
   

 

 

 

 

 

 

  

受賞企業紹介 

 

2020 表彰式（板橋区長室にて） 

 

2020 受賞企業 （五十音順） 
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板橋区では、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティ＆インクルージョンの推進に

積極的に取り組んでいる企業等を表彰する 「いたばし good balance 会社賞」を、

2012 年度から毎年実施しています。2020 年度は、計 4 社が受賞しました。 

2021 年度も同様に、ワーク・ライフ・バランス等に取り組む企業を募集いたします。 

※募集に関する内容は、11 ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

スマートフォン等のブラウ

ザ上で社員の行動予定を共

有できるアプリを開発。 

事業所間の連携がスムーズ

になり、業務の効率化につ

ながっただけでなく、介護

等の急な予定にも対応がし

やすくなりました。 

他の社員の休暇日程も確認

しながら予定を立てられる

ので、年休の取得率も上

昇、夏季休暇の取得率も

100%を実現しています。 

 

 

自社の強みを活かした業務の効率化 

コアマイクロシステムズ株式会社 

代表者名 代表取締役 高橋 晶三 

創業年月 1992 年 10月 

所 在 地 舟渡 1-12-11 

電話番号 03-6279-8501 

業種・事業 コンピュータ製造・販売、 

     コンサルティング業 

総従業員数 21 人 

(男性 16 人、女性 5 人) 

※2020 年 11 月 1 日現在 

 

取組内容 

アプリの開発・導入 「浮間公園で泳ごう」 

 

シニア人材の活躍 

シニア人材を積極的に雇用

し、70 歳代の社員が現役

時代と同様の活躍をしてい

る姿を見せることで、若い

世代に将来への期待感・安

心感を与えています。 

その他、人材募集の際に履

歴書の性別欄を削除した

り、就業規則に各種ハラス

メントの禁止を明文化する

など、多様な人材が働きや

すい職場作りのため細やか

な配慮がなされています。 

地域と連携した防災活動や

清掃活動など、地域貢献活

動に積極的に取り組んでい

ます。 

現在は、浮間公園の池を昔

のように泳げるようにした

いというテーマで、「浮間

公園で泳ごうプロジェク

ト」をたちあげ、浮間公園

サービスセンターと連携し

た水質改善の取組に着手し

ています。 

 

7 
 
 



 

 

 

 

在宅勤務を積極的に推進

し、自宅の仕事環境整備の

ための費用補助や通信機器

の貸与、光熱費支給など手

厚い支援を行っています。 

通勤時間がなくなること

で、家族と過ごす時間が増

加し、育児・介護との両立

もしやすくなりました。 

現在、全体の半数以上の社

員が在宅勤務を行ってお

り、コロナ収束後も継続す

る見通しです。 

積極的な在宅勤務支援で柔軟な働き方を 

株式会社シエロ 

取組内容 

手厚い在宅勤務手当 女性管理職の活躍 多能工化の推進 

代表者名 代表取締役 小林 裕 

創業年月 2001 年 5 月 

所 在 地 赤塚新町 2-3-1 

電話番号 03-5968-5515 

業種・事業 情報サービス業 

総従業員数 45 人 

(男性 32 人、女性 13 人) 

※2020 年 11 月 1 日現在 

 

限られた人に業務が集中 

しないよう、多能工化を進

め、柔軟なチーム編成がで

きるようにしています。 

また、在宅勤務化を進める

タイミングで最新 PC を

30 台導入し、制作部の作

業効率を改善したほか、連

絡事項はなるべくデータで

共有し、会議の開催を最小

限に留めることでも、長時

間労働の削減を図っていま

す。 

女性の管理職を積極的に

登用することで一般の女

性社員の良い目標にな

り、全体の相乗効果を生

んでいます。 

また、「セクシュアル・ハ

ラスメント対策委員会」

を設置したり、結婚後の

旧姓使用を認めたりする

など、女性が働きやすい

職場づくりを意欲的に進

めています。 
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職員の希望に応じて 2 歳ま

で取得できる育児休業制度

や、小学校就学前まで可能

な短時間勤務など、子育て

を後押しする取組を多く行

っています。 

育児休業からの復帰者には

賞与の上乗せ支給もあり、

また、復帰後の配属も通勤

時間を考慮して決められる

など、仕事と育児を両立し

やすい環境が整えられてい

ます。 

 

手厚いケアで「子育て職員」を後押し 

東京信用金庫 上板橋支店 

取組内容 

職場復帰の後押し 子育て職員の声 育休者への支援 

代表者名 支店長 多田 直広 

創業年月 1956 年 1 月 

所 在 地 桜川 3-21-11 

電話番号 03-3559-1491 

業種・事業 金融業 

総従業員数 16 人 

(男性 12 人、女性 4 人) 

※2020 年 11 月 1 日現在 

 

安心して子育てができるよ

う、育休取得前から復帰後

に利用できる制度等を分か

りやすくまとめた「子育て

をしながら働く人のための

Q&A」を作成し、職員に配

布しています。 

また、育児休業中も通信講

座や検定試験等の自己啓発

の案内を行い、育児の合間

もスキルを磨くことで、キ

ャリアアップに繋がるよう

バックアップしています。 

 

女性活躍の現状や、職場環

境についてホームページ上

で積極的に情報発信を行っ

ています。 

特に、「子育て職員の声」

を特集したページでは、育

児休業中に嬉しかったサポ

ートや、仕事との両立のた

めに職員が行っている工夫

などが掲載されており、就

職活動中の学生や、これか

ら育児休業に入る職員の参

考になっています。 
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従業員の意見を業務改善に

反映するため、業務改善箱

や、業務改善表彰制度を設

けているほか、月に数回の

「生産会議」を通じて意見

共有を行っています。 

往来に時間がかかっていた

倉庫に開口部を作るなど、

大胆な提案も積極的に採用

され、自分たちのアイディ

アが実現する面白さが社員

のモチベーションにもつな

がっています。 

大胆な業務改善と男性の育児参加促進 

 森本鐵鋼産業株式会社 

取組内容 

積極的な業務改善策 地域に密着した取組 男性の育児参加促進 

代表者名 代表取締役 森本 勝好 

創業年月 1960 年 4 月 

所 在 地 小茂根 2-22-10 

電話番号 03-3958-3408 

業種・事業 製鋼原料のリサイクル事業、 

     産業廃棄物中間処理業等 

総従業員数 18 人 

(男性 9 人、女性 9 人) 

※2020 年 11 月 1 日現在 

 

仕事と育児・介護の両立支

援に取り組んでおり、特に

配偶者の出産休暇制度な

ど、男性の育児参加を積極

的に推進しています。 

子どもの学校行事に伴う休

暇取得を推奨しているほ

か、毎年 10 月の「もりも

とパパ月間」では子どもの

職業体験や子どもに読ませ

たい本の購入費用の補助も

行っています。 

 

地域の学校への職業講話や

インターンシップの受入れ

を積極的に行っており、

2020 年 11 月までに累計

140 名もの学生を受け入れ

ています。 

防災活動や清掃美化活動へ

の参加・協力のほか、不用

品の無償回収も行い、近隣

の不法投棄ゴミの削減に貢

献するなど、地域に根差し

た企業として区民の信頼を

得ています。 
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・当冊子の他に、 等で  

・区ホームページの を無料掲載 

※その他、板橋区産業融資の利子補給割合が加算されます。 

 

受賞企業の声 

応募企業募集 

 

受賞から企業 PR、そして人材確保へとつながっていきます！ 

受賞したことで、従業員が

自分の会社に対して、より

一層誇りを持てるようにな

り、同時に仕事に対するモ

チベーションも上がった。 

 

社外からの評価・反響が大

きく、アピールの場が増え

た。また、商談の際の話題と

なり、お互いの取組につい

て意見交換ができた。 

 

受賞後、採用時の応募が増

えた。さらに、ワーク・ライ

フ・バランスを進めること

で、以前よりも離職率が減

った。 

のアップへ！ 

知名度 

信頼度 
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2020表彰式 

編集・発行／板橋区総務部男女社会参画課 2020 年 12 月発行 

 

板橋区総務部男女社会参画課 

電話：03-3579-2486 メール：j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp 

【いたばし good balance 会社賞ホームページ】 

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_categories/index01010006.html 

問合せ先 

j 


