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「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま」発足
発足記念イベントは１０月２６日（水）
，ホテルグランヴィア広島で開催

広島県内の「働き方改革」及び「女性の活躍促進」を一体的・効果的に推進するため，
「働く女性応援隊ひろしま」を発展改組し「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろし
ま」を発足させることとなりました。
その発足を記念するキックオフイベントを１０月２６日（水）１３時半からホテルグ
ランヴィア広島で開催します。
「働き方改革」は，生産性の向上を図りながら，長時間労働の削減や休暇の取得促進，
多様な働き方ができる制度の導入など，誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組むも
のであり，また，
「女性の活躍促進」のためには，男性も含めた「働き方改革」が必要と
なります。
このため今後は，経済団体・労働団体・行政機関等の関係機関が一丸となって，
「働き
方改革」及び「女性の活躍促進」に向け，企業の取組の促進や県内の機運の醸成に取り
組んでいきます。
１

働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしまの概要
＜代表＞ 広島県商工会議所連合会
＜構成団体＞ ※詳細は別紙のとおり
経済団体・労働団体・行政機関（県・国・市町）・金融機関・教育機関
このほか，必要に応じ，企業又は学識経験者からの意見を聴取する。
＜取組内容＞
○働き方改革・女性活躍促進に関する県内機運の醸成
○働き方改革・女性活躍促進に関する県内企業等の取組の促進
○その他働き方改革・女性活躍促進に向けて必要な取組
＜事務局＞ 広島県商工会議所連合会・広島県

２

発足記念イベント「働き方改革推進シンポジウム in 広島」の概要
＜日時＞平成２８年１０月２６日（水）13:30~17:00
＜会場＞ホテルグランヴィア広島４階「悠久」
（広島市南区松原町１－５）
＜定員＞200 名
＜内容＞第 1 部 働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま発足セレモニー
出席者：広島県知事・広島市長・県商工会議所連合会会頭
連合広島会長・広島労働局長・中国経済産業局長
内容：共同宣言の公表 など
第 2 部 ダイバーシティ経営戦略としての「働き方改革推進シンポジウム」
基調講演（講師 ㈱資生堂中四国支社 支社長 堀井 清美 氏）など

■構成員
(1) 会議は，経済団体，労働団体，教育機関，金融機関，行政で構成する。
(2) (1)のほか，必要に応じ，企業等の当事者又は学識経験者等の出席を求め，その意
見を聴くことができる。
区

分

経済団体

構

成 員

備

広島県商工会議所連合会

代表 （事務局）

広島経済同友会

副代表

広島県経営者協会

副代表

考

中国経済連合会
広島県商工会連合会
広島県中小企業団体中央会
広島県中小企業家同友会
広島青年会議所

労働団体

日本労働組合総連合会
広島県連合会

金融機関

広島県銀行協会

（会長行 広島銀行）

教育機関

インターンシップ促進協議会

（安田女子大学・安田女子短期大学）

広島労働局

雇用環境・均等室

中国経済産業局

産業人材政策課

広島県

（事務局）

（１）

働く女性応援課

行政機関

雇用労働政策課
広島県教育委員会

高校教育指導課

県内市町（23 市町）

男女共同参画担当部署
雇用労働担当部署 等

企 業 等
学識経験者

県内中堅・中小企業 等
県立広島大学経営専門職大学院
教授 木谷 宏

※網掛け部分が新規構成団体

（２）

広島県の働き方改革の取組
広島県では，仕事も 暮らしも

どちらもあきらめない，「欲張り」なライフスタイルの実現

を目指し，働き方改革に取り組んでいます。

全ての人が生きがいや達成感を持って仕事に取り組みながら，健康的に暮らしを楽しむ
ことができる生活が実現しています。

目標値（Ｈ32）

現状値

◆在宅勤務制度や短時間勤務制度など，時間や場所にとらわれない多様な
働き方ができる制度を導入している企業※の割合
◆一般事業主行動計画を策定し，次世代育成に取り組む企業※の割合
◆週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合
◆一人当たり年次有給休暇取得率

目標値（Ｈ32）

(H28 調査)

80.0％以上

(H27)41.8％

80.0%以上

（Ｈ27）8.0%

6.1%

（H27）46.8%

60.0%

※従業員 31 人以上

働き方改革推進体制（Ｈ28 年 4 月から）
 働き方改革の実現に向け，局横断の推進体制として「働き方改革推進チーム」を設置
 職場環境づくりや生産性向上を一体的に推進し企業をサポートするとともに，県内の機運
醸成を図り，取組の実効性・効果を高める。

なぜ今
『働き方改革』
が必要なの？

そもそも
『働き方改革』
とは？

○ 人口減少が進む中，生産年齢人口が減少していくため，企業における労働力の確保は，今後
より一層困難な状況になることが懸念されています。
○ このため，これからの時代，イノベーションによって生産性の向上を図るとともに，女性や高齢
者など，意欲ある多様な人材の能力を企業活動に生かしていくことが重要です。
○ また，育児や介護など個人の置かれた状況や，ライフスタイルが多様化していく中，
仕事と暮らしの最適なバランスを求めて，多様な働き方を選択したいというニーズが高まってい
ます。
○ これまでの働き方を見直し，生産性の向上を図りながら，従業員が働きやすい職場環境づくり
に取り組むことです。
・短時間勤務や在宅勤務など多様な働き方ができる制度や仕組みの導入
業務の効率化等による長時間労働の削減
・休暇取得の促進 など

経済産業省「ダイバーシティ普及アンバサダー事業」

多様な価値観、能力を有する人材の働きやすい組織・職場環境づくりで
ワーク・ライフ・バランスの充実とイノベーション創出に向けて

働き方改革推進シンポジウムｉｎ広島
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◇日時：2016年
月
日(水)13:30～17:00
◇ホテルグランヴィア広島 ４階 「悠久」
◇定員２００名（参加無料）
経済のグローバル化や少⼦⾼齢化が進む中で、従来の枠組みにとらわれない働き⽅と、多様な⼈材
が活躍できる組織づくりが⽋かせません。また、多様な⼈材⼀⼈ひとりが能⼒を発揮することでイノ
ベーション創出・価値創造に参画していく「ダイバーシティ経営」の推進が求められています。
本シンポジウムは、「 働き⽅改⾰推進・働く⼥性応援会議ひろしま 」発⾜セレモニーと⼆部構成
で開催され、ダイバーシティ経営、働き⽅改⾰を推進する第⼀⼈者からの基調講演と、多様な⼈材の
活躍推進を通じて成果に繋げている組織づくりの実践事例のご紹介をいたします。
「仕事も暮らしも。欲張りなライフスタイルの実現」と、地域企業の経営⼒強化、地域社会の活⼒
向上に向けた広島県内⼀丸となった取り組みに、皆様のご参加をお待ちしております。

ダイバーシティを
経営戦略として進める

多様な人材が活躍
できる土壌をつくる
（働き方改革）

欲張りなライフスタイル実現
とイノベーション創出

スケジュール

13:30-13:50

第1部 「働き⽅改⾰推進・働く⼥性応援会議ひろしま」発⾜セレモニー
働き⽅改⾰や⼥性活躍推進に向けた取組に関する宣⾔の公表 など
【出席者】 （経済団体）広島県商⼯会議所連合会会頭
（労働団体）⽇本労働組合総連合会広島県連合会会⻑
（⾏政機関）広島県知事・広島市⻑
広島労働局⻑・中国経済産業局⻑

14:00-15:00

第2部 「働き⽅改⾰推進シンポジウム」
＜基調講演＞

「経営戦略としてのダイバーシティ」
【講師】株式会社資⽣堂 中四国⽀社 ⽀社⻑ 堀井清美 ⽒

15:00-17:00

＜パネルディスカッション＞

「多様な⼈材の活躍と働き⽅改⾰による企業の成⻑事例紹介」
【ファシリテーター】株式会社レオパレス２１ 取締役
中⼩企業診断⼠ 笹尾佳⼦ ⽒
【パネリスト】

① ⾼齢者・⼥性を「活かす」実践事例

株式会社⼭豊 代表取締役社⻑ ⼭本千曲 ⽒

② 外国⼈を「活かす」実践事例

株式会社メンテックワールド 代表取締役社⻑ ⼩松節⼦ ⽒

③ ⼥性を「活かす」実践事例

⽇産⾃動⾞株式会社
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄｵﾌｨｽ 室⻑ ⼩林千恵 ⽒

主催：中国経済産業局、広島県、広島県商⼯会議所連合会、働き⽅改⾰推進・働く⼥性応援会議ひろしま
(本事業は株式会社博報堂に委託して実施しております）

FAX：082-224-5765
【参加申込書】

当セミナーへのお申込は、本紙FAXもしくはＥメールにて受け付けております。
【Ｅメールでのお申込⽅法】
件名を「働き⽅改⾰推進シンポジウム｣として下記項⽬を本⽂に記載のうえ、
chugoku-jinzai@meti.go.jp に送信してください。

事業所名
所在地
連絡先

〒
ご担当部署：

TEL:

ご担当者名：

FAX:

所属・職名

お名前

参加希望者

※定員に達した場合には、参加をお断りする場合がございますので、御了承ください。
※いただいた個⼈情報は本シンポジウムに関連する⽬的以外には使⽤いたしません。
※⾞いす等の配慮を希望する事項のある場合は、事前にご相談ください。
＜申し込み・お問い合わせ先＞中国経済産業局 地域経済部 産業⼈材政策課
〒730-8531 広島市中区上⼋丁堀6-30
TEL：082-224-5683 FAX： 082-224-5765 mail： chugoku-jinzai@meti.go.jp
（担当）⾼城、⼩川

ホテルグランヴィア広島
4階「悠久」
〒732-0822 広島県広島市南区松原町1番5号
≪交通のご案内≫

新幹線をご利⽤の場合、改札を出てすぐ左に曲がり、
ホテル2階⼊り⼝からお越しください（エスカレー
ターあり）。
ＪＲ在来線をご利⽤の場合、出⼝（新幹線⼝）を出
て左へ向かい、ホテル2階⼊り⼝からお越しください。

