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介護短時間勤務 介護短時間勤務は、5・6・7 時間の中から勤務時間を選択することが可能。

さらに申出をすれば、介護期間中は所定外労働が免除される。 

有給休暇 

積立制度 

最高で 30 日まで特別有給休暇とし、家族の病気看護（子の看護含む）・介護

について使用できる。 

配偶者出産休暇 出産日前後を通算して連続 3 日までの取得ができる。 

勤務地関係 
特に制度はないが、育児などの理由がある従業員については、保育所などの

関係で便がよい店舗を勤務地にするように配慮している。 

経済的支援 

家族の介護を行う者が必要によりホームヘルパーなどを依頼した場合は、1

日につき 3,000 円、年間 50 日を限度に看護料の補助を行っている。また、社

内に共済貸付金制度があるが、本人及び家族に療養が必要であり、療養に関

する緊急の臨時支出の際には 1人 10万円を限度として、資金を融資している。

再雇用制度 
妊娠・出産、育児、介護などで退職した者のために再雇用制度があり、再雇

用の実績がある。 

その他 
年次有給休暇は取得事由に応じて柔軟に取得できるよう半日単位で取得で

きる。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1991 年 
育児休業法の制定に伴い、労働組合から育児休業など制度化の要望浮上。制

度化。 

2002 年 6 月 労働時間管理委員会設立。 

2003 年 ファミリー・フレンドリー企業表彰兵庫労働局長賞受賞。 

2005 年 7 月 
次世代育成支援行動計画策定、次世代育成支援委員会設立。 

サービス労働撲滅宣言。 

 育児・介護休業、育児・介護短時間勤務制度は、育児休業法制定時に、労働組合（女性

部会あり）から、春の制度要求として上がってきたものを会社が制度化した。 

 創業者に「企業は人なり」という考えがあり、育児・介護休業などの制度はその考えに

基づいて承認されたものである。 

 育児・介護に関する制度は長年運用されてきたが、次世代育成支援行動計画の策定を機

に委員会を立ち上げた。月 1 回のペースで労働組合側代表者 2 名、労務グループ 2 名、

チェッカートレーナー1 名が集まり、育休取得者、短時間勤務者などを委員会に招き話

を聞くなどして、目標を達成するため、またより効果的に運用するための検討をしてい

る。また、労働時間の問題については、別途、労働時間管理委員会があり、その中で残

業時間を減らすための仕組みの検討などを行っている。 

◆育児休業 

 【期間】子どもが満 1 歳になる月末まで。もしくは満 1 歳になった後、保育所に空きが

ない場合などは、１歳 6 ヶ月まで。 

 【対象者】正規従業員だけではなく、パート従業員も対象としている。しかし、パート

従業員では育児休業をとってまで仕事を続けようと考えている人が少ないためか、妊

娠・出産を期に辞めていく人が多い。 
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 【育休取得の手続き】育児休業取得申請書を上司経由で総務グループ部宛に提出しても

らっている。 

 【職場復帰】育休後は原則として原職復帰。但し、本人が配置転換を希望する場合には

対応するようにしている。これまでの取得者は大半がチェッカーであったので、原職復

帰。売り場担当の取得者が、出産前に荷物などを運ぶのが困難になるため、一時的にチ

ェッカーに配置転換を希望し、認められたことがあった。なお部署変更がある場合には、

本部の労務チームと現場の上司と本人との間で面談を行う。 

 【復職支援】復帰直前に育児休業取得者に、子どもの保育所への入所状況などについて

本部より問い合わせの電話を入れている。なお、休職中は社内報を送付している。 

 【代替要員・業務量調整】育児休業取得者・短時間勤務者が出る場合の対応策は、各店

舗の総人員の中でとってもらっている。店舗内で人員的な不足が出てしまう場合には、

各店舗でパート・アルバイトなどの募集を行い、調整している。チェッカーが足りない

時間帯などは、他部門からの応援を仰ぐなどによって調整することもある。 

 【休業中の経済的支援】雇用保険から育児休業給付金が支給されるのみ。 

 【人事考課への影響】3 ヶ月未満の休業の場合は、通常通りであるが、休業期間が 3 ヶ

月を超える場合には、賃金改定を行わない。 

 【利用状況】これまでの取得者は全員が女性で、主にチェッカーで、正規従業員。2005

年 12 月現在、育児休業取得者は妊娠・出産した女性の 7 割程度。人数としては、2001

年 4 月 1 日～2005 年 12 月 31 日で 48 名（この数字は正規従業員のみ）。取得者は復帰す

る人がほぼ 100％。初めはそれほど数は多くなかったが、制度定着に伴い年々取得者数

が増えてきており、現在では各店舗に複数の育児休業取得者がいるような状況も生じて

きている。 

 【課題】育休制度について従業員の間での認知度が低いことが課題。管理職については

年 1 回開催される店長や労組代表者の勉強会で制度についての説明を行っているが、現

場レベルには社内報での周知にとどまっている。そのため、妊娠して初めて社内規定な

どを読み、育児休業制度があることを知ったという人も中にはいた。男性の育児休業取

得を次世代育成支援行動計画の中で目標として掲げているが、男性に取得してもらうた

めにはより一層の制度周知が必要。 

◆育児短時間勤務 

 【期間】子どもが小学校入学まで。 

 【対象者】正規従業員のみが対象。5・6・7 時間勤務の中から選択可能。 

 【利用状況】2005 年 12 月 31 日現在、合計 25 名が短時間勤務制度を利用中。内訳は 5 時

間勤務：9 名、6 時間勤務 14 名、7 時間勤務 2 名（この中には介護短時間勤務制度利用

者も含む）。育児休業取得者のほぼ全てが短時間勤務を利用している。 

 【処遇】勤務時間の減少した分について、賃金・賞与が減額される。 

 【課題】育児短時間勤務制度利用者に話を聞いたところ、小学校に入ったら 8 時間勤務

に戻ってしまうので、継続するのが難しく、仕事を辞めようかと思うという意見もあり、

より制度を利用しやすいようにするために、次世代育成支援委員会で期間の延長も含め

検討している。 
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◆介護休業／介護短時間勤務 

 【期間】1 人の家族につき、休業と短時間勤務の期間を合わせて通算で 1 年まで。 

 【対象者】介護休業は正規・非正規を問わないが、短時間勤務は正規従業員のみが対象。

5・6・7 時間勤務の中から選択可能。 

 【利用状況】2005 年 12 月 31 日現在、介護休業の取得者は 1 名で、過去の取得者数を含

めると合計 5 名が介護休業を利用している。うち男性の取得者は 3 名おり、そのうちの

1 名は店長でありながら、短時間勤務も利用し、本人希望に基づき配置転換も行った。 

 【処遇】勤務時間の減少した分について、賃金・賞与が減額される。 

◆就業時間の見直し 

 もともとシフト勤務としていることもあり、時間外労働の少ない会社ではあったが、労

使の代表者が参加する労働時間委員会を月 1 回開催し、業務改善・業務の効率化につい

ての話し合いを行っている。 

 2005 年 7 月にはトップ自らが「サービス労働撲滅宣言」を全店舗に告知、その後も繰り

返し告知してきており、就業時間の見直しを図っている。 

◆施策の効果 

 数値の上で目に見えた効果があるわけではないが、次世代育成関連のテーマで兵庫県、

伊丹市など自治体との関わりをもつことが多くなり、社会的認知度が上がっているよう

に思える。 

 子育てを経験している従業員が増えることにより、食育に関する提案ができる従業員が

増えてきているように感じられる。 

◆施策の課題 

 今後とも制度をより利用しやすくするために、また次世代育成支援行動計画の目標（①

女性の育児休業取得率 7 割、男性の育児休業取得者 1 名、②制度の見直し委員会をつく

る、③職場体験の機会を広げる）を達成するために、次世代育成支援委員会を設けて月

1 回話し合いを続けている。短時間勤務制度の利用可能期間の延長なども含めて議題に

は上がっている。また男性の育児休業取得者をどのようにして出すかが課題。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 12日） 

 

株式会社　新生銀行
 

◆会社概要 

事業内容 銀行業務 証券業務 信託業務 

所在地 本店：東京都千代田区 支店：国内 29 ヶ所 海外 1 ヶ所 

設立年 1952 年 

資本金 4,512 億 9,600 万円（連結、2005 年 3 月期） 

経常利益 544 億 5,400 万円（連結、2005 年 3 月期） 
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従業員数 
2,152 名 男性 1,133 名（52.6％） 女性 919 名（42.7％） 外国人 100 名（2005

年 9 月末） 

同平均年齢 37.3 歳 

同平均勤続年数 － 

特記事項 
旧日本長期信用銀行。一時国有化を経て 2000 年 3 月より外資系銀行として再

出発、同年 6 月より「新生銀行」に名称変更。 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

介護休業 
育児休業は子が満 2 歳まで。所得補填なし。 

短時間勤務等 

子が満 3 歳まで、①1 日 2 時間または 1 時間の勤務時間短縮、②1 時間の時差

勤務が可能（定時は 8:50～17:10）。勤務時間短縮分の給与はなし。子が小学

校 4 年生までに対象拡大を検討中。また 1 歳未満の子をもつ女性従業員には

1 日 2 回各 30 分の育児時間を付与（短時間勤務・時差勤務との組合せも可）。

休暇関係 

看護休暇（無給）が年 5 日。もっとも平均的な有給休暇消化日数が年間付与

日数 25 日のうち 12～13 日であるため、無給である看護休暇の存在意義は薄

い。 

事業所内 

保育施設 

本店内託児所「ひびや Kids Park」。定員 25 名。営業時間 8:00～19:00（最大延

長 21:00 まで）。利用料無料（食事代など実費を除く）。 

働き方の見直し 残業削減週間が年 2 回。研修、事務の IT 化などにより業務効率化を推進。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

2000 年 3 月 一時国有化終了、外資を導入した新銀行に。八城政基社長就任。 

2000 年 7 月 人事制度変更。総合職、一般職の区分を廃止。 

2003 年 5 月 八代社長より事業所内託児所を設置するよう指示。 

2003 年 9 月 本店に託児所「ひびや Kids Park」を設置。邦銀初の事業所内託児所。 

2003 年 10 月 ウィメンズ・リーダーシップ・プロジェクト開始（正式開始は 12 月）。 

2004 年 11 月 託児所拡張。定員を 15 名から 25 名に増員。 

2004 年 12 月 託児所利用者に自動車通勤を許可。 

 新生銀行のワーク・ライフ・バランス施策の象徴である事業所内託児所「ひびや Kids Park」

は、従業員の育児と仕事の両立を支援するため設置された。直後に開始された「ウィメ

ンズ・リーダーシップ・プロジェクト」（後述）と関連して位置付けられる。 

 託児所設置は、八城社長（当時）の強い意向の下、社長の指示からわずか 4 ヶ月で設置

された。八城社長は一貫して外資系企業に勤務してきたビジネスマンで、米国には事業

所内託児所が多いことから、かねてから託児所設置の案を温めていた。 

 ウィメンズ・リーダーシップ・プロジェクトは、積極的な女性登用を目的とするもので、

具体的には、①研修（女性管理職対象のリーダーシップ研修及び女性の部下をもつ管理

職対象の研修）、②イブニングセミナー（女性従業員間のコミュニケーション促進・意識

向上を目的とした月 1 回のフリーディスカッションの場）、③託児所――が 3 本柱となっ

ている。本プロジェクトも八城社長のイニシアティブによるもので、全行的には女性従
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業員は 4 割いるにも関わらず役職者（係長以上）に限ると 1 割しかいないという状況に

対する社長の危機感に端を発したとされる。 

 託児所以外のワーク・ライフ・バランス施策としては、育児休業期間が法定より半年長

い（2 年間。法定は 1 年 6 ヶ月）程度で、特に注力しているものはない。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 託児所設置の目的は、①仕事と育児の両立支援、②それによる優秀な人材の損失回避や

採用、③企業イメージの向上――である。もっとも、明確・定量的な効果を期待したわ

けではなく、根本的な動機は経営者の「価値観」「ポリシー」といったものである。定量

的な損得勘定をすれば、決して得になるものではない。 

 もともと転職率の高い職場であるため、結婚・出産ゆえに女性の離職率が特別に高いと

いう感覚や、そのため女性の採用を抑えたいという発想はもっていない。採用において

は、転職者市場には男性が多いので、新卒ではむしろ女性で優秀な人材を確保したい。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 託児所設置は経営者のトップダウンによって行われたものであり、従業員側からの発案

ではない。もっとも従業員側から設置に対する批判は特になかった。 

 設置前に従業員に対するアンケートは実施された。託児所ができた場合子どもを預けた

いかという質問（託児所利用対象となる子がいる従業員に限定せず）に対しては、「是非

預けたい」26.8％、「できれば預けたい、事情によっては避けたい」43.8％、「預けるつも

りはない」23.7％という回答であった。また、利用する際に考慮する条件や希望として

は、「時差出勤・フレックス制の導入」「保育内容」「充実した保育施設」「一時預かりの

受け入れ」「料金の補助など」が挙げられた。 

◆事業所内託児所 

 【設置・運営方法】初期投資 4,000 万円強を投じて設置。21 世紀職業財団及びこども未

来財団の補助金は、利用対象者を未就学児としなければならないなどの制約があったた

め、検討するも申請せず。運営は年間 3,000 万円弱でピジョンハーツ社に委託（場所代、

光熱費などは含まず）。利用時間は 8:00～19:00（最大延長 21:00 まで）。利用料は、従業

員に対する福利厚生という位置付けゆえ、食費などの実費を除いて無料。 

 【対象者】3 歳未満の子をもつ一般従業員。年齢制限が比較的低めなのは、産育休が明

けてから保育所が手配できるまでの「つなぎ期間」において従業員の育児と仕事の両立

を支援する施設として、託児所を位置付けていることに因る。出生後 3 年間もあれば認

可保育所に入所することは困難ではなく（3 歳児からは認可保育所の定員も拡大）、それ

までの「つなぎ期間」での保育を会社が用意することで従業員は計画通りの職場復帰が

容易となる。また、乳児期に母乳を与えることも事業所内託児所なら可能である。託児

受け入れ期間を長くすると、託児所利用が一部従業員の「既得権益」化し、託児所の必

要性がより高い（認可保育所入所がより困難な 3 歳未満児をもつ）従業員が利用できな

くなる状況（「社内待機児」の発生）が危惧される。 

 【利用状況】一時預かりを含む利用者は 1 日平均 15～16 名（年末年始などは 20 名程度

に増える）。定期的預かり登録者は 20 名、一時預かり登録者は 40～50 名で、2～3 割が男
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性従業員、7～8 割が女性従業員。利用は設置前の予測より多く、そのため施設の拡張（140

㎡→230 ㎡）と定員の増員（15 名→25 名）を行った。設置当初、日本人従業員は利用を

尻込みしていた様子であったが、外国人従業員の積極利用が呼び水となって利用が拡大

した。平均利用者数と定員 25 名には差があり、かつ定員設定自体も施設面積からすれば

余裕があるが、保育の質の確保と「社内待機児」発生の回避のため、積極的に利用促進

を図ることは考えていない。 

 【利用支援策】都心に所在する社内託児所を利用する際の最大の障害は子連れの通勤で

あるが、託児所利用者の多くは時差勤務を利用して早く出社している（最大 1 時間繰り

上げて 7:50 からの勤務が可能。託児所は 8:00 から）。2004（平成 16）年 12 月からは託児

所利用者に限り自動車通勤を許可（本店駐車場にスペース 8 台分を確保。現在 5 台分が

利用されている）。 

 【設置の際の課題】託児所設置の際に困難であったのは、①既存ビル内に設置するがゆ

えの消防法などへの対応（避難経路の確保など）、②利用ルールの作成――などであった。 

◆育児休業 

 【利用状況】育休取得者は託児所設置前と比べて約 1.5 倍に増加（復職後のワーク・ラ

イフ・バランス支援策として託児所が有効）。育休取得の職場による偏りとしては、営業

セールス系では取りにくく、本部スタッフ系では取りやすいという傾向はあるが、営業

セールス系でも取っている従業員はいる。男性取得者は 1 人（現在取得中）。 

 【代替要員】育休取得者の代替要員を用意するか否か、用意する場合、派遣社員によっ

て充当するか従業員の異動を人事に要請するかは、全て現場におけるケースバイケース

の判断による。新生銀行は全社を 6 部門に分けた部門制を導入しており、採用や人事処

遇に関する権限は各部門に委ねている（部門をまたぐ異動は基本的にない）。 

 【復職支援】特別な復職支援策は今のところなく、資生堂の「wiwiw」のようなオンライ

ンサービスの導入を含め、制度を検討中。ウィメンズ・リーダーシップ・プロジェクト

と関連して行われている「ワーキング・マザーズ・ランチ」（育児と仕事を両立させたい

女性従業員間の自主的ネットワーク）には育休中の従業員も参加可能。 

 【所得補填】育休中の所得補填制度はない。「ノーワーク・ノーペイ」が原則である。 

◆その他 

 検討中のワーク・ライフ・バランス施策としては、家族の職場見学によってワーク・ラ

イフ・バランスを促すカルチャーを醸成しようという「ファミリー・デー」制度、時短

制度の拡大、育休取得者の復職支援などがある。ファミリー・デーは労組、時短制度拡

大は「ワーキング・マザーズ・ランチ」から要望されている。 

 全般的な働き方の見直しについては、年 2 回の残業削減週間、タイムマネジメント研修、

IT 化による事務手続きの効率化などが行われている程度で、特筆すべきことはない。 

 休暇取得促進の取組も特にないが、外国人従業員は長期休暇をよく取るので、全社的に

休暇が取りやすいカルチャーにはなってきている。 

◆施策の効果 

 託児所をはじめとするワーク・ライフ・バランス施策の効果かどうかは検証できないが、
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託児所の設置以後、新卒採用における女子学生の応募は 2～3 割増加している。直近の新

卒採用者の 8 割は女性となっている。 

 但し、上述の通り、託児所設置にしても明確・定量的な効果を期待したものではない。

根本的な動機は経営者の「価値観」「ポリシー」であり、損得勘定で行えるものではない。 

（インタビュー実施日：2005年 12月 14日） 

 

ミツカングループ
 

◆会社概要 

事業内容 食品製造（食酢、加工食品など） 

所在地 本社：愛知県半田市 その他事業所：国内外に多数 

設立年 1923 年 

経常利益 91 億円 

売上高 1,508 億円（2005 年度 2 月期/2004 年度） 

従業員数 

2,939 名 男性 1,741 名 女性 1,198 名 （インタビュー時） 

うち派遣社員・パート・嘱託 982 名 

うちグループ従業員 男性 1,318 名 女性 249 名  

カンパニー従業員 男性 302 名 女性 88 名  

派遣社員・パート・嘱託 男性 121 名 女性 861 名 

同平均年齢 

グループ従業員 男性 41.7 歳 女性 34.4 歳  

カンパニー従業員 男性 33.8 歳 女性 34.1 歳  

派遣社員・パート・嘱託 男性 49.9 歳 女性 42.3 歳 

同平均勤続年数 － 

特記事項 

カンパニー制を採用。社内においてグループ従業員、カンパニー従業員の区

別あり。グループ従業員とは、転勤を含めた従業員、カンパニー従業員は、

工場や物流現場の単位で採用するもので賃金体系・休暇などの体系がグルー

プ従業員と若干異なる。 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

育児休業期間中に雇用保険の 4 割に上乗せして、会社から賃金の 35％支給（92

年の育休法施行以前に産前産後休業中の援助措置に活用していた財源を転

用）。 

育児休業の期間は法定通り 1 年間、保育所に入れないなどの条件付で 6 ヶ月

延長可能（この期間は、賃金の 35％の支給はない）。 

欠員対策は各部署に委ねるが、期間雇用者やパート従業員を雇用して引き継

ぎし、育児休業取得者本人は原職復帰する。但し、部署によっては課題を共

有するなどして代替要員を置かない場合もある。 

看護・介護休業 

介護休業は 1 年間取得可能（無給）。 

入社 1 年に満たない従業員も介護休業の申し出ができる。 

子の看護休暇は、積立有給休暇制度の対象に加えられている。 
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フレックスタイム フレックスタイム制度（職種により適用：技術職、企画部、情報システム）

勤務地関係 
工場法人では個別に地域採用を実施し、コースによっては地域以外には原則

転勤なし。 

休暇関係 
半日有給休暇制度（年間 6 日まで）、積立有給休暇制度（年 5 日ずつ、40 日

まで） 

 工場法人での地域採用の制度は、ワーク・ライフ・バランスという観点から導入された

わけではなく、カンパニー制を導入する以前からの施策。地域の相場に根ざした賃金コ

ストという観点から始まったもの。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1980 年代後半 産前・産後休暇期間について会社から経済的支援を実施。 

1990 年頃～ 

人事施策に関して、将来的な労働力の減少が話題となり、高齢層の活用とと

もに女性の活用が必要との意識が生じる。 

法改正の動きに伴い、順次制度を拡大。 

1998 年頃 時間外勤務の制限を実施 

2001 年 ファミリー・フレンドリー企業愛知県労働局長賞受賞。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 育休法の施行以前から産前産後休暇期間について経済的支援を実施していたが、その頃

にはまだワーク・ライフ・バランス施策という意味合いで行っていたわけではない。労

使間の協議によって、産前産後休暇期間中の経済的な負担を軽減しようという観点から

始まった。 

 ワーク・ライフ・バランス施策については、明確な方針が示されたわけではないが、社

会の変化、求められる企業の義務、法律の制定などに合わせて順次制度を導入してきた。 

 雇用保険の 4 割支給にプラスして賃金の 35％を支給する制度導入は、産前・産後の負荷

の軽減、育休中の経済的負担の削減が目的。どうせ育休をとるなら復職してもらおうと

いう考えの下、育休中も所得を大幅に減らさないことにより、育休の取得と産後の職場

復帰をしやすくすることが狙いである。 

◆育児休業 

 【期間】原則 1 年間。保育所に入れないなどの条件付で 6 ヶ月延長可能（この期間は、

賃金の 35％の支給はない）。 

 【対象者】派遣社員を除く、嘱託・パート従業員を含めた全従業員対象。 

 【取得状況】1992（平成 4）年から 2006 年現在までで計 112 名が取得、うち男性 2 名。

女性の内訳は第一子出産時の取得者は 81 名で、第二子出産時の取得者は 28 名、第三子

は 1 名。制度を導入した 92 年当時から賃金の 35％の支給を行っているため、それによ

る増減の傾向は把握できない。 

 【育児休業取得者の傾向】女性の多い部署には取得者が多いが、そもそもいる女性の数

が多いので部署による取りやすさの違いは明らかでない。技術部門にも女性はおり、育

児休業を取得している。嘱託・パート従業員の取得者はいない。嘱託・パート従業員で

長期働く人もいるが、パートで勤める人などは、キャリアを経て、子育て後にパート従
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業員として働き出した人が多いことが背景にあると思われる。 

 【欠員対策】派遣社員、短期パート従業員を雇用し、欠員者の業務を引き継ぐ。部署内

で欠員者の業務を共有する場合もあるが、基本的に期間雇用者を雇用。技術職の場合に

おいて、欠員者の業務を期間雇用者が引き継げない時も、技術的な面では共有するが、

研究補助などの形で期間労働者を補うなどの方法が用いられる。 

 【育休取得者の評価】期間中は評価できないので、標準評価（ABB’CD のうち C）とし、

昇給・昇格の評価はその年度は止める形となる。育休から復帰後は、育休中の評価を含

めて行うため、昇格という面では同期より一年遅れることになる。 

◆介護休業 

 【期間】1 年間取得可能（無給）。入社 1 年に満たない従業員も介護休業の申し出ができ

る。 

 【対象者】派遣社員を除く、嘱託・パート従業員を含めた全従業員対象。 

 【取得状況】正規従業員の利用状況はこれまでの累計で数件にとどまっている。期間雇

用従業員は、配偶者のメインの収入がある人が多いので、利用比率は低く、退職を選ぶ

人が多い。 

◆短時間勤務･時差勤務 

 【期間】子が 3 歳まで時間外勤務免除を利用できる。 

 【対象者】派遣社員を除く、嘱託・パート従業員を含めた全従業員対象。 

 【利用状況】基本的にはグループ従業員またはカンパニー従業員が利用している。嘱託・

パートの従業員は、契約で定める勤務時間を変えれば対応できるので、制度の対象には

なっているが実際には活用されていないのが現状。 

◆残業削減の取組 

 【取組の経緯・目的】ワーク・ライフ・バランスという観点からではないが、業務の効

率化を図って残業を減らすために、労働時間管理を行い、残業時間を部署の重要管理項

目の一つとして取り扱う取組を実施している。2003 年に社会的に労働災害、賃金不払い

の問題が頻発したことが契機となった取組である。 

 【具体的な施策】労働時間管理を全社的に行い、残業時間が多い従業員については「レ

ッドカード」などとして把握されている。2003 年から、残業時間は重要管理項目の一つ

として取り扱い、毎月の部署の報告項目に組み込まれている。2003 年の制度導入時から

毎年、過重労働は管理職の責任であり労務管理上のリスクであることを伝えるため新任

管理職の研修に労務管理の講座を組み込み、管理職が率先して残業時間削減のための取

組を進めるよう指導している。また月に 1 回残業してはいけない日を各部署で設定して

いる（ノー残業デー）。 

 【効果】在社時間が減少し、早期の帰宅が従業員に定着してきている。この取組による

効率性の上昇を計る指標はないが、残業時間を管理の指標として見ていく中でまずは実

態の改善状況を評価している。 

◆施策の効果 

 育児者などについても能力がある人がぜひ復帰してもらいたいという思いで育休法施行
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以前から産前産後休暇中の経済的支援などを行ってきたが、それが現在実現され、優秀

な人材の定着がみられる。 

 企業の立場としては、会社にいるときは会社への精一杯の貢献を期待しつつ、一旦会社

を出れば自分の生活を大切にしてほしいという思いがあり、そういった生活を実現する

ことで社に対するロイヤルティをもっていただきたいという思いがある。 

◆施策の課題 

 制度を従業員にどのようにアナウンスしていくかが課題である。制度の有益な活用を望

むが、「とらないと損」ということで、制度の目的とは違う形で利用を望む人々も存在し

ており、そのような状況とのバランスをとっていく必要がある。 

 上記の点に伴い、従業員の意識を改革し、育児者など制度利用者と制度対象外の従業員

との間の対立意識を深刻化させないようにしていくことが課題。まだ導入していない勤

務時間短縮制度についても、導入検討に際しての懸念は、お金の問題だけではなく制度

の利用者と非利用者との意識の溝をどう解消していくかということにある。 

◆施策の導入・運用のポイント、成功要因 

 会社の考えとして「自立」や「主体性」を尊重する傾向があり、個々の従業員に対して

も「会社は従業員を成長させる器である」といった考え方が強い。すなわち、会社を活

用して個々人が自己を律しながら成長してほしいという考え方が諸施策の根底にある。 

 企業風土が全般的に「穏和」であり、制度取得について周囲の理解がある。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 19日） 

 

◆会社概要 

業種内容 化粧品製造・販売 

所在地 本社：東京都中央区 他の主要事業所：全国 5 ヶ所 

設立年 1872 年 

資本金 645 億円 

経常利益 6,389 億円 （連結、2005 年 3 月期） 

従業員数 3,126 名 男性 1,691 名 女性 1,435 名 （2005 年 4 月初） 

同平均年齢 － 

同平均勤続年数 男性 18.9 年 女性 17.2 年 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

育児休業制度：子が満 3 歳になるまでの期間内。2 回以上休業する場合は原

則として通算 5 年まで。休業中は無給。2005 年より有期契約社員にも適用。

短期育児休業：育児休業制度を改訂。開始日より連続 2 週間以内の短期の育

児休業については有給とした。 

育児休業の取得期間は、通常の育児休業制度内で長期か、短期（連続 2 週間

以内）かは事前に本人が選択。男性の取得促進を念頭に 2005 年に育児休業制

株式会社　資生堂
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度を改訂。 

介護休業 

介護休業制度：対象者は従業員の配偶者、子ども、父母、祖父母、従業員の

配偶者の父母、祖父母、同居しかつ扶養する兄弟姉妹、孫（有期契約社員の

場合、祖父母については同居しかつ扶養していることが条件）。対象者 1 人

につき回数制限なし（1 回 1 年以内）、通算 3 年まで。休業中は無給。1 ヶ月

以上にわたる介護休業を取得する従業員には、介護見舞金（固定月収の 2 ヶ

月分相当）を支給。 

短時間勤務等 

育児時間制度：本人または配偶者が出産した日から子どもが小学校に入学す

る直前の 3 月 31 日までの本人が希望する期間で、1 日 2 時間まで 30 分単位

で勤務時間短縮が可能。短縮時間分は無給だが、子が満 1 歳になるまで 1 日

1 時間分は有給。 

介護時間制度：対象者は従業員の配偶者、子ども、父母、従業員の配偶者の

父母、同居しかつ扶養する祖父母、兄弟姉妹、孫。1 日 2 時間以内、30 分単

位で勤務時間短縮が可能。対象者 1 人につき回数制限なし（1 回 1 年以内）、

通算 3 年まで。 

フレックスタイム：仕事の状況に合わせて毎日の始業・終業時刻を各自で決

められる制度。本社・研究所などの管理職を除く全従業員が対象。コアタイ

ムは本社の場合 10:00～14:45。 

休暇関係 

子ども看護休暇制度：有給休暇や積立休暇とは別に年 5 日まで。有給。対象

は有期契約社員を含む勤続 6 ヶ月以上の従業員で、未就学の子の病気・けが

の看護が必要な者。2005 年度新設。 

積立休暇制度：有効期限の切れた年休を 60 日を限度に積み立て、私傷病や家

族看護などのために利用可。有給扱い。出産が産前休暇開始より 6 週間以上

経過した場合の超過日、産後 6 週から 8 週までの無給部分、未就学の子の予

防接種及び健康診断にも利用可。 

経済的支援 

カフェテリア制度（選択型福利厚生制度）で経済的支援あり。 

毎年一人ひとりの従業員に一定ポイントを支給。それぞれのメニューに必要

なポイントがサービスを受けるとポイント消化される。 
保育所・学童保育への補助：6,000 円／月（15 ポイント消化） 

小学校 3 年生以下の子が利用したベビーシッターならびに託児所・保育所の

延長保育などの一時保育利用補助：4,000 円／回（10 ポイント消化） 

介護者派遣、介護用品・用具の購入・リース代補助：1,000 円で 5 ポイント消

化 

※ポイントの換算率は育児関係では 400 円、介護関係では 200 円となってい

る。この傾斜換算ルールは徐々に整備。 

事業所内 

保育施設 

事業所内保育施設「カンガルーム汐留」を 2003 年 9 月開設。企業が連携して

子育て環境を改善するという考えに基づき、趣旨賛同の近隣企業にも、定員

枠の一部を開放している。（趣旨賛同利用企業：ニチレイ、電通、日本 IBM、

朝日新聞社） 
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定員：常時保育 21 名、一時保育 10 名 

保育時間：8:00～19:00（20:00 まで延長可） 

料金：3 歳児未満 52,500 円／月  3 歳児以上 31,500 円／月 

   一時保育 1,050 円／時 

働き方の見直し 

「働き方見直しプロジェクト」を 2004 年 10 月に設置。 

結論を得たものから順次実施。 

・ 従業員対象に「働き方に関するアンケート」実施（2005 年 6 月） 

・ 人権研修などの機会を捉え「働き方見直し」について意識喚起 

・ 「働き方見直し月間」実施（2006 年 2～3 月） など 

育児休業者 

職場復帰支援 

「wiwiw」プログラム（インターネットサービス）の提供により、休業中のス

キルアップ講座提供、育休者同士や職場上司との情報交換促進や育児関連の

生活情報提供。 

情報提供 

（社内周知） 

「仕事と育児・介護の両立支援ガイドブック」 

「資生堂の次世代育成支援行動計画リーフレット」 

「資生堂の目指す男女共同参画」（ビデオ） 

を 2005 年 5 月に全従業員に配布、視聴。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1988 年 フレックスタイム制度導入。 

1990 年 育児休業制度導入（当初から期間は子が満 3 歳になるまで）。 

1991 年 育児時間制度導入。 

1993 年 介護休業制度、介護時間制度導入。 

1994 年 裁量労働制度導入。 

1997 年 企業行動宣言「THE SHISEIDO WAY」発表。 

1998 年 カフェテリア制度導入。 

1999 年 チャイルドケアプラン策定。 

2000 年 ジェンダーフリー推進活動、ポジティブ・アクション開始。 

2001 年 一般従業員処遇制度改訂。 

2002 年 wiwiw システム開発・導入。 

2003 年 事業所内保育施設「カンガルーム汐留」開設。 

2004 年 
次世代育成支援行動計画（ワーク・ライフ・バランス実現を目指すアクショ

ンプラン）策定。 

2005 年 育児休業制度改訂、子ども看護休暇制度導入。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 ワーク・ライフ・バランス実現を目指す“働き方の見直し”は、企業戦略である。ワー

ク・ライフ・バランスを推進する目的は「社員の成長と会社の業績アップ」。ワーク・ラ

イフ・バランス・サイクルは、①メリハリをつけて働き個人の自由裁量時間を創出→②

その裁量時間を地域・家庭・社会などに投資し多様な価値観に触れる→③多様な価値観

を取り込んで仕事に活かす→④仕事の価値創造力・生産性を高める→①（戻る）という
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のもの。 

 グローバル化の下での今後の企業経営において、仕事しか知らない、その他の価値観に

触れることのない従業員は、十分に貢献し得ない。従業員一人ひとりが仕事以外の生活

で何を得るかが大切である。時間生産性の向上が仕事以外の生活時間をつくり、また仕

事以外の生活が時間生産性を向上させて欲しい。個々の従業員が、自分の生き方をしっ

かりともち、自分の時間をコントロールしなければいけない。 

 従業員、特にグループの 7 割超を占める女性従業員の仕事（働きたいという意思）と生

活（育児、介護、勉強）の両立を支援することを重視しており、そのような思いが昔か

ら経営トップにあった。特に、女性従業員の 7 割、全従業員の 5 割を占める美容職社員

は専門職であり、育児などで退職を余儀なくされることは大きな損失である。女性の活

躍が資生堂の競争力の特長と言っても過言ではないと思う。 

 顧客も 9 割が女性であり、女性に受け入れられることが絶対命題の会社である。1872 年

の創業以来、経営者の DNA に「女性を生涯にわたって応援していく企業でありたい」

という思いがある。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 男女共同参画アクションプラン、次世代育成支援行動計画策定にあたり、組合にてアン

ケート調査を実施。その結果を共有し計画に反映。 

 また労組とはワーク・ライフ・バランス実現へ向け、随時意見交換や検討を続けており、

従業員側の声は上がってくる。 

◆育児休業・介護休業 

 【利用状況】2004 年度の延べ取得人数は、育児休業が 628 名、介護休業が 18 名。 

2005 年度になり短期の育児休業は 10 名（全て男性）が取得。 

 【代替要員・業務量調整】育児休業者の代替要員確保は、部門長・事業所責任者に一任

されている。業務量調整などについても部門長・事業所責任者に一任。 

 【職場復帰】原則として原職復帰。 

 【復職支援】wiwiw システムは、職場復帰へ向け、育児休業中に職場の上司や休業者同

士と「掲示板」「情報交換メール」で情報交換でき、いわゆる「浦島太郎状態」にさせず

復職後もモティベーション高く働けるようサポートしている。また、出産予定日・職場

復帰予定を入力することで、休業者の個別スケジュールにあわせてプログラムを選択で

き、「ワード講座」「エクセル講座」「パワーポイント講座」「ビジネス文書講座」「簿記基

礎講座」などのビジネススキルアップ講座も受講できる。 

 【給与、人事考課への影響】休業中は無給。また休業中は人事考課を行わず、休業前の

2 期、復職後の 1 期の計 3 期の考課を平均する。評価は成果主義であるので、休業をと

ったこと自体は考課に影響しない。 

◆短時間勤務･時差勤務 

 【利用状況】2004 年度の延べ取得人数は、育児時間制度が 512 名、介護時間制度が 6 名。 

 【利用者への対応】時短勤務者への対応ならびにグループ内での配慮・対応はグループ

リーダーのマネジメントに任される。グループリーダーのマネジメント力強化へ向け、
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ワーク・ライフ・バランスの視点を入れたマネジメント研修を実施している。 

 【給与、人事考課への影響】短縮時間分は無給。但し育児時間制度において子どもが満

1 歳になるまでは 1 日 1 時間分のみ有給。人事考課は成果主義であるので、時短勤務で

あることは考課に影響しない。 

◆事業所内保育施設 

 事業所内保育施設「カンガルーム汐留」（2003 年 9 月）開設の目的は、 

①銀座・汐留地区を中心とした東京圏で働く資生堂の子育て従業員のサポート 

②男女共同参画企業のシンボル施設としての役割 

③近隣・賛同企業との連携による「子育て環境改善」へ向けた社会啓発 

④仕事と育児の新しい関係性の探索（職と育の接近） 

⑤男性従業員の育児への積極参加の促進。 

 特長として、保護者がいつでも子どもの状況を見ることができるインターネットカメラ

設置、看護師の常駐。 

 利用状況は、2004 年度月平均実績で、常時保育 13 名、一時保育 6 名 

       2005 年度は 12 月現在で常時保育 21 名（定員枠拡大を申請） 

◆全般的な働き方の見直し 

 2004 年 10 月に「働き方見直しプロジェクト」を設置。長時間労働の是正、メリハリの

利いた働き方を実現する方策を検討し、結論を得たものから随時実施。三つの視点から

検討。 

① 著しく長い恒常的な超過勤務の解消 

・ 長時間超過勤務が恒常的な部門・事業所毎の要因分析と改善方法 

・ 時間コスト意識の徹底（残業の事前申請の徹底、部下の仕事実態把握、無駄な資料

削減など） 

・ 権限委譲の推進、裁量労働制度の拡大など 

② ライフスタイルに合わせた多様な働き方を可能にする制度の検討 

・ 短時間勤務、隔日勤務、ジョブ・シェアリング、自宅・最寄支社を利用したフレキ

シブルな場所での勤務など 

③ 企業競争力強化の視点からの働き方の見直し 

・ 働き方の見直しは従業員個人で取り組めることと、個人では限界があり当然会社と

して取り組むことがある。それぞれの取組を通じ、仕事の棚卸し、無駄の排除を行

う。 

 「資生堂の次世代育成支援行動計画」は「『ワーク・ライフ・バランス』実現をめざすア

クションプラン」との副題を付けている。それを実現するためには、まずもって「仕事

の在り方を見直し働き方を改革」していく必要があり、行動計画においてもこのテーマ

を一番に掲げアクション 1 とし推進していく。 

◆施策の効果 

 ワーク・ライフ・バランス実現を目指す当計画は現在も継続実施中であり、また、評価

指標や評価方法も確立しておらず、アクションプランの実施が業績面にどの程度貢献し
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ているのかは判断できない。しかし感覚としては、タイムマネジメントの浸透や部門に

よる「仕事の在り方見直し」などが進んでおり、着実に“働き方見直し”のキッカケが

芽生えてきていると感じる。 

 従業員のモラルは大きく上がっており、労組からの評価も高い。ワーク・ライフ・バラ

ンス実現を目指し推進する人事部、CSR 部と労組との関係も良好である。 

 女性管理職比率は、2000 年（4 月 1 日）の 5.3％から 2005 年（同）には 11.7％に上がった

（取締役 1 名、執行役員 1 名＝CSR 部長）。しかし女性従業員が 7 割超を占めることに照

らせば、まだまだ少ない。30％という目標値をもっている。 

◆施策の課題 

 ワーク・ライフ・バランスの推進においては、中間マネジメント層の理解、意識改革の

徹底が非常に重要である。会社は制度の活用など奨励するが、グループリーダーの理解

がなく、結局必要な制度も活用できないとなると「会社は綺麗事ばかり言っている」と

なり現場ではフラストレーションが高まりモティベーションが低下してしまう。そのた

めワーク・ライフ・バランスの視点を入れたマネジメント研修の充実を図っている。 

 女性従業員に働き続けるモティベーションをもってもらうにはキャリアプランが重要。

資生堂では、特に美容職のキャリアプランは重要であり、人事部を含め関連部門で検討

を進めている。 

◆施策の導入・運用のポイント、成功要因 

 ワーク・ライフ・バランス施策の推進においては、①経営トップの強い意志、②中間マ

ネジメントにおける徹底、③従業員への周知徹底――が重要である。 

 働き方の見直しは、現場に任せるのみならず、会社中枢が強力なリーダーシップを発揮

してトップダウンで進めなければならない面もある。資生堂では、これからの取組を、

次世代育成支援行動計画（ワーク・ライフ・バランス実現をめざすアクションプラン）

として明確化し、従業員に周知徹底（リーフレットの配布）することで会社の意志を伝

えている。また、この次世代育成支援行動計画は 1 年毎に進捗をチェックし、継続的に

PDCA を推進することとしている 

 次世代育成支援行動計画策定にあたっては、2004 年度「CSR 委員会」（副社長が委員長、

執行役員などが委員を務める政策決定委員会）を設置。CSR 委員会の下に、部門長級か

ら成る「男女共同参画部会」と「女性活用コミュニティ」を設置し、従業員にとって本

当に有効な計画の策定を目指した。 

 2005 年度からは、ワーク・ライフ・バランスを推進することを目的として、部門長を対

象とした男女共同参画部会を刷新した。 

 次世代育成支援行動計画＝アクションプランの進捗管理・見直しは、CSR 部や人事部が

中心となり「CSR 委員会」へ年度ごとに報告する。 

 ワーク・ライフ・バランス実現へ向けた取組を会社中枢と共有することで、従業員にも、

中間マネジメント層にもプラン実現は会社の経営戦略として理解され、そうした取組の

中から企業風土が改革される。 

 従業員に対しては、従業員が甘えるものとしてのワーク・ライフ・バランス推進では決

してないということを、ことある度に問題提起・意識喚起し自覚を求めている。 
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 「グループリーダー」定義を見直した。グループリーダーは“職階”ではなく“職務”

として若い従業員にも門戸が開かれた管理職ポストで 2 年の任期制（リーダー手当付与）、

任期満了後に再任とならなければ降格ではないがリーダー職を解かれるとするなど、処

遇改善とともに厳しさも求め「会社の取組は本気である」ことを人事制度改革で実践。 

 ワーク・ライフ・バランス実現への取組は「原因追求型」ではなく「問題解決型」の対

応が望ましい。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 11日） 

 

住友商事　株式会社
 

◆会社概要 

事業内容 総合商社 

所在地 本社：東京都中央区 その他事業所：国内外に多数 

設立年 1919 年 

資本金 2,193 億円 

経常利益 連結純利益 851 億円 

従業員数 
4,643 名 男性 3,750 名 女性 893 名 （2005 年） 

女性従業員のうち総合職 119 名（うち管理職 17 名） 事務職 774 名 

同平均年齢 － 

同平均勤続年数 総合職（男女）：約 18 年、事務職（ほぼ女性）：約 12 年（2005 年 4 月） 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

子が満 2 歳に達する日まで。 

配偶者要件の廃止（配偶者が常時子を養育できる状態であっても取得可能と

する）。 

介護休業 

家族 1 人につき要介護状態に至るごとに 1 度、通算 365 日を限度とする介護

休職を取得できる。 

海外駐在員用に海外の介護を行う NPO「海を越えるケアの手（シーケア）」

に法人として加入。 

短時間勤務等 
短時間勤務や就業時間の繰り上げ・繰り下げ、テレワーク制度などの柔軟な

勤務形態の導入の是非について検討中。 

勤務地関係 希望する従業員に対する勤務地限定制度の導入の是非について検討。 

休暇関係 
子の看護休業：例月給与と賞与を日割減額とせず、また半日単位の取得も可

能とする。 

経済的支援 
育児休業中もカフェテリアプランのポイントを付与、育児サービス費用の一

部に充当可能。 

働き方の見直し 

時間外勤務の削減のため、時間外勤務時間のモニタリング、注意喚起を実施。

全管理職を対象に「タイムマネジメント研修」を実施。 

非管理職層にはタイムマネジメント研修（スキル編）を実施。 
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情報提供 

情報誌配布：2006 年 5 月に全従業員にワーク・ライフ・バランスについての

小冊子を配布予定。 

社内イントラネットでワーク・ライフ・バランスについての情報提供を実施

（2005 年 10 月）。 

相談 

2005 年 4 月に住商アドミサービス株式会社と共同で『SCG カウンセリングセ

ンター』を立ち上げ、グループ各社従業員に向け、カウンセリングを中心と

したサービスの提供を開始。  

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

2005 年 人材育成促進会議の設置。 

2005 年 

AG Plan（2005～2006 年度の新中期経営計画）の策定。 

長期的な成長戦略遂行の要として、人材の確保・育成・活用を重要課題と位

置付け。 

2005 年 4 月 SCG カウンセリングセンター設置。 

2005 年 5 月 
「ワーク&ライフ・バランス推進プロジェクトチーム」を設置。 

「タイムマネジメント研修」開始。 

2005 年 10 月 社内イントラネットにワーク・ライフ・バランスのサイト設置。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 1996（平成 8）年の「銅不正取り引き巨額損失事件」で当時 3,000 億円の損失が出たこと

もあり、世間に先駆けてリストラを実施することができた。「事業の選択と集中」にも早

くから取り組み、現在では財務面では以前よりも改善されつつある。さらに企業として

持続的成長を目指す上で「人材」がボトルネックになりうると捉えている。 

 2005 年に策定した AG Plan（2005～2006 年度の新中期経営計画）では、成長戦略に即し

た「人材の確保・育成・活用」を最重要課題と位置付けており、これに関わる施策を多

面的に実行に移しつつある。 

 人材活用の考え方として、個人の保有能力を最大限に発揮し、「豊かさ」と「夢」を実現

してもらうことを目指す。自分自身が成長したいという気持ちをもち、それを上司がサ

ポートすることが、能力の最大発揮につながる。そのことが企業としての持続的な成長

戦略を支えていくと考えている。 

 成長戦略を推進していく上でボトルネックとなりうるのは「人材」であり、そのマネジ

メントをどう推進していくかという中でワーク・ライフ・バランスの考え方を取り入れ

ていくことが必要不可欠であると考えている。 

 AG Plan に則して、ワーク・ライフ・バランスについては人事部が提案した。「ワーク・

ライフ」の表示であると「仕事生活」と誤解されるため、社内で認知されるまでワーク

とライフの間に＆（アンド）を入れて、「ワーク＆ライフ・バランス」と称している。育

児を中心にした制度の充実からまずは開始した。 

 継続的な施策検討・推進のため「ワーク＆ライフ・バランス推進プロジェクトチーム」

を設置。チーム長を人事部長とし、チーム員には各部門の総括部の部長付（管理職）が

就任。女性や若手などアピール性のあるメンバーではなく、取組を現場に浸透させてい
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く観点から、まずは各部門の総括部の担当者からなる構成とした。 

 全社的にワーク・ライフ・バランスの考え方を浸透させるために「ワーク＆ライフ・バ

ランスポリシー」を策定した。その基本理念では、「社員一人ひとりの仕事を含めた生活

全体の充実が、活力を生み、新たな価値創造の原動力になる」と考え、「個々人の充実し

た生活の実現と更なる事業の発展につなげるために、多様な価値観・ライフスタイルを

尊重するワーク＆ライフ・バランスを推進し、豊かさと夢の実現に寄与する」としてい

る。 

 商社である特性から、従来から人材の「多様性」（ダイバーシティ）は既に実現されてい

る。したがって、ワーク・ライフ・バランスの推進は、「多様性」を生み出すことを主た

る目的とするものではなく、従業員一人ひとりがやる気をもっていきいきと働きながら

個人の成長が図られ、それが企業の成長につながることを目指すものである。 

 人材育成のために「研修商社」と異名をとるように年間通じて様々な研修を行っている。

OJT も重要と考え、様々な人材育成の施策を行っている。2005 年から社長が議長となっ

て「人材促進会議」（各部門の勤続 15 年前後の従業員から構成される）も設置している。

4 年前からは人事の予算の一部を部門へファンドとして渡して、部門独自の研修も行っ

ている。 

 人材の育成と活用を効果的に遂行するために、2006 年の 4 月に人事制度見直しを予定し

ている。「職能資格制度」が一部残っていたところを、「職務」ではなく「期待役割」に

基づく「グレード」付けを行う制度に変更する。ツールは人事が用意するが、上司が部

下の能力・経験に応じて部下の道行き・成長を真剣に考えて与えるストレッチした役割・

アサインメントに基づいてグレードを決定する。その期待役割を踏まえて適正な個人目

標を設定する。期待役割は例月給に反映され、個人目標は賞与に反映される。入社後 10

年間の人材育成上の位置付けを重要視しており、その間は評価に伴う、処遇差・昇進ス

ピードの差はつけない。最初の 4 年間は商社人の基礎を身につけるよう徹底的に教育す

る。残り 6 年間は海外勤務なども含めて二つ程度の異なった仕事をしてもらい、商社人

のプロとしての育成期間として位置付けている。11 年目以降は、年齢概念を一切払拭し

て上記の「期待役割」に基づく評価を行う。2006 年 4 月からは 60 歳定年後も 65 歳まで

希望者全員の雇用延長を行う。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 個別人事面談（入社 1 年目、2 年目）、階層別研修などで従業員から意見を聴取している。

女性からの意見聴取にも力を入れている。 

◆育児休職・介護休職 

 【利用状況】配偶者要件を撤廃しているが、育児休職の男性従業員の利用者は今までい

ない。現在、既婚者は女性従業員 893 名のうち約 120 名。育児休職は 1992 年の法律施行

から取り入れている。現在 20 名が育児休職（産前・産後）を利用している（ほとんどが

事務職だが、うち 1 名が管理職（2 回目の取得））。 

 育児休職の期限延長の前後で会社が育児休職の取得について積極的な考え方を示したた

め、ここ 1、2 年で育児休職取得者の数は飛躍的に増えた。以前は、現場での取り難い雰

囲気、退職へのリード、本人の遠慮などもあったと分析している。取得の成功事例が出
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てきたため広がった。利用状況には部門による偏りはない。 

 【代替要員・業務量調整】休職者が出た場合の対応は各部門に任せている。欠員補充は

派遣社員で対応するケースが一番多い。 

 【職場復帰・復職支援】原則として原職に復帰。産後の状況によっては、上司と話し合

いをしてもらい、本人の意向に配慮し、人事が新しい職場をみつけるように対応してい

る。 

 【給与、人事考課への影響】影響しない。非管理職は復職時点で同期相当に格付けし、

昇給・昇格の遅れはない。 

◆短時間勤務･時差勤務 

 短時間勤務や就業時間の繰り上げ・繰り下げなどの制度導入の是非については検討中。

商社のワークスタイルと合致するかどうかという観点から検討している。現在は制度が

なくても個別の事情に配慮している。 

◆働き方の見直し 

 2003 年 4 月より四半期ごとに部門・部署別の平均時間外勤務実績をモニタリングし、改

善が見られない部署に対する注意喚起を行っている。現場毎に適応した時間外勤務縮減

対策を推進している。 

 ワーク・ライフ・バランスを考える上でタイムマネジメント（働き方の見直し）は前提

であり重要である。昨年から外部講師を迎え、国内の全管理者必須の「タイムマネジメ

ント研修」を始めた。全管理者必須の研修は初の試みである。また若手層を対象に、同

講師による「タイムマネジメント（スキル）研修」を実施している。 

◆海外勤務 

 海外勤務については男女分け隔てなく行う。これまで女性の海外勤務に伴う就労継続に

ネックになったのは配偶者の問題がほとんどである。家庭の事情で海外勤務が困難な場

合、個別の人事として配慮する。 

 勤務地限定制度の検討もなされたが、それを実施することで逆に女性の地位をおとすこ

とになっては意図するところではないという結論に至った。配慮を必要とする人には個

別に対応する。 

◆相談 

 2005 年 4 月に設置したカウンセリングセンター（「SCG カウンセリングセンター」）はグ

ループ各社の従業員も利用できる。 

◆施策の効果 

 優秀な人材に継続的にいきいきと働いてもらう、働いてもらったことにリターンを与え

るという循環を構築し、会社の持続的成長につなげる。ワーク・ライフ・バランスは人

材マネジメントの根底でもなく、一部である。 

 今までの残業問題では、現場からは「ただ減らせばいい」という議論・認識しかなかっ

た。業務改革の中に、ワーク・ライフ・バランスのコンセプトを導入したことで、上司

から、また部下から、いろいろな場面でその言葉が出始めた。生活と調和した仕事のあ
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り方、業務改善について興味関心が生まれたことがうかがえる。2005 年 10 月に立ち上

げた社内イントラネットでの関連ページのアクセス数は 1 ヶ月 600 件あり、非常に多い

ことにも関心の高さがうかがえる。 

◆施策の課題 

 いろいろな社内の議論の場で「ワーク・ライフ・バランス」という言葉が出るようにな

るための意識付けが重要。現場に浸透させるには時間がかかる。 

 法令遵守という観点から法令がこうだからとやると、従業員は割り切るしかなく「やら

され感」が生じてしまう。割り切りから真の納得感は生まれにくい。 

 働き方の見直しは難しく、一般論をしっかり、繰り返し話をして、現場での実情に落と

し込んでもらうことにつきる。現場に押し付けはできない。できるだけ押し付けになら

ず、どのように意識付けるかが課題。 

 従業員から意見を出してもらいながら意識改革を進めるために、現在は各部門の総括部

担当者により構成されている「ワーク＆ライフ・バランス推進プロジェクトチーム」に

ついて、将来的には従業員参加型のプロジェクトチームに転換していくことを課題と捉

えている。 

◆施策の導入・運用のポイント、成功要因 

 新中期経営計画において長期的な成長戦略として「人材の確保・育成・活用」を重要課

題とし、その文脈の中でワーク・ライフ・バランス施策を推進している。ワーク・ライ

フ・バランスの推進について、企業の経営戦略の一環として明確に位置付けることによ

り、企業及び従業員双方にとってその意味付けが明確となった。 

 制度を整備することよりも、意識改革・浸透を重要視している。ワーク・ライフ・バラ

ンスについてはポリシーを作成し、従業員に理解してもらうため理念を決めている。 

 現場の実態を踏まえた施策の推進、制度導入を重視している。現場の実態にあわない制

度を導入しても現場からは反発が上がるだけである。各現場において人材の育成・活用

のあり方について考えてもらい、現場で解決しえない問題についてコーポレート人事で

枠組み・制度をつくることとしている。 

 個人の価値観に立ち入らない。特定の属性の従業員を特別視することなく、性差なく扱

うことを基本のスタンスとしている。女性活用の枠組みでは考えていない。制度は中立

であるべきで、ニーズがあれば個別に対応することを原則とする。ある固定的なケース

を前提とした制度（例えば住宅手当など）は廃止する。但し家族がいる人が家族事情に

よって仕事に影響する状況があるなら、できる範囲でその障害の除去に協力するという

スタンスである。 

 現場での意識改革や取組は各部門に任せている。制度を押し付けるのではなく、各現場

の実情に応じながら、個々人の「ワーク・ライフ・バランス」をお互いに尊重し、多様

な働き方を認め合えるようになることを目指している。 

（インタビュー実施日：2006年 2月 17日） 
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ニチレイグループ
 

◆会社概要 

事業内容 

（株）ニチレイ：持ち株会社 

（株）ニチレイフーズ：加工食品事業 

（株）ニチレイフィッシュ：水産・畜産事業 

（株）ニチレイロジグループ：低温物流事業 

（株）ニチレイバイオサイエンス：バイオサイエンス事業 

（株）ニチレイプロサーブ：シェアードサービス事業 

所在地 （株）ニチレイ本社：東京都中央区 

設立年 1945 年 

資本金 303 億 700 万円 

経常利益 4,614 億 2,600 万円（2005 年 3 月） 

従業員数 5,575 名 

同平均年齢 38.7 歳 男性 40.4 歳 女性 32.9 歳 

同平均勤続年数 16.5 年 男性 17.7 年 女性 12.2 年 

特記事項 グループ内の各事業会社はそれぞれ子会社、関連会社あり 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

産前産後休暇：産前 6 週、産後 8 週の休暇。14 週のうち 10 週は有給。 

配偶者出産に際しての慶弔休暇：配偶者の出産の際に 7 日の休暇。 

育児休業：1 年 6 ヶ月まで取得可能。産後休暇の後続けて取得する場合には、

その期間＋1 年 6 ヶ月の休業取得可能。 

時短・時差勤務 

短時間勤務：育児が事由の際は、子どもが小学校 4 年生になるまで、1 日あ

たり 2 時間半勤務時間の短縮が可能。期間中は短縮した分だけ給与カット。

時間外労働の制限：育児のために子どもが小学校 4 年生になるまでの時間外

労働の制限の請求権あり。 

勤務地関係 
在宅勤務：プロジェクトでのトライアル実施。育児・介護を事由とした場合

に限定。部分在宅勤務と完全在宅勤務があり。 

休暇関係 
子の看護休暇：未就学児を対象に、一日もしくは半日単位で有休とは別途 5

日まで無給で取得可能。但し、年次有給休暇への振替は可能。 

事業所内 

保育施設 
資生堂が運営する「カンガルーム汐留」に協賛。 

働き方の見直し 衛生委員会を中心として、長時間労働の見直しを実施。 

情報提供 

育児休業中にインターネットを活用したコミュニケーション、学習ができる

ツールとして資生堂が運営する「wiwiw」を活用。ニチレイ従業員専用の掲示

板もあり。 

相談 
ワーク・ライフ・バランスセンターとして、育児・介護・働き方などを含め

た相談窓口の設置。 
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OG 派遣制度 かつてニチレイで働いていた女性を派遣社員として登録し、現場に派遣。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1990 年代後半 経営危機に直面。 

2000 年 成果主義を導入。 

2000 年 従業員満足度調査の開始。 

2001 年 女性役職登用優遇措置の開始（2003 年まで）。 

2003 年 女性異業種合同キャリア研修の開始。 

2003 年 OG 派遣制度の案内送付、登録。 

2004 年 OG 派遣プロジェクト開始。 

2004 年 在宅勤務プロジェクトの検討・トライアル実施。 

2004 年～ ワーク・ライフ・バランス塾への参画。 

2005 年 社内横断プロジェクトで CSR について検討。 

2005 年 ワーク・ライフ・バランスセンターの設置。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 食品企業として戦後安定した発展を遂げてきた同社であったが、1990 年代に競争の波に

さらされ、構造改革の必要に迫られた。従来は土地・建物を多く保有していたことが強

みであったが、バブルに直面し、会社の資産としての「人財」に改めて着目した。 

 業績の回復を目指すために、「人財」による価値を最大限に生み出すことを目指し、成果

主義の導入を中心とする構造改革に取り組むようになった。 

 成果主義の導入にあたっては、従業員が高度な専門性によって付加価値を生み出し続け

るプロフェッショナル集団となるために、昇給・昇格と個人属性（年齢・性別・学歴）

との切り離しを行った。 

 同社でもかつては「人」も単なるオペレータとしてとらえられていたが、家庭・趣味・

地域などでも活躍できる「社会人間」と呼べるようなプロフェッショナルな人財を求め

る風潮に変わってきた。当時の人事部長（現会長）の発案で、人事に関する委員会が「人

財委員会」と呼ばれるようになったのも、人を大事にするという考え方の一つの表れで

ある。 

 構造改革を進める中で、まずは女性の積極登用（ポジティブ・アクション）などを行っ

てきたが、それだけでは女性を男性並みに働く方向に引き上げてきたにすぎなかったと

いう限界を感じ、女性だけではなく男性もまともな働き方をするべきであるという考え

方に至り、ニチレイグループの CSR である「六つの責任」の一つとして「働きがいの向

上（仕事と生活の両立）」を謳うようになった。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 構造改革を進める中で、2000 年より毎年 90 問の設問（内容は働き方についてだけでは

なく、賃金のことも含め多岐にわたっている）を設けた従業員満足度調査を実施した。 

 初回 2000 年に実施した調査の結果、男女間で職務満足度に大きな開きがあることが判明

し、経営階層が集う人財委員会の中で女性の満足度の低さと女性役職者の少なさに着目

して検討したところ、当時の手島社長の指示により、時限的なポジティブ・アクション
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（女性役職登用優遇措置）を実施することが決まった。 

 その後も継続的に実施している従業員満足度調査は、モニタリングのために活用してい

る。 

 また、女性登用優遇措置を利用して役職についた者に関しては、追跡アンケート調査を

行っており、その結果をその後の制度設計の参考にしている。さらに長時間労働の是正

のために人事部門と組合で協力し、全従業員に労働時間調査を行った。 

◆在宅勤務 

 【導入の経緯】2003 年 12 月に本社食品物流部に所属し、遠距離通勤をしている 2 名の女

性が妊娠と育児を理由に上司にフルタイムでは就業が困難との相談をする。当時の同社

の制度では、2 名が仕事を続けることは困難であり、所属長から人事部門への相談があ

った。ポジティブ・アクションの限界を感じていたところであったために、人事部門で

好機と考え、2004 年 3 月に対象者 2 名、上司 1 名、IT 責任者 1 名、人事 3 名による在宅

勤務プロジェクトを立ち上げ、検討を開始した。同年より順次トライアルを実施し、現

在は第 2 次のトライアルを日本テレワーク協会が実施している枠組みで実施中。 

 【対象者】妊娠・育児・介護などの特定事由がある者。育児の場合、小学校 4 年生まで

の子どもがいる従業員が対象。 

 【制度概要】部分在宅（1 週間あたり、1～2 日あるいは半日のみ在宅にて勤務）と完全

在宅（原則在宅にて勤務、但し週 1 日は出社）。 

 【運用状況】完全在宅の場合は、自宅に会社から貸与の形で IT 環境を整備し、イントラ

ネット上のメールもしくは日報で始業などを会社に告げるようにしている。部分在宅の

場合は、メールのみを自宅の PC に転送して作業を行う。 

 【利用状況】第 1 次トライアル時には、女性 2 名が完全在宅と女性 1 名が部分在宅を実

施。第 2 次トライアルでは、営業職 7 名が新規に参加。次世代育成支援対策推進法にお

ける行動計画の目標の一つとしても盛り込んでおり、本格実施を目指している。 

 【評価と課題】コストやセキュリティー面での心配もしたが、ほとんど問題はなかった。

但し、完全在宅になると、他の従業員とのコミュニケーションが不足となることが課題

ではあるものの、そのぶん出社した際には他の従業員と非常に多くコンタクトをとるこ

とになり、かえって相乗効果となっている側面もある。部分在宅では、週に 1 回だけで

も「お帰り」と言って帰宅時の子どもを迎えることができることは、親子ともども精神

的･時間的にも余裕がもててよいとの反応もある。また、営業職の場合は、顧客が自宅に

夜遅くまで電話や FAX をしてくるケースもあり、必ずしも全てがうまくいっているわけ

ではなく、場合によってはサテライトオフィスのようなものが必要になることもあり得

ると思われる。 

◆ＯＧ派遣 

 【実施の経緯】現場ごとに手配していた派遣社員を、採用･管理について人事部門経由に

すべく、ルートを一本化した。単に派遣会社の従業員を使うのではなく、かつて同社に

勤務していた人を雇ってはどうかという話になり、OG 派遣制度の実施を検討。2003 年

より OG 派遣制度の案内・登録希望者へのアンケートを送付し希望者を登録、2004 年か

ら OG 派遣プロジェクトを発足させ、2005 年より各分野に OG を派遣している。 
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 【利用方法】派遣社員などの人員補填を希望する部署が、人事部門に○○ができる人を

○名ほしいという要望を出し、それに対し人事部門で登録人材名簿の中からマッチング

を図る場合と、人事部門からこういう人材がいますよという情報を各事業会社に送るよ

うにして、現場で求める人材がいれば活用する場合とがある。現在の OG 派遣制度によ

り就業している者は 8 名。 

 【OG の身分】グループ会社の人事部門を担当するニチレイプロサーブに派遣社員とし

て登録をし、部署ごとの状況に応じて勤務時間を設定。給与は時間給となる。 

 【評価と課題】雇う側、雇われる側の双方とも非常に満足度は高い。現在は、派遣社員

としての雇用になっているが、いずれは正規従業員化することも検討している。いずれ

は同社を辞めていく従業員には 10 年間有効となるカムバックパスポートを渡し、いつで

も再雇用できるような制度としていくことが望ましいのではないかとも考えている。 

◆長時間労働の見直し 

 【検討の経緯】労働組合と人事部門が協力して、全従業員に対し時間外労働についての

調査を実施したところ、長時間労働の実態が明らかとなった。特に自由回答の結果から、

従業員が就業時間の規定を分かっていないなどの問題が明らかになったため、対策を講

じる必要性を感じるようになった。 

 【具体的な検討策】人事部門はまず組合と一緒に時間外労働についての Q&A を作成し

た。また、営業部門が多いニチレイフーズでは、分社化に伴い衛生委員会を各事業所に

設けたことを利用し（支社長が委員長を務める）、委員会の中で長時間労働について話し

合うことになった。ある事業所の衛生委員会では、ある部署が自主的にモデルケースと

なり、17:30 以降に誰が何をしているのかなど、仕事の棚卸しを行っており、無駄な作業

などは減らそうと努めるようになった。なお、衛生委員会の内容は、社長からの指示で、

必ず通常の部署のミーティングの内容に盛り込むことにしているので、全従業員に内容

が行き渡るようになった。この結果、現在では管理職・従業員ともに意識が変化してお

り、長時間労働は悪であるという発想が浸透してきている。なお、長時間労働の対策に

は要員管理も非常に重要なポイントであると思われる。 

◆ワーク・ライフ・バランスセンターの設置 

 グループ全体でのワーク・ライフ・バランスの実現を支援するために、2005 年 11 月に

ワーク・ライフ・バランスセンターを設置。運営はニチレイの人事関連事業を行うニチ

レイプロサーブが受託。 

 対象はグループの従業員全員と育児休業者であり、妊娠・育児・介護について情報提供

を行うとともに、マンツーマンでメール・電話によるサポートを実施。 

◆異業種合同・女性のためのキャリア開発セミナー 

 これまで女性従業員の間で能力開発の機会が乏しかったという考えに基づき、女性に対

して積極的に支援をするため、女性従業員のためのキャリア開発セミナーを他社との合

同で開催。2005 年度は 12 社の賛同企業と全国 4 ヶ所で 6 回開催した。 

◆次世代育成支援行動計画の策定 

 行動計画の策定を煙たがる企業も多いが、同社は構造改革と働き方の見直しを進める絶
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好の好機と捉えている。グループ全体に共通する行動計画目標を四つ設定して 2006 年度

中に目標を達成し、認定マークを取得することを目指している。 

 なお、下記の四つの目標以外にも各社が独自に設定できる選択目標も設定している。 

  目標 1：育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を行う。 

  目標 2：子どもの看護のための休暇を年間 10 日に拡充するとともに、看護を要する際

に休暇を取得しやすいように積立年休を利用できるようにする。 

  目標 3：多様な働き方として従業員が在宅勤務制度を利用する。 

  目標 4：インターンシップなどの就業体験受け入れ体制を創設し実施する。 

◆施策の従業員への周知方法 

 従業員への周知は、社内報で CSR の特集を組んだ際に、ワーク・ライフ・バランス施策

の内容について 1 年間にわたって取り上げてきた。 

 また、従業員から問い合わせがあるときには、ワーク・ライフ・バランスセンターが相

談に応じ、ニチレイグループでの両立支援策についてまとめたダイジェストを配布して

いる。 

◆施策の効果 

 構造改革の流れの中で見えてきた効果としては、2000 年には 20％以下であった新卒採用

者に占める女性の割合が 40％弱にまで上昇した。女性比率が高くなっただけではなく、

実際によい人が応募してくれているという印象もある。 

 女性役職登用優遇措置を実施した結果、登用された女性自身が能力不足を感じたり、転

居を心配したり、上司が使い方が分からないと感じていたり、業務量が増えたと感じて

いることが分かり、優遇措置終了後は、優秀な女性であっても、女性自らでは役職登用

への公募に対して手が挙がらなくなってしまった。そうした状況が男性も含めた働き方

の見直しを行わなければならないという気付きに結びついていった。 

 また、毎年実施している従業員満足度調査の結果は、初回と比較するとよくなっている

点が多い。 

◆施策の課題 

 これまで子育て層や女性に焦点を当てた施策が中心であったが、企業の中で多くの人数

を占める「おじさん」のワーク・ライフ・バランスの実現にも取り組んでいく必要があ

ると考えられる。おじさんの場合はこれまで企業社会の中で生きてきたために、地域社

会とのつながりが弱かったり、何をしてよいか分からなかったりといったことも起こり

がちである。そのためには能力開発をはじめとした気付きの支援を会社として行ってい

く必要もあるのではないかと考えている。 

◆施策の導入・運用のポイント、成功要因 

 ワーク・ライフ・バランス施策を進めるには、「成果」の視点と「公正」の視点が必要に

なってくると思われる。 

 今まで企業はビジネスを行う役割を担えばよいという考え方が非常に強かったが、子育

ては家庭、教育は学校、それらを支援するのは行政という役割分担の境目が現在はなく

なってきている。国が次世代育成支援対策推進法を制定したことを煙たがる企業も多い
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が、これを企業の意識改革の好機と捉えることができれば、うまくいくのではないか。 

 構造改革の中で、同社では長時間働いていてもいいアイディアは生まれてこないという

発想をトップがもつようになっていった。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 31日） 

 

株式会社　髙島屋
 

◆会社概要 

事業内容 百貨店 

所在地 本社：大阪市 店舗：国内 20 ヶ所（分社など 6 店を含む） 

設立年 1919 年 

資本金 390 億 8,500 万円（2005 年 2 月 28 日現在） 

経常利益 326 億円（連結、2004 年度） 

従業員数 

7,477 名 男性 4,143 名 女性 3,334 名 （2005 年 2 月末） 

ほか嘱託員・契約社員・パート従業員・出向者 合計 4,963 人 

非正規従業員の大半を占める契約社員・パート従業員はほとんど女性 

同平均年齢 42.8 歳 男性 46.9 歳 女性 37.8 歳 （正規従業員） 

同平均勤続年数 21.8 年 男性 25.6 年 女性 17.2 年 （正規従業員） 

特記事項 髙島屋グループ全体の正規従業員数は 11,146 名、非正規従業員は 8,202 名。

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

介護休業 

出産休暇：産前産後各 8 週以内（多胎妊娠の場合は産前が 14 週に延長）。無

給。 

配偶者分娩休暇：配偶者が出産する当日に取得可。有給。 

育児休職：正規従業員は子が満 2 歳まで（1992 年から）、有期雇用者は 1 歳 6

ヶ月まで（2005 年 4 月から）。制度創設は 1986 年。他に介護休職、ボランテ

ィア休職（青年海外協力隊への参加など）の制度あり。所得補填なし。 

短時間勤務等 

妊婦勤務：妊娠中に出勤時刻を 30 分または 1 時間遅くして勤務できる。無給。

1991 年から。また妊娠中及び出産後 1 年以内の女性には、申請があれば勤務

時間内の通院や休憩を認める。給与は減額（休憩は減額しない場合もあり）。

1998 年から。 

育児時間勤務：満 1 歳未満の子がいる女性は 1 日 2 回各 30 分の育児時間（2

回分を始業時・終業時に寄せた場合は 1 時間の遅出・早帰り）が取得可（労

働基準法第 67 条に準拠）。有給。 

育児勤務：正規従業員は子が小学校 3 年生修了まで、有期雇用者は就学前ま

で。①勤務時間が所定労働時間の 7 割②同 8 割③同 9 割④1 日の勤務時間を

減らす替わりに勤務日数を増やし（休日を減らし）総勤務時間は所定労働時

間と同一⑤勤務時間不変でシフトを早番（9:50～18:20）に固定――の 5 パタ

ーンから択一。1991 年から徐々に拡充。他に介護勤務制度もあり。給与・賞

与は勤務時間に比例して減少。裁量労働制はなし。 
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勤務地関係 

制度化されたものは特になし。通勤などを配慮して異動させる場合もあり。

店舗は京浜葉と京阪に集まっており（他地域の店舗は分社化）東西間の異動

はあまりない。裁量労働制（在宅勤務）はなし。 

休暇関係 

看護休暇制度あり。「バースデー休暇」「アニバーサリー休暇」などによって

計画的な有給休暇取得を促進。ボランティアのための休暇には積み立てた有

給休暇が利用可能（リザーブ休暇制度）。 

経済的支援 
通信教育の受講料助成制度あり。 

共済会にベビーシッター利用料補助制度あり（3 歳未満の子が対象）。 

再雇用制度 

結婚、出産、育児その他会社がやむを得ないと認めた事由により円満退職し

た者で、離職期間が 10 年以内、年齢 45 歳以下の者には、在籍中の知識技能

を活かして再び働いてもらえるよう再雇用制度を適用。 

働き方の見直し 時間外勤務削減、休暇取得促進の取組はあり。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1986 年 育児休職制度、再雇用制度創設。 

1991 年 4 月 

育児勤務制度創設。「勤務時間を通常の 7 割に短縮するパターン」「1 日の勤

務時間を減らす替わりに勤務日数を増やし（休日を減らし）総勤務時間は不

変とするパターン」の 2 種を導入。対象は子が満 4 歳になるまで。 

1992 年 4 月 

育児休業法施行に合わせ、従来の育児休職制度を子が満 2 歳になるまでに期

間延長（正規従業員）。また、育児勤務制度を子が小学校入学までに期間延

長。 

1994 年 9 月 育児勤務制度に「勤務時間を通常の 9 割とするパターン」を追加。 

1999 年以降 女性の新卒採用を大卒者に限定。 

2001 年 「男女共同参画プロジェクト」発足。 

2003 年 1 月 

育児勤務制度に「勤務時間を通常の 8 割とするパターン」「勤務時間は不変

でシフトを早番に固定するパターン」の 2 種を追加、現行の 5 パターンに。

対象を子が小学校 3 年生終了までに延期。 

2005 年 4 月 
有期雇用者にも育児休職（子が 1 歳 6 ヶ月まで）、育児勤務（小学校入学まで）

を適用。 

 かつて、百貨店の女性従業員は結婚・出産を機に退職するのが一般的と考えられており、

実際 1990 年代初めには年間 1,000 人もの女性退職者がいたが、現在では 100 人程度にと

どまる。 

 「男女共同参画プロジェクト」はトップダウンで進められ、現場のニーズや感覚にも合

致するものとして受け入れられた。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 1990 年代初めという早い時期に育児支援制度を創設したのは、（漠然と）それが「時代

の要請」だったからだとはいえるが、詳細な経緯は定かではない。しかし、女性従業員

のキャリアを結婚・出産で断つことなく人材育成を図っていかなければならないという

将来的展望はあったものと思われる。 
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 1990 年代以降、雇用情勢の悪化などによる女性退職者の減少、不況による百貨店の営業

環境自体の悪化を受け、必然的に採用を絞ることとなったため、女性についてもより質

の高い人材を採用し（1999〔平成 11〕年以降は女性の新卒採用も大卒者に限定）長期間

働いていてもらう流れとなった。 

 2001 年に始めた「男女共同参画プロジェクト」は、今後 10 年間に団塊世代が大量退職

することによって男性従業員が半減し、例えば 40 歳代以上では男女比が 5 対 1 から 2 対

1 となることを見越して、性差のない能力主義による人材管理を行う「男女共同参画型

企業」を目指したものである。なお、役付者における女性の比率は、1995（平成 7）年

の 7.3％から 2005 年には 18.3％まで上昇している。 

 ワーク・ライフ・バランス施策は有期雇用者にも（正規従業員と比べると限定的である

が）適用されている。有期雇用者は販売職と事務職に分かれ、それぞれにフルタイム勤

務者とパートタイム勤務者がいる。パートタイム勤務者にはフルタイム勤務者への、フ

ルタイム勤務者には正規従業員への、それぞれ優先採用制度がある。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 「男女共同参画プロジェクト」と併せ、2001 年から 3 年間、従業員の意識をアンケート

やヒアリングで調査した。2003 年 1 月に育児勤務制度の対象を小学校 3 年生修了までの

子をもつ従業員に拡大した（正規従業員対象）のも、ここで寄せられた要望に拠るもの

である。 

 「男女共同参画プロジェクト」は、事業（本部長）・店長→部門長→マネジャー（売り場

責任者。30 歳代以上の課長級）→部門長→事業（本部長）・店長という「PDCA」のマネ

ジメントサイクルによって推進された。アンケートなどによる従業員の声は「PDCA」

の「Check」を担うものだと言える。このマネジメントサイクルは、男女共同参画企業プ

ロジェクトが定着したとの判断により、通常の業務計画管理にも導入さるようになった。 

 制度の組み立てにおいては労組との協議も頻繁に行っている。次世代育成支援行動計画

も労組との協議の下に作成された。 

◆育児休職 

 【利用状況】2005 年 6 月 15 日現在、利用者は 133 名（直近では 160 名程度）、制度発足

からの累計で 1,470 名。育児勤務も含めた現利用者は 700 名程度で、全女性従業員の約 2

割、利用資格をもつ従業員の半数超。男性の取得例はなし。売り場責任者であるマネジ

ャー職のまま取得する者はいない（取得前に異動させてマネジャー職を解く。降格では

ない）。 

 【代替要員・業務量調整】各売り場（チーム）は要員体制を毎年検討しており、育休取

得者の発生もその中で勘案される。育休者の有無によってチームの売上目標が調整され

ることはなく、それを踏まえて代替要員などが必要と判断される場合、正規従業員の異

動、パート従業員やアルバイトを採用するなどの対応策が、各チームにおいてケースバ

イケースで検討される。但し上述の通り、マネジャー職が取得する場合は、取得前に人

事異動を行い別のマネジャーを配置する。 

 【職場復帰】育休者のキャリア維持を考慮し、原則として原職に復帰させる。復帰した

際の代替要員との業務調整は、通常の人事異動の中で消化することが可能である（例え
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ば、育休者〔正規従業員〕の代替要員に正規従業員を充て、そこに育休者が復帰してき

た場合でも、別の正規従業員を通常の人事異動の中で異動させれば、チームとして人員

超過となることはない）。但し、元マネジャー職が取得した場合は、復職後すぐにマネジ

ャー職に戻ることは、同職務の多忙さ故に困難である（復職してから一定期間の後に復

帰することはある）。 

 【復職支援】休職 1 ヶ月前、復職 1 ヶ月前、復職後に人事部が面接し、キャリアプラン、

育児計画、復職後の勤務時間などについて協議。休職中は、社内報『T - Times』を送付

しているが、その他の日常的な連絡は従業員同士の個人的なコネクションに委ねる形に

なっており、検討課題。従業員一般（有期雇用者を含む）を対象とする通信教育支援策

（受講料を会社が補助。成績優秀者には全額補助も）は、休職中にも利用可能。復職前

研修も検討中。資生堂の「wiwiw」のようなオンラインサービスの導入も検討したが断念。 

 【給与、人事考課への影響】所得補填制度はない。次の職階への昇格には現職階で一定

の勤務年数が必要だが、休職期間は算入されない。男性従業員は、休職による給与や昇

進への影響を危惧する傾向が強く、近年若干は和らいで来ているものの、育休者はまだ

出ていない。 

◆育児勤務 

 【利用状況】2005 年 6 月 15 日現在、現利用者が 532 名、制度発足からの累計で 1,452 名。

育児休職も含めた現利用者は 700 名程度で、全女性従業員の約 2 割、利用対象となり得

る従業員の半数超。男性の取得例も若干あり。部門副部長に取得者あり。マネジャー職

に取得者はいない。バイヤー職にはあり。5 種の勤務パターン（上述）の中では「通常

の 7 割」の利用が最多。 

 【利用者への対応】育児勤務者の業務量は部署ごとに任せており、本部から指示するこ

とはない。マネジャーを対象とする研修の中に、育児勤務者の管理に関する内容を盛り

込んでいる。 

 【給与、人事考課への影響】給与・賞与は勤務時間の短縮に応じて縮小。人事考課への

影響は基本的にない。適切な考課がなされるよう、管理職研修も行っている。 

◆休暇関係 

 「バースデー休暇」「アニバーサリー休暇」は、特定の日に特定の人が有給休暇を取るこ

とを計画化し、それを周囲にも認知させることを狙った制度である。特に周囲の認知は、

休暇取得促進に重要である。 

 日常的にシフト勤務を行う業種なので、休暇取得しやすい。 

 休暇取得促進、時間外勤務短縮の進み具合には地方差があり、概ね京浜葉（特に横浜）

では進んでおり、京阪ではあまり進んでいない。進んでいる店舗のアイディアを本部で

汲み上げて普及させるような取組は行っていない。 

◆時間外勤務の削減 

 1998 年から労使で数値目標を挙げて勤務時間短縮に取り組み、相応の成果を上げてきて

いる。現在も月 1 回各店で行われる労使委員会で時短状況を確認している。「残業皆無デ

ー」といった取組もある（なお、定時は、20:00 閉店の場合は 20:10）。 
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 時間外勤務削減の具体的方法は、各現場で工夫している。例えば、商品の入れ替えを閉

店後でなく閉店前（例えば閉店 15 分前）から行う、閉店後に全員で行っていた作業を一

部の人間で行うようにする、といった方法が採られている。 

 但し、勤務時間を過度に短縮すると、行うべき作業が疎かになったり、表面化しない残

業が増えたりするという弊害もある。 

 休暇取得促進、時間外勤務短縮の進み具合には地方差があり、概ね京浜葉（特に横浜）

では進んでおり、京阪ではあまり進んでいない。進んでいる店舗のアイディアを本部で

汲み上げて普及させるような取組は行っていない（再掲）。 

◆施策の効果 

 ワーク・ライフ・バランス施策のメリットは、経験豊かな従業員が職場に残ることであ

る。 

 採用面での効果は特に感じない。他企業と比較して特に傑出した取組があるわけではな

いからと認識している。 

 ワーク・ライフ・バランス施策のコストは特に大きくないと認識している。 

◆施策の課題 

 優秀なマネジャー経験者が、育休から復帰してもすぐにはマネジャー職に就けないのは、

人材的な損失であると認識している。売り場を預かる多忙なマネジャー職が育児勤務な

どと両立困難だからであるが、これについては、一つの売り場に一人のマネジャーとい

う体制を再検討することも考えている。 

（インタビュー実施日：2005年 12月 27日） 

 

富士ゼロックス　株式会社
 

◆会社概要 

事業内容 情報通信機器の製造販売 

所在地 本社：東京都港区 その他事業所：国内外に 12 ヶ所 

設立年 1962 年 

資本金 200 億円 

経常利益 193 億 8,500 万円 （連結、2004 年度） 

従業員数 14,413 名 男性 13,080 名 女性 1,333 名 （2004 年） 

同平均年齢 女性 36.3 歳 

同平均勤続年数 女性 13.8 年 （正規従業員） 

特記事項 
ほか、定期雇用のサポートスタッフなど約 490 名と派遣社員約 1,700 名。 

国内の関連会社 19 社、販売会社 34 社。 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 

妊娠検診時間：みなし勤務（有給）として 7 回まで。 

育児休職：子が満 1 歳まで。最長半年延長可能。 

産休（産前 6 週、産後 8 週）：有給 
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家事援助補助：産後休暇時に共済から補助が出る。 

介護休業 

介護休職：最長 2 年、年収の半額を援助金として支給。 

1 日介護休業：月 5 日まで、利用日分賃金カット。 

家事援助補助：共済から補助 

短時間勤務等 

勤務時間短縮制度（育児）：30 分単位最長 2 時間までで、①子が 4 歳まで＋

小学校入学後半年、または②子が 3 歳半まで＋小学校入学後 1 年の何れかを

選択。給与・賞与は勤務時間に比例して減少。 

勤務時間短縮制度（介護）：最長 2 年、30 分単位最長 2 時間まで。給与・賞

与は勤務時間に比例して減。 

フレックスタイム：コアタイム 10：00～15：36 として勤務時間をフレックス

で設定できる。 

深夜業制限：育児の場合は子が小学校 3 年生の 3 月末まで。介護の場合、6

ヶ月（但し繰り返し申請により延長可）。 

勤務地関係 

制度化されたものは特になし。 

在宅勤務及び裁量労働のトライアルをしており、裁量労働を軸にして本制度

化を検討中。 

休暇関係 

子の看護休業：法律通りの対応（以前までは積休で対応していたが、法制化

に伴い導入）。 

積休：失効する有給を 60 日間まで積み立てておける。本人私傷病・家族の介

護・ヘルスケアなどで利用可能。ターミナルケアの場合は半休使用可。 

半日有給休暇制度、フレックスサマーホリデー、リフレッシュ休暇、ソーシ

ャルサービス制度（ボランティア支援制度）あり。 

働き方の見直し 

「育児休職制度」、「勤務時間短縮制度（育児・介護）」、「育児のための深夜

業及び時間外勤務制限制度」について、2003 年 10 月より夫婦同時使用可と

する（配偶者が状態として子の養育ができる場合も制度使用を可能とする）。

他に、事業所単位で時間外勤務削減（ノー残業デーなど）の取組あり。 

情報提供 

情報誌配布：第一子の育児休職期間中に希望者には健保から月刊誌「赤ちゃ

んとママ」を送付。妻が出産をした男性従業員の希望者にも 1 年間送付。 

社内イントラネットで育児・介護に関する諸制度についての情報提供を実

施。 

相談 

24 時間フリーダイヤル電話相談：育児関連（育児・子どもの健康・妊娠・出

産・夜間休日の医療機関）及び介護関連（介護・シルバー情報・医療機関情

報）についての 24 時間フリーダイヤルの電話相談を実施。 

 上記施策の対象層は、富士ゼロックスの本体 

 定期雇用のサポートスタッフ（工場勤務、契約社員、派遣社員など、2,000 人程度）につ

いては別途設定。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1963 年 4 年制大学卒女性従業員採用開始。 

1967 年 CSO（女性営業職）導入。 
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1985 年 男女給与格差解消。 

1986 年 男女雇用機会均等法施行。 

1987 年頃 
24 歳～36 歳の若手従業員による「ビジョン 100 人会」を開催。若年層の立場

から働きやすさなどについて議論し、提言。 

1988 年 

New Work Way 導入：トップからの経営刷新活動として、「個の尊重」「個人の

発想を発揮できる仕事のあり方と環境づくり」を提言。会社に個人を埋没さ

せるのではなく、個人の考え・生活を尊重することにより企業の価値が高ま

るとの考え。 

育児休職制度、育児退職者再雇用制度、旧姓使用許可制度、半日有給休暇制

度、フレックスタイム制度の導入。 

女性従業員海外研修へ派遣。 

「とおーくなーど」開催：従業員がテーマをもって役員と懇談する取組。 

1989 年 

「レディースパーソネルコミッティ」開始：人事部の公募により女性従業員

が集まり半年間活動。女性の就労継続上の問題を解消する観点から人事部に

提言。 

1990 年 

「第二次レディースパーソネルコミッティ」を実施。 

家族介護休職制度、リフレッシュ休暇、ソーシャルサービス制度（ボランテ

ィア制度）を導入。 

この頃にサテライトオフィス制度を実施（結果として定着せず）。 

1992 年 育児のための勤務時間短縮制度、フレックスサマーホリデーを導入。 

1993 年 

家族介護のための勤務時間短縮制度、1 日介護休職制度を導入。 

「女性のためのハンドブック」配布。 

積立有給の取得条件緩和。 

1995 年 採用における男女枠の撤廃。 

1997 年 

セクハラ防止ホットライン開設。 

企業ゆとり度診断通商産業大臣賞受賞（96 年に続く）。 

この頃、「ビジョン 21」開催：若者を集めて話し合い提言。 

1998 年 
ミッション・ステイトメント『富士ゼロックスグループが目指すもの』の〈存

在する目的〉に、「一人ひとりの成長の実感と喜びの実現」を追加。 

1999 年 
改正男女雇用機会均等法施行。 
新人事制度導入。 

2001 年 企業の社会貢献大賞受賞。 

2002 年 ファミリー・フレンドリー企業厚生労働大臣賞受賞。 

2003 年 育児関連制度改定。 

2005 年 次世代育成支援行動計画策定。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 富士ゼロックスの考えるよい企業として、「強い」（財務面の強さ）、「やさしい」（環境や

地域への配慮）、「おもしろい」（従業員自身がいきいきと楽しめる環境）という三つのテ

ーマを掲げている。ワーク・ライフ・バランス施策については、この三つ目の考えに基
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づいて推進されてきた。 

 1988（昭和 63）年に当時の小林陽太郎社長（現会長）が経営刷新運動としてのトップか

らの提言「New Work Way」を提唱。会社に個人を埋没させるのではなく、個人の考えや

生活も尊重してこそ、個人の多様な発想が可能となり、それが企業の新しい価値につな

がるという考え方。社長自身が米国に留学してゼロックス創業者ジョセフ・ウィルソン

氏にも薫陶を受け、ゼロックス創業当時の精神を表すとされる「踏みならされた道では

なく、誰も通ったことのない道を選ぶ」（ロバート・フロストの詩編『誰も行かなかった

道』の一節）という考え方の影響もある。 

 「New Work Way」以来、企業風土の改革、従業員の意識の改革、各種制度の導入と着実

かつきめ細かな運用を推進してきた。 

 1998 年には、企業の共有価値である Mission Statement & Shared Values として「多様性の尊

重」を明示。富士ゼロックスグループが存在する目的の一つとして「一人ひとりの成長

の実感と喜びの実現」を明確に規定。 

 従業員それぞれが自分の考えや生活を尊重しながらいきいきと働けてこそ多様な個人の

発想（「個発想」）が生まれ、それを企業活動に還元してもらうことで、企業としての新

しい価値、競争力が生まれるという考え方で各種施策が推進されてきた。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 1987 年の「ビジョン 100 人会」、1988 年の「とおーくなーど」、1989（平成元）年及び 1990

（平成 2）年の「レディースパーソネルコミッティ」、1997（平成 9）年頃の「ビジョン

21」など、若手従業員を中心として節目ごとに従業員の立場からの提言を募ってきた。 

 上記の各種プロジェクトは、「レディースパーソネルコミッティ」については人事部が主

導で開催したが、他は企画、広報、人事などの横断的なプロジェクトとして独自の事務

局を新設して実施。 

 人事面の各種制度の導入・改正や運用に関しては労組との協議も行っている。勤務時間

短縮制度について 2003 年に期間設定について細かな点に配慮して改定をした際も、労組

からの要望を反映した。社内イントラネットで育児・介護休職などの手続きについて紹

介する際の文言についても、労組と意見交換を行い、文言を工夫した。 

 ワーク・ライフ・バランス施策は、必要なある一定の期間に育児や介護に集中してもら

い、就労継続を支える制度であって、何でも要望に対応するわけではない。労組、従業

員からの要望については、適宜どこまで企業として対応できるかについて摺り合わせて

制度化している。 

◆育児休職・介護休職 

 【利用状況】育児休職は、1989～2004 年度の 16 年間で利用者は 563 名（うち男性 7 名）。

2000 年度が利用者数のピークでその後横ばいであるが、今後は採用を絞ってきた影響で

減少が見込まれる。男性取得者については、取得者の声が社内で広報され、従業員の認

識が高まることで取得が促進されつつある。取得した男性従業員からは「充実した日々」、

「家族や自分自身のライフスタイルを見直すよい機会」などの肯定的な意見が聞かれる。

女性の場合は部署に関わりなく活用しているが、男性の場合は技術開発職や研究職で活

用が多い。一方、介護休職は 1990～2004 年度の 15 年間で利用者は 69 名（うち男性 44
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名）。介護休職は男性の取得者が多く、平均取得月数は 3.8 ヶ月、対象家族は親が 57％、

妻が 30％である。 

 【代替要員・業務量調整】休職者が出た場合の対応は各部門に任せている。派遣社員な

どで代替している場合もあるし、また業務を他のメンバーで分担する場合など対応方法

は様々である。今後は休職者が出る部門側のケアが必要との認識もあり、派遣社員を雇

用するための予算をつけるなどの方策について検討中である。 

 【職場復帰】原則として原職に復帰させる。但し、休職時に代替の正規従業員を配置し

ないと難しい部門については、他の正規従業員を異動させて配置するため原職復帰とは

ならない場合があるが、休職者の能力、適性及び意向を考慮して新しい職場を決定する。 

 【復職支援】産前休暇前に必ず人事部と面談を行い、育児休職などの諸手続を行うほか、

復帰後の働き方についてのおおよその見込みを話し合っておく。ここに部門の上司は同

席しない。さらに、復帰前に人事部と本人で簡単に面談を行う。これは義務付けではな

くメールや電話でのやりとりとする場合もあるが、復職後の働き方について話し合う。 

 【給与、人事考課への影響】産前産後休暇時は標準考課とし、育児休職期間については

評価対象外として評価には組み込まない。 

◆勤務時間短縮制度･フレックスタイム制度 

 【利用状況】育児のための勤務時間短縮制度については、1995～2004 年度の 10 年間で利

用者は 681 名（うち男性 6 名）。2002（平成 14）年度が利用者数のピークでその後横ばい

である。育児休職から復帰したうち約 7 割が勤務時間短縮制度を利用しており、多くが

制度の枠をフルに活用している。残る 3 割はフルタイムでフレックスタイム制度を活用

する場合が多く、事業所勤務の場合に多い。一方、家族介護のための勤務時間短縮制度

の取得者数は 1995～2004 年度の 10 年間で利用者は 19 名（うち男性 10 名）。勤務時間短

縮制度を活用することについて上司と密にコミュニケーションをとるよう広報している。 

 【利用者への対応】勤務時間短縮制度利用による従業員の業務量調整は部署毎に任せて

おり、本部から指示することはない。管理職研修の一部として、勤務時間短縮制度につ

いての就業規則上の扱いに関する内容を盛り込んでいる。 

 【給与、人事考課への影響】給与・賞与は勤務時間に比例して減。人事評価は勤務時間

を織り込んで目標設定を行なう。 

◆休暇関係 

 失効する有給を 60 日まで積立て特別の事由がある場合に利用できる「積休」は、有給で

あるために、賃金がカットされる 1 日介護休業や介護休職を使う前にまず活用される制

度となっている。 

◆時間外勤務の削減 

 時間外勤務の削減という名目で実施している施策は、事業所単位で実施しているノー残

業デー（本社では実施していない）など以外には特にないが、2003 年 10 月より「育児

のための深夜業及び時間外勤務制限制度」について夫婦同時使用可（配偶者が常態とし

て子の養育ができる場合も制度使用が可能）となるよう制度改正を行い、希望者につい

ては時間外勤務の制限ができるようにしている。 
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◆施策の効果 

 実際にワーク・ライフ・バランス施策への取組を進めてきた過去 15 年ほどの間に女性の

勤続年数が伸びており、人的資源やノウハウの蓄積が高まっているといえる。 

 企業として収益の向上など財務面に影響を与える直接的な効果がみられているわけでは

ない。しかし、育児や介護など家族の問題が何かあった際に使える制度があるというこ

とで、従業員が安心して働け、社に対するロイヤルティが向上するといった効果がある

と考えられる。 

 ワーク・ライフ・バランス施策を進めてファミリー・フレンドリー企業表彰などを受け

る中で採用上の効果も若干はあるだろうが、他社も同じような施策を実施しているため

明確な効果といえるほどのものではない。 

◆施策の課題 

 ワーク・ライフ・バランス施策を利用することによって勤続年数が伸張してきた女性た

ちが仕事の中身を充実させ、キャリア形成していくことが重要である。現在のところは

まだ女性の就労継続のモデルがない。女性自身の働き方と会社としての仕事の与え方の

双方が課題となる。 

 これまでは主に従業員側のニーズに対応して施策の充実を図ってきたが、休職や勤務時

間短縮制度を活用する従業員が発生する部門側へのケアの問題があり、社として対応を

考えるべき課題と捉えている。 

◆施策の導入・運用のポイント、成功要因 

 ワーク・ライフ・バランス施策は、トップが企業の経営戦略上の重要課題として明確に

認識し、本気で実施するという思いをもった上で、風土を変えていかないと、制度をつ

くっただけでは、推進は難しいと思われる。 

 また、介護休職をとった男性の記事が日経新聞に載るなどして社外からの反響もあった

ことが社内の意識啓発にもつながった。制度導入初期に介護休職をとったのが部長級の

管理職であり、そのことも仕事にメリハリをつければ制度を利用できるという認識につ

ながったと考えられる。 

 富士ゼロックス社としては、①制度導入時のトップの思い、②具体的な制度導入と着実

な運用、③制度活用に関する社外の反響とそれによる社内啓発、以上の三つがうまく組

み合わさったことで施策の推進が円滑に進んだといえる。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 11日） 

 

日本ＩＢＭ　株式会社
 

◆会社概要 

事業内容 情報サービス産業 

所在地 
本社：東京都港区 その他の事業所：国内 91 ヶ所  

サテライトオフィス：国内 7 ヶ所 開発研究・製造拠点：国内 3 ヶ所 

設立年 1937 年 
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資本金 1,353 億円 （2004 年 12 月 31 日） 

経常利益 1,511 億 9,400 万円 （2004 年） 

従業員数 19,145 名 男性 15,907 名 女性 3,238 名 （2004 年 12 月末） 

同平均年齢 39.6 歳 男性 40.6 歳 女性 34.8 歳 

同平均勤続年数 14.7 年 男性 15.6 年 女性 10.5 年。 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

産前・産後休暇 産前 7 週・産後 8 週、有給。 

育児休職 子が満 2 歳まで、無給。 

育児時間 1 日 1 時間（満 1 歳まで）、有給。 

育児早退 
1 日 21 分。定時 17:36 のところが 17:15 になる。保育所の終了時間に合わせた

早退幅の設定。 

介護休職 1 年、再取得可。 

看護休暇 年間 5 日、子どもも含めた家族の看護、通院など、有給。 

フレックスタイム 

短時間勤務 

裁量労働制 

フレックスタイム制度：コアタイム（10:00～16:30） 

短時間勤務制度：所定労働時間の 60％、80％を勤務時間とする。対象は時間

管理型の従業員で、事由は育児・介護、育児を理由とする場合は子どもが中

学校入学までであるが、資格取得などの理由でも例外的に認める場合があ

る。給与は減額（詳細は後述）。 

裁量勤務制：システムエンジニア、研究開発職が対象。 

勤務地関係 

ｅ－ワーク制度（在宅勤務制度）：全従業員対象（一部除く）。直属の上司に

申請し、承認を得られた場合に在宅勤務が可能。 

オンデマンド・ワークスタイル：チームで効率よく仕事ができるように、ま

た、できるだけ顧客に近いところなどで作業ができるように、個人ごとの PC

と携帯電話を付与し、それをもってどこでも作業が可能に。また同じ仕事を

するチームで集まるなどできる場として、サテライトオフィスを設けてい

る。 

休暇関係 
教育休職、 ボランティア・サービス休暇（年間 12 日）、 ボランティア・サ

ービス休職（原則 1 年）、 フレッシュ・アップ休暇（勤続 10・15・20・25 年）。

情報提供 

育児・介護、家事代行、食事手配などの相談や情報収集、依頼代行などを一

括して Web 上で行うことのできるシステムとしてのファミリー・ケア・ネッ

トワーク。 

経済的支援 ベビーシッター割引券。 

事業所内 

保育施設 

資生堂の事業所内保育施設「カンガルーム汐留」に協賛し、優先受入枠を確

保。独自の事業所内保育施設はなし。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1998 年 
ジャパン・ウィメンズ・カウンシル（JWC）を設立。女性従業員比率と女性

従業員の管理職比率の数値目標の設定。 

2000 年 育児・介護を理由とした在宅勤務制度が発足。 
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2001 年 世界ワーク／ライフ基金を設立。 

2001 年 小学生向けの夏休みキャンプなど学童保育の拡充。 

2001 年 12 月 ｅ－ワーク制度ができ、理由を問わず在宅勤務が可能に。 

2002 年 
相談・情報検索サービスとワン・ストップ・サービスを Web 上で実施するフ

ァミリー・ケア・ネットワークの開始。 

2003 年 
フレキシブル・ワーク・オプション（労働環境の柔軟性を高める方策）の目

標が全世界の IBM に導入。 

2004 年 オンデマンド・ワークスタイル開始。 

※上記網掛け部分は世界 IBM の動き。 

 

 全世界の IBM グループの動きの影響を受けながら、日本法人としての制度を確立してき

ている。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 IBM では少子化対策、次世代育成支援の観点から各種施策を実施してきたというわけで

はなく、人材の多様性（ダイバーシティ）という観点で、様々な施策を導入してきた。 

 ダイバーシティを重視するのは、優秀な人材を惹き付け、動機付けて確保し続けること

を意図したためであり、従業員の満足度を向上させることでビジネスへの高い貢献をあ

げてもらうことを目指している。 

 そのため、IBM の取組は、育児・介護だけを念頭においたものでも、女性だけを対象に

したものでもなく、若手を含めた全従業員に対して公平・公正なものとなるようにして

いる。会社は多様なメニューを用意し、それを従業員が主体的に選択して自分の労働や

生活のスタイルを作っていくという意味で、昨今では「ワーク・ライフ・バランス」で

はなく「ワーク・ライフ・マネジメント」という考え方をとるようになっている。 

 企業文化の醸成、働き方の柔軟性（ワーク・フレキシビリティの向上）、育児・介護への

対応から多様な働き方を模索するようになり、労働における時間的・空間的制約からの

解放を目指すようになった。 

 人事は、従業員は会社の資産という考え方をもっている。多様なニーズに応えられる制

度を設けるのが会社の務めであり、それを選ぶのは従業員であると考えている。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 IBM では、ダイバーシティの浸透度や従業員の満足度を測るために、全世界共通の従業

員アンケート調査を定期的に実施している。その結果や各種指標を用いて、各国の状況

が比較されている。 

 日本 IBM では、全世界調査の数値や毎年日本 IBM で独自に行う従業員アンケート調査

によって従業員の意識や課題を拾い上げ、それを施策へとつなげていっている。 

 なお、従業員の満足度はトップマネジメントの評価にも反映されるようになっている。

中間管理職の評価でも部下の満足度は重視される。 

 ダイバーシティを進める上で、日本 IBM では、特に女性と障害がある人々の分野につい

て取り組んでいる。世界中の IBM の中でも、日本 IBM の従業員や管理職に占める女性
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の比率が低かったため、1998 年、当時唯一の女性役員であった内永氏を中心にジャパン・

ウィメンズ・カウンシル（JWC）を設立し、女性の能力活用を推進するための方策など

を話し合ってきた。この JWC の提言によってｅ－ワーク（在宅勤務制度）などのワーク・

ライフ・バランスに資する制度が導入されたこともある。 

◆短時間勤務 

 【導入の経緯】育児休業直後など、一時的に 100％働くことが困難であるという人の要

望に応じて導入した。 

 【具体的内容】本人の希望により、上司への申請で所定労働時間の 60％もしくは 80％を

就業時間とすることを認めている。 

 【利用対象】事由は原則として育児・介護であり、時間管理型の従業員が対象になって

いる。 

 【利用状況】人事管理はラインごとに行っており、短時間勤務制度の利用も現場管理職

への申請となっている。年間 50 名程度が利用しており、平均的な利用は数ヶ月程度であ

る。但し、同社ではフレックスタイム制度や在宅勤務制度を導入しているため、短時間

勤務を利用せずにやりくりする人も多い。 

 【処遇】勤務時間に応じて本人に求められる成果も通常の 60％、80％に設定される。給

与は、勤務時間が 60％だと 50％、80％だと 70％となる。勤務時間より給与の縮減率が大

きいのは、福利厚生サービスなどのベネフィットを勤務時間に応じて縮減させることが

できないためで、勤務時間に関わらず一律に提供されるベネフィットを給与に加えると、

勤務時間の長さと会社から提供されるものの大きさは正比例している。 

 【業務量調整】短時間勤務者がいても部署全体に課される業務量は原則として変わらな

いため、基本的には残っているメンバーを中心に現場で対応している。また、組織変更

が頻繁にある（年に少なくとも 1 回、場合によっては年度中にも）ので、それにより必

要に応じてマンパワーを調整できている。 

 【昇進】それぞれの職種・職階について職務要件が規定されているため、短時間勤務を

利用していても、職務要件に規定された能力を満たしていることが確認されれば、上位

職階への登用は可能となる。 

◆育児休業 

 【具体的内容】子どもが満 2 歳になるまで取得可能。休職後は原則原職復帰。 

 【利用状況】2 年間の利用が可能であっても、平均の休職期間は女性の場合 10～11 ヶ月、

男性の場合は 1～3 ヶ月である（もっとも男性で 1 年間以上休む人もいる）。技術的な変

化が早い業界なので、2 年間というような長期間での育児休業取得よりは、保育所に入

れれば復職したいという人が多く、周りもそれを望んでいることも多い。なお、男性の

利用は、2003 年は 2 名、2004 年は 4 名、2005 年は 1 名。 

 【業務量調整】休業取得者がいても部署全体に課される業務量は原則として変わらない。

基本的には残っているメンバーで調整する、あるいは人事異動などを行うなど現場で対

応している。組織変更が頻繁にある（年に少なくとも 1 回、場合によっては年度中にも）

ので、それにより必要に応じてマンパワーを調整できている。 

 【昇進】それぞれの職種・職階について職務要件が規定されているため、休業期間があ
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ったり、短時間勤務を利用したりしていても、職務要件に規定された能力を満たしてい

れば、上位職階への登用は行われる。 

◆在宅勤務 

 【導入の経緯】もともとは、時差のある米国本社とのやり取りをする際にも支障をきた

さないよう、家でも仕事ができるように管理職に限定して 1980 年代に導入された。その

後 JWC の中で、育児・介護を理由とした在宅勤務制度の必要性が唱えられ、2000 年に職

種・職階に限定されない制度に、さらにその後 2001 年 12 月に理由を問わずに在宅勤務

ができるｅ－ワーク制度に改変された。 

 【具体的内容】上司への申請により、在宅での勤務が可能。在宅勤務の際は、インター

ネット経由で会社のイントラネットにアクセスし、上司などと常にチャットで連絡を取

れるようにしている。なお、利用申請者も毎日在宅勤務とする必要はなく、1 日のうち

で夕方だけ在宅での勤務にしたり、週のうち 1～2 日だけ在宅勤務としたりすることがで

きる。ｅ－ワーク制度に関しては労働安全衛生上のガイドラインなども整備している。 

 【対象者】男女、また職種・職階に関係なく利用可能（一部除く）。 

 【利用状況】直属の上司への申請により可能となるため、人事では利用数などは把握し

ていないが、全体的に女性の利用が多い。 

◆オンデマンド・ワークスタイル 

 【導入の経緯】顧客の要請に応じた仕事ができるように、1997 年より「モバイルオフィ

ス」という考え方で、パソコンと携帯電話によりどこでも仕事ができるような体制を整

備してきた。その後、ある程度チームで仕事ができるように、チーム会議のできる場や

社内のイントラネットにつなげるサテライトオフィスを設け、オンデマンドの仕事がで

きるようにした。 

 【具体的内容】箱崎事業所の営業職を中心に、チームで仕事をしやすくするフリーアド

レスのオフィス・スタイルを展開。また新橋、新宿、渋谷など顧客が多い場所にサテラ

イトオフィスを設け、営業職の人が中心となりその場を利用できるようになっている。

そのほか、デジタルコピー機で紙媒体の電子化ができるようになっており、ほとんどの

情報を電子化してみることができるので、オンデマンド化が可能となっている。 

◆世界ワーク／ライフ基金 

 【具体的内容】全世界の IBM グループが活用できる基金であり、育児や介護をはじめ、

ワーク・ライフ・バランスに資する施策の導入に対して資金投資をする。各国の IBM の

人事やダイバーシティの担当者は、従業員アンケート調査の結果などを踏まえ、自国で

のワーク・ライフ・バランスが推進されるように毎年 1 回プロポーザルを提出すること

が可能になっている。同基金からは、初期費用に対する投資はなされるが、運営コスト

は各国 IBM、さらに受益者負担となっている。結果に関しては、実施から 3 年ぐらいの

間、毎年レポート提出を求められている。 

 【基金を活用した施策】上記基金を活用して、日本 IBM では 2001 年に小学生の子ども

向けのデーキャンプ、キッズサマースクールの実施、2002 年に保育所探し、ベビーシッ

ターの予約、介護・育児用品のカタログ送付、家事代行サービスの予約、健康・育児・
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介護相談などインターネットを通して申し込むことができる相談・情報検索サービス、

ワン・ストップ・サービスを行う「ファミリー・ケア・ネットワーク」の導入などを行

ってきた。さらに、今後は夏休み期間中の学童保育に代わる宿泊型のサマーキャンプに

ついて検討を行っている。 

◆施策の効果 

 ワーク・ライフ・バランス施策の効果については意識して計測していないが、従業員の

満足度調査の結果を一つの指標として捉えている。 

◆施策の課題 

 現在、各種の制度が定着し、利用者も増えてきていることから、経験者が利用希望者に

対してアドバイスをするというスパイラルに入ってきている。従業員に対しては、日頃

からチームワークで仕事を進める中で、制度を利用する上でも周囲の納得感を得られる

ような働き方をしていることが望ましいという助言をしている。 

 また、学生からワーク・ライフ・バランスを推進している会社＝女性に優しい（「甘い」

という意味で）会社と思われることがあるが、ワーク・ライフ・バランスは女性の出産・

育児に限った問題ではなく、男女関わりなく必要な取組であり、また大前提として成果

を挙げることが求められるなど、メッセージの出し方についても気をつけるようにして

いる。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 26日） 

 

日産自動車　株式会社
 

◆会社概要 

事業内容 自動車製造 

所在地 

本社：東京都中央区 

車両組立工場：神奈川県横須賀市、栃木県河内郡、福岡県京都郡 

その他部品工場、研究施設など多数 

設立年 1933 年 

資本金 6,058 億 1,300 万円 （2005 年 3 月末） 

経常利益 8,557 億円 （連結、2004 年度） 

従業員数 32,117 名 

同平均年齢 － 

同平均勤続年数 20 年 （2005 年 3 月） 

特記事項 
1999 年 3 月よりルノー社と提携。2002 年 3 月には両社共同所有の統括会社と

してルノー・日産 BV 社を設立。 

◆主なワーク・ライフ・バランス施策の概要 

出産・育児休業 
育児休職：子が 2 歳に到達した後の 4 月末まで（2005 年 3 月まで 1 歳に到達

した後の 3 月末までだったものが延長された）。 

介護休業 介護休職：配偶者もしくは二親等以内の親族を介護する場合。1 年間。 
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短時間勤務 

フレックスタイム 

育児・介護のための就業時間短縮：子が小学校入学まで最長 3 時間、30 分単

位で勤務時間短縮（所定労働時間 8 時間）（2006 年 4 月より小学校 3 年生の

年度末まで引き上げる） 

フレックスタイム：フレキシブルタイムの任意の時刻（基準勤務の始業時刻

より 30 分単位）に始業・終業することが可。 

（2006 年 4 月より就業時間短縮フレックスタイム制を可能とする） 

休暇関係 

育児休暇：子どもの看護のためのスポット休暇。年間 10 日。無給。（2006 年

4 月より対象年齢を小学校 3 年生の年度末まで引き上げるとともに、取得目

的を育児に関する目的全般に拡充。） 

介護休暇：年間 10 日。無給。 

配偶者出産休暇：3 日。有給。 

半日休暇：有給休暇を半日単位で取得可。 

経済的支援 
ベビーシッター利用助成：専門業者と法人契約し、同法人を利用する場合の

料金を助成（ベビーシッター支援事業による割引利用）。 

事業所内 

保育施設 

厚木の日産テクニカルセンター内に設置。敷地約 300 ㎡。 

定員：約 40 名 

運営日時：「日産カレンダー」に準じた日の 7:30～22:00 

対象：0 歳児～小学校就学前 

その他：看護師を配置し病児にも対応可。 

再雇用制度 
妊娠・出産・育児により退職した従業員が退職後 5 年以内に再入社を希望す

る場合は資格審査のうえ必要な者を再雇用。 

働き方の見直し 

ノー残業デーの実施。 

有給休暇取得目標の設定。 
従業員家族による職場・工場見学の実施。 
在宅勤務のトライアル。 

◆ワーク・ライフ・バランス施策関連年譜 

1999 年 ルノー社と提携。クロス・ファンクショナル・チーム（CFT）制度開始。 

2001 年 人事部が「ダイバーシティ・プロジェクト」実施。 

2003 年 「多様性」をテーマとする CFT を設置。 

2004 年 10 月 ダイバーシティ・ディベロップメント・オフィス（DDO）設置。 

2005 年 4 月 厚木のテクニカルセンター内に従業員用託児所を設置。 

 1999 年にルノー社と提携しゴーン CEO が就任して、クロス・ファンクショナル・チー

ム（CFT）制度が始まった。CFT は、CEO の指示により、様々な経営課題ごとに部門を

超えたメンバーで組成され、CEO に対し提言を行う組織で、1999 年からこれまでに 12

チームが作られている。CFT はトップダウンで設置されるが、トップが指示するのはテ

ーマ、キーワードだけであり、議論の対象は CFT 自身が決めていく。CFT のメンバーに

アサインされると、業務の 2～3 割は CFT に振り向けることを求められる。 

 初期の CFT は、社の経営立て直しが喫緊の課題であったため、業績に直結する問題をテ

ーマとするものばかりであったが、経営が回復したことを受け、初めて間接的なテーマ
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を掲げた CFT として、2003 年に「多様性 CFT」が設置された。 

 多様性 CFT は、対外的多様性（external diversity：商品やサービスの多様性）と対内的多

様性（internal diversity：社内の多様性）の両方を扱い、「ベンチマーク手法」として他企

業の先進事例について情報収集・ヒアリングなどを行った。 

 CFT は一般的に、リーダーが役員、パイロット（現場リーダー）が部長級、メンバーは

課長級という組織だが、多様性 CFT は例外的に 20 歳代からの若手従業員もメンバーに

入れられた。多様性 CFT は、男女ほぼ同数の 20 名ほどからなり、現在も週 1 回程度の

会合を行っている。 

 なお、多様性 CFT に先立つものとして、2001 年に人事部によってダイバーシティ・プロ

ジェクトが実施されていた。 

 多様性 CFT により、対内的多様性（社内の多様性）の問題を扱う常設部署が必要である

という提言がなされ、2004 年にダイバーシティ・ディベロップメント・オフィス（DDO）

が設置された。他の CFT は、それぞれのテーマに対応する常設部署がもともと存在して

いるが、多様性というテーマの部署はもともとなく、CFT が先にあって常設部署の DDO

が後からできたという例外的なケースである（CFT は、各担当テーマに関し、常設部署

が対応できていない課題について CEO に提言するのが任務であり、CEO がその提言に

ゴーサインを出すと、常設部署で実際に対応するという形になる）。 

 DDO は室長以下 5 名からなり、女性 4 名、男性 1 名である。 

◆施策導入の狙い、企業理念や人事政策との関連 

 DDO は現在、多様性推進の第一ステップとして女性の活用に取り組んでおり、その中で

ワーク・ライフ・バランス施策も推進している。 

 もっとも、多様性の推進とは女性の活用に限ったことではなく、ワーク・ライフ・バラ

ンス施策も女性に限らず多様な働き方を推進するものである。ワーク・ライフ・バラン

ス施策は女性従業員の活用を図る「手段」であると同時に、ワーク・ライフ・バランス

を図っている従業員がいること自体が多様性の実現なのである。 

 社内の多様性を推進しなければならない理由としては、顧客・市場自体が多様でありそ

の多様なニーズに応えていくものであるということ、多様で優秀な人材を確保すること

が企業の強みとなることなどが挙げられる。 

 そもそも、日産とルノーが提携したこと自体が多様性の受容であった。提携により、そ

れまでの日産ではなくなり、ルノーという違う要素を受け入れたのである。実際に提携

を始めてみると、日産とルノーの長所が融合し、その多様性が業績向上につながったと

考えている。 

 社内の多様性が業績に寄与するというロジックは、定量的に説明できるようなものでは

ないが、実感はされる。例えば、女性を主なターゲットとする自動車（例えばマーチ）

のボディカラーは、多様な女性の視点が入ることにより、既成概念的に女性向けとされ

る色（例えばピンク）だけでなく、もっとクールでカッコイイ系の色もバリエーション

に入れることができるのである。女性だけでなく、これも積極的に推進している中途採

用の従業員についても、彼らがもたらしてくれる異なった視点、多様性が、業務の効率

化に貢献している。また、経営課題について他部門の従業員と議論する CFT も多様性を
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活用するものであり、それは業務において大いに刺激となっている。 

 ゴーン CEO が多様性の効果について直接語った例は知らないが、ゴーン氏のこれまでの

経験自体が多様性であると言える。 

◆施策に関する従業員側の要望聴取 

 上記の通り、DDO 自体が従業員による一種のプロジェクトチーム（＝CFT）の産物であ

る。 

 2005 年 4 月に、育休期間が「子が 1 歳に到達した後の 3 月末まで」から「2 歳に到達し

た後の 4 月末まで」に延長されたのは、「慣らし保育」期間に関する従業員のニーズによ

る。 

◆育児休業・介護休業 

 【利用状況】2004 年度の取得人数は 120 名で、産休を取った者のほとんどは育休も取得

している。男性の取得例も数件ある。 

 【代替要員】休業者の代替の仕方はケースバイケースで、育休期間にもよるが、感覚的

には正規従業員の異動によることが多い。課長級の管理職が育休をとった例もあり、そ

の場合、管理職を解くことなく、原職のまま休業とした。管理職の休業はせいぜい 1 年

程度で、その間の当該部署の管理は他の課長や当該部署の部長が兼任することが多い。 

 【復職支援】休業者は、休業前と復職前に上司と面談を行う。休業中の職場とのコミュ

ニケーションは上司に任されているが、今後はイントラネットへのアクセスを可能にす

るなど制度的な対応を図りたい。 

 【給与、人事考課への影響】休業中は無給。完全な能力主義であるため、休業取得その

ものが人事評定に影響することはない。 

◆短時間勤務制度 

 【利用状況】取得人数は年間 60～70 名で、育休取得者の過半数が取得している。管理職

は時間管理勤務ではなくなるので、短時間勤務という概念ではない。 

 【代替要員】短時間勤務利用者によるマンパワーの穴は派遣社員で埋めることが多い。 

 【給与、人事考課への影響】短時間勤務時の給与は、時間に完全比例ではないが減額と

なる。原則はノーワーク・ノーペイである。 

◆休暇 

 育児休暇は無給なため、有給休暇を使い切った者が利用することが多いが、女性従業員

にそのようなニーズはある。無給であっても、こうした制度により従業員の育児を支援

する姿勢を会社が示すことに意味がある。 

 今後、現在は子が小学校入学までという対象を小学校 3 年生修了まで延長すること、ま

た、男性従業員の育児参加を促すため、授業参観などでも利用できるようにすることも

検討している（2006 年 4 月より導入）。 

◆事業所内保育施設 

 ワーク（仕事）とライフ（生活）の両立を考える従業員が、安心して働ける環境を整備

することを目的に、特に要望の強い日産テクニカルセンター（神奈川県厚木市）内に設

置、2005 年 4 月より運営。 
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 事業所内への設置により、従業員のニーズにあった利便性の高い託児サービスを提供し、

多様化する従業員の生活を支援する。育児期間中の従業員の就業環境を整えることで、

特に女性従業員の活躍の場をより一層広げられるものと期待している。 

 次世代育成支援対策推進法の趣旨にも沿うものである。 

◆その他のＤＤＯの取組 

 現在における DDO の活動の 3 本柱は、①個々の従業員の能力・適性・キャリアに関す

る志向を把握し、最大限活かせる業務配置を行うための、女性従業員を対象としたキャ

リア・アドバイザーの設置、②仕事と生活の両立を支援するための職場環境や諸制度（上

記のワーク・ライフ・バランス施策）の整備、運用推進、③多様性意識の浸透と定着に

向けた社内での啓蒙活動――である。 

 キャリア・アドバイザーは（インタビュイーである）DDO の信太氏が務めており、女性

従業員を対象に面談を行っている。従業員との面談は、通常は上司が行っているが、上

司と部下という関係にしばられない第三者的立場のキャリア・アドバイザーとの面談に

より、本人にとってより広い視点で今後のキャリアを考え、アドバイスする機会となる。 

 その他、女性活用のためには、女性対象のトレーニング・プログラム（研修的なものか

ら、女性従業員が集まって議論するというイベント的なものまで）を実施したり、ロー

ルモデルの不在に対する不安に応えるべく全社的にロールモデルとなる女性従業員をピ

ックアップして DDO が取材しイントラネットで紹介したりしている。 

 多様性意識の浸透のためには、①イントラネットに DDO のページを設置、2 週間に 1

回の更新に併せてメールマガジンも配信、②フォーラムや小イベントを開催、③管理職

を対象とした意識形成の働きかけ④浸透度確認のための定点観測（メールアンケート）

などを行っている。 

 アンケートの回収率は 5～6 割で、結果をみると多様性が必要であることの理解は高まっ

ている。 

◆施策の効果 

 ワーク・ライフ・バランス施策の効果は、必ずしもビジネス上の数値に直結する形では

現れない。従業員の定着率、モラルサーベイの結果の向上、採用面で効果という形で今

後現れ、それが業績向上につながってくるのではないか。 

 女性従業員については、マイノリティ感の解消、ネットワークの形成、モティベーショ

ンの向上、女性管理職比率の向上という形で効果が現れていると思われる。 

 託児所設置も含めて、ワーク・ライフ・バランス施策が「コスト」であるという意識は

ない。それは、社内の多様性を通じて企業の競争力を高めるための「投資」である。 

◆施策の導入・運用のポイント、成功要因 

 ワーク・ライフ・バランス施策を成功させるには、「それがビジネスに必要である」とい

うことをトップが強く打ち出し、それを個々の従業員にまでブレイクダウンしていくこ

とが重要であろう。そして、そうしたトップの意思が「本気」であることを従業員に知

らしめること、そのためにスピードをもって改革を行うことである。推進のための専門

部署を設けること、また従業員に課題を与えて自分たちで考えさせることも有効である。 
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 日産としての今後の課題としては、小さな成功例を示していき、従業員を納得させてい

くことと考える。 

（インタビュー実施日：2006年 1月 13日） 

 




