
地方創生推進交付金事業に関する資料 
 【事業名】 多様な人材が活躍できる「働きやすいまち・ふなばし」の実現 

【担当部課】 経済部 商工振興課 

【船橋市まち・ひと・しごと総合戦略における基本目標】 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望がかなうまち・船橋【ひとの創生】 

【事業の目的・概要】（事業の具体的な内容は別紙のとおり） 

今後少子高齢化の進展による労働力不足という課題解決のために、女性や高齢者、障害者等の潜

在力を活かすことができるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進を始めとして、多様な人材が働

きやすい環境を整備し、「働きやすいまち・ふなばし」の実現を目指し、経営者向けの意識改革セミ

ナー、実務担当者向けの具体的な実践手法を学ぶワークショップ型セミナー、障害者や女性活用の

ための多様人材採用支援セミナー及びワーク・ライフ・バランス推進における先駆者企業との交流

会を実施した。 

【事業実績額】 1,296,000円 【交付額】 648,000円 

【本事業における重要業績評価指標（KPI）】 

指 標 名 
事業 

開始前 

1 年目 

H29 

2年目 

H30 

3 年目 

H31 
累計 

ワーク・ライフ・バランス 

に関する各種公的認定等を 

受けた市内企業数（社） 

KPI 58.00 3.00 5.00 18.00 84.00 

実績  9.00 11.00   

ワーク・ライフ・バランス 

改善実践セミナーに参加し 

た市内企業数（社） 

KPI 0.00 30.00 50.00 70.00 150.00 

実績  94.00 77.00   

【事業効果の判定】 

地方創生に効果があった      ・      地方創生に効果がなかった 

【効果】（目標達成の要因となったこと） 

・各セミナー内で、各種認定制度等のチラシの配布を行い、後援いただいた千葉労働局・千葉県担

当者より認定制度に関する説明を行ったこと、また、各セミナーの講師からも認定制度等が求職

者に対する企業のＰＲとして有効である旨を積極的に企業に伝えたことから、11社が認定等を受

け目標を達成することができた。 

・プロポーザルにより選定した受託事業者及び市の双方で、前年度にも増して幅広い周知に努めた

ことで、市内参加企業数は目標を上回る 77社（延べ 113社）となった。 

・セミナー参加者へのアンケート結果では、講義への理解度の高さや、モチベーション向上につな

がったとの回答が多くあり、企業の働き方改革への取り組みを後押しできたと考えられる。 

【要因・課題】（目標の達成等を阻害する要因及び状況への変化・目標達成に必要なこと） 

・積極的な周知により、セミナー参加への意向は喚起できたと考えられるが、同一の企業から複数

名、もしくは繰り返し参加している場合や、申込みはあっても業務の関係から当日欠席する場合

も多くあり、セミナー参加企業数について目標は達成したものの昨年度の数値を下回った。 

【改善策・取組方針】（要因・課題を踏まえた具体的な取り組み） 

・事業の周知対象を関係機関の協力等により拡大しているものであるが、（障害福祉サービス事業所、 

医療機関、薬局、建設業者等）、来年度にはさらに市制度融資利用企業等にも対象を広げ、市内中

小企業のワーク・ライフ・バランス推進を支援する。 

・アンケートによる参加者の声を反映し、企業が特に関心を示すような講演内容を検討すること、

セミナーの所要時間や開催曜日等に工夫して参加しやすい設定を見直す。 
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事業の内容 

【事業主体】船橋市                           

【受託者】一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 

【実施したセミナー】 

１．経営者向け意識啓発セミナー 

「“経営者”のための働き方改革セミナー」2回開催 

日時 
（１回目）平成 30年 6月 18日（月）14：00～16：30   

（２回目）平成 30年 9月 10日（月）18：00～20：30 

場所 
（１回目）船橋市役所 本庁舎分室会議室 1（県合同庁舎内 3階） 

（２回目）船橋市民文化創造館（きららホール） 

参加者数 
（１回目）80名（62社）〈市内事業者 34名（31社）〉 

（２回目）52名（41社）〈市内事業者 18名（15社）〉 

プログラム 

（講演１）「人材の採用と離職の問題が改善・向上する、働き方改革」 

一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 理事長 森田 司 

（講演２）「ワーク・ライフ・バランスがもたらす効果」 

アシザワ・ファインテック株式会社 代表取締役社長 芦澤 直太郎 

２．実務担当者向けセミナーの開催 

「実務担当者のための雇用対策実践セミナー」全 3回連続講座 

日時 

（セミナーＡ）平成 30年  8月 7日（火） 各回とも 13：15～17：00 

（セミナーＢ）平成 30年  9月 4日（火） 

（セミナーＣ）平成 30年 10月 3日（水） 

場所 （各回とも）船橋市役所 7階 705会議室 

参加者数 

（セミナーＡ） 29名（21社）〈市内事業者 14名（8社）〉 

（セミナーＢ） 18名（15社）〈市内事業者 9名（8社）〉 

（セミナーＣ） 18名（14社）〈市内事業者 8名（7社）〉 

プログラム 

（セミナーＡ）「仕事でやりがいを感じたい若者の雇用対策推進セミナー」 

株式会社 ARIA Solution 代表 伊藤 治男 

（セミナーＢ）「会社で働いて充実したい女性の雇用対策推進セミナー」 

アスミル社会保険労務士事務所 代表 櫻井 好美 

（セミナーＣ）「働き方改革法対応のワーク・ライフ・バランス推進セミナー 

一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 理事長 森田 司 

３．多様人材採用支援セミナーの開催 

人材活用の拡大で強い組織を作る「多様な人材採用支援セミナー」 2回×1セット 

日時 

【１セット目】 

（セミナーＡ）多様な人材への理解促進セミナー 

平成 30年 10月 15日（月） 13：15～17：00 

（セミナーＢ）実践のための採用ポイント学習セミナー 

平成 30年 10月 29日（月）  13：15～17：00 

【２セット目】 

（セミナーＡ）多様な人材への理解促進セミナー 

平成 30年 11月  6日（火）  13：15～17：00 

（セミナーＢ）実践のための採用ポイント学習セミナー 

平成 30年 11月 29日（木）  13：15～17：00 

平成 30年度市内参加企業     

 77社 （目標数 50社） 
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場所 （各回とも）船橋市役所 7階 705会議室 

参加者数 

【1セット目】（セミナーＡ） 16名（13社）〈市内事業者 6名（6社）〉 

（セミナーＢ） 12名（10社）〈市内事業者 6名（5社）〉 

【2セット目】（セミナーＡ） 24名(18社)〈市内事業者 14名（14社）〉 

（セミナーＢ） 15名（12社）〈市内事業者 9名（8社）〉 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

セ
ミ
ナ
ー
Ａ 

（講演１）「治療と仕事の両立支援が必要な人を知る」 

一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 理事長 森田 司 

（講演２）「障がい者を知る」 

株式会社スタートライン 専務取締役 白木 孝一 

（講演３）「ＬＧＢＴ・性的マイノリティを知る」 

株式会社ＬＧＢＴ総合研究所 代表取締役社長 森永 貴彦 

セ
ミ
ナ
ー
Ｂ 

（講演１）「多様な人材を採用するためのコンプライアンスと労務管理のポイント」 

アスミル社会保険労務士事務所 代表 櫻井 好美 

（講演２）「成功・失敗事例から学ぶ、多様人材採用のポイント」 

株式会社 foredge 執行役員 営業統括部 部長 江頭 謙二 

４．企業交流会 

「先駆者に学ぶ企業交流会」1回開催 

日時 平成 31年 2月 7日（木）13：15～17：00 

場所 船橋市中央公民館 5階 第 3・4集会室 

参加者数 21名（16社）〈市内事業者 14名（11社）〉 

プログラム 

（事例講演１）【先駆者企業紹介】アシザワ・ファインテック株式会社 

【ファシリテーター】アスミル社会保険労務士事務所 代表 櫻井 好美 氏 

（事例講演２）【先駆者企業紹介】株式会社ドコモ・プラスハーティ 

【ファシリテーター】（一社）クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 理事長 森田 司 

（事例講演３）【先駆者企業紹介】THE  SEA’S  BOUNTY 

【ファシリテーター】（一社）クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 理事長 森田 司 

（パネルディスカッション＆グループディスカッション） 

【進行】オフィスキャリーノ 朝生 容子、事例講演の先駆者企業 3社、森田理事長 

【ワーク・ライフ・バランスに関する各種公的認定等を受けた市内企業数】  

認定制度名 市内企業数 

【千葉県】社員いきいき！元気な会社宣言（ワーク・ライフ・バランス推進） 5社 

【千葉労働局】ちば働き方改革共同宣言賛同企業（働き方改革推進） 2社 

【厚生労働省】くるみん認定 1社 

【経済産業省】健康経営優良法人 2019（中小企業法人部門） 3社 

いきいき宣言： ①株式会社ジェイコム千葉 YY船橋習志野 ②株式会社 SAJI 

③株式会社クロスファクトリー ④株式会社ヒューマン・タッチ 

⑤ハイブリッドテクノロジー株式会社 

共同宣言：    ①株式会社日本政策金融公庫 船橋支店 ②株式会社ジェイコム千葉 YY船橋習志野 

くるみん認定：①生活協同組合パルシステム千葉 

健康経営優良法人：①URO電子工業株式会社 ②株式会社 SAJI ③株式会社お客様相談室 

平成 30年度市内認定企業  11社 （目標数５社） 

 


