
 
 
 
 
 

 

 

広島県では，働きがいの調査・研究機関として世界的な活動を行う Great Place to Work®（以下，GPTW

という。） の，「働きがい」の現状を可視化する従業員意識調査に参加する県内の中小企業等に対し，調査

費の一部を補助する事業を実施しています（働きがい向上促進支援補助事業）。 

この度，この調査に参加し GPTW の定める一定の基準を超えた県内の「働きがい認定企業」のうち，特に

優れていると GPTW が認める企業を，広島県における「働きがいのある会社」優秀企業として発表するイベ

ントを開催します。  

県内企業の「働きがい」向上の取組機運を高めていきたいと考えていますので，是非，貴メディアで取

材いただきますようお願いします。 

１ 開催概要 

日時 

令和５年２月 17 日（金）14 時 50 分～15 時 05 分 

※発表イベント後に，優秀企業代表者及びメディア関係者専用の会場（オンライン）にて 

ぶら下がり取材の時間を設けます。 

開催方法 オンライン（Zoom） 

内容・流れ 

1. 優秀企業の発表 

2. 優秀企業の代表者からコメント（最大５社） 

3. GPTW 代表のコメント（Great Place to Work® Institute Japan 代表 荒川
あらかわ

陽子
よ う こ

氏）  

4. 広島県知事の祝辞（ビデオメッセージ） 

取材方法 

・Zoom によるオンタイム視聴で取材をお願いします。 

・別紙「取材申込書」を２月 14 日（火）15:00 までにお送りください。指定のメールアドレ

スに発表イベント視聴用 URL 及び ぶら下がり取材用 URL をお送りします。 

備考 
発表イベントは「働き方改革企業経営者勉強会」のプログラムの一部として開催します。 

※「働き方改革企業経営者勉強会」全体の概要は別紙リーフレットのとおり。 

 

２ 対象企業 

次の「働きがい認定企業」（７社）の中から広島県における「働きがいのある会社」優秀企業が選定されます。 

企業名 業種 所在地 県補助事業参加 

大津建設株式会社 建設業 三次市 ○ 

株式会社 C＆Eコーポレーション サービス業 広島市南区 ○ 

株式会社ネクストビジョン 情報通信業 広島市中区 ○ 

株式会社三原美装社 サービス業 三原市 ○ 

株式会社 RITA（リタ） サービス業 広島市中区 ○ 

マイクロンメモリジャパン株式会社・マイクロンジャパ

ン株式会社 
製造業 東広島市 ― 

株式会社ミクセル 小売業 広島市中区 ― 

 

３ 参考 

令和４年度働きがい向上促進支援補助事業サイト（県ホームページ） 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hatarakigai/hojo.html 

 
 
 

広島県における「働きがいのある会社」ご紹介（県ホームページ） 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hatarakigai/bestworkplaces.html 

 
 
 

GPTW2023 年版広島県における 
「働きがいのある会社」優秀企業を発表します！！  

日時：令和５年２月 17 日（金）14 時 50 分～15 時 05 分（オンライン開催） 

オンラインセミナー「働き方改革企業経営者勉強会」プログラム内で発表 

資 料 提 供 
令和５年２月 10 日 
課 名：働き方改革推進・働く女性応援課 
担当者：大山 
内 線：３３４０ 
直 通：082-513-3340 



 

取 材 申 込 書 

 

広島県商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課 満永 宛 

Email：syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp 

FAX：082-222-5521 

 
 

 

 

 

 

準備の都合上，２月 14 日（火）15:00 までにお知らせくださいますようお願いします。 

※申込書に御記入いただいた個人情報は，本取材のみに使用いたします。 

 

 

 

 

 

 

貴社名 

（局・媒体名） 

 

（                                ） 

御芳名  

Zoom 入室人数  

連

絡

先 

Email  

電話番号  

優秀企業への 

質問事項 
 

GPTW2023 年版広島県における 

「働きがいのある会社」優秀企業発表イベント 
日時：令和５年２月 17日（金）14 時 50 分～15 時 05 分 

開催方法：オンライン 

○ Zoom によるオンタイム視聴での取材をお願いします。 

○ 発表イベント後に，優秀企業代表者及びメディア関係者専用の会場（オンライン）にてぶら下

がり取材の時間を設けます。 

○ お申込みいただいたメールアドレスへ発表イベント視聴用 URL 及び ぶら下がり取材用 URL

をお送りします。 

○ 視聴の際は，名前の表示「取材・貴社名」の設定に御協力をお願いします。 

 

※可能な限り御記載ください。 

mailto:syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp


社会経済環境が大きく変化している中で、企業の持続的成長のためには「働きがい」を高めて
「従業員の能力を最大化する組織づくり」を目指す働き方改革が求められています。
今年度、企業の皆様の「働きがい」向上の取組の実践に向けた勉強会を、
全5回シリーズで実施してまいりました。
最終回となる第5回では、この集大成として佐々木常夫氏にご登壇いただきます!

第１～４回を見逃した方は、第５回の参加前に
ぜひ、開催レポートをチェックしてください。 申込フォーム 広島県 働き方改革 勉強会

Web、FAX、Eメールでお申し込みいただけます。詳しくは裏面をご覧ください。

■共催 広島県、広島県商工会議所連合会、広島県商工会連合会、広島労働局　■後援 働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま

令和4年度 働き方改革企業経営者勉強会［第5回］

GPTW 2023年版 広島県における
「働きがいのある会社」優秀企業の発表

講 師

大阪府
製造業

佐々木 常夫 氏
株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表

末松 仁彦 氏
株式会社バーテック 代表取締役社長

「働きがい」
向上の取組

さあはじめよう！

13:30～
16:302023年2月17日金

100名

オンライン
セミナー
参加費

無料

広島県内企業の経営者
人事労務担当者など　対 象

日 時

第１～４回レポート 申込み方法

定 員

基調講演 13:35～14:45［70分］

優秀企業発表 14:50～15:05［15分］

1969年東大経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男を含め3人の子どもを持つ。 しばしば問
題を起こす長男の世話、加えて肝臓病とうつ病を患った妻を抱え多難な家庭生活。一方、会社では
大阪・東京と6度の転勤、破綻会社の再建やさまざまな事業改革など多忙を極め、そうした仕事に
も全力で取り組む。 2001年、東レ同期トップで取締役となり、2003年より東レ経営研究所社長と
なる。 2010年（株）佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表。 何度かの事業改革の実行や3代の
社長に仕えた経験から独特の経営観をもち、現在経営者育成のプログラムの講師などを勤める。 
社外業務としては内閣府の男女共同参画会議議員、大阪大学客員教授 などの公職を歴任。

「働きがい」の調査・研究機関であるGPTW（Great Place to Work®）の「働きがいのある会社」
調査を受けた広島県内企業の中からGPTWが選出した優秀企業を発表します。　　

トークセッション 15:45～16:25［40分］

佐々木常夫氏、末松仁彦氏、ファシリテーターの藤原輝氏
の３名が、取組事例の深堀りや、経営者の思い、「働きがい」
向上に向けた取組のコツなどをわかりやすくお伝えします！

働きがい向上取組事例紹介 15:15～15:45［30分］

2022年版「働きがいのある会社」ランキング小規模部門
（従業員25～99人部門）において、前年10位から大幅
上昇して4位に入選。2023年版ＧＰＴＷが実施する働き
がい優秀企業認定。

佐々木 常夫 氏
株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表



　広島県では、これからの働き方改革は、「働きやすさ」の整備に加えて、従業員が「働きがい」をもって意欲的・自律的に
働ける職場環境づくりに取り組むことだと考えています。
　「働きやすさ」と「働きがい」の両方を実現する取組は、従業員一人ひとりの能力の最大化を促し、その総和として全従
業員が活躍する組織づくりが実現します。全従業員が活躍する組織づくりを通して、業績・企業価値の向上、ひいては持続
的な企業成長に結びつけていくことが、企業にとってのこれからの働き方改革に取り組む意義と言えます。

■申込み方法

参加申込書

・１社から複数名の受講を希望される場合には、この用紙をコピーしてご使用ください。
・視聴用URLの連絡は、各開催日の１週間前頃に事務局からご連絡します。
・ご記入いただきました個人情報は適切に管理します。

FAX、Eメールでの申込は下記の欄をご使用ください。

参加希望

参加者情報
電  話 メールアドレス

部署・役職

※働きがい向上の取組についてのご質問やご意見の記入をお願いします。

□建設業　　□製造業　　□サービス業　　□卸売・小売業　　□医療・福祉　　□運輸業・郵便業
□その他（具体的には：　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 参加する

〒

氏 名

FAX

従業員 名

セミナーで
聞きたいこと
（講師への質問等）

会社名

住　所

業　種

会
社
概
要

082-223-5509
hatarakikata.hiroshima@gmail.com

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hatarakigai/benkyoukai2022.html
Eメール

FAX申込フォーム

県委託業者（ホームテレビ映像株式会社）
広島市中区白島北町19-2 TEL:082-211-3811　Email: hatarakikata.hiroshima@gmail.com（担当：岩崎、杉本）

■申込先・お問い合わせ

「働き方改革」の方向性
（広島県モデル）

持続的な企業成長

働  き 方  改  革

働きやすさの実現 働きがいの実現

人材確保
（採用・定着）

イノベーション・
組織全体の生産性向上

外部環境変化への
対応力向上

全従業員が活躍する組織（従業員の能力の最大化）

業績・企業価値の向上

■「働き方改革」の方向性

広島県 働き方改革 勉強会


