
【開催報告】第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

令和2年2月28日（金曜）に、「第9回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。
受賞企業は以下のとおりです。

四国経済産業局長賞

株式会社北四国グラビア印刷

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

株式会社岡部機械工業

＜受賞のポイント＞
・社長が理念経営の率先、社員にも浸透
・朝礼でのクレドの読み合わせ
・クレドは社員の幸福の基軸が明確化
・社員の経営参画
（委員会活動、ＱＣ活動等改善の取り組み）

・日次決算によるチーム毎の見える化
・先端技術の導入による自社商品の高付加価値化
・全国区（東京)への市場開拓

＜受賞のポイント＞
・離職率の低さ（1.2％）
・男性の育児休暇取得
・年休取得率83.8％
・くるみん取得
・ＢＣＰ対策
（自社の高台移転・地域住民の避難拠点）
・障がい者雇用率3％超
・環境団体への寄付、段ボール・木材のリサイクル



【開催報告】第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

令和2年2月28日（金曜）に、「第9回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。
受賞企業は以下のとおりです。

奨励賞

株式会社川上板金工業所

奨励賞

船場化成株式会社

日本フネン株式会社

奨励賞

＜受賞のポイント＞
・正社員比率100％
・直近3年間の平均離職率1％
・代金支払30日以内の現金払
・グッドデザイン賞受賞
（高付加価値・差別化サービスの提供）
・地元祭り協賛、活動場所の提供等の地域貢献

＜受賞のポイント＞
・社員から社長への信頼感
・社内共有システム
（社員一人一人の状況が把握できる）
・社員一人一人に焦点を当てたＨＰ掲載
・「出勤が辛くない」との社員の話
・端材の再利用等の環境に配慮した製品づくり

＜受賞のポイント＞
・指挟み防止ドア等住む人に配慮した製品づくり
・経営理念手帳の配布、社長塾による社員教育
・障がい者雇用率3.25％
・閑散期と繁忙期を勘案した計画生産による効率化
・部活動等による社内交流



【開催報告】第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

四国経済産業局長賞 株式会社北四国グラビア印刷



【開催報告】第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小機構四国本部長賞 株式会社岡部機械工業



【開催報告】第9回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞 株式会社川上板金工業所

奨励賞 船場化成株式会社

奨励賞 日本フネン株式会社



【開催報告】第8回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第8回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成31年2月28日（木曜）に、「第8回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。
受賞企業は以下のとおりです。
また今回は、第8回の同大賞表彰式の開催に併せて、株式会社シェアードバリュー・コーポレーションの
小林秀司氏をお招きし、講演を行っていただきました。

四国経済産業局長賞

株式会社パル技研

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

株式会社ヴァンサンカン

義農味噌株式会社

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

＜受賞のポイント＞
・前職での経験から社員をリストラしないという
経営者の決意
・脱受託開発・自社商品の開発比率の向上に
よる経営の安定化
・利益の３分の１を社員配分する仕組み
・フレックスタイム制度の導入
・テレワーク制度の導入

＜受賞のポイント＞
・子育てや介護で必要な時間を確保するための
シフト制の活用
・子育て中のスタッフのための託児施設の確保
・週１回、スタッフ全員で情報共有と改善提案を
実施（営業時間中）
・スタッフが自主的に仕事の守備範囲を広げ、
マルチスキルを実現

＜受賞のポイント＞
・障がい者雇用による人材活用（障がい者雇用
率2.8％）
・閑散期と繁忙期を勘案した計画生産による効
率化
・「ブラザーシスター制度」による社員の多能工
化により残業減少
・社員による社長への感謝の表彰盾の贈呈
（風通しの良い社風）

https://www.palgiken.co.jp/
http://www.vansankan.co.jp/
https://www.gino-miso.co.jp/company/


【開催報告】第8回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

四国経済産業局長賞 株式会社パル技研

社員スピーチ代表者スピーチ



【開催報告】第8回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

社員スピーチ

中小機構四国本部長賞 株式会社ヴァンサンカン

代表者スピーチ



【開催報告】第8回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

代表者スピーチ 社員スピーチ

中小機構四国本部長賞 義農味噌株式会社



【開催報告】第8回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

表彰式当日のプログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式

第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式

第3部 記念講演
「四国でいちばん大切にしたい会社大賞の軌跡～本顕彰事業による地域活性化への貢献～」
株式会社シェアードバリュー･コーポレーション 代表取締役 小林 秀司 氏

四国地域イノベーション創出協議会は、平成２３年度から社員や顧客、地域から必要
とされる企業を顕彰する「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」を創設し、“いい会社
づくり”の普及に努めてまいりました。

今回は、表彰式に併せて、創設時から携わっていただいている小林秀司から、８回の
本顕彰事業を振り返り、「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の軌跡をテーマにご
講演いただきました。



【開催報告】第7回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第7回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成30年2月28日（水曜）に、「第7回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。受
賞企業は以下のとおりです。
また今回は、第7回の同大賞表彰式の開催に併せて、｢平成25年度ダイバーシティ経営企業100選｣(経
済産業省)に選出、｢第8回ワーク･ライフ･バランス大賞｣優秀賞(日本生産性本部)、｢第6回日本で一番大
切にしたい会社大賞｣審査委員会特別賞(人を大切にする経営学会)を受賞されました、拓新産業 株式会
社の藤河 次宏氏をお招きし、記念講演を行っていただきました。

四国経済産業局長賞

株式会社シケン

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

株式会社世起

奨励賞

渦潮電機株式会社

▼個人営業が多い歯科技工士を全国から採用し、企業体とし
てのメリットを追求

▼全国４会場（東京･大阪･高松･徳島）で理念研修会を全社
員に実施
▼将来世代応援企業表彰、将来世代応援企業表彰を受賞

▼家庭の事情に合わせた雇用形態、時間設定により家庭と
仕事を両立
▼歯科技工士の資格を持つ障がい者を雇用（雇用率３％）

▼「共育ち」の理念により、仕入業者や歯科医院へのサポート、
老人施設にお
ける入れ歯洗浄ボランティアなどを実施

▼毎日の朝礼で経営計画書の読み合わせ、職場の環境整備、
業務の情報共有

▼先輩社員が新入社員をﾏﾝﾂｰﾏﾝ指導する「ブラザー・シス
ター制度」

▼社長と社員が対話を重ね、相互に改善提案しやすい社風
▼仕入先に対して月末締翌月１５日現金払いによる迅速な決
済を実行し、相見積りはしない。

▼総務部門を「経営サポート部」とし、管理よりも支援という意
識づけを図っている。

▼５つの信条を掲げ、その一つに「小さな会社であり続けよ」
と硬直化や驕りを戒めている。

▼挨拶・理念教育の徹底により、顧客に対する最高のサービ
スを提供

▼お客様の来訪時や帰りの際に、社員が一斉に立ち上がっ
て挨拶など、接遇が徹底している。

▼制御・配電技術を活かした東南アジアでのEV車普及開発
への取組み。

▼地域の学校や団体の工場見学の積極的な受入など地域
貢献

http://www.shiken-jp.com/index.html
http://www.seiki-net.co.jp/
http://www.bemac-uzushio.com/


【開催報告】第７回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

表彰企業受賞式記念撮影

四国経済産業局長賞
株式会社シケン

中小機構四国本部長賞
株式会社世起

奨励賞
渦潮電機株式会社



【開催報告】第7回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

表彰式当日のプログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式
第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式
第3部 記念講演「働きやすい職場環境を目指して わが社の働き方改革30年」

拓新産業 株式会社 代表取締役 藤河 次宏 氏

【 講師プロフィール 】
福岡市出身。福岡の大学を卒業後、地元の建材商社に勤め、1977年に30歳で拓新産業株式会社を設
立。妻、横浜で働く子どもがいる。ライフワークは山登り。

建設用機材（足場類）などのレンタル及びリース事業を展開。新卒採用の不振をきっかけに自社の魅力
向上を強化。”顧客満足よりも社員満足を優先させる”という強い決意のもと、完全週休2日制と残業ゼロ

を達成。働き方改革によって業務全体の効率化を実現している。社員の参画意識の向上と自発的行動を
促す全員参加の経営計画立案、多様な「委員会活動」と「表彰制度」を通じ、魅力ある「働きやすい会社」
へと大きく転換したほか、管理部門に配属された社員たちの特命プロジェクトでコスト削減を実現、収益
アップに寄与している。



【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成29年2月28日（火曜）に、「第6回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。
受賞企業は以下のとおりです。
また今回は、第6回の同大賞表彰式の開催に併せて、社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切に

する経営に取組まれている医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニックの寄田 幸司氏をお招きし、記
念講演を行っていただきました。
「第6回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞企業は以下のとおりです。

四国経済産業局長賞

株式会社ときわ

『人間力を武器に顧客へ期待を超える感動を！「幸せな社員が感動を創造する会社」』

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

有限会社ジェム

『理念共有の徹底により、現場への自由裁量を実現！「社員がやりがいを感じて自律的に働く会社」』

http://www.bctokiwa.co.jp/
http://www.gemschool.com/


中小企業基盤整備機構四国本部長賞

【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

株式会社はなおか

『理念共有で社員・専属大工の一体感を醸成「総合力で顧客に感動を提供する会社」』

奨励賞

医療法人ゆうの森

『経営理念の具現化で患者満足が職員満足を生む！「地域から必要とされる医療法人」』

http://www.k-hanaoka.com/
http://www.tampopo-clinic.com/


【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

会場の様子を写真にてご紹介いたします。

四国経済産業局長賞、株式会社ときわの受賞の様子です！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ

表彰式の会場風景（１） 表彰式の会場風景（２） 審査員講評の様子



【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小機構四国本部長賞、有限会社ジェムの受賞の様子です！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ



【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小機構四国本部長賞、株式会社はなおかの受賞の様子です！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ



【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞、医療法人ゆうの森の受賞の様子です！

社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にする経営に取組まれている
医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニックの寄田幸司院長に記念講演いただきました！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ

記念講演の様子（１） 記念講演の様子（２）



表彰式当日のプログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式
第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式
第3部 記念講演「人が輝く組織づくり」

医療法人ゆめはんな会 ヨリタ歯科クリニック 院長 寄田 幸司 氏

【講師プロフィール】
1987年 岡山大学歯学部卒業。
4年間の勤務医を経て1991年東大阪市花園でヨリタ歯科クリニックを開業。順調な医院経営を続ける中、

最愛の母を亡くす。多忙を理由に末期に立ち会えなかった自身の仕事のあり方に疑問を感じ、自分らしい
仕事の在り方や歯科医院のあるべき姿を模索。その結果、従来の院長中心の歯科医院から、スタッフ（メ
ンバー）中心の歯科医院へと抜本的な転換を図る。
2002年、医院の全面リニューアルと同時に、経営理念・方針を一新。「患者様とともに歩む”ワクワク楽し

い歯科医院”」作りに取り組む。現在、診療の傍ら、患者に愛される歯科医院作りを全国に広げつため「ワ
クワク楽しい歯科医院実践会」を主催し、歯科医院経営者やスタッフを対象に指導を行う。その指導方法
は異業種の民間企業からも注目され、講演などを通じ業界を超えた幅広い活動を行う。

【開催報告】第6回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式



【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成28年2月29日（月曜）に、「第5回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。受賞
企業は以下のとおりです。
また今回は、第5回の同大賞表彰式の開催に併せて、社員の育児・介護制度充実等に先進的に取り組ん
でいる株式会社ランクアップ代表取締役社長・岩崎裕美子氏をお招きし、記念講演を行っていただきました。
「第5回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞企業は以下のとおりです。

四国経済産業局長賞

株式会社ありがとうサービス

『「世のため人のため」経営理念の血肉化で主体的な社員を育てる！「ひとをつくる会社」』

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

坂東機工株式会社

『「社員への感謝」の気持ちが社員の高いモチベーションを育む！「社員とその家族が安心できる会社」』

http://www.arigatou-s.com/
http://www.bandoj.com/home_jp/japanese.html
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【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞

株式会社パワーネット

『全社員が女性、社員とともに派遣社員が輝ける職場づくりを目指して！
「子育て女性が安心して働ける会社」』

奨励賞

株式会社エヌビーエム

『経営理念を軸に価値観の共有を徹底
志をともにする社員・クリーンパートナーにより「感動を提供する会社」』

http://www.zinzai.net/
http://www.nbm-ecoservice.com/


【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

会場の様子を写真にてご紹介いたします。

四国経済産業局長賞、株式会社ありがとうサービスの受賞の様子です！

表彰式の会場風景（１） 表彰式の会場風景（２） 審査員講評の様子

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ



【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小機構四国本部長賞、坂東機工株式会社の受賞の様子です！

本部長賞・記念写真撮影の様子 本部長賞・表彰状授与の様子

四国局特別表彰・記念写真撮影の様子 社員の方のスピーチ



【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞、株式会社エヌビーエムの受賞の様子です！

社員の育児・介護制度充実等に先進的に取り組んでいる株式会社ランクアップの
岩崎代表取締役社長に記念講演いただきました！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ

記念講演の様子（１） 記念講演の様子（２） 記念講演の様子（３）



【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞、株式会社パワーネットの受賞の様子です！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ



【開催報告】第5回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

多くの出席者から満足の声を頂きましたので一部をご紹介いたします！

表彰式当日のプログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式
第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式
第3部 記念講演「ほぼ全員残業ゼロなのに、10年連続で売上が伸びている理由」

株式会社ランクアップ代表取締役社長 岩崎裕美子 氏

【講師プロフィール】
15年間広告代理店に勤務し、多くの通信販売の化粧品会社を担当する。平成11年からの6年間は取締役

営業本部長として活躍。その後、株式会社ランクアップを立ち上げる。自らのブランド「マナラ」は、自身の
肌で試作を繰り返し、苦労の末に完成。肌に悩む女性から多くの評価を得て、全国に広がっている。

＊初めて参加しました。受賞の方の熱い気持ちの入ったお話が聞けて良かったです。
＊社員の幸せを考えている会社に同感しました。
＊失敗談からの成功例の話だったので納得でき、勉強になった。
＊信念、覚悟を持って取り組むことが大切と改めて感じました。
＊同じ女性で同年代なので、とてもわかりやすく、心に残りました。
＊”人は変われる”という事を教えていただいたように思います。
＊当社にも色々当てはまっている所があり、参考にしたいところがあった。
＊色々とヒントを頂きました。話がわかりやすくて面白かったです。

＊多様な働き型でビジネスに繋がることができるという事例は参考にしたい。「働く人の幸せが会社を大
きくする」ことができるのですね。

＊四国がこのような形で元気に力をつけて地域を活性化していくことが、地域だけでなく社会の為になる
ように、今後も学び続けたいと思います。

＊当社も残業について考え、取り組んでいる所なので、参考になり、当社でも広めていきたいなと思いま
した。



【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成27年3月6日（金曜）に、「第4回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。
受賞企業は以下のとおりです。
また今回は、第4回の同大賞表彰式の開催に併せて、社員活用・女性活用に先進的に取り組んでいる
株式会社天彦産業代表取締役社長・樋口友夫氏をお招きし、記念講演を行っていただきました。
「第4回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞企業は以下のとおりです。

四国経済産業局長賞

四国管財株式会社

『社員の「夢」の実現を会社が本気でサポート！「夢」を追う社員が顧客の感動するサービスを創る！』

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

株式会社あわしま堂

『美味しさつくり、「笑顔」つくり！社員の「笑顔」が顧客の感動するダントツ商品を生む！』

http://www.shikokukanzai.co.jp/
http://www.awashimado.co.jp/


【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

有限会社協同回収

『すべての社員が会社にとって重要な「存在」！障がい者や高齢者の社員が生き生きと働き続ける！』

奨励賞

市岡製菓株式会社

『21世紀は女性の時代！女性社員が夢と権限を持ちながら働ける会社！』

http://9410.co.jp/
http://www.ichioka-seika.co.jp/


【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

会場の様子を写真にてご紹介いたします。

四国経済産業局長賞、四国管財株式会社の受賞の様子です！

表彰式の会場風景（１） 表彰式の会場風景（２） 審査員講評の様子

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ



【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小機構四国本部長賞、株式会社あわしま堂の受賞の様子です！

記念写真撮影の様子 動画発表

記念品授与の様子 代表者スピーチ



【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

中小機構四国本部長賞、有限会社協同回収の受賞の様子です！

記念写真撮影の様子 表彰状授与の様子

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ



【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞、市岡製菓株式会社の受賞の様子です！

女性社員の活躍で注目され、安倍首相も訪問した株式会社天彦産業の
樋口代表取締役に記念講演いただきました！

代表者スピーチ 社員の方のスピーチ

記念写真撮影 表彰状授与の様子

記念講演の様子（１） 記念講演の様子（２） 記念講演の様子（３）



【開催報告】第4回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

多くの出席者から満足の声を頂きましたので一部をご紹介いたします！

＊目指すべき会社への取り組み等本当に参考になりました。

＊「役にたっていること、必要とされること」が幸福の本質とのお話が勉強になった。経営とは、「会社と家
族を近づけること」のお話は、目からウロコだった。
＊イチ社員からの立場ですが、こういう会社を私もつくらないと自社を永続させられないと感じました。
＊社員第1主義という言葉が印象に残った。

＊人材育成の仕事について、これから動いていく身として、とても感化される理念や言葉があり、大変良
かった。
＊女性の活用について、とても勉強になりました。人間らしい企業で素晴らしいです。

＊会社と家族の距離の大切さが分かりました。仕事を家庭に持ち込みたくなかったですが、そうでないと
思いました。
＊社員を幸せにすることが、会社の業績、顧客の幸せにつながるということが強く伝わってきた。
＊下らぬ制度を作るより、実行できる条件を整える（風土を作る）ことが重要であるとの主張に賛同する。
＊時におもしろく、時に熱く、素晴らしい講演でした。

＊すばらしい会でした。特に、協同回収の代表の方の“あいさつ”は感動的だった。ありがとうございまし
た。
＊本当に感動の連続でした。ありがとうございました。

表彰式当日のプログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式
第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式
第3部 記念講演「社員一人ひとりが輝く“いい会社づくり”とは？」

株式会社天彦産業 代表取締役 樋口 友夫 氏

【 講師プロフィール 】
1949年滋賀県生まれ。1973年近畿大学商経学部卒業後、アサヒスティール株式会社（現 株式会社メタ
ルワン特殊鋼）入社。1977年株式会社天彦産業に入社。1987年同社取締役、1997年同社専務取締役を
経て、2005年に同社代表取締役社長に就任。
同社は、約140年の歴史を持つ特殊鋼の加工販売企業。近江商人の三方よしの精神を継承し、経営理念

に“社員第一主義”、“３Ｈ（自らの幸福、家族の幸福、会社の幸福）”を掲げ、社員一人一人の幸福追求に
より、社内に助け合いの風土を醸成。2008年、語学が堪能な女性チームによる海外向けウェブ販売事業
を立ち上げ、業界初のサービスにより新規取引先の獲得に成功し、海外売上比率を倍増。2012年には
「ダイバーシティ経営100選」（経済産業省）に選定、法政大学大学院坂本光司教授の著書「なぜこの会社
に人財が集まるのか」（商業界）でも紹介されている。



【開催報告】第3回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第3回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成26年3月7日（金曜）に、「第3回四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。受賞
企業は以下のとおりです。

また今回は、第３回の同大賞表彰式の開催に併せて、「日本でいちばん大切にしたい会社」で紹介され
ている日本理化学工業株式会社会長大山泰弘氏をお招きし、記念講演を行っていただきました。
「第3回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞企業は以下のとおりです。

四国経済産業局長賞

大豊産業株式会社

『「人づくり」を通じて、全社員の物心両面の幸福を目指して社会に貢献！』

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

ウインテック株式会社

『社員の誇りを育て、協力会社とともに成長「一流のものづくり」のために！』

http://www.taihos.co.jp/
http://www.wintec-japan.jp/


奨励賞

株式会社 トーカイ

『「明るく！楽しく！元気よく！」働ける組織を目指して』

当日の表彰式の様子を写真にてご紹介いたします！

【開催報告】第3回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

（１）表彰式の開始

（２）審査員代表による講評の様子 （３）大豊産業の賞状授与の様子

（４）大豊産業の記念楯授与の様子 （５）大豊産業の記念撮影の様子

http://www.to-kai.co.jp/


【開催報告】第3回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

当日の表彰式の様子を写真にてご紹介いたします！

（６）大豊産業の乾社長に代表者スピーチを
行っていただきました

（７）大豊産業の社員の方にもスピーチいただきました

（８）ウインテックの賞状授与の様子

（９）ウインテックの記念撮影の様子

（１０）ウインテックの記念撮影の様子 （１１）ウインテックの駄場元社長に代表者スピーチを
行っていただきました



【開催報告】第3回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

当日の表彰式の様子を写真にてご紹介いたします！

（１２）ウインテックの社員の方にもスピーチいただ
きました

（１３）トーカイの賞状授与の様子

（１４）トーカイの記念撮影の様子 （１５）トーカイの山田社長に代表者スピーチを
行っていただきました

（１６）トーカイの社員の方にもスピーチいただ
きました

（１７）日本理化学工業の大山社長に記念講演を行って
いただきました



【開催報告】第3回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

表彰式プログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式
第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式
第3部 記念講演「働く幸せ─仕事でいちばん大切なこと─」

講師 日本理化学工業株式会社会長 大山泰弘氏

【講師プロフィール】
1932年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、病身の父の後を継ぐべく、1937年創業の日本理化学工
業株式会社に入社。
1974年、社長に就任。2008年から現職。1960年、はじめて知的障がい者を雇用して以来、一貫して障が
い者雇用を推し進めてきた。
1975年には、川崎市に日本初の知的障がい者多数雇用モデル工場を建設。現在、76人の社員のうち57
人が知的障がい者
（障がい者雇用割合約7割）。製造ラインをほぼ100％知的障がい者のみで稼動できるよう、工程にさまざ
まな工夫を凝らしている。こうした経営が評価され、2009年、渋沢栄一賞を受賞。



【開催報告】第2回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第2回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞者が決定！

平成２５年３月９日（金曜）に、「第2回四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式を行いました。受
賞企業は以下のとおりです。

また今回は、「第１回 日本でいちばん大切にしたい会社大賞」を受賞された、株式会社日本レーザー、
代表取締役の近藤浩宣之氏に記念講演を行っていただきました。
「第2回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞」の受賞企業は以下のとおりです。

四国経済産業局長賞受賞

日本食研ホールディングス株式会社
エンジョイビジネス！ 社員一人ひとりが自立し、仕事を心から楽しめる会社に』

中小企業基盤整備機構四国本部長賞

株式会社スワニー

『自分のために 社会のために 世界のために 羽ばたく、ものづくり精神』

http://www.nihonshokken.co.jp/
http://www.swany.co.jp/


【開催報告】第2回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

表彰式の様子

表彰式プログラム

第1部 四国産業技術大賞 表彰式
第2部 四国でいちばん大切にしたい会社大賞 表彰式
第3部 記念講演「夢と志の経営 ─社員の成長が企業の成長―」株式会社
日本レーザー 代表取締役社長 近藤 宣之氏

表彰式の様子

四国経済産業局長賞を受賞した日本食研ホールディングス株式会社

中小企業基盤整備機構四国本部長賞を受賞した株式会社スワニー

【基調講演】株式会社日本レーザー 代表取締役社長 近藤 宣之氏

近藤 宣之氏による
基調講演の様子

＜株式会社日本レーザーについて＞
昭和43年設立。

レーザー専門商社の草分けとして海外最先端のレーザー、光の技
術・製品を扱う技術商社。
「社員の満足が企業の成長につながる」と代表取締役社長近藤宣之

氏の理念のもと、常に社員が満足できる企業を目指した経営とお客様
に満足いただける製品開発に取り組んでおり、創業43年で年商40億円
をあげる。
平成23年に第1回「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」で中小企
業庁長官賞を受賞。

大沢社長のビデオレター 記念撮影 スピーチ（社員の方より）

表彰状と記念品授与 記念撮影 スピーチ（代表者と社員の方より）



【開催報告】第1回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

第１回 表彰式

平成２４年３月９日（金曜）に、『第１回四国でいちばん大切にしたい会社大
賞』表彰式を行いました。
受賞企業は下のとおりです。

また今回は、「日本でいちばん大切にしたい会社」の著者で、「日本でいち
ばん大切にしたい会社大賞」の審査委員長も務めていらっしゃる坂本光司
氏に記念講演を行っていただきました。

坂本 光司 氏

四国経済産業局長賞受賞

介護靴製造 （香川県さぬき市）
平成7年に高齢者の転倒しにくいシューズ「あゆみ」の開発をスタートし、以

来、片足・左右サイズ違い販売やパーツオーダーシステムなど、お客様ニー
ズを最大限追求したサービスを通じて、ケアシューズ部門で日本一のシェアを
獲得している。

全社員が作成し商品に添える「真心のはがき」やアンケートの活用により、
心のこもった双方向コミュニケーションを展開しており、お客様からは1年間に
約2万通のサンキューレターが寄せられている。

また、経営計画を全社員で作成することで、「社会への貢献」「社員の幸福
の追求」という経営理念をきめ細かく浸透させ、社員と社長の間に強い信頼
関係が構築されており、情操教育や地域社会等への貢献など、一人一人が
経営者のマインドを持ち、主体性を持って行動できる社員が育っている。

徳武産業株式会社

中小企業基盤整備機構四国支部長賞

ファスナー（ナットなど）製造 （徳島県徳島市）
大正12年の創業以来、徳島に生産拠点を構え、微細加工・冷間鍛造など
独自技術を活かした『ファスナー(ナットなど)』を製造し、正解中の自動車、
航空機、家電などの業界に供給している。

現社長の熱意で、社員との地道なコミュニケーションを繰り返して短期間
で組織風土を改善し、長時間の朝礼や書くことを重視した人材育成、全社
員とのメール交換などにより、社内コミュニケーションを深め、理念の浸透を
図っている。

また、全社員が自分自身の進むべき高校・目的と目標を明確にして、生産
性の向上につなげており、社員満足度も極めて高い。

障害者雇用、トライアル雇用をはじめとして地域の雇用促進と正社員比率
の拡大に努めるほか、育児サポートにも積極的に取り組んでいる。

西精工株式会社

http://www.tokutake.co.jp/
http://www.nishi-seiko.co.jp/


【開催報告】第1回「四国でいちばん大切にしたい会社大賞」表彰式

奨励賞

不動産賃貸仲介・管理 （高知県高知市）
平成14年に創立、現在高知県内に3店舗展開し、アパート・マンショ
ンなどの賃貸仲介及び管理業を展開している。

社員全員の参画で経営理念を確立し、「社員一人一人が主役の会
社」を目指してノルマ無し、歩合無し、命令無しのフラットで風通しのよ
い経営を実践しており、コミュニケーションとチームワークの良い企業
風土が定着している。

また、子育てサポートの充実にも積極的に取り組んでおり、働きやす
い環境を整備することで社員の活力を生み出している。明るく笑顔と
活気溢れる店舗を訪れるリピート顧客・紹介顧客も多く、加盟する全
国ネットワークの顧客満足度調査では同社の複数のスタッフが上位選
出されている。

株式会社ファースト・コラボレーション

http://www.first-1.jp/

