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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第２回朝霞市産業振興基本計画推進委員会

開 催 日 時 令和３年８月２０日（金）
午前１０時００分から

午前１１時３０分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 本館４階 ４０１会議室

出 席 者

委員１０人（福田会長、高橋(甚)副会長、瀧委員、飯田委員、高

橋（隆）委員、清水委員、上薗委員、吉澤委員、加藤（百）委員、

岡本委員）

事務局４人（森田産業振興課主幹兼課長補佐、小野同課産業労働

係長、平野同課同係主任、松村同課同係主事）

会 議 内 容

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事

（１）前回の振り返りについて

（２）ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定について

４ その他

５ 閉会

会 議 資 料

次第

認定の目安（事務局案）

申請者資料（事業者ＨＰ・４件）

朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱

令和２年度産業振興基本計画施策評価シート（確定稿）

令和３年度第１回産業振興基本計画推進委員会会議録

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こした場

合の当該電磁的記録の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法

委員全員による確認

その他の必要事項 傍聴人 ０人
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

１ 開会

（事務局 小野）

それでは、定刻となりましたので、朝霞市産業振興基本計画推進委員会第２回の会議

を始めさせていただきます。

開会に先立ちまして、産業振興基本計画推進委員会の会長であります福田様に御挨拶

を頂戴したいと存じます。

福田会長よろしくお願いいたします。

２ あいさつ

（福田会長）

今日は１１人のメンバーの中で１人欠席ということですが、このコロナ禍の中で１０

人もの方に御出席いただき、ありがとうございます。

前回の時は、これからオリンピックをやるのかやらないのかという時期でしたが、今

はオリンピックとパラリンピックのちょうど間ということで、オリンピックの開催が感

染にどう影響したかというのは分からない部分がありますが、少なくとも前回実施した

５月２８日頃には埼玉県内の新規感染者数は一日１２０人くらいだったのですが、これ

が昨日は２０００人を超えています。

数だけを見て言うことは難しい部分もあるのですが、種類がだいぶ変わってきている

ということもあって、重症化率など、懸念されていることもあります。

一方で、ワクチン接種も確実に進んでおりますので、企業はこの状況について、非常

に関心がある時期だと思います。

こういった時期だからこそ、企業の内部のマネジメントなどについて、これまでと同

じでいいのかという振り返りをする機会にもなると思いますので、本日の後半の方で新

しい認定企業についての紹介とその審議につきまして、忌憚のない御意見を頂ければと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（事務局 小野）

福田会長ありがとうございました。

なお、本日、加藤慎二委員が欠席との御連絡を頂いております。

それでは、福田会長に進行をお願いいたします。

（福田会長）

よろしくお願いいたします。

まず、進行議事に入る前に、本委員会は、原則公開することとなっており、傍聴要領

に基づき傍聴を許可したいと思います。

事務局、本日の傍聴希望者はいらっしゃいますか。

（事務局 松村）

本日の傍聴希望者は、ただ今のところいらっしゃいません。
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（福田会長）

本日の傍聴希望者は、現在いないということですが、会議の途中で傍聴希望者があっ

た場合には、傍聴席の範囲内で、入場していただきますので御了承ください。

続きまして、本日の予定と配布資料、連絡事項について、事務局から説明をお願いい

たします。

（事務局 小野）

お手元の資料の確認をお願いいたします。

事前配付資料として、

①朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定申請書

②同、チェックシート

③同、ヒアリングシート それぞれ４件分

④同、ヒアリングの様子

本日配布資料として、

①次第

②認定の目安（事務局案）

③申請者資料（事業者ＨＰ・４件）

④朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定制度実施要綱

⑤令和２年度産業振興基本計画施策評価シート（確定稿）

⑥令和３年度第１回産業振興基本計画推進委員会 会議録

以上です。不足などありましたらお声掛けください。

次に、本日の会議のスケジュールについて説明いたします。

まず、前回の会議で昨年度の産業振興基本計画に係る施策評価シートを作成し、委員

の皆様に確認いただいているものについて、内容の振り返りをさせていただきます。

次に、朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定について事務局から説明をさ

せていただきます。ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定については、まず、事務

局において認定の目安の事務局案を御説明し、次に申請者へのヒアリング結果をお話し

しますので、申請のあった事業者ごとに皆様から御意見を頂きたいと考えています。

また、議事に入る前に、皆様にお願いがございます。本会議は、会議録を作成するに

当たり録音をさせていただきます。

つきましては、発言をする際は挙手をしていただき、議長が委員のお名前を呼んでか

ら発言をしてくださるようお願いいたします。以上です。

３ 議事

（福田会長）

それでは、議事に入ります。

はじめに、前回の振り返りについて事務局からお願いします。

（事務局 小野）
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それでは、前回の会議の振り返りとしまして、本日配付しました「朝霞市産業振興基

本計画施策評価シート」を御準備ください。

よろしければ１ページめくっていただき、ここでは、暮らしにマッチした生活環境の

創造を施策の方向性として、市の拠点エリアを中心に商業等の賑わいの核となる場所づ

くりを進め、市民や来街者等のライフスタイルに応じた新たな生活環境の創造を目指す

姿としています。

３ページの下部に記載されております推進委員会の評価とある欄を御覧ください。

商店会のイベントであるストリートテラスと商店会について御意見を頂きましたので

記載させていただきました。

続きまして、４ページ、５ページを開けてください。

ここでは、安心・安全な市民生活をさせる産業の活性化を施策の方向性として、市民

の関心が高い「安心・安全」のニーズに応え、豊かな生活の実現に寄与する環境・サー

ビスの創出を、各エリアの特性を踏まえながら進めていくことを目指す姿としています。

５ページ下の推進委員会の評価では、企業向けの融資及び起業した方のフォローアッ

プについて御意見を頂きました。

次に６ページ、７ページを御覧ください。

ここでは、社会環境の変化に呼応した新たな産業の創出と育成を施策の方向性として、

社会環境の変化やトレンドを踏まえ、ＡＩやＩоＴ等の技術も視野に入れながら、新た

な産業の創出や同業種・異業種間のネットワーク化を推進することを目指す姿としてお

ります。

こちらに対して、７ページ下の推進委員会の評価では、コロナ対策の支援金や地域未

来促進法、仮想公共団地についての御意見を頂きました。

次に、８ページ、９ページを御覧ください。

ここでは、市民に身近なあさか都市農業の確立を施策の方向性として、都心からアク

セスの良さを生かした都市農業の推進と、市民に身近で付加価値の高い、あさか農業の

確立を目指す姿としています。

こちらに対して、９ページ下の推進委員会からの評価では、若手農業者及び農業イベ

ントに関する御意見を頂きました。

次に、１０ページ、１１ページを御覧ください。

ここでは、産業人材・産業基盤を強化する総合的な支援の充実を施策の方向性として、

地域経済を支える小規模事業者・中小企業が、今後も事業を維持、拡大できるよう、経

営や事業承継を支援することで産業基盤の総合的強化を目指す。また、新たな産業の芽

となる起業の促進を進め、同時に業種や規模によって異なる人材ニーズに対し、本市の

産業を支える人材を確保し、育成していくとともに働きやすい環境づくりを推進するこ

とを目指す姿としています。

ここでは、１１ページ下の推進委員会の評価で、就労支援に関する御意見を頂きまし

た。

最後に１２ページ、１３ページにおいて、４つのリーディングプロジェクトに対する

評価についてですが、まず１１ページ上のあさか起業×リノベーションプロジェクトに

対しては、起業者と不動産業者とのマッチングに関する御意見を頂きました。
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同じくあさか型企業誘致プロジェクトに対しては、企業が不動産情報を取得できるシ

ステムに関する御意見を頂きました。

１３ページのあさか野菜の地産地消プロジェクトに対しては、市民が市内の野菜を購

入できるような情報発信に関する御意見を頂きました。

同じくあさかで働こうプロジェクトについては、性別にかかわらず就職できるような

支援に関する御意見を頂きました。

以上が、５つの施策と４つのリーディングプロジェクトのまとめでございます。

いずれも判定がＣというのが多くなっていますが、前回の会議でもお話しさせていた

だいた通り、今後見直しを検討するとともに、頂いた御意見をもとに計画を推進してま

いります。

簡単ではありますが、振り返りに係る施策評価シートの御説明は以上でございます。

（福田会長）

ありがとうございました。

施策評価シートについては、前回の委員会の後に事務局でまとめられたものに対して、

委員の方々から意見を取りまとめたものですので、改めて内容の確認ということになる

かと思いますが、お気づきの点等ございましたら、お願いします。

よろしいでしょうか。それでは、ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定に係る議

事に入ります、まずは認定の目安について、事務局から説明をお願いします。

（事務局 小野）

それでは、まずワーク・ライフ・グッドバランス企業の認定の目安として事務局で考

えた案について御説明した後に、ヒアリングを行った結果を御説明します。

まず、ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定の目安について、令和３年度ワーク・

ライフ・グッドバランス企業認定の目安（案）と記載されたＡ４の資料を御覧ください。

事務局では、ワーク・ライフ・グッドバランス企業の認定についての目安として、資

料の①から③の目安を考えました。

チェックシートの各項目については星印が重点項目として４点の配分で、それ以外は

２点の配分、合計すると１００点満点となります。

そこで、認定の目安として、①では、チェックシート全体の合計得点が７０点以上の

場合②合計得点が６０～６９点の場合で、重点項目の合計点が２８点以上の場合③合計

点が５０～５９点の場合で、重点項目の合計点が２０～２７点で、シートのチェック以

外にワーク・ライフ・グッドバランスに資する取組を２件以上実施している場合につい

ては、いずれも認定としてよいかと考えました。

ただし、いずれの場合も、委員の皆様の御意見をもとに判断したいと考えております。

また、この目安は、令和２年度の目安と同様となっておりますが、令和３年度の申請

者においては、結果的に全ての事業者が基準を満たしています。

来年度以降につきましては、年度ごとに新型コロナウイルス感染症の影響や社会情勢

等によって変更することを検討し、絶対的なものではないと考えております。
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以上が目安についての事務局の考え方になります。

（福田会長）

ありがとうございました。

今、令和３年度ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定の目安案ということで、前

年度の目安と変わりはないということで、これを引き継ぐ形で今回も議論したらどうか

という目安の案を御提示いただきました。

①②③とパターンがありまして、一つ目が全体で７０点以上であるもの、二つ目が６

０点から６９点であり、かつ重点項目が４４点中２８点以上であるもの、三つ目が５０

点から５９点で重点項目が２０点から２７点であり、チェックシート以外に制度に資す

る取組を２件以上実施していると。

点数だけ見ていると少しわかりづらい点もあったかと思いますが、この目安について

何か御意見等ありますでしょうか。

（高橋（甚）副会長）

令和２年度もこの基準で認定されたということで、一貫性という意味では同じ目安で

いいと思いますが、事務局にお聞きしたいのは、現時点で、目安が全くクリアできない

事業所が申請されているということはないでしょうか。

（事務局 小野）

事務局からお答えします。

現状は目安を下回るというような申請はなく、申請があった方は全てクリアしている

という状況です。今回４事業者から申請がありますが、申請があった分については認定

予定ですし、昨年についても２事業者申請があって、２事業者ともに認定しています。

（高橋（甚）副会長）

事業者もある程度自信があって出してくる方がほとんどだと思いますが、実際何年か

この事業を行ううちに、中々厳しいようなところも出てくると思います。

当然事務局がこの企業はどう見てもダメだからこの会議の中に出さないというスタン

スではないと思いますので、申請があったものは出していただいて、会議の中で、どう

見ても無理だよなということであれば、認めませんと、この会議の中で結論を出すのか

と思いますけれど、そういうものが出るような状況になってきた場合に、この目安をど

うするのか等の検討をすればよいのかなと思っております。

そういったものが出てこないうちは、毎年同じ目安で行えばいいのかと。また、認定

をした後に、認定内容に問題があった場合、状況が変わって問題になった時ではなく、

何か漏れ云々があった、そういった時にこの会議体の中で検討して、目安をどうするか

柔軟に対応していけばいいのかなと。それがないうちは前年踏襲でやって何ら問題ない

と思います。

（事務局 小野）

少し厳しいのではないかという御意見を頂いたのですが、事業所へのヒアリングを４
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社やらせていただいたのですが、その中でも、例えば、取り組んではいるが点数には反

映されてこない、というような御意見も頂きまして、点数の付け方、目安自体が少し高

すぎるのではないかと事務局も認識しております。

去年度この目安を作ったのですが、当時は悩んだ中で、１００点満点中７０点はクリ

アしなければいけないのではないかという流れを考えてはいましたが、これが絶対のも

のではないので、ただ今頂いた御意見など踏まえながら、今後修正が必要であれば検討

して参りたいと思います。

（事務局 森田）

柔軟には考えていきたいと思いますが、やはり一貫性という部分もありますので、ま

ずはこれでいきたいと事務局では考えておりまして、仮にこの点数に行かないという事

業者がいた場合には、ヒアリングなどを事前に行いますので、そこで改善できる部分は

改善していってもらい、すぐ出来ないものは時間をかけてということも一つの手かなと

考えております。

そういった形で、事業者にはなるべく高い方向性で目標をもっていただきたいと考え

ております。

これは今後の課題でもありますし、皆さんの御意見を聞きながら進めていきたいとは

思っておりますけれども、そういったことも考えております。

（瀧委員）

一度認定された企業については、認定後の１年後、２年後にこちらからフォローアッ

プというか、どういった状況か確認するのかということが一つと、目安の③の制度に資

する取組で、これは具体的に今まで出してきた企業はあるのでしょうか。

（事務局 小野）

まずフォローアップ、確認をするかという部分ですけれど、現状、昨年初めて認定を

していて、今年度は個別に確認などはしていませんが、連絡は取り合っており、どうで

すか、というレベルでは確認を行っています。

始まったばかりの制度ですので、今後何かできないかというのは検討して参りたいと

思います。

次に、ここに書いていない項目でやっているものがなかったということですが、手元

にはありませんが、前回の事業者では、ここに書いていないような別の認定事業を受け

ていたと記憶しておりますので、そういったものですとか、認定に直接どうこうという

ものではありませんが、従業員とのコミュニケーションの方法として、回覧板か何かを

使っているなど、そういった細かいお話はありましたので、ここには書いていないので

すけれど、こんな取組をしています、という話はございました。

（福田会長）

それでは、原案は前年度使ったものですが、今年度についても引き続き審査を行うと、

それについて異論があるというようなお話はなかったと思います。
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むしろ一貫性の問題であるとか、今後、もし申請をしようとする企業が増えてきた場

合に、この基準だけだと良い企業でも漏れてしまうだとか、点数が伸びないといった問

題が出てきてしまった時に、もしくは認定された企業が、この認定の期間は３年ありま

すけれど、その中で何か問題が起きてきた場合とか、そういった際に認定の目安を振り

返っていく必要があるのかと思いますが、現時点ではまだそういった段階ではないと思

いますので、令和３年度につきましては、前回の目安を引き継ぐ形で審議を行うという

形で進めていきたいと思いますがよろしいでしょうか。

（異議なし）

（福田会長）

それでは目安についてはこれで御承認いただいたとさせていただきます。

それでは、個別にヒアリングを行っていただいていますので、それを含めて事務局か

ら説明をお願いしたいと思います。

（事務局 平野）

それでは、株式会社コネクトへのヒアリング結果について御説明します。

株式会社コネクトは、主に照明、電設資材、工具やカー用品などを取り扱うネットシ

ョッピングサイトの運営会社です。

総従業員数は１４名。女性比率の高い職場です。

ヒアリングシートを御覧ください。まず、ヒアリング後の点数ですがこちら全体が７

６点となっておりますが、こちら資料を事前配付後に追加でコネクトに電話質問したと

ころ７８点に変更になりましたので、修正をお願いいたします。また重点項目では満点

の４４点となっています。

チェックシートを御覧ください。ヒアリング前後の変更としては、４－４「育児休業

や介護休業後に復職する際に原職への復帰を基本としている」こちらを確認したところ、

原職への復帰を基本としているということでチェックが追加されたこと、５－２「管理

職の男女内訳」こちらを電話で再確認したところ２０１９年、２０２０年の男女の管理

職はそれぞれ２名ずつが正確であり、女性割合３割を超えているためチェックを追加し

たことによるプラスと、申請時にはチェックがついていた４－５「育児休業の利用実績」、

４－７「育児短時間勤務の利用実績」が直近１年のみの利用でありチェックが外れたこ

とによるマイナスがありました。点数としては差引ゼロです。

ヒアリングの概要について申し上げます。ヒアリングシートを御覧ください。

まず３－５「独自の特別休暇」としての推しロス休暇についてですが、こちらは

ペットの死亡や大ファンの人の結婚など、推しと呼ばれる思い入れの特に強い対象を、

ロス、失った際に取得できるものです。

次に４－８「育児休業、子の看護休暇、育児時短勤務について法令を上回る独自制度」

としての有給振替ですが、こちらは規程上ではこれらの休暇を取得した場合は無給とな

っているところを有給とするものだそうです。これは年次に付与される有給休暇とは別

扱いです。
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最後に５－１「女性の管理職登用目標」ですが、こちらはヒアリング前には言語化さ

れた具体案はありませんでしたがお話しを伺うと、既に今年は登用予定があり、女性比

率の高い職場であるため登用に関して性別による差はなく、今後も継続的に登用してい

く予定であるとのことでした。

ヒアリングの際の印象ですが、社長自ら従業員の昼食を作り振る舞うことがあること

や、推しロス休暇という先進的な制度を導入するなど少人数ならではの柔軟性の高い職

場風土を感じました。

なお、埼玉県の多様な働き方認定企業制度ではシルバー認定を受けています。

株式会社コネクトについては以上です。

（福田会長）

ありがとうございました。

ヒアリングシートの点数に修正があるというお話でしたけれど、チェックシートの方

はそれとリンクしているのでしょうか。

（事務局 平野）

チェックシートの５－２にチェックをしていただけると、ヒアリングシートの点数に

なります。

（福田会長）

チェックを加えると２点追加と。チェックを入れて欲しいということですね。

それぞれのシートの確認とヒアリングの状況、そのあたりを含めて御報告いただきま

したが、何か気が付かれたところや気になるところはありますでしょうか。

特にございませんでしょうか。それではこちらの方、１００点中７８点ということで、

認定の目安でいうところの①になりますので、こちらの方でよろしければ認定というこ

とで承認をいただきたいと思います。

（異議なし）

（福田会長）

それでは株式会社コネクトについては御承認いただいたということにさせていただき

ます。

それでは引き続き御報告お願いします。

（事務局 平野）

それでは、株式会社ランダルコーポレーションへのヒアリング結果について御説明し

ます。

株式会社ランダルコーポレーションは、医療福祉用ベッド等の福祉介護用品の製造、

福祉用具のレンタル、通所介護施設の運営等、福祉事業を多岐に渡り展開する企業です。
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総従業員数は２０７名、北海道から九州まで日本全国に事業所を構えています。

ヒアリングシートを御覧ください。点数ですが、全体で６８点、重点項目が３６点と

認定基準のうちの②を満たしています。

ヒアリングの概要について申し上げます。チェックシートを御覧ください。

まず、３－３「年次有給休暇の取得促進のための取組」、こちらは細目のうち三つを満

たすとチェックをつけることができるのですが、管理職・監督者への意識啓発、管理職

以外の職員への意識啓発と既に二つ満たしていたため、他に取組がないか伺ったところ、

「指定有給」という制度を行っているとのことでした。こちらは、指定する特定の日を

会社全体の休業日とし、この日に有給休暇を取得することを促すというものです。一部、

介護事業等、休業日にできない部署については別日に取得するよう対応しているとのこ

とでした。

したがって事務局ではチェック２つにその他の取組を加えたことを加味し、この項目

をクリアと考えて良いと考え、また３－３が加点されますと、こちらは重点項目ですの

で、全体で７２点、重点項目が４０点となり、認定基準の①を満たします。チェックの

可否について後程、御意見を賜りたいと存じます。

次にヒアリングシートを御確認ください。

３－５「年次休暇以外の特別休暇」について事前質問のありました慶弔休暇の取得範

囲と日数を確認したところ、社内資料を頂きましたので、要点のみ御報告させていただ

ければと思いますが、こちらは、正社員について、結婚した場合５日、配偶者の出産に

ついて１日、家族の死亡の際には２日から５日とのことでした。

続きまして、６－１「ハラスメント対策のための取組」について、ハラスメントの相

談件数について確認したところ、０件と回答を頂きました。そのため何か特別に行って

いることがあるのか伺ったところ、「職場改善委員会」を設置しているとのことでした。

こちらは、職場改善について匿名で投稿できる窓口であり、産業医等が行う衛生面で

のフォローとは別に設けられているもので、全国のエリア毎に担当者がおり、こまめに

面談も行い、ハラスメントを防いでいるとのことでした。

最後に、ヒアリングの際の印象ですが、全国展開する会社で従業員数が多いこともあ

り、制度や規則などが整備されていることはもちろんのこと、私たちが伺った際にも非

常に丁寧に応対をして下さるなど、堅実な印象を受けると同時に、社屋の一階に介護施

設が併設されていることや、オフィスでは清掃当番を動物の表で管理している様子など

温和な印象でもありました。

なお、埼玉県の多様な働き方認定企業制度ではゴールド認定を受けています。

株式会社ランダルコーポレーションについては以上です。

（福田会長）

ありがとうございました。

全国に展開している従業員規模の大きい会社ということです。

チェックシートの方の３－３、こちらが先程御説明いただいたとおり、チェックが入

るということで、その分が４点加点されて、原案で７２点、重点項目が４４点中４０点

ということになり、目安で言うと①に該当するということでございますが、こちらの方
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はいかがでしょうか。

特にないようでしたら、認定の目安でいうところの①として認定ということで承認と

させていただきますがよろしいですか。

（異議なし）

（福田会長）

それでは御承認いただいたとさせていただきます。続いて３社目お願いします。

（事務局 松村）

それでは、株式会社大槇精機へのヒアリング結果について説明します。

株式会社大槇精機は、輸送機械器具の製造を行っている企業で、主に、二輪・四輪自

動車用試作部品やレース部品、航空機試作部品などの製造を行っています。

総従業員数はパート社員などを含め３２名で、膝折町に事業所を構えています。

株式会社大槇精機のヒアリングシートを御覧ください。

点数については、ヒアリング後の点数は全体で６６点、重点項目が３６点となってお

り、認定基準の②を満たしている状況です。ヒアリング前と比較すると、チェックシー

ト２－１の３６協定の届出の項目に新たにチェックが付き、２点加点されております。

続いて、ヒアリングの概要について報告します。

まず、１－１「ワークライフバランスの実現等のため、経営者が理念を表明している」

の項目にて、「定年を６５歳まで延長」及び「副業制度の導入」と回答を頂いていました

が、「ライフ」に関する取組は何かという御質問を頂きました。

これについては、副業を行うことで、新しい人生設計や人脈の増加、生きがいにも繋

がることから、ライフにも影響するものと考えている、とお話いただきました。

なお、この副業については就業規則等に盛り込んではいませんが、書類回覧などによ

って周知しているとのことです。実際に行う場合は、本務に支障のない範囲に留めるよ

う事前に相談と調整を行っており、職種や業種の制限はないそうです。

次に、１－４「経営者の理念表明と推進体制についてのその他の取組」の項目にて、「技

能有資格者への手当１．５倍以上アップ」という回答と、ワークライフバランスとの関

連性を御質問いただきました。これについては、手当額が上がることで、働く意欲向上

となり、増額した手当で家族や自分の為に有効活用することができる、とお話しいただ

きました。補足として、最近、増額の上限を３万円から４万円に上げており、労働意欲

の向上により力を入れているとのことです。また、技術者の社員が資格を取得すること

で、自信を持ってもらいたいという目的もあるそうです。

次に、２－５「長時間労働是正のためのその他の取組」について、「事業再構築補助金

の申請準備中」という回答に対し、どんな新たな取組をするのかと御質問いただきまし

た。これについては、自動機械を導入することで、２４時間運転を可能にする計画との

ことで、これにより、長時間労働の原因の一つとなっている手作業から変更することが

できるとのことでした。
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ヒアリングでは、代表自らに御対応いただきましたが、非常にエネルギッシュな方で、

社員の皆さんが働きがいを持てる職場づくりに取り組んでいる熱意を感じました。

事業所は工場だと思えないような先進的な建物で、オフィスの中に小型犬がいたり、

ビリヤード台が設置されたリラクゼーションルームがあるなど、ユニークな執務環境も

社員のモチベーション向上に繋がっていることと思います。

また、ＹｏｕＴｕｂｅにアップロードされている金属加工の動画では、５００万再生

されているものもあるなど、注目度の高い企業でもあります。

最後になりますが、埼玉県の多様な働き方認定企業制度では、３段階のうち最も高い

プラチナ認定を受けている企業です。

株式会社大槇精機については以上です。

（福田会長）

ありがとうございました。

こちらの方は、配付されている資料の点数から変更ないということですか。

１００点満点中６６点、重点項目４４点中３６点ですので、目安の②に該当するとい

うことになります。

こちらの方に御質問や御意見ありますでしょうか。

特にございませんでしょうか。それでは先程の目安に従って、認定すると御承認いた

だくということでよろしいでしょうか。

（異議なし）

（福田会長）

それではこちらについても御承認いただきました。続けて４社目についてよろしくお

願いします。

（事務局 松村）

続きまして、五島工業株式会社へのヒアリング結果について説明します。

五島工業株式会社は、道路や上下水道、駐車場、公園、河川など、幅広い建設工事を

行っている企業です。

総従業員数はパート社員などを含め１９名で、岡に事業所を構えています。

五島工業株式会社のヒアリングシートを御覧ください。

最初に一点訂正がございます。チェックシート番号２－３のところで、時間外労働時

間の削減について、２０２１年の目標として２０２０年比で１０%の削減と４週８休制の

実施に取り組んでいると記載しましたが、２０２１年の目標ではなく、正しくは２０３

０年に向けた指標でした。訂正してお詫びいたします。

それでは内容の説明に移ります。

点数については、ヒアリング後の点数は全体で６４点、重点項目が３２点となってお

り、認定基準の②を満たしている状況です。ヒアリングによって加点があったところを
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申し上げますと、経営理念などについて確認した結果、１－１、１－２、１－４にチェ

ックがつきプラス８点、続いて３－４のところ、労働基準法に基づき適切な休暇付与を

していることを確認できたことでプラス４点、最後に５－５のところ、女性活躍推進に

関する取組について、女性に興味を持ってもらえる雰囲気づくりに取り組んでいること

の確認をもってプラス２点、以上５項目にチェックが付き、合計１４点加点されました。

続いて、ヒアリングの概要について報告します。

まず、１－１から１－４の「経営者の理念表明と推進体制」では、経営理念を朝礼で

毎回欠かさず唱和しており、また、五島工業の働き方改革という社内掲示を行っており

ます。働き方改革については、額に入った「五島工業株式会社の働き方改革」が写った

Ａ４横の用紙の資料を事前に送付しております。経営理念についてはＡ４縦書きの資料

を本日１枚配付しておりますので、内容については御覧ください。

次に、時間外勤務時間や年次有給休暇について御質問を頂いている点について補足で

す。いずれもチェックの水準に達していないものの、つい一月ほど前に埼玉県のＳＤＧ

ｓパートナー制度に登録し、ペーパーレス化の推進やインターンシップ学生の積極的な

受け入れ、時間外労働時間の削減などを目標に掲げるなど、働き方改革に前向きに取り

組んでおります。

他にも、若者や女性に興味を持ってもらえるようなホームページ作りを進めていたり、

月に１度社長自ら社内誌を発行し、会社内外の時事や社員に対してメッセージを発信す

るなど、魅力的な職場づくりに積極的に取り組んでいると感じました。

埼玉県の多様な働き方認定企業制度では、今年の６月１日に認定を受けたばかりで、

ゴールド認定を受けております。先ほど申し上げたＳＤＧｓパートナーについてもつい

１月ほど前の認定であり、特にここ最近、働き方の改革などに関するアクションを増や

していますので、今後、より働きやすい企業に成長していくことが期待できると思って

います。

五島工業株式会社については以上です。

（福田会長）

ありがとうございました。

こちらの方は、ヒアリング前と比較して１４点加点されているということで、６４点

ですね。

重点項目が３２点ということになりますので、目安の②にあたるということです。

１４点というのは申請時よりも実際にヒアリングを行った結果これだけ加点の幅があ

りましたが、これは他の企業の加点と比べて幅が大きいかなと思いますが、何か理由は

ありますでしょうか。

（事務局 松村）

会長のおっしゃるとおり、全体として控えめに出してくる傾向はあるのですけれど、

特にこの五島工業については、大項目１の経営理念のところについて、全くチェックを

付けずに出してこられていて、我々も書類を見た限りでは理念表明や推進体制の整備を

していらっしゃらないかと思っていたのですけれど、ヒアリングに行ったところ、会社
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の中に理念の掲示をしていらっしゃって、朝礼での理念の唱和といった体制が取られて

おり、五島工業の方からも漏れていたと申告がありましたので、ここで８点という大幅

な加点があって、その他の６点分の加点と合わせて１４点の加点となったという経緯が

あります。

（福田会長）

理念としては立派な理念をお持ちだし、存在意義についても謳っておられますので、

そちらについてチェックシートの方で十分に反映できていない状態で申請されたけれど

も、ヒアリングの結果６４点になったということでした。

他に何か、細かい点でも結構ですので御質問や御意見ございませんでしょうか。

（高橋（隆）委員）

チェックシートの２－３ですが、時間外労働が多かった従業員の時間外労働時間数が、

２０２０年で７８．５時間となっていますが、２０１８年、２０１９年はデータがなか

ったのでしょうか。

（事務局 松村）

回答の枠としては２０１８年、２０１９年も押さえてはいますが、判定自体は２０２

０年を基準にしておりまして、口頭でしか聞いていませんが、２０１８年も２０１９年

もやはり超えてしまっている、とお話いただきましたので、記載についてもそこまでと

させていただいております。

ただ、先ほども申し上げた通り、時間外労働が多いという認識は五島工業も持ってい

るようですので、チェックシートに反映されるところではありませんが、今後削減に向

けて取り組んでいくという話は伺っております。

（高橋（隆）委員）

３－１の有給休暇についても達成されていませんが、これも今後されていくというこ

とでしょうか。

（事務局 松村）

有給休暇についても、労働基準法の改正によって１人あたり５日以上取得しなければ

いけないとなったこともありまして、五島工業としてもそこを認識しており、今はアベ

レージで５日を超えておりますが、今後は全員が５日以上取得できるよう推進していく

という話は伺っております。

そこが、先程の４週８休制の目標に繋がっているものと思っております。

（事務局 森田）

私もヒアリングに同行した際の感想ですけれど、チェックシートだと時間外労働に関

しても、有給休暇についても両方ついていないということで、五島工業自体も、業種上

の問題もあるのでしょうけれど、問題点と認識していると感じました。
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先ほどの話にも繋がると思いますが、こういったところは今後、私たちのほうで改善

できるよう後押しできればと考えております。

（福田会長）

わかりました。他にいかがでしょうか。

特によろしいですか。それでは、五島工業ですが、ヒアリング後の点数が６４点とい

うことで、重点項目が３２点、先ほどの認定の目安では②に該当します。こちらの方も

認定ということで御承認いただけますでしょうか。

（異議なし）

（福田会長）

ありがとうございます。

４社それぞれの認定について御審議いただきました。最初に認定の目安について説明

があり、そこでも議論をしましたけれど、改めて、全体を通じての御意見や認定作業や

チェックシート等について、何かお気づきの点等ございましたら御意見頂ければと思い

ますが、いかがでしょうか。

事務局の方から何かございますか。

（事務局 小野）

それでは事務局の方からお話しさせていただきます。

先ほども少しお話したかもしれませんが、今回、チェックシートを申請の際に出して

いただいていて、点数の開きもありましたけれど、ヒアリングの中で、事業者によって

は、チェックシートだけではなかなか点数に反映されてこない部分もあるのかなと思っ

ておりまして、申請のあった事業者からも、色々取り組んではいるけれど、このチェッ

クシート上では点数が伸びない、というような声がありました。

分かりやすいところで言いますと、申請いただいている大槇精機という事業者は、点

数が６６点ですが、埼玉県の多様な働き方改革認定では、プラチナ認定という最も高い

評価を受けております。

これが朝霞市の目安では１番良いというわけではなく、２番目程度になっています。

そういったところもあり、平均的なところで見なければいけないという面もありなが

らも、業種によって、こういったところに力を入れている、というような部分も評価で

きる形にできたら良いなと考えておりますが、現状、具体的な提案までは準備が出来て

おりませんので、今後、委員会の中で御提案させていただき、皆さんに御審議いただき

たいと思っております。

（高橋（甚）副会長）

従業員が何百人といるところもありますし、逆に数名でやっているところも当然あり

まして、何百人もいるところはこういった書類の処理をする専門の部署があり、書類を
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作ることが得意な方がいらっしゃって、そういった方が申請書を作っているということ

もあると思います。

ただ、市内の事業所でいうと小規模企業も多く、社長が経理や総務など全てやってい

るようなところからも、申請が出てくることがあるかと思います。ですので、商工会長

としてのお願いにはなりますが、書面だけだと最初からクリアできるものが出てくる可

能性というのはどうしても少ないと思います。

ですので、是非担当者のヒアリングをしっかりしていただいて、実態をうまくつかん

でいただき、その内容をこの委員会に出していただけばありがたいと思います。

（瀧委員）

入口の話になりますが、このワーク・ライフ・グッドバランス認定事業の認知度はど

の程度なのでしょうか。どのように周知をして、興味のある事業者が申請にたどり着く

ためにどのような努力をされているのかお聞きします。

（事務局 小野）

事務局から申し上げます。まず、周知に関しましては、ホームページや市内公共施設

におけるチラシの配架、ＳＮＳでの情報発信、あとはやはり事業者のことですので、商

工会に御協力いただいて、会員の方に向けて情報発信していただいております。

あとは記者発表という形でマスコミへの発表もさせていただいておりますけれど、情

報がなかなか行き渡っていないなという風に感じております。

このような取組はしているのですけれど、認定されている事業者に協力をいただいた

り、認定されている事業者を改めてＰＲしたり、そういった部分を通じて少しずつ浸透

を図っていかなければいけないなと思っております。

（瀧委員）

ありがとうございます。もう一つ、この認定企業の目標企業数というものは具体的な

数値がありますか。

（事務局 小野）

認定企業数については、朝霞市産業振興基本計画の中で触れておりまして、冊子をお

持ちの方は６２ページを開けていただければと思います。

令和５年度の中間目標として２５事業者、計画の最終年度、令和１０年度で６０事業

者の認定を現状計画では目指しております。

こちらについては累計でして、１０年度までに累計６０事業者認定していきたいと、

かなり数としては多いかなと思います。今回の認定を含めても２か年で６事業者となり

ます。

（瀧委員）

周知などで認定事業者を増やすためにはどうしたらいいかということが一つと、先ほ

ど点数のギャップがありましたけれど、最初のヒアリングで事業者が書いていた点数と、
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実際のヒアリングをした本来の姿の点数、このギャップを埋めるための施策が一つで、

市の事務局側がヒアリングを行って、実際に話を聞いて点数を上げるということもでき

ますし、最初のヒアリングシートをもっと簡略化して、こういうところに興味がある、

こういうところで点数が伸びる、ともっと具体的なもの、細かいものが最初ではなく、

大項目からは入れるようなアイディアがあってもよいのかと思います。

そうすると、小さい企業でも大きい企業でも、大項目の中の興味があるところで、こ

ういうグッドバランス企業があるよ、という近道になるのかと思います。

具体的な案ではありませんが、最初から細かいところから入ってしまうと、どうして

も遠慮してしまうところもあると思うので、大項目だけで飛びつけるものがあれば、事

業者数も増えるのではないかと思います。

（事務局 小野）

ありがとうございます。大変参考になる御意見で、私たちもまだ具体的なものがない

ので、今頂いた御意見を参考にさせていただきながら、先ほど話したようなチェックシ

ートや、認定自体もこのままでいいのかというところについては再検討していきたいと

思います。

先ほど申し忘れていたことがありまして、いわゆる草の根的な活動、声掛けをやって

はいるのですけれど、単純な声掛けだけではどうしてもマンパワーがかかってしまって

いて、多くの事業者に声をかけるということは難しいと思っており、そこは非常に苦し

いところです。

周知の方法についてはおっしゃるとおり、どんな事業でもそうなのですけれど、どこ

まで広くできるかというところは引き続き検討していきたいと思います。

（福田会長）

行政の事業ですので、一義的に申請書に基づいてということになります。

チェックシートだけで全てを拾い上げることは出来ないのでヒアリングでフォローを

行うのですが、チェックシートの点数を構成する中身についても回を追うことで少しず

つ見直しが必要だろうと思います。

実際にヒアリングを行ってお気づきの点もあると思いますので、事務局の方でチェッ

クシートの見直しを進めて欲しいと思います。

また、申請する事業者の業種や規模が違うということもありましたが、そもそも、事

業者がこの事業に取り組むことに目標があって、それが何かによって、チェックを付け

る項目に強弱のようなものがあると思います。

例えば、今は新しい生活様式で働き方が変わっていく中で、特に中小企業において労

働力の不足とか、生産性の向上等が一つのキーワードになると思うのですけれど、働き

方というのは、今の従業員を大事にするマネジメントですとか、個々の能力と意欲と、

生産性を向上するために必要な環境であるとか、あるいはトータルのマネジメントであ

るとか、そういったものが重なり合って成果をもたらすものと思います。

業務効率の改善というところもあるのですが、人を大事にする企業でないと、中々人

が採れない時代になっていますし、女性やシニアなど、これから労働の市場で期待され
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ている方に対してどういう風に目を向けるかなども重要で、先ほど、五島工業では、社

業を通じて朗らかで幸せな家庭を築く、という理念もありました。

残業を減らしたいとか、それと同時に離職者を減らしたいとか、あるいは求人の応募

者を増やしたいとか、それから制度面で有給休暇の取得を推進していきたいとか、一流

の中小企業を目指すというものですとか、目指すものは企業によって違うと思います。

ですので、まず申請をしていただくとき、またここで議論する時に、それぞれの企業

が何を目指しているのだろうか、という情報があると、私たちはその目線に立った形で

審議をしやすくなるのかと思います。

具体的な話ではありませんが、先ほどもありましたように、業種や規模によって点数

に反映しにくいチェックシートの構造があるのであれば、その点を見直していく際に、

もともとの企業の目標、何のために働き方を変えようとしているのか、そういったとこ

ろを含め、体系的に見えてくるような形ですと、申請書も書きやすくなると思います。

それらを通じて、先ほどの目標の認定事業者数も含め、内容を見直していく事が必要

だろうと思います。

最初に議論したように認定の目安として三つありましたけれど、その点についても見

直しが必要かもしれませんが、まずは申請の書類、それから申請しやすい書式で、申請

数を増やしていくと、また、認定された企業が具体的にどのような活動をしているかも

周知していくような取組も併せて必要になってくると思います。

いずれにしても、産業振興基本計画で出された一つの案をこうやって実践しているわ

けですから、当然ＰＤＣＡサイクルが必要になってくると思うのですけれど、走りなが

ら色々と御意見を頂ければと思いますので、何かお気づきの点がありましたらまた事務

局の方にお寄せいただければと思います。

それでは、４件の朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定の申請について、

ここまでの内容を産業振興基本計画推進委員会の意見とさせていただきます。事務局は、

今回の委員会の意見をもとに手続きをすすめてください。

それでは、議長の座をおろさせていただきます。

スムーズな議事の進行に御協力いただきありがとうございました。

事務局の方にお返しします。

（事務局 小野）

会長ありがとうございました。

本日御意見を頂きました朝霞市ワーク・ライフ・グッドバランス企業の申請につきま

しては、今後、手続きを進め、その可否についてなどは、改めてお知らせしてまいりた

いと考えております。また、認定された事業者には、認定証と事業者が利用できる認定

マークを授与させていただきます。事務局からの連絡事項は以上でございます。

本日はお忙しい中会議への出席ありがとうございました。

なお、今年度の産業振興基本推進委員会は本日で最後の予定です。

推進委員の任期は２年間ですので、来年度も引き続きよろしくお願いいたします。


