象)
・ﾜｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝ休暇の導入 (年休失効分の積み立て制度 )
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・5年ごとの永勤続特別休暇付与 (勤続10,15,25,30,35年:5 日､ 20 年:10日付
与）

H27 株式会社マインズ 姫路市 中播磨
サービス
業

○女性も働きやすい職場の実現
・従業員の状況に応じた短時間勤務制度の導入
・女性の積極的な採用と職域拡大の実現
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・誕生日休暇による年休の取得促進
・全従業員の業務を見える化し、目標・情報・ｽｹｼﾞｭｰﾙを共有
・各従業員の業務スキルを見える化し、多能工を促進

H27 株式会社みなと銀行 神戸市中央区神戸
金融・保
険業

○女性も働きやすい職場の実現
・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室の設置、ｻﾎﾟ-ﾄﾁｰﾑの結成
・女性の管理職等への登用促進
○仕事と生活の両立を支援する制度整備と利用促進
・育児休業制度の充実（最長３年）及び早期復帰支援制度創設
・多様な短時間勤務制度 (30 分､ 60 分､ 90 分､週1日短縮の４種類 )
・仕事と家庭の両立支援ハンドブックの作成
・ﾌｧﾐﾘｰﾎﾘﾃﾞｰ･ﾏｲﾎﾘﾃﾞｰ・半日休暇等休暇制度拡充による有給休暇の取得推
進

H27 株式会社リベラル 三田市 阪神北
サービス
業

○女性の働きやすい職場の実現
・事業内託児所の整備
・パートから短時間正社員への登用
・多様な働き方の実現（フレックスタイム制の導入）
・子育て中の女性の積極的雇用による就業促進
・パートでもリーダーに登用することで人材育成を実現

H28 株式会社あっぷる 姫路市 中播磨
医療・福
祉

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・事業所内保育所の整備(2カ所)
　・正社員は11区分、パートは22区分にわけたシフト勤務区分の設定
　・学校行事等による休暇対応のため、早期のシフト調整及び他事業所から
の応援の実施
○職員の意欲向上
　・社内表彰制度や資格取得への支援の実施

H28
医療法人社団 伊藤歯科クリニッ
ク

西宮市 阪神南
医療・福
祉

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・育児等との両立・従業員の定着に向けた診療時間の短縮(17時で受付終
了)
　・規模を拡大し、シフト勤務の導入等により休みやすい環境を整備
　・研修と資格取得を応援し、キャリアアップしやすい職場作り
○働きやすい職場の実現
　・ミーティング等による情報共有及び満足度の高い職場環境の実現

H28 株式会社ウエスト神姫 相生市 西播磨
運輸・郵
便業

○女性、高齢者も働きやすい職場の実現
　・女性ドライバーの雇用及び更衣室整備等の環境整備の実施
　・生涯現役継続雇用（70歳以上）及び雇用環境整備の実施
○働き方の見直し
　・バス運転手の運行管理・配車システムの導入による労働時間の平準化
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H28
MHIニュークリアシステムズ・ソ
リューションエンジニアリング株式
会社

神戸市兵庫区神戸
サービス
業

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・短時間勤務制度の整備(小学校卒業まで)
　・不妊治療休業制度の整備(1年間)
　・出産・介護等を理由とした離職者の再雇用制度の創設
○女性も働きやすい職場の実現
　・女性の総合職の採用拡大

H28 キー・ポイント株式会社 神戸市中央区神戸
情報通
信業

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・子連れ出勤のためのスペースの整備
　・短時間勤務制度の導入及び短時間勤務の管理職の配置
○働き方の見直し
　・在宅勤務制度の実施
　・気分転換スペースの整備

H28 医療法人仁風会 小原病院 神戸市兵庫区神戸
医療・福
祉

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・院内保育所の整備(24時間)
  ・短時間勤務制度及び日勤のみの看護師の採用
　・資格取得のために通学しながら働ける短時間勤務制度の整備
○超過勤務縮減及び有給休暇取得の促進
　・余裕のある人員配置の実施及び就業開始時間前出勤の禁止、定時帰り推
進

H28
株式会社ダイハツビジネスサ
ポートセンター

伊丹市 阪神北
サービス
業

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・育児休業制度(2歳まで)及びフレックスタイム勤務制度の整備、ノー残業
デーの実施
  ・短時間勤務制度の導入(小学校4年生まで)
　・祝日(保育所の休日)に会議室で子供預かりを実施
　・育休からの復職前面談・復職後面談に加え、上司への復職支援研修を実
施

H28 株式会社チャイルドハート 神戸市西区 神戸
医療・福
祉

○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・事業所内保育所の整備
○女性も働きやすい職場の実現
　・短時間勤務職員の管理職への登用
　・本人希望によるパート、短時間勤務正社員、正社員間の職種転換制度の
整備
　・本人希望に応じたシフト勤務制度の整備

H28
株式会社日本政策金融公庫 兵
庫県内各支店

神戸市中央区神戸
金融・保
険業

○女性も働きやすい職場の実現
　・出産や配偶者の転勤を理由とした離職者の再雇用制度の整備
　・配偶者の転勤同行制度の整備
○仕事と生活の両立を支援する制度整備
　・男性の育児休暇の完全取得の推進
　・育児短時間勤務制度（小学校3年生まで）及びフレックスタイム制度等の整
備(小学校3年生まで)

H28 白鶴酒造株式会社 神戸市東灘区神戸 製造業

○女性も働きやすい職場の実現
　・夜勤もある製造現場への女性の配置及びシャワー室等の環境整備の実施
　・営業職への女性の配置及び女性の管理職の登用
　・出産・介護等を理由とした離職者の再雇用制度の創設
○働き方の見直し
　・契約社員の正規社員への登用

H28 ミツ精機株式会社 淡路市 淡路 製造業

○女性も働きやすい職場の実現
・生産現場への女性社員の配置及び技能検定等の積極的な資格取得
・復帰の期限を定めない育児休業など、柔軟な対応の実施
○働き方の見直し
・積極的な教育訓練及び定期的な従業員アンケートによる従業員満足度の向
上
・改善活動や作業標準書の整備により、仕事の平準化を推進

H29
医療法人社団栄宏会 栄宏会小
野病院

小野市 北播磨
医療・福
祉

・60歳超の経験豊かな短時間勤務の看護師を活用し、早出、遅出の時間帯を
埋めて、若手看護師の労働時間を短縮
・｢会議時間は30分｣｢議事録で会議時間を管理」等で会議時間を大幅に短縮
することにより、患者との交流等の時間を確保
・｢環境設定ｶｰﾄﾞ｣で患者の療養情報を共有し､ﾐｽ等を軽減｡業務に集中できる
環境構築
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令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

H29
サントクコンピュータサービス株式
会社

姫路市 中播磨
情報通
信業

　・子どもの看護休暇、介護休暇、育児・介護のための復活有給の半日取得
制度を導入
・再雇用者による技能伝承教育や標準化への取組で業務スキルのばらつきを
解消
・部署単位でWLB実現のためのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを策定し、リーダー同士が定期的
に情報共有

H29
特定医療法人社団仙齢会いなみ
野病院

加古川市 東播磨
医療・福
祉

・職能要件書の作成により、各職種の専門スキルを統一し、仕事内容を従業
員間で共有
・業務の分業で、看護・介護ｽﾀｯﾌ、ｾﾗﾋﾟｽﾄが患者と向き合える時間を確保
・改善提案表彰制度により職場を活性化

H29 株式会社土肥富 加東市 北播磨 製造業

・65歳定年制を他社に先駆けて昭和26年に導入。75歳までの嘱託制度によ
り、高年齢者の雇用を確保し、若手社員への技術伝承を推進
・全工程で作業手順を確立・ﾏﾆｭｱﾙ化し、誰でも全ての作業に従事できる体制
を実現
・｢目安箱｣を設置し､社員から広く意見を募集する仕組みで職場環境を改善

H29 日本ジャイアントタイヤ株式会社 たつの市 西播磨 製造業

・フルフレックス制度により多様な就労環境を整え、仕事と生活の調和を推進
・現場の生の声を直接トップに届けるﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙの実施で、職場環境の改善
を促進
・有給の介護休暇・子の看護休暇等、仕事と家庭の両立支援制度を確立し、
利用を奨励

H29
株式会社日本ビジネスデーター
プロセシングセンター

神戸市中央区神戸
情報通
信業

・20代の女性社員を積極的に管理職へ登用し、管理職を含む女性社員の時
短勤務など多様な働き方を実現
　・社長と従業員が集うイベント実施や会社経営層と若手幹部候補生のつな
がり強化を目的としたｸﾛｽﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙﾁｰﾑを結成し、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを強化
　・人材定着を図るため有期雇用社員をエリア正社員に登用

H29 バンドー化学株式会社 神戸市中央区神戸 製造業

・法定期間以上の育児休業（３才になった後の４月末日まで）と介護休職（対
象家族１人につき３６５日まで）
・結婚、出産、育児、配偶者の転勤、介護等で退職した場合の再雇用を制度
化
・有給休暇の計画取得（年５日間）・工場は事業所一斉、本社営業は個人別休
暇

H29 株式会社ベネスト 神戸市中央区神戸
情報通
信業

・時短勤務をする子育て中の女性社員でも管理職に登用
・業務のデータ管理により、特定の人に作業が集中しないよう仕事を分配
・勤務時間に制約のある従業員に対して柔軟な在宅勤務を導入

H29 株式会社夢工房 神戸市中央区神戸
情報通
信業

・職場環境改善委員会(一般従業員2人と役員1人)を設置し、計画休暇や一斉
年休の 取得、週２日のノー残業デー設定など良好な職場環境を推進・維持
・昭和61年の設立当初から｢わくわく愉しく｣を合言葉に、いち早くフレックスタイ
ム制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度を導入し、多様な働き方を実現

H29 株式会社ワイドソフトデザイン 神戸市中央区神戸
情報通
信業

・残業を抑制できれば賞与に特別加算する仕組みを導入
・全員参加の整理整頓ｲﾍﾞﾝﾄを実施し、物を探す時間を削減
・相談しやすいﾚｲｱｳﾄへの変更や月１回全員の昼食会でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを活性化

H30 アスカカンパニー株式会社 加東市 北播磨 製造業

・｢み(Ｍ)んなで活(Ｋ)動、み(Ｍ)んなで改(Ｋ)善｣するＭＫ活動に40年前から取り
組み、1,263件の改善活動を実施、業務上のムダ・ムリ･ムラを解消
・育児･介護休暇、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム、テレワーク制度
の活用により育児･介護と仕事の両立がしやすい職場で、男性も利用しやす
い風土が出来ている。

H30 川重テクノロジー株式会社 明石市 東播磨

学術研
究・専
門・技術
サービス
業

・働きやすい風土づくりで新卒５年間離職率・中途３年以内離職率０％
・役員から一般社員まで参加する安全衛生委員会を毎月開催し、自由に意見
交換
・記念日休暇、ゆうゆう連休、ドナー休暇など多様で柔軟な制度で有休取得率
が向上
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令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

H30
一般財団法人 甲南会 甲南介護
老人保健施設

神戸市東灘区神戸
医療・福
祉

・ＣＳ(顧客満足)／ＥＳ(職員満足)委員会活動が活発で、現場の主体性を軸に
働き方改革を推進
・長期休暇・記念日休暇も委員会でルールを決めて有休取得を促進
・介護助手を導入し、介護士や看護師がより専門性の高い業務に従事できる
体制を構築
・他チームからの応援に対応できるよう、情報共有カードを使って利用者情報
を共有

H30 株式会社セイバン たつの市 西播磨 製造業

・全社あげて多能工の養成を推進。連続休暇取得が容易になり、退職者も減
少
・スキル基準と業務難易度基準を設定し、レベルの見える化を実施
・超勤削減の取り組みで、全社で時間外が27,000時間から12,000時間に削減

H30 株式会社トーホー 神戸市東灘区神戸
卸売・小
売業

・社内｢ＷＬＢ支援サイト｣で小学3年生までの短時間勤務や看護休暇などを社
員に周知
・ＴＰＡ(ﾄｰﾎｰ･ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ･ｱｸｼｮﾝ)プロジェクトを立ち上げ、女性の活躍を推進
・ポジティブ・オフ運動で、５連休以上の休暇取得奨励や年間3日の計画有休
を制度化

H30 株式会社阪技 高砂市 東播磨

学術研
究・専
門・技術
サービス
業

・新入社員は残業禁止で、時間内に仕事を終える工夫をすることを意識づけし
ている。
・育休復帰しやすいよう事業所内保育所設置や小学3年生までの短時間勤務
制を整備
・作業手順書やチェックリスト活用で、どの担当者でも同等の対応が可能に。

H30 株式会社姫路シティFM21 姫路市 中播磨
情報通
信業

・各スタッフがアナウンサー、編集、ディレクター等が担当できる多能工化を促
進
・グループウェアで各人が日報を掲示、全員が閲覧･コメントできる仕組みで情
報を共有
・現場の声をもとに短時間正社員制度や変形労働時間制など多種多様な勤
務形態を構築

H30 有限会社広田薬局 南あわじ市 淡路
卸売・小
売業

・託児所設置や正社員から短時間正社員への転換制度で仕事と育児･介護の
両立を支援
・粉薬計量等に機械を導入し、業務を効率化。高齢者でも計量に困らないよう
配慮
・各薬局とも、誰かが休んだ時に相互に応援できるよう対応

H30 フルヤ工業株式会社 篠山市 丹波 製造業

・年2回の職場環境改善提案で挙げられた課題は取締役会で協議のうえ改善
を実施
・事業所内保育所設置で社員の子育てを支援し、安定的な雇用を確保
・創立100周年(2017)を記念して社員食堂をリニューアルし社員の交流に活用

H30 株式会社ポータルズ 神戸市須磨区神戸
情報通
信業

・業務を整骨･接骨･整体院専門のHP制作に絞り､社員が限られた時間で働け
る環境を整備
・在宅勤務や社内外注制度等を利用しながら、残業時間月10分以内を維持
・社内で１つのﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを共有するなど、顧客情報をｸﾗｳﾄﾞで一元化し、全員
で情報共有できるチーム体制を構築

H30 医療法人社団向原クリニック 神戸市西区 神戸
医療・福
祉

・在宅医療専門の診療所。医師の負担軽減のため訪問同行秘書３名を配置
し、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝでｱｸｾｽした電子ｶﾙﾃに診療中の医療行為や会話を入力、処方
箋を医師の指示で作成し、患者宅で印刷・発行
・小規模クリニックだが職種毎に３名以上配置し、業務をフォローし合える体制
を構築

Ｒ１ 株式会社イーエスプランニング 神戸市中央区神戸
不動産・
物品賃
貸業

○働きやすく働きがいのある職場環境づくり
・個人の特性・事情にあった働き方が選べ、個人評価制度確立でやる気を創
出
・３年間で残業時間20H→２H、離職率30％→10％、売上げ３割増を実現

Ｒ１ 伊福精密株式会社 神戸市西区 神戸 製造業

○顧客も巻き込んだ業務改善と女性活躍
・発注企業の協力で夜間納品を無人化し夜勤廃止。完全週休2日のシフト制
導入
・女性採用を進め６年間で１名→14名。時間外38→14H、有休36→47%、生産
率10%上昇

Ｒ１ 株式会社河野鉄工所 神戸市灘区 神戸 建設業
○多様な休暇や研修制度で従業員が幸せを掴める職場づくり
・誕生日、結婚記念日、リフレッシュ休暇等で有休取得率が大幅アップ
・社員の内発力向上と心のケアを図るＱＯＬ向上研修を年６回実施

9



令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

Ｒ１ キャタピラージャパン合同会社 明石市 東播磨 製造業

○多様な働き方の導入と育児・介護支援
・テレワーク、コアレスフレックス、工場部門の時間単位休暇制度導入予定
・仕事中も子どもの様子がわかる企業内保育園、法定以上の育児・介護支援
制度

Ｒ１ 小泉製麻株式会社 神戸市灘区 神戸 製造業

○風通しの良い職場づくりと育児・介護との両立支援
・事業所毎の社長座談会や自己申告制度で社員の声が届く組織風土
・営業時間短縮、17時以降の留守電対応、育児介護等の時短･スライド勤務
制度

Ｒ１ 株式会社神戸マツダ 神戸市兵庫区神戸
卸売・小
売業

○活気のある職場づくりと仕事と育児の両立支援
・店舗毎に役員全員参加の１DAYミーティングで活気のある職場づくり
・始業時間繰下げ、業態転換で時間短縮。育児時短延長等で育休復帰が当
たり前に｡

Ｒ１ 三相電機株式会社 姫路市 中播磨 製造業

○従業員主体で業務改善、働きやすい職場環境づくり
・全員参加の｢改善オリンピック｣で業務改善を推進。６年余で  9,130件改善。
・工場のショールーム化で社員のモチベーションアップ、女性目線での力仕事
の改善など工夫を進め、女性が働きやすい環境づくりで「えるぼし」取得

Ｒ１ 昭和瀝青工業株式会社 姫路市 中播磨 製造業

○社員主体の業務改善と社員間の交流促進
・公募の社内改善プロジェクトによる業務改善で時間外56H→29H､有休取得
29％→67%
・営業所や工場での若手研修実施、社内イベントの充実で社員間の交流を促
進

Ｒ１ 社会福祉法人神港園 神戸市北区 神戸
医療・福
祉

○制度を利用しやすい環境づくりで「ぜいたくなあたりまえ」を実現
・毎年実施する従業員意識調査をもとに施策を実施し職員満足度84.5％
・産休前面談で不安解消し５年間の育休復帰率100％。離職率13%(業界平均
16.5％)

Ｒ１ 日東物流株式会社 神戸市中央区神戸
運輸業・
郵便業

○社員の声を反映した職場環境づくりと業務の効率化
・自己申告は社長､幹部からフィードバックし、５Ｓ活動の慣行で会社が活性化
・労働時間短縮や多能工化を推進で15年間産休復帰率100％、5年間離職率
３％未満

Ｒ１
日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所
広畑地区

姫路市 中播磨 製造業

○業務の効率化と女性も働きやすい職場環境づくり
・会議の効率化(5NO’S)やアラートメール送信で時間外労働削減、有休取得
率８割以上
・女性活躍のため工具軽量化など作業環境改善、保育所整備、女性社員上
司向け研修

Ｒ１ 日本盛株式会社 西宮市 阪神南 製造業

○コミュニケーションアップと休暇と時短制度の充実
・部署を超えたチーム編成による｢もっと活動｣でコミュニケーションアップ
・積立休暇制度､入社時有休6日付与､5パターンから選べる育児時短制度、育
休取得率100％｡

Ｒ１ 株式会社PLAST 神戸市長田区神戸
医療・福
祉

○若手社員が働きやすい介護職場づくり
・結婚・子育て専門相談窓口、保育料無料の保育園設置、役職者の業務の棚
卸し実施
・１年で入職者3名→8名、時間外6.3H→5.3H、有休取得率20％増と改善

Ｒ１ 医療法人社団山田歯科医院 神戸市西区 神戸
医療・福
祉

○安心して快適に働ける職場づくり
・５パターンの働き方モデル、短時間社員、一人暮らしサポート等の制度導入
・多能工化や５Ｓ活動で、有休46％増、時間外37％減、売上高14％増　(対前
年)

Ｒ１ 医療法人社団わく歯科医院 丹波市 丹波
医療・福
祉

○業務改善活動と将来の人材確保
・診療時間の切り上げ、職員と患者の導線分離、５Ｓ活動で労働時間が短縮
・わくわく寺子屋、歯科衛生士・保育士奨学金制度で将来の人材確保

Ｒ２ 明石プラスチック工業株式会社 明石市 東播磨 製造業

○時間をあまり意識しない３Ｋがしみついた働き方を見直し、年間休日12日増
を実現
・５Ｓを始めとする改善活動を年間を通して実施し、３Ｋから脱却
・コミュニケーション室を整備し、筋トレや図書コーナー、休憩スペースとして活
用
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令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

Ｒ２ アンサー株式会社 姫路市 中播磨
情報通
信業

○見える化で、風通しがよく、愛がある職場づくり
・全社員の残業・有休の見える化で社員同士が声を掛け合い、残業３割減
・有休２割増・毎月、全社員が集まる場を持ち、自分の意思を自由に発表

Ｒ２ 株式会社エルザクライス 姫路市 中播磨

学術研
究・専
門・技術
サービス
業

○子どもにも入社を勧めたいと思える会社にするための働きやすい環境の実
現
・毎朝業務改善提案の発表を行い、優秀者を表彰。改善策の検討で残業時間
50％減
・能力を最大限発揮できるよう分業とｷｬﾘｱ形成支援を進め、働きがいがある
環境を実現

Ｒ２ 株式会社大智鍛造所 川西市 阪神北 製造業

○部署間のコミュニケーション不足を解消し風通しの良い職場環境づくり・各
部門の代表者会議で情報共有が進み、協力しあえる職場に。業務も大幅に効
率化・担当と上司が「バディ」を組み品質改善に取組むことにより不良率、残
業時間が削減

Ｒ２ 株式会社神防社
神戸市中央
区

神戸 建設業

○女性が働きやすい職場を目指した結果、社員全員が働きやすい職場に・建
設業のイメージ向上を目指し女性メンテナンスチームを結成、女性現場職員
が増加・有休取得増･週休2日を目指し、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑでの取組を実現。男女
とも採用が倍増

Ｒ２ 株式会社伍魚福
神戸市長田
区

神戸 製造業

○顧客や従業員・家族にとって｢おもしろい会社｣をめざし働きがいのある職場
環境
・従業員から社長あてにWEB上で多様な提案ができる仕組みを構築し、業務
改善を推進
・法令を上回る育児･介護休業､在宅勤務､時間単位の有休､５～７連休制度等
を導入

Ｒ２ 株式会社さくらケーシーエス
神戸市中央
区

神戸
情報通
信業

○社員一人ひとりが健康を維持し継続して力を発揮できる環境づくり
・集中して作業するための個別スペース｢こもるーむ｣を新設し、生産性が向上
・会議の廃止・縮小など見直しを行い、年間1,700時間削減。時間外･有休取得
率が改善

Ｒ２ サワダ精密株式会社 姫路市 中播磨 製造業

○社員の成長を見守り可能性を引き出す職場づくり
・カイゼン委員会を社員が運営。業務改善で残業削減に成果を出した社員に
昇給で対応
・社員の自主性を育むことでユニークな提案が行え、受け入れる組織風土が
醸成

Ｒ２ ジィ・アンド・ジィ株式会社
神戸市中央
区

神戸
生活関
連サー
ビス業

○長時間労働を改善し働きやすい職場環境づくり
・効率化だけでは残業削減は難しいと判断し、旅行窓口営業時間の１時間短
縮、定休日を導入
・煩雑な業務をデジタル化により効率化、営業所の残業時間が4年間で大幅に
改善

Ｒ２ TC神鋼不動産株式会社
神戸市中央
区

神戸
不動産・
物品賃
貸業

○「長く」「積極的に」働き続けることが出来る会社づくり
・若手主体のﾁｬﾚﾝｼﾞ会議、女性主体のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを開催し、働き方改革を
推進
・働き続けやすい環境整備で、女性の育休復帰率100％、男性育休取得率
100％(取得予定者含む)

Ｒ２ 姫路ハウスサービス株式会社 姫路市 中播磨 建設業

○社員が自分で考えて仕事ができるよう全社員のやりたい事を年次経営計画
に反映
・社員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのため複数人による評価制度で、みんなに激励のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯ
ｸを行い未来を担う社員を育成
・年次経営計画の継続作成を通じて、みんなで自社の「強み」のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟと
浸透を図る

Ｒ２ 株式會社丸十 加古川市 東播磨 製造業

○ＷＬＢの取組や健康経営で、典型的な町工場から働きやすく働きがいのあ
る職場に
・全社一斉の有休取得日を年３日設定、皆勤手当制度を廃止し、基本給へ加
算
・コミュニケーション費用を予算化し、ランチ会や社内イベントなどで活用

Ｒ２ 明昌機工株式会社 丹波市 丹波 製造業

○「時間を大切にする」ことをＷＬＢ推進の要ととらえ全社で活動を展開
・業務チーム毎に「ムダ時間削減活動」に取り組み、成果に応じて報奨金を支
給
・社員意見を踏まえた独自の時間外･有休管理ｼｽﾃﾑ導入で、各自が労働の
状況を把握

11



令和４年11月

○表彰年度順（同一年度内は五十音順）
表彰
年度

企業・団体名 所在市町 圏域 業種 取組内容

仕事と生活のバランス表彰企業一覧

Ｒ２ 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ
神戸市中央
区

神戸 製造業

○健康的な会社であり続けるためにハッピーＭＯＲＥＳＣＯを展開
・有休取得増や会議を見直す機会にするため8月の会議ゼロを実施
・事務部門会議を見直し､月間17.5時間(50分×21名)削減することで有給取得
率42％→66.3％

Ｒ２ 株式会社ワンピース 加古川市 東播磨
卸売・小
売業

○社員のライフスタイルに合わせた働き方ができる体制を整えた働きやすい
会社
・フラットな組織で、チームごとに自律的に採用活動、予算管理を行い業務を
改善
・休暇を自由に選択でき、15時以降は自由に退勤できるプレミアムデーを導入

Ｒ３ 株式会社上林電気商会 明石市 東播磨 建設業

〇業務の棚卸しにより一人ひとりの業務の見える化を実現し､社員全員が働
きやすい職場に
・カメラを用いて現場作業を撮影し事務所でｵﾝﾗｲﾝ確認するなど現場のテレ
ワークを推進
・社員のﾗｲﾌｲﾍﾞﾝﾄに対応するため全員で業務内容を共有し誰でも対応できる
体制を構築

Ｒ３
社会保険労務士法人 オフィスね
この手

加古川市 東播磨

学術研
究、専

門・技術
サービス

業

〇働く時間は会社が決めるのではなく働く本人が決める働きやすい制度を導
入
・全員のスケジュールを共有し、お客様には二人体制で担当。急ぎの案件もﾌ
ﾚｷｼﾌﾞﾙに対応
・積極的なITツール活用、移動時間の削減によりワーク・ライフ・バランスを推
進

Ｒ３ 株式会社香山組 尼崎市 阪神南 建設業
〇建設会社の新たな働き方を目指し、ITを積極的に導入しDX化を推進
・若手社員の採用強化、定着を図るため若手社員による会議や勉強会を開催
・現場に水洗トイレや更衣室の設置など男女が快適に過ごせる環境を実現

Ｒ３ 株式会社クボタ 本社阪神事務所 尼崎市 阪神南 製造業

〇多様な働き方ができる環境を整え､生産性向上･業務効率化を推進
・始業開始時間を30分毎9グループから選べる制度を導入（1日ごとに設定が
可能）
・在宅勤務時のコミュニケーション不足を解消するため、上司との1on1ﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞを月1回開催

Ｒ３ ＪＣＲファーマ株式会社 芦屋市 阪神南 製造業

〇「男女の区分なく」を基本方針に、子育てと仕事が両立しやすい職場環境づ
くり
・事業所内保育所を設置。利用できない社員には保育補助金制度を導入
・子育て応援ｶﾌｪや管理職へのイクボス研修開催などに取り組み、男性育休
の取得を推進

Ｒ３ 大和美術印刷株式会社 姫路市 中播磨 製造業

〇作業ごとの標準作業時間を設定し、目標時間を目安に作業を行い業務効
率化に取り組む
・目標時間と実際にかかった時間との差を全社員で検証し改善に取り組む
・有給休暇を取得しやすい体制作りのため従業員が複数の機械を使えるよう
多能工化を推進

Ｒ３ 但南建設株式会社 朝来市 但馬 建設業

〇新入社員、若手社員を先輩社員がOJTからﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄまで対応するメンター
制度を導入
・現場工期終了後は、長期連続休暇取得を推進
・ICT技術導入(ドローン､3D情報化施工機械)による時間短縮で残業時間を削
減

Ｒ３ 株式会社トモエシステム 神戸市兵庫区 神戸
卸売業、
小売業

〇働く社員の成長や幸せを実現するため、イキイキと安心して働ける
職場環境づくり
・男性育休100%宣言を行い、2019年から男性育休取得率100%を達成
・育休取得対象を小学校就学まで､出産手当に加え育休手当の支給など
法定以上の制度を整備

Ｒ３
ハートスフードクリエーツ株式会
社

神戸市東灘区 神戸

宿泊業、
飲食

サービス
業

〇社員が本来やりたかったことが可能になり、社員のやりがいに繋がる職場
づくり
・従業員がリフレッシュを兼ねて自社農場での畑仕事や瀬戸内海で漁業がで
きる環境を整備
・広範囲に事務所が分散しているため、独自のｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑを導入しﾃﾞｰﾀの共
有化を実施

Ｒ３
株式会社ビッグバレーインターナ
ショナル

尼崎市 阪神南
情報通
信業

〇ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを使用しｵﾝﾗｲﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞの効率化を図り情報共有の齟齬
を回避
・一社員を全社員でﾌｫﾛｰする仕組みを作り、自分に合ったﾘﾓｰﾄﾜｰｸが行える
体制を整備
・コミュニケーションを含めたテレワーク体制を整備し、遠隔地在住の人材採用
を可能に
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Ｒ３ 冨士発條株式会社 朝来市 但馬 製造業

〇ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ全てをｷｬﾘｱと捉え、従業員が目指す理想的なライフプランの実現
を支援
・自社開発の教育システムを導入しキャリアパスの見える化を実施
・近隣の店舗・商店で従業員限定の割引ｻｰﾋﾞｽが受けられる地域協賛店活動
を展開

Ｒ３ 御国色素株式会社 姫路市 中播磨 製造業

〇お客様第一のためには社員とその家族が幸せであることを目指した職場環
境づくり
・若手社員が実行委員を務める「ミクニまつり」を開催しコミュニケーションを活
性化
・社内ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑを設置しﾄﾚｰﾅｰも在籍。全員ができる運動を通じ他部署間交
流も活性化

Ｒ４ Earthink株式会社 三田市 阪神北
通信販
売

〇リモートワークを積極的に活用し、顧客や社員間の情報共有や業務効率化
を促進
・RPAの導入による業務効率化と残業事前申告制を採用し「残業ゼロ」を目指
す
・部署を超えた社内推進チームを設置しボトムアップによる職場改善活動を実
施

Ｒ４ 有限会社ウェルビー 加西市 北播磨
医療・福
祉

〇ITツールの活用や介護ロボットの導入により職員の負担を大幅に軽減
・タブレット端末導入により手書き業務を減らし業務効率化で残業はほぼゼロ
に
・見守り介護ロボットの導入により夜勤スタッフの負担を軽減

Ｒ４ キンキテレコム株式会社 姫路市 中播磨
情報通
信業

〇従業員一人一人の働き方の悩みに対応し、十人十色の働き方が実現でき
る職場づくり
・ライフステージに合わせて勤務形態を変更することができ多様な働き方が可
能な環境を整備
・対面での対話を重視し、店舗に出向いて社員の思いを聞くなどコミュニケー
ションを向上

Ｒ４ 神戸化成株式会社 神戸市 神戸 製造業

〇個人の能力を可視化したスキルマップを作成し仕事の分担や研修を実施
・コミュニケーションの活発化とスキル向上を目指し経営計画書を作成する研
修などを実施
・ITツールの活用による勤怠管理により残業時間を削減	

Ｒ４ 社会福祉法人しらさぎ福祉会 姫路市 中播磨
医療・福
祉

〇仕事と生活にメリハリをつけて働きやすい職場作り
・ICT化と介護ロボット導入によって情報共有をすすめ業務を効率化
・問題発生時に共に話し合い改善策を検討することでスキルとやる気を向上

Ｒ４ 住友ゴム工業株式会社 神戸市 神戸 製造業

〇女性活躍と両立支援を切り口にＤ＆Ｉ（ダイバーシティ＆インクルージョン）を
推進
・制度や規定に関する社員の疑問に答えるチャットボット（AI)を導入
・女性活躍推進のためのメンター制度を導入

Ｒ４ 株式会社大栄螺旋工業 西脇市 北播磨 製造業

〇全員が参加しやすい改善活動を通じ、組織風土を良くして働きやすい職場
づくり
・形骸化された改善活動を見直し小さなことも拾い上げる新改善提案活動を
実施
・社長と社員の対話を通して意見を言いやすい風土を醸成

Ｒ４ 株式会社成田 洲本市 淡路 建設業
〇みんなで経営計画書をつくることで価値観と会社の方向性を共有
・業務のボトルネックを探る研修等により残業を削減
・寡黙な人にもコミュニケーションを促すサイコロ朝礼の実施

Ｒ４ 株式会社ハヤブサ 三木市 北播磨 製造業

〇WLBの実現を中期経営計画に掲げ、個人の問題ではなく経営課題として取
り組む	
・ABWの考え方を導入し健康で効率よく仕事ができる環境を整備
・フリーアドレスやペーパレス化、RPAの導入などで業務時間数の削減を実現

Ｒ４ 姫路信用金庫 姫路市 中播磨 金融業

〇金融業では珍しいスキルマップを導入し、能力の見える化とスキルの均一
化に取り組む
・「リフレッシュ休暇」として好きな時期に５営業日連続での取得を促し、全職員
が取得
・ユニークなネーミングの階層別研修の実施
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Ｒ４ 兵庫ベンダ工業株式会社 姫路市 中播磨 製造業

〇労働集約型製造業から知識集約型製造業への移行を目指す働きやすさへ
の取り組み
・クラウドシステムの導入による情報共有促進と緊急時対応で活用
・体力的に負担が大きくなる高齢者が安心して働き続けられるよう積極的に新
規事業を展開

Ｒ４ 一般社団法人フルーリル 西宮市 阪神南
医療・福
祉

〇共助ができる雰囲気づくりと幸福感を持ち生活、仕事ができる環境づくり
・保育の場（職場）で子どもと向き合う時間を優先することで働きがいを向上
・ライフステージに応じた柔軟な勤務の仕組みや社宅の提供

Ｒ４ 医療法人社団むらまつ歯科 西宮市 阪神南
医療・福
祉

〇「世の中では当たり前になりつつあること」を歯科業界で先導的に実施
・みんなで勉強する時間の確保とフラットな関係で話ができる環境によりチー
ム医療を強化
・最新医療機器の導入、予約・会計のＩT化推進により業務量を大幅に削減
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