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「当社にはかつて、技能士の平均年

齢が高齢化していた時期があり、会社

存続への危機感がありました。」

そう話を始めてくれたのは、株式会社

長岡塗装店常務取締役である古志野

純子さん。自ら勉強し、同社の休暇制度

を整えた女性だ。

「そのときは職場の雰囲気も今ほど

明るいものではなく、“若手を採用するた

めに何か対策をしないといけないので

はないか”とベテラン技能士から意見

が出たのです。対策を考えはじめたのは

そのときからでした。」

目的は、事業の安定的存続を見据え

た技能継承。そのためには若手の確保

と定着が急務だった。「若い社員にとっ

て魅力的な企業」への転換が急がれて

いた2002 年こんな出来事があった。

「まだ年次有給休暇が取得できな

い時期の新入社員の奥さんが子ども

を授かり、彼女は運転免許を持ってい

なかったのです。この土地では、車を使

わずに検診にいくことは難しい。これで

は、せっかく入社してくれた新入社員が

辞めてしまうと思いました。そこで、まず

は、彼のために何ができるかと考えた

のです。」

そこで誕生した同社の特徴的な休

暇制度が「子どもの看護のための有

給休暇」。18 歳未満の子どもがいる社

員は子ども1人あたり5日間、有休以外

に取得できる制度で、1日を7.5 時間と

計算し、30 分単位で取得できるのだと

いう。

「極端なことをいえば、4名子どもがい

る社員がいるので、その場合20日、有

休以外に休めるということになります。」

こうした「子どもの看護のための有

給休暇」のほか、社員が子どもを保育

園に預ける場合、同社は保育料の3 分

の１を負担しており、現在の利用者は4

名。また、こうした制度を整備する際に

は、「公平感」に気をつけたと古志野さ

ん。その後、年配社員へむけた制度もス

タートさせ、家族に介護が必要になった

場合も同じく介護料の3分の１を負担し

ている。

長岡塗装店では、新たな制度導入時

に、助成金を多く利用している。

同社がはじめに活用した助成金は

「高齢者継続雇用制度奨励金」（島根

雇用促進協会）。これは65 歳までの再

雇用制度の導入を促す制度で、当時の

従業員構成にピタリとはまっていたとい

う。これにより計400万円の奨励金を受

け取った。

その後も、「若年者のトライアル雇用」

（松江公共職業安定所）、「育児・介護

雇用安定助成金」（財団法人21世紀

職業財団島根事務所）など、次 に々助成

金を活用して制度を整備していったと

いう。

直接的に休暇につながる助成金で

はなくとも、高齢者、若手の採用が進み

人員が増えれば休暇もとりやすくなる。

　こうしてさまざまの助成金を活用しな

がら同社の制度を整えてきた古志野さ

んは、こう語る。

「各地で、助成金に関する説明会が

多数開催されています。自社の休暇制

度整備に関して、“まず何からはじめた

らいいのか分からない”という経営者

の方には是非、助成金を有効活用して

ほしいと思います。申請が難しそう、書

類が複雑そうと思うかもしれませんが、

アドバイザーの皆さんはとても親切。ど

んどん聞いて、まずはどんな助成金が自

社の社員にとって有効であるか知るこ

とからはじめてみてほしい。助成金説明

会に参加することで、なにかヒントが得

られると思います。大変だ、大変だと現

状を嘆くのではなく、何か対策を立てな

くてはいけない。中小企業が助成金分

の利益を出そうと思ったら大変。電気代

を節約するよりも、助成金を受け取るこ

とを考えてみてはと思います。」

古志野さんはこう言い切る。

「従業員が休みをとることは会社に

とって確実に“プラス”です。自分が休み

を取るために、代わりの誰かに仕事をお

願いするには、「完璧な準備」が必要で

すよね。こうした休むための「完璧な準

備」が作業の「マニュアル化・効率化」

に繋がります。これによっていざという

時、誰でも対応できるようになる。これが

１つめのメリット。加えてそこには信頼関

係や良好なコミュニケーションが必要

不可欠で、そうした風土も自然とできあ

がってきます。

2つめのメリットとしては無駄に気が

つく機会がもてます。たまたま誰かの代

わりをしたときに、日常のルーティンな作

業のなかに無駄を発見できることがよく

あるのです。

3つめは、仕事を代行した人が成長

できるということ。誰かの休みをきっか

けに新しい経験ができます。たまたま

やったことがなかった、役割がまわって

こなかっただけでできなかったという

仕事が、一度の体験によってできるよう

になる。これが、特に若い技能士にとっ

ては当分まわってこないと思っていた役

割を、早めに体験できてしまう結果にな

ることもあります。だからこうしたシーン

にはあえて、一番若い人に頼むようにし

ているのです。こういうケースならバック

に中堅社員もいるから本人も安心でき

る状態で、プレリーダー体験ができるわ

けですね。これは、本人にとって、張り切

るチャンスになったり、先の行程を知る

いい機会にもなります。」

最後に土地柄、ワークライフバランス

についての周囲の理解や、浸透度合い

を聞いてみた。

「田舎のほうが通勤時間も少ない

し、小規模の企業のほうが経営者の

考えも伝えやすい。大変な時代だと嘆

く前に、まずは挑戦してみてほしいと思

います。」

技術継承が事業の躍進に繋がった
こ れ ら 取 り 組 み に よ る 効 果 は、若 手 の 確 保
と、技術の継承面ではっきりと現れてきてい
る。また、仕事の質の向上の成果として島根
県より表彰を受けたほか、マスコミにも多く
取り上げられ、会社の評価向上が社員個人の
プライドにつながり、モチベーション向上の
効 果もあるという。

会社概要
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助成金を有効利用し
制度の基本を整える

休暇制度を整え
企業の若返りを図る

株式会社長岡塗装店

独自の休暇制度をつくることで
若手の確保・定着に成功。
ベテランからの技術継承がスムーズに。

■事業内容：塗装工事業・防水工事業・
建設工事業・アスベスト除去工事■本社
所在地：島根県松江市■設立：1965 年
■従業員数：22 名（正社員のみ）■売上高： 
4 億 1400 万円（2007 年度）

子どもの看護に使えるよう、有休取得日数を
30 分単位で使えるようにする。
世代による不公平感をださないよう、
育児支援と介護支援を両立させる。
助成金制度を活用し、基本的な社則を準備し、
自社にあった休暇施策をスタートさせる。

休みをとることで生まれる
３つの大きなメリット

現場では、若手とともに楽しそうに仕事
をするベテラン技能士の姿が見られた。
夕方仕事を終え、会社に戻った若手が練
習 を 始 め る と、ベ テ ラ ン 技 能 士 が 付 き
添って教えている様子もよく目にする
のだという。「かつてはやっぱり活気が
なかったなぁ」とはベテラン技能士の言
葉。中堅技能士にとっても、若手が入ら

ず下っ端のままでは成長がなく、なにが
面白いのだろうという雰囲気があった。
すぐに辞めてしまう社員もいた中、つい
10 年 前 は 経 営 層 も、「 あ な た た ち が 教
えないからだろう」と、定着率の悪さを
人のせいにしていた。技能継承が事業存
続には不可欠。そのために、今回の施策
は 成功だったといえる。

ベテランから若手への確実な技術継承で、事業の安定を図る

近くの高等学校の外壁を塗装している様子。作業
中は活気があり、和やかな雰囲気。

明日から自社で活かすヒント
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休暇制度を活用した若手人材の確保・定着は技能継
承が必 要な職場で大いに応用できる事例。また、休
みを取るための準備が 業 務のマニュアル 化・効 率化
につながるという発想や先輩の休 暇の間に若手がプ
レリーダー体験ができ、成長の機会となる考え方は、
業 種を問わず参 考になるだろう。はじめは専門知 識
がなくとも助 成 金 制 度の説 明 会で 学 ぶことにより、
十分に他社のお手本となりうる成果をだしている。

20 ～ 30 代の従業員
18 歳未満の子どもがいる従業員
育児休業取得者

2002年 2009年
6名
0名
0名

11名
11名
5名

若手社員の確保・定着と、出産育児への体制整備

1 級 2 級塗装技能士
1級建築施工管理技士

2002年 2009年
7名
2名

15名
5名

技術継承の成果
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埼玉県を中心に、給排水・衛生設備

工事、空調・冷暖房設備工事、建築工

事などを営む株式会社太陽商工は、

1992 年に当時の建設業界としては革

新的だった週休2日制度を導入し、埼

玉労働基準局から「ゆとり創造賞」を

受賞している。

「私の夫である先代の社長は建設

業につきまとう、きつい、汚い、危険の3K

を、期待、希望、輝きの3Kに変えたいと

思っていました。当時は、建設業で週に

2日も休んだらすぐに倒産してしまうと同

業他社から揶揄されたこともありました

が、少しでも社員に楽をさせてあげたい

という思いから週休2日制度に踏み切り

ました。賞を受賞したことは夫にはとて

も励みになったようです。」

夫が急逝したため、社長を引き継い

だ池田さんだが、その前から夫とは二

人三脚で会社を支えてきた。現在の池

田さんの経営理念や社員への思いも先

代の社長から受け継いだものだと言う。

同社は年間120日の公休がある。同

業の中ではかなり多い数字だ。そして、

ゴールデンウィーク、お盆休みにからめ

て有給休暇を2日間消化することを社

員に義務づけ最大9 連休を実現。さら

に、お客様の都合でその時期にどうし

ても休めない社員については、その9日

間を時期をずらして取得できる、フレッ

クス休暇制度も導入している。

また、「休みを取らせるだけでお金が

なければ何もできない。弊社はホテル

チェーンと契約し、日本全国およびオー

ストラリアにも保養所があり、社員は格

安で宿泊できます。各地の保養所をうま

く泊まりわたって、周遊旅行を計画する

社員もいます。」と池田さん。休暇をでき

るだけ有意義に過ごすための福利厚

生も用意している。

そのほかの就業規則もきめ細かい。

1997年には育児休業制度を制定した

ほか、介護休暇、看護休暇、1歳未満の

子どもを持つ女性従業員の時短勤務

制度、育児や介護を抱えた従業員の残

業時間の制限などを必要に応じて導入

してきた。

同社は、建設業では珍しく、いち早く

1人1台のパソコンを導入し、IT化を推

し進めたことでも話題になった。2008

年には埼玉県下の建設業では初めてと

なるIT経営実践認定証を受けている。

「IT化への取り組みは今に始まった

ことではありません。先代の時代から

いち早くパソコンを取り入れ、製図用の

CADシステムや会計システムを導入し、

業務の効率化に努めてきました。やっと

2006 年に、念願だった1人1台のパソ

コン導入が実現しただけです。それによ

り、売上管理や社内での情報共有など

の業務がより簡素化し、スピーディーに

なっただけでなく、より休みやすく、早く

帰りやすい風土を後押しすることにも成

功しました。」と池田さん。

社員が出社するとまずパソコンを立

ち上げる。すると、出勤したことを確認す

るダイアログ画面が立ち上がり、クリッ

クをすると業務が開始できるようにな

る。退社時には退社ボタンをクリックし

た後でパソコンが終了する。社員の出

勤、退社の情報は、社内LANでデータ

ベースに記録され、社長がいつでも確

認できる。深夜勤務をしている社員は

いないか、休日出勤している社員はい

ないかと社長自らが目を光らせ、場合に

よっては総務を通して改善指導を行う。

現場で作業をする職人さんたちに

は、携帯でいつでもどこでもアクセス

できるオンラインシステムを導入した。

「○○時、○○邸到着、作業開始」「○

○時、○○邸作業終了」という情報が

現場からリアルタイムで会社のシステム

に反映される。これによって、いくつもの

現場を掛け持ちしなければならない現

場監督の社員の負担を大きく減らすこ

とができた。

池田さんの決断は早い。

2007年には、法令では最低2日間と

定められている男性の出産休暇を5日

間に拡大した。社員の妻が2人目を妊

娠。難産が予測されたことから池田さん

の独断で急遽就業規則を変更した。新

しい制度をさっそく利用した社員は、難

産に立ち会い、母親と離れて不安な気

持ちでいる上の子どもにずっと寄り添う

こともできた。

1994 年、設計図の製図を担当する

優秀な女性が育児との両立の問題に

直面したときには、すぐに在宅勤務制

度を整備した。製図などの仕事なら、週

1回ほど打ち合わせのために出社すれ

ば、作業自体は家でもできる。こうして優

秀な人材の流出を防いだ。

池田さんは、時代に先駆け、問題が

発生する前に新制度を導入する。その

見極めは数字上の損得勘定ではなく、

社員のためにできることは何でもしたい

という思いからだと言う。

池田さんが今、課題と捉えているの

は介護だ。

「弊社にも介護が必要な家族と暮ら

す社員が現在2 名ほどいます。現在は

93日間という法令通りの介護休暇の枠

しか用意できてはいませんが、まずはそ

れを存分に活用してほしいです。月に1

回産業医の先生が来社するので、その

ときに何でも相談してくれてもいい。現

段階では今後、どんな制度が必要にな

るのかは見えていません。しかし、会社

としては状況を見極め、必要なときに必

要な制度を整備する準備があります。

要介護者と暮らす家族にとってどんな

制度が必要なのか、現場の声に注意し

て、臨機応変に対応するつもりです。」と

総務部の福澤勇さんは言う。「何かあっ

たら何でも相談しなよ。」が福澤さんの

口癖だ。

社員のニーズを引き出すため、池田さ

んは定期的に全社員との面談を行う。

1人約30分間の面談は「会社に対する

不平、不満を聞かせてください。私の至

らないところを気付かせてください。」と

いうスタンスで臨むという。

「中小企業なら制度を導入するのは

簡単。トップが覚悟を決めさえすればい

い。でも、実際に制度を円滑に運用して

いくには職場の風土が欠かせない。」と

池田さんは付け加える。

お得意様の都合で土日でも出勤する

ことが多い現場監督の社員たちには、

代休を取得するように口うるさく指導す

る。事務職の管理職は、自らが率先して

早く退社することで、部下にも早帰りを

促す風土がある。池田さんは「風土は

一朝一夕ではできない。長年の雰囲気

づくりが大事。」と力説する。

「社会の幸せづくり、お客様の幸せづ

くり、社員の幸せづくり」が同社の経営

理念だが、「まず社員の幸せがないと、

お客様の幸せも社会の幸せも成し遂げ

られないだろうと思います。そのために、

私たち経営者としてもできる限りのこと

はしているつもりですが、それでも大変

なことも多いはずの社員たちが、一生懸

命働いてくれることには、本当に感謝し

ています。」と池田さんは頻繁に社員に

対する感謝の気持ちを口にする。その

気持ちこそが同社の風土を醸成してき

たのだろう。
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IT化で休みやすく帰りやすい
風土づくりを後押し

いち早く週休 2日制を導入。
福利厚生も充実し旅行を促進

株式会社太陽商工

有給休暇を付加した 9 連休が年 2 回。
帰りやすい、休みやすい風土をつくり
業界では珍しい新制度を続々導入。

■事業内容：給排水・衛生設備工事、空調・冷
暖房設備工事、建築工事、土木工事、電気工
事、上記工事に関わる現場調査、設計積算お
よび工事進捗・管理などに関する各種システ
ム開発、プレハブ配管、ユニット配管などに関
する各種システム配管の開発など■本社所
在地：埼玉県さいたま市緑区■設立：1967
年■従業員数：52 名（2009 年2 月現在）

フレックス休暇導入で仕事の状況にあわせて
効率的な休暇取得が可能に。
経営トップ自らが社員の勤怠状況を
把握して、問題を見つけたらすぐに指導。
制度の導入だけでなく、上司が進んで
休暇を取り、休みやすい風土をつくる。

ゴールデンウィークとお盆休みの9 連休は
も ち ろ ん、代 休 を 利 用 し た り し て、よ く 妻
と 2人で旅行に行きます。宿泊施設には全
国各地にある会社の保養所を活用していま
す。オーストラリアにある保養所もいつか
ぜひ利用したいと思っています。
弊社では上司が進んで休みを取ってくれる

ので、部下としても休みやすい風土があり
ます。ただし実際には、休めばその分、前後
の 業 務 は き つ く な り ま す。で も、そ ん な と
きは「これを乗り切れば休みだ」とか「み
んなに負担をかけたのだから、その分がん
ばろう」と気持ちを切り換えることが大事
かなと思います。

上司が進んで休みを取るので部下も休みを取りやすい
工事部　坂江拓也さん

制度を導入するのは簡単。
運用するには風土が必要

明日から自社で活かすヒント
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週休 2 日制、IT 化、育児休暇、在宅勤務など、常に
時代を先取りした制度を導入している。経営トップが
現場のニーズを直接認識し、決断できる、中小企業
ならではの 機 動力を活かした好 例だ。また、社員の
幸せづくりを第一に考えることを公言することで、社
員が積極的に制度を活用できる風土をつくり上げてい
る点にも注目したい。介 護への対応を今後の課 題と
設定し、さらなる制度の充実を図ろうとしている。
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北海道帯広市に本社を構える六花

亭製菓株式会社は、平成元年にパート

従業員を含む全従業員の有給休暇取

得率100％を達成し、20年経った今で

も継続中だ。

年中無休の製造業という、一般的に

は休みが取りづらいといわれる業界に

ありながら、100％という素晴らしい結

果を出すまでにはどんな苦労があった

のだろう。

まず、何もせずに従業員の休みが増

えれば、当然こなしきれない仕事がでて

くる。正直なところ、導入当初は従業員

に戸惑いがあったと文化広報部の斉

木由紀子さんは言う。

「作業改善もできておらず、取得する

従業員サイドの意識も変革されていな

い状態では、“有休取得100％”という

メッセージは、すんなりと浸透はしません

でした。」

そこで、作業改善と制度の見直しが

急がれた。人員の補充、無駄な作業の

削減。この休暇制度導入をきっかけに

して、従業員一人ひとりがどうしたら限ら

れた人員、時間ですべての作業をこなし

ていけるのかを考えるようになった。

「製造業というのは、作業の工程にひ

とつの有効な見直しが入るだけで、革

新的な時間節減ができることがありま

す。例えば、実際にパートさんから出た

意見で、ケーキを切る直前にナイフを温

めるお湯の温度を少し熱くするという

案が、採用されました。これによって作

業効率がＵＰ。こうした細かなアイデア

は従業員一人ひとりに時間に対する意

識が芽生えていないとでてこないこと

だと思います。」

有休取得100％を目指し、一時的に

残業時間が増加したが、試行錯誤しな

がら作業効率を従業員一人ひとりが考

えた結果、その問題もクリアしてきた。時

間に対する意識が、管理職ばかりでなく

一般社員、パート従業員にも浸透したこ

とが、休暇制度を導入したことに対する

六花亭の大きな企業メリットと言えそう

だ。休みが取れれば心身ともに健康な

状態を保つこともできる。

現在では、同社の休暇制度は次なる

段階に突入している。

「長期休暇制度という施策を平成15

年からはじめています。当社は、工場が

年中無休ですので従業員も土日祝祭日

に休むということができず、なかなかまと

まった休みが取りにくいのですが、そん

な中でもなんとかして働きやすい環境

をつくりたいということで最低6日以上

の長期休暇を義務づけました。」

全従業員の年間の休みを決定させ

る機会を年に一度（2月）設け、繁忙期

を除いた時期で、その年度の個 人々の

休暇をあらかじめ設定するのだという。

まずは、従業員一人ひとりが希望を出

し、直属のライン長に提出する。その後、

各部署の総括が全従業員の長期休暇

時期を決定し、提示するという仕組み

になっている。このとき決めた長期休暇

が予定どおり取得されない場合は、職

場の段取りがなっていないということ

で、職場全体の評価にも連動される仕

組みだ。　

まとめて休暇を取得してほしい理由

はどこにあったのか。

「たとえ有休が100％取得されたとし

ても、1日だけの休みではどうやって過

ごしていいか分からず、だらだらと過ご

しているうちに終わってしまったり、家事

で一日潰れてしまうという声を多く聞き

ました。そこで、休暇を「消化型」から「有

効利用型」に変えるため長期でまとめて

休んでもらうことにしたのです。」

加えて、長期休暇を使って、従業員が

具体的にアクションを起こせるよう、大

胆な社内旅行制度も設けている。

「社内旅行制度として、従業員一人あ

たり年間20万円の範囲で補助金を支

給しています。」

6人組を作り、旅を企画して提出すれ

ば、上記の補助金を受けることができる

という。

この制度は20万円の範囲内なら年

間何度でも活用できる。例えば東京へ

の国内旅行に同僚と6人で出かけ、海外

へは趣味のあう他部署の先輩社員を6

人集めて出かけるという具合だ。旅先か

ら受ける刺激はもちろんのこと、普段は

ゆっくり話す機会がない社内メンバー

との親睦も深まる。この制度は必ず、6人

以上で企画を出すように決められてい

る。6人以上という人数は仲間うちのコ

ミュニケーションを促進させるのに、最

適なのだという。

また、旅へ行った様子は、定期的に社

内報などに紹介され、休み時間の話題

の種となっているのだという。

「ただお金を渡しても有効に使われ

ないと意味がない。そうであれば、旅行

を通して豊かな経験をしてきてもらい

たい。従業員に旅をさせることは、まさに

“生きた投資”です。“心が健康でなけれ

ば美味しいお菓子は作れない”と弊社

の社長は考えています。」

六花亭では会社を「我が家」と呼び、

従業員は家族という意味で「大家族

主義」という言葉を使っている。こうした

考えは先代から受け継いだもので、こ

の社内旅行制度にもつながるポリシー

がある。

「昭和の、まだ洋食が珍しかった時

代、先代は従業員を連れてフルコースを

食べに札幌まで行っていたそうです。非

日常を体験させ、従業員を成長させると

いう社風が今も生きています。」

可愛いわが子に刺激的な体験をさ

せ、その成長を見守るかのごとく、従業

員へ「旅＝非日常」という投資をしてい

るのだ。昨年のデータでは100 件以上、

1000人近い従業員が社内旅行制度を

使って国内外の旅行に出ているという。

特筆すべきはこの制度、正社員だけで

はなく、パート従業員にも適用される。正

に「大家族主義」に相応しい制度だ。

今後の目標を聞いた。

「もっと休みを増やしたいと社長は申

しております。それは、休暇制度を導入

した効果を、社長自ら実感できているか

らなのでしょう。」

同社では、長期休暇を導入後、業績

が下がるようなこともないという。

暇は毒。それは、仕事上の暇も、休み

の日の暇にも当てはまる。すべてを効率

化し、「遊びも仕事も一生懸命」、それが

六花亭のスローガンだ。

つい最近も、そんな考え方を表すよう

な事例があった。昨年の12月末までに

今年度の有休を取り終えてしまおうとい

う試みだ。そして、1月から3月までの間

に新たな休暇を5日間支給した。比較

的忙しさが緩やかなこの時期、いかに

緊張感のある仕事をするか。根底にあ

るのは「暇＝毒」という考え方だ。12月

までに有休を取り終えることで忙しさと

緊張感が生まれ、テンポ良く仕事をする

ことができた。そこで、さらに5日間の「暇

毒休暇」を支給することにしたのだ。

休みの日の暇をなくす「有効利用型」

の休暇制度も、仕事上の暇をなくす「暇

毒休暇」も根本は一緒。「遊びも仕事も

一生懸命」という六花亭ならではの考え

方が活きている。

会社概要
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「生きた休暇取得」にむけ、
社内旅行制度を整備

「残業増」からのスタート。
作業効率ＵＰが急務に

六花亭製菓株式会社

「旅＝非日常」は従業員への投資。
有給休暇100％取得の徹底で
従業員の時間に対する意識が向上。

■事業内容：和洋菓子製造販売・美術館
運営■本社工場所在地：北海道帯広市■
設立：1933 年■従業員数：1388 名■
売上高：192 億 9400 万円（六花亭グルー
プ／ 2008 年 3 月期実績）

休みを決める時期を定め、年間の長期休暇を
予め設定し、その取得状況もチェックする。
旅をきっかけに「消化型休暇」を「生きた休暇」
へ転換させる。
業務が比較的緩やかになる時期には、臨機応
変に臨時の休暇制度を発令。

趣味で吹奏楽をやっているのですが、休暇
制度を使って大会にでたり、音楽を聞きに
行っています。また、弊社施設である、中札
内美術村で働いているメンバーは4 月下旬
から11 月上旬までが繁忙期。その分、有休
を4 月に先取りし、全国の美術館をめぐっ
たり思い思い楽しんでいます。休みを充実

させると、休んだ分「仕事でお返しします!」
という気持ちになりますね。忙しすぎると
人は育たない。だから、無駄を省いて休暇
は思いっきり休もうと思うし、スタッフに
もそう勧めます。趣味や余暇を諦めなくて
いい環境はやはり理想だと思います。

休暇制度をフル活用 ! 仕事も遊びも手抜きなし !
帯広本店喫茶室ホールライン長　河合佑紀さん

暇は毒。暇があったら
休暇を、旅行を

明日から自社で活かすヒント
休暇を切り口に働き方というタイムマネジメントを社
員に浸透させた例。同社はそれにとどまらず、休暇そ
のものを「生きた」ものにしようと制度を進化させて
きた。同僚 6 人と旅行に行く制度は、社内のコミュ
ニケーションを活発化させるとともに、社員の社会
性や能力の向上に役立っている。休暇取得に真剣に
取り組むことによって、社内に適度な緊張感を保って
いる。



有給休暇 その他休暇

ほか

リフレッシュ休暇
年初に計画的に取得。
長期(原則6日)の休暇。

アサヒナイスライフ休暇
（最大12日／年）

メモリアル休暇
年初に計画的に取得。
1日単位の休暇。

社会貢献活動や地域のイベントの手
伝い等のため、有給休暇とは別に設
定。事前の申請・審査が必要。

永年勤続休暇
（最大10日／年）※勤務30年の場合

勤務年数に応じて休暇が付与される。
勤続10年で3日、20年で5日。

子育て休暇
（最大10日／年）

幅広く子供のために使う休暇として設
定。3歳までは有給、中学入学前まで
は無給で取得可能。

配偶者出産休暇
（最大5日／回）

配偶者が出産した男性社員向けの休
暇として設定。

年初に計画的に設定する
ことで、長期の休みが取り
やすくなった。

長期の休暇を取りづらい部門
を意識した制度。原則年1日
（記念日に限定していない）。

CASE04

休暇取得促進に関する長年の地道な取り組みを背景
にしつつ、いまだ弱点となっていた部分を、自社の体
制に合わせた方法で解決したのが興味深い。工場に適
した休み方、営業部門に適した休み方など、それぞれ
の職場の状況に即した制度を工夫している。各職場の
自発的な運用に任せられるようになるまでには努力が
必要だが、いったん風土として定着すればこういった
方法もあり得ることに気づかせてくれる例といえよう。

季節や顧客特性に合わせて業務を

調整していくと、部門によっては、やむを

得ない休日出勤が度々 発生する。そんな

業界事情にあって、アサヒビール株式会

社では、休むときにはしっかり休み、メリ

ハリのある働き方で生産性を高めるた

め、職場環境に応じた柔軟な休日制度

を設けている。

例えば、工場では、1990 年代前半か

ら始まった「フレッシュマネジメント活動」

により、製品の鮮度を重視し、必要なと

きに必要な数量だけを製造する体制が

定着。そのため、フレキシブルな生産体

制が必要となり、夏や年末といったビー

ルシーズン前などの繁忙期に製造が集

中、この時期には通常週2日の定休が1

日になることも起こるようになった。これ

に対しては、仮に土日に製造予定が入っ

た場合、その日を出勤日に変更し、ゆとり

のある時期に振替休日を設定する、と

いった制度で、休日の確保に取り組んで

いる。

一方、営業部門には、お客様相手の仕

事だからこその課題がある。主な得意

先は量販店や飲食店だが、これらの業

種には365日24 時間営業のところもあ

り、営業担当者も先方の都合に合わせ

て休日出勤になってしまうことがあるの

だ。この事情を踏まえて実施されている

のが「個人振替休日制度」。会社や職場

側で振替休日を決めるのではなく、個人

が自分のスケジュールに合わせて設定

できるようにしたもので、本来は土日の休

日を、事前申請で他の曜日に動かせるよ

うにしたものだ。

しかし、有給休暇の取得状況となる

と、両者の間に差が出てくる。工場の仕

事は計画的にシフトを組めるため、有休

取得率は高いのだが、これに対し、営業

部門での有休取得率は低め。工場での

有休取得日数が1カ月平均で1日以上

をキープしているのに対し、営業部門で

の有休取得日数は、その約半数程度と

低めに推移してきたのである。

このような状況の中、計画的な有休の

取得を促進し、よりメリハリのある働き

方を推進するために設定されたのが、

1990年に始まった「リフレッシュ休暇」

制度である。

「リフレッシュ休暇」は、有給休暇と土

日等の休日を組み合わせて取る、原則6

日間の連続休暇。新たに制度を設けた

のではなく、既存の有給休暇をうまく消

化するために、「取り方」に2つのアイデア

を盛り込んだものだ。

そのアイデアの1つは、年度初めに一

斉に取得時期を決めてしまうところにあ

る。これが習慣化される過程でひと役

買ったのが、年度末に配られる「年間カ

レンダー」だ。年間の定休日が120日と定

められている同社では、毎年、勤務日を

明記した「年間カレンダー」を作成し、休日

と出社日を社員に通知する。そして、毎年

このカレンダーが配られるのとほぼ同時

期に、人事部門から「リフレッシュ休暇」

の取得を促すアナウンスが入る。つまり、

「年間カレンダー」が完成し全員が必ず目

を通すタイミングが、休暇を計画するきっ

かけとしてうまく機能しているのである。

もう1つのアイデアとは、「リフレッシュ

休暇」が原則6日間という長めの休暇で

あること。長期休暇の取得が可能になる

のも年度初めに計画的に設定するから

こそだが、これをきちんと消化することで

全体としての取得率も向上するというわ

けだ。

しかし、長めの休暇を確保するのがど

うしても難しい職場もある。例えば工場

においては、臨機応変な生産体制を確

保する必要性から、「リフレッシュ休暇」

のような長期休暇の取得は難しいケース

も出てくるのだ。

「リフレッシュ休暇」制度導入後、この

ような職場をフォローする形で、1996年に

誕生したのが「メモリアル休暇」だ。こち

らも、年度初めに計画的に設定するのは

同じで、各社員が任意の記念日など（実

際は記念日に限定してない）に休暇を取

るというものだ。

ちなみに「リフレッシュ休暇」と「メモ

リアル休暇」は、その両方を取得すること

ができる。ポイントは年度中に各1回設

定することで計画的に有休取得できる

環境になっていて、そのことがメリハリを

生んでいる点にある。

「リフレッシュ休暇」や「メモリアル休

暇」はそもそも有休取得推進のための

制度であるため、活用状況についての

集計は難しい。しかし、同社人事部主任

の宮田耕平さんは、「手応えとしては十

分にある」という。「有休そのものについ

ても、労働組合などから『雰囲気的に取

りづらい』という声はすっかり聞かなくな

りました。」

そもそも同社は、以前から地道な休

暇取得促進活動に取り組んできた。例

えば、事業所単位の年度目標設定の中

に休暇取得日数を盛り込ませたり、労働

組合から有休取得の少ない職場があ

がればすぐに人事部門が調整を行うと

いった具合だ。さらに、9月を中心に行

われる同社の人事異動は、約4000人の

社員のうち800人が入れ替わることもあ

る大規模なもの。これを機会に、休みや

すい職場の雰囲気が全社に拡がること

も、全社的に休暇取得に前向きな風土

の形成に役立っているといえそうだ。

そして、ひとたびこうした風土が形成

されてしまえば、制度を推進するための

強制力は必要なくなる。「リフレッシュ休

暇」についても、制度としては全社的に

導入されているが、職場環境として長期

の休暇取得が難しい場合など、強制的

に取得させるのではなく、各職場の判断

に任せた柔軟な運用方針を採っている

のもその表れだ。

「むしろ、強制すると『やれといわれた

からやる』というムードになりがち。本当

の意味での効果を目指すなら、個人の

意識として定着させなければ。そのため

には、最初から実情に合った形で進めら

れるべきです。」というのが宮田さんをは

じめとする同社人事部の考え方だ。愛

社精神と仲間意識が強く、同僚が休ん

だ分は進んでカバーする雰囲気がある

という同社の風土においては、自発的な

運用こそが定着に寄与しているのだ。

2007年末からは、勤怠システムの変

更も実施。サービス残業などを見逃さ

ず確認できる体制を整えたことで、残業

時間が正確な数字で把握されるように

なった。その結果、勤務時間は残念なが

らやや増加傾向にあるが、1カ月の平

均有休取得日数は2007年から2008 年

にかけて上昇。そこには、メリハリのある

働き方をするため、また、実労働時間全

体を削減するため、積極的に休暇を活

用しよう、という空気が感じ取れる。

そしてこのような「実労働時間全体の

削減」は、ワーク・ライフ・バランスの具体

的な指針づくりの最中にある同社にとっ

て、大きなテーマの一つでもある。「自由

な時間が増えれば、一人ひとりが大切に

思う部分に時間を使うことができ、心が

満たされます。それが仕事で生産性を上

げることにつながり、会社にとっても社員

にとってもメリットになるということを、上

手に浸透させていきたいです。」と宮田

さんも抱負を語ってくれた。

■事業内容：酒類製造・販売■本社所在
地：東京都墨田区■設立：1949 年■従
業員数：3713 名（2008 年12 月現在）
■ 売 上 高：1 兆196 億 円（2008 年12
月実績）

会社概要

明日から自社で活かすヒント

2

1

3

アサヒビール株式会社

年度初めの有給休暇取得計画で、
取得率の低い職種の状況を改善。
メリハリのある働き方を推進。

年間の出社カレンダーが決まるタイミングを、
有休取得計画のきっかけとする。
年度初めの「計画」「申請」で長期休暇の取得
を可能にし、取得率の低い職種の状況を改善。
ひとたび休暇に前向きな風土が形成されれば、
強制より自発的な運用が効果的。

職場環境に対応した制度で
休日を確保

年間カレンダーの配布と同時に
有休取得期間を決める

永続的な意識改革には
自主性の尊重が必要
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CASE05

2 社の合併による設立から10年の節

目を迎えた2007年、三井化学株式会

社は、今後の経営基本方針の一環とし

て「人材マネジメント方針」を打ち出し、

その中で、「仕事と生活の調和を取るこ

とで、会社の生産性は上がり、個人の働

きがいや生きがいも増す」という、ワーク・

ライフ・バランスの考え方を示した。その

後、2008 年4月には、厚生労働省の「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）推進プロジェクト」に10社あるモデル

企業のうちの1社として参加。トップ自ら

が「『ゆとり』創出に向けた時間づくりと

その活用支援」を宣言し、より具体的な

施策への道を踏み出す。

育児・介護支援、休暇等の制度につ

いては従来から充実させてきた同社だ

が、今回の取り組みはさらに一歩踏み込

んだもの。「制度があっても、現実には休

みづらいと感じている人も多い。それを

改善することが新たな目標です。」と、同

社人事・労制部の片寄雄介さんは説明

する。

その表れの一つが、トップ宣言にも盛

り込まれた「時間づくり」の考え方。残業

削減も休暇取得も、時間に余裕がなけ

れば現実的ではないのだから、まずは

その時間を創り出そうというのだ。具体

策として真っ先に推進されたのは、会議

とメールの効率化。会議については、そ

もそも会議を開く必要があるのかを問う

「やるのか五則」と、開く場合にはその会

議をより効果的なものとするためのポイ

ントをまとめた「やるなら三則」というルー

ルを改めて作成。メールについても、表

題や宛先の書き方などスピードアップに

欠かせない5点をまとめた「めーるーる」

を制定。これらを1枚のカードにまとめて

全社員に配付、常に目に触れる場所で

注意を促すこととした。

こうしたルールで「時間づくり」の基礎

を作り、次に取り組んだのは「ノー残業

活動」。具体的な行動の一つが、外出先

などを記入する行き先表示板を活用し

た「退社時間宣言」だ。各社員は出社後

すぐ、退社目標時間を表すカラーマグネッ

トを行き先表示板に貼付する。マグネッ

トは3色あり、青は18時半まで、黄色は

20時半まで、赤は20時半以降の退社を

示している。こうして、マグネットの色を超

える残業や赤のマグネットばかりが続く

ようなら、上司が原因を確認し、対応策を

とるというわけだ。さらに、職場単位で全

員が定時退社する「ノー残業デー」を設

定。週一日の実施を徹底し、定時退社す

るために何をすべきかを考えるようにし

ている。

同時に、休暇取得の促進に向けては、

「年休取得計画表」を導入。これは、各

四半期の初めに職場単位でカレンダー

上に年休取得日を記入、メンバーで回覧

するなどして共有するというものだ。

実はこれらの方法は、同社の工場部

門にヒントを得たもの。というのも、本社

では50％程度（2007年時点）の年休取

得率も、工場の3交替勤務者は約95％

と非常に高く、すでに「年休は取得する

もの」という文化ができているからだ。

同社はその理由を「工場では、相互に業

務内容を把握し、1人が抜けたとき、誰

がどうバックアップするか明確にしてい

るため」と分析。この仕組みの本社導入

にあたり、まずは各人の業務内容の「見

える化」に着手したのだ。

「ノー残業活動」と「年休取得計画表」

の共通点は、業務内容と勤務時間の

「見える化」を図り、どこを効率化すべき

かを把握する試みであること。残業時間

の削減や休暇取得の促進は、効率化に

よる時間づくりとセットでこそ実行でき

る、という考え方がここにも見て取れる。

さらに2009 年1月には、PCのログオ

ン・オフ時刻による実労働時間の把握も

始まった。同社では出退時刻をオンライ

ンで管理しているが、PCログオン・オフ

時刻と、本人が申請する出退時間に30

分以上差がある場合は、その理由を記

入しなければならないようにシステムを

変更したのである。この新システムによ

り、勤務時間をより正確に確認できるよ

うになり、とくに管理職にとっては、業務

の効率化に真っ向から取り組むきっか

けとなった。また、予想外の効果として、

管理職自身の勤務時間意識にも変化

が現れた。残業代が出ない管理職の場

合、以前は、自身の勤務時間が標準時間

をオーバーしていても、手続きの煩雑さ

もあって「標準時間に退社した」と申請

することも多かった。ところがシステムの

変更により、残業時間が自動的に表示さ

れるようになったことが、管理職が自分

の残業時間を見直す動きにつながって

いるというのである。

これらの取り組みを、2008 年秋の社

内報で3 号連続の特集として紹介。長

時間労働に頼らない仕事の仕方を呼び

かけ、社員の意識改革を促した。

一方で、意外な意識改革効果を発揮

しつつあるのが、2007年に本社社屋内

に作られた「和（なごみ）サロン」の存在

である。

「和サロン」設置の当初の目的は、社内

コミュニケーションの活性化にあった。

背景にあるのは、メールなど、実際に顔を

合わせなくても業務を進められる便利

ツールを活用している今だからこそ、社

内の「顔の見える関係」を大切にしたい、

との考えだ。カフェとゆったりしたテーブ

ル席を備えたサロンは、社員同士がリ

ラックスして交流できる場として好調な

滑り出しを見せ、今では「美味しいビー

ルの飲み方」や「アロマテラピー講座」と

いった趣味の学びの場にも発展してい

る。極めつけは、社員自らが出演する芸

能大会。第一回の開催時には、終業後

のひととき、専務率いる社内コーラス部

による合唱や、名物社員のものまね披露

などを約100人が楽しんだ。このことに、

人事・労制部女性社員登用推進チーム

リーダーの田中千穂さんは次のように期

待を寄せる。「こうしてオフで充電してい

る社員を見るのは楽しいですし、その人

がオンにはバリバリ働いているのを知っ

て『自分も』と思うきっかけにもなるはず。

そのことで、休暇に対する意識も変わる

のではないでしょうか。」冒頭に挙げた

トップ宣言では、ゆとりの時間の「活用

支援」についても謳われているが、「和サ

ロン」での活動は、間接的ではあるが、各

人の時間の「活用支援」の役割も果たし

ているのかもしれない。

会社側は、さらなる休暇制度の充実

という形でも時間の活用支援に取り組

んでいる。その一つが2008年8月に新

設された「社会活動休暇」だ。有休が自

分のための休暇なら「社会活動休暇」

は「誰かのための」休暇。地元の少年野

球の指導、PTA活動、災害支援などの

目的で、2009年1月末現在、すでに利用

件数は99件にのぼっている。

「社員に『休暇は取得するもの』と思っ

てもらうには、それが会社の方針である

というメッセージを強く発信しつつ、取得

を妨げている理由を一つずつ解決し、

加えて、休暇を取ることで人生が充実す

ると実感してもらうこと。」と片寄さんは

言う。この3点は、どんな業種や企業で

あっても参考にできる考え方の基本と

言えるだろう。

会社概要

2

1

3

勤務時間の「見える化」で
効率化すべき点を洗い出し

「休暇で何をするか」の
イメージ作りで意識を改革

ワーク・ライフ・バランスは
「時間づくり」ができてこそ

三井化学株式会社

休暇取得を可能にする時間づくりと
余暇を活用するヒントの提示を軸に、
休みづらさの解消を目指す。

■事業内容：機能材料、先端化学品、基
礎化学品等製造■本社所在地：東京都港
区■設立：1997 年■従業員数：単体／
5026 名、 連 結 ／ 1 万 2814 名（2008
年 9 月 30 日現在）■売上高：1兆 7867
億円（2008 年 3 月実績）

会議、メールに関するルールの策定など、
分かりやすい「時間づくり」ノウハウの開示。
業務効率化の前提として、退社時刻宣言、
年休計画表等で、忙しさを「見える化」。
オフを充実させている社員の姿を見せるなど、
休暇の活用法をイメージさせる。

昨年夏、土日を挟んで2 日ずつ年休を取り、
計6 日間でドイツの音楽フェスに行きまし
た。休暇取得は2 カ月ほど前から、まず上司、
次に同僚に宣言。早い段階から意思表示して
いたこと、日ごろ同僚が忙しいときには応援
してきたことが、すんなり休暇を取れた要因
だと思います。考えてみれば、その後導入が
決まった「年休取得計画表」と同じことをし

ていたわけですね。ちなみに同行した友人は
社内の営業マン。自分と違って取引先にも同
様の連絡が必要だったようで、その点は職種
ごとの違いを感じました。
音楽は、仕事でも意外と大切な「フィーリン
グ」を磨いてくれる大切な趣味。そのための
時間は自分のコンディションを確実に上げ
てくれています。

2 カ月前からの年休取得宣言で、念願の海外音楽フェスへ
人事・労制部　片寄雄介さん

明日から自社で活かすヒント
「時間に余裕がなければ休暇は取れない」という発想
のもと、時間づくりのルールを徹底。その上で勤務時
間を見える化し業務の効率化を実践していった。同時
に年休取得を計画表で管理。こうしたステップを踏ん
だ取り組みは注目に値する。また、取得した休暇の
使い方に踏み込む発想は、制度を活用しきれていな
い現状を考慮すると現実的かつ意欲的。工場での事
例分析や現状把握は今後の展開に寄与するはずだ。
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第一三共株式会社では、休暇を含む

労働時間管理の目的を2 つに分けて考

えている。１つ目は法令の遵守や健康障

害の防止といった「守りの側面」。2 つ目

は、ワークライフバランスの推進と生産

性の向上という「攻めの側面」だ。

人事の重点課題の1つとしてワークラ

イフバランスの実現を掲げており、裁量

労働制やフレックスタイム制をはじめと

した働き方に関する制度の整備のほか、

休暇を取得しやすい環境づくりの整備

に努めている。一方で昨今増加している

メンタルヘルスの問題にも目を向け、こう

した問題を複合的に、組織的に観察し、

対策を講じようと労働時間管理委員会

を発足させている点が先進的だ。

第一三共株式会社は、三共株式会

社と第一製薬株式会社が2007 年に完

全事業統合を果たし、新たなスタートを

切っている。統合するこの機会に、共通

認識として労働時間に関する問題を話

し合う場として、この組織を設けた。

委員会は3 部構成になっており、合同

中央労働時間管理委員会と呼ばれる、

国内のグループ各社が集まり話し合う

会合が年に1度開かれる。その下には、

各社中央労働時間管理委員会が存在

し、各社ごとの事案が検討される。ここ

で重要なのは、実施状況のモニタリング

と改善案の協議が行われる点。人事部

労政グループ主査である荻原浩二さん

は、この「モニタリング」の必要性を何度

も強調した。そして、各社組織の下には、

さらに事業場労働時間管理委員会も

設置され、より具体的なアクションにつな

げていくようにしている。

こうした委員会があることで、成果の

報告義務が生まれ、効果測定を定期的

に行いながらＰＤＣＡ（Plan 計画・Do

実施・Check 監視・Act 改善）をまわし

ていくことができるのだという。

荻原さんは、人事のように少し離れ

た場所から発信するほうが効果的なも

のと、直属の各事業部・各部門からメッ

セージを出してもらうことが効果的なも

のを分けて考えているという。

「人事と現場。その両輪で進めていく

ことで本当に活用される制度を作って

いかなくてはなりません。実際、各事業

部・各部門特有の業務特性について、調

査し、対応するのは、各事業部・各部門

ごとにお願いしています。例えば、営業と

研究開発では仕事の内容が全く違いま

す。それぞれの働き方に内在する無駄を

削減する案などは、各事業部・各部門ご

とに、発見、検討してもらうのが一番効

果的です。」

 現状、営業職（MR）と研究開発職で

は休暇取得に関してどのような違いが

あるのだろう。

「MR は期末などの締め日近くには休

暇が取りにくい状況があります。一方、研究

開発職では裁量労働制を適用している

社員が多く、仕事の進め方や時間配分な

ど個人の裁量に委ねられているため、休

暇の取りやすい環境が整っています。」（人

事部労政グループ主任、石垣寛子さん）

具体的な取得日数を見てみると、MR

は全社の休暇取得日数平均を２日程度

下回り、研究職は全社平均を２日程度上

回る結果に。このように職種による差は

否めないが、今年度のMR の休暇取得

日数は、昨年度に比べ平均で２日弱増

の成果が出ているのだという。現状を把

握し、必要な箇所へ的確な対策をとっ

ている様子が伺える。

「直接的なネーミングの休暇ですが、

“過重労働防止休暇”という制度を設け

ています。平日の時間外労働と、休日労働

の合計が80 時間を越えた社員に対し、

医師面談を義務化し、同時に人事担当

から、上長へ直接、休暇を取らせるよう連

絡をしています。」

この80 時間という時間設定は、法律

で定められたものより短い。理由は、「製

薬会社として従業員の安全衛生は最高

レベルを目指すべきだ」とのポリシーが

同社にあるためだという。

「本人だけに啓発しても休暇は取れ

ないもの。上司とセットにしてはたらきか

けをしていかなくてはならない。」という

前出の荻原さんのコメントのとおり、苦し

いときに上長へも連絡がいくことで、休

むことに強制力が備わり、メンタルヘルス

が危険な方向へ向く前に休暇を取得す

ることができるようになっているという。

過重労働防止休暇の対象になった

経験がある、同社社員にそのときのエピ

ソードを聞いた。

「統合後の業務で多忙な時期、個人

でも危機意識があった中、人事担当か

ら指導的な連絡が入り、直属の上司、そ

の上の上司からも“明日は休むように”と

即、具体的な指示を受け、ありがたいと

感じました。そうした指導を受けている

ということがまわりにも伝わり、会社とし

て心身両面でのケアを重視しているこ

とが伝わるきっかけにもなったと思いま

す。」

個人だけでなく周囲を巻き込むこと

で、企業風土の改善効果も望めた様子。

「一度メンタルヘルスを悪化させてし

まうと、社員個人にとっても大変つらいこ

とであるし、周囲への影響も大きい。休

暇等の制度整備をし、ワークライフバラ

ンスをとることでメンタルヘルスの悪化

を予防できれば、結果的にコストの削減

にもつながります。」

健康障害を起こす社員を減らすこと

は、経営上のメリットにも直接つながって

いるといえよう。

「休暇を取得しやすい環境づくりの

1つとして誕生日や運動会など、イベント

のときにはぜひとも有休を取得してほし

いと考え、こうした用事で使う有休を特

別に“ライフイベント休暇”と呼んでいま

す。」と石垣さん。

そのほか奨励金の出るリフレッシュ

休暇の取得率は、約80％。会議や研修

を入れず、休むことが努力義務とされる

有休取得促進日の活用率も上がってき

ている。

今後について荻原さんに聞いた。

「地道な作業ですが、継続的にきっち

りと制度をまわしていくことが、非常に大

切だと考えています。労働時間管理は、

活動をやめてしまうと途端に悪化してし

まいますので、ＰＤＣＡをまわし、改善を

続けていきたいと思います。制度は人事

だけでも作れてしまいますが、それでは

まったく意味がない。運用に関してはと

てもじゃないけれど人事だけでできるも

のではない。本当に活用してもらえる制

度を作っていくには、現場の協力が不可

欠です。」

全体を通しての効果はどうか。昨年と

比べ半年経過時点で、労働時間は2 割

減、有給休暇の取得日数は、1.1日増加

とはっきりとした成果が出てきている。こ

のことは直接的に残業代の削減にもつ

ながっている。休暇が平均で1日増加を

しても業績への影響はない。アウトプット

は変わらずに、社員の労働条件が向上

している。今年度は、全社的に平均取得

日数を１日以上増やし、また休暇取得日

数の少ない者の底上げを図るというこ

とで目標を立てて取り組んできたという

同社。その取り組みの効果が、はっきりと

数字に表れている。

■業務内容: 医療用医薬品の研究開発、製
造、販売等■本社所在地: 東京都中央区■
設立: 2005 年■従業員数: 単体／6007
名、連結／1 万6237 名（2008 年9 月30
日現在）
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第一三共株式会社

生命関連産業こそ最高レベルの安全衛生を。
委員会を設置し、報告義務を課すことで
ＰＤＣＡを機能させる。

本人だけでなく上司にも働きかけることで
休暇を促進させる。

人事部と各事業部・各部門がそれぞれ
やるべきことを分担し、両輪ですすめる。

制度を設けたあとも、検証、改善が定期的に
続けられる仕組みづくりをする。

労働時間管理委員会を設け
組織的に制度を整備

健康産業に携わる企業として
最高レベルの安全衛生を

休暇取得率、
大幅ＵＰの啓発活動とは？

2008年度は、労働時間管理が本来目指すべき「ワークライフバランスの推進・生産性の向上」の鍵となる④〜⑥の施策に力を入れることで、
守りから攻めに転じていく （出典: 第一三共「労働時間管理委員会」資料）

第一三共株式会社の考える労働時間管理「守りの側面」と「攻めの側面」

・法令の遵守
・健康障害の防止

・ワークライフバランスの推進
・生産性の向上

「守りの側面」

「攻めの側面」労働時間管理の目的

① 36 協定の遵守徹底
②長時間労働者への
　医師面談の確実な実施
③労働時間の適正把握

④各種労働時間の適正な運用
⑤休暇を取得しやすい
　環境の整備
⑥ワークライフバランスデーの推進

明日から自社で活かすヒント
事 業 統 合後という新しい組 織 文化を創 造するタイミ
ングで「生命関連産業こそ最高レベルの安全衛生を」
という価 値を打ち出し、人事部と現場の協力体 制の
下に施 策を推 進。休 暇 取 得 促 進は 地 道で継 続した
働きかけが必要。このため PDCA サイクルをまわし、
改善への取り組みを続ける仕組みまで構築している。
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アストラゼネカ株式会社は、革新的

で優れた医薬品を社会に提供し続け、

多くの新薬で世界の医療に貢献してい

るリーディングカンパニー。イギリスに本

社を置き、世界中の従業員が6万6000

人を超えるグローバル企業だ。News 

week 誌が発表している『世界企業ラ

ンキング500』【財務力とCSR（社会的

責任）の観点で評価した企業評価ラン

キング】において、2007年第１位、2008

年第3 位という評価を受けた輝かしい

実績も持つ。

大阪市にある本社を訪ね、「C－day」

と呼ばれるCSR 活動について、コーポ

レートマネジメント統括部・広報部長の

井関修一さんに聞いた。

「C－day（Contribution day）は、高

齢化する村を応援するプロジェクトとし

て、3年前にスタートしたCSR 活動です。

高齢化・過疎化・孤立化する中山間地

域の棚田を保全する作業をお手伝い

することを目的としています。棚田の厳し

い現状を聞く機会があり、医薬品のお

客さまでもある高齢者の方々のお役に

立てればという想いが、このプロジェク

トをスタートさせました。2008年は、10

月7日に、全従業員約3000人が参加

し、北海道から沖縄まで全国55カ所」

で実施しました。」

実施日の1日は、3000人が働かない

日ということになる。営業的な影響が無

いわけではない。それでも、この活動に

意義を見出し決定に踏み切ったことに

価値があると井関さんは語る。

当初は休暇制度の枠をはるかに超え

たこの活動に賛否両論が社内で飛び

交っていた。しかし、現場に出向き、地域

の方 と々の交流が現実のものになると、

そうした反応は全く逆のものとなる。イギ

リス本社からも高い評価を受け、グルー

プのＣＥＯも夫妻で来日して参加。現地

で大いに汗を流して働き、この活動に感

銘を受けたという。日本独自の棚田とい

う美しい風景・文化の保存に役立てる

こと、そして何より地域の方 と々の人間的

な交流が、都市で働く社員たちを一気

に活性化させていったのだ。執行役員・

人事総務本部長の発田聡さんはこう語

る。「C－day の活動後は、１年間この話

を社員同士でできるんですよ。役職や

職種を超えて、いつでも会話できる。社

員同士の共通の思い出として、コミュニ

ケーションの活性化にもつながっていま

す。」棚田の整備や農作業に取り組む以

外に、地元のお年寄りの方 と々の交流を

深める目的もあって、オリジナルの体操

を創り出し、参加者全員で楽しむことも

忘れていない。「作業の合間や終了後に

は、地元の方 に々作っていただいた食事

をいただき、時にはお酒も入って、和気あ

いあいの雰囲気の中で交流が深まるん

ですね。」そう話す発田さんの表情もい

つの間にか笑顔になっている。

このＣＳＲ活動を実現するまでには、

様々な方の協力があった。単にボラン

ティア活動をするといっても、3000人

もの人間を一度に受け入れられるもの

ではない。そのため、受け入れ先のネッ

トワークづくりにはＮＰＯ法人棚田ネッ

トワーク、仕組みづくりには東京ボラン

ティア・市民活動センターの支援を仰

いだ。社内のＣＳＲマネジメント部を中

心に、各地域ごとに、社内公募により自

ら手を挙げた「キャプテン」と呼ばれる

リーダーを選出、サポート役も配置した。

そして、全国55カ所に、10 数人から100

人のグループに分けて社員を派遣する

という今のスタイルが構築されていっ

た。「たとえば、球根を植える作業でも、

普段はお年寄りの方3、4人だけでやる

ので何日もかかるそうですが、当日は若

者が50 ～60人で一斉に作業をやるの

で、早ければ2 ～3 時間で終わってしま

う。若者たちが来て地域が賑やかに活

気づくことがうれしいと言っていただけ

る。そうなると、自分の植えた球根が、

育っていくプロセスにも関心がわき、会

社の行事とは別に、個人的にその地域

を訪ねている社員もたくさんいますね。

人的交流が生み出す、新しい旅の創出

にもつながっていると思います。」広報部

長の井関さんも、その波及効果に驚い

ていた。

アストラゼネカ株式会社はＣＳＲ活

動だけでなく、「休暇制度」の促進にも

地道に取り組んできた。全社での一斉

有休取得日の設定から、支店や課単位

での一斉休暇取得にも力を注いでい

る。「現在、16 の支店とその中に複数の

エリア単位の課がありますが、各地の気

候条件や繁忙期に応じて、支店判断、

エリア判断で休暇取得日を設定しても

らっています。エリアの課長を中心に休

む日を決めて取るので、とても休みやす

い雰囲気ができてきていると思います

ね。全社共通の一斉休暇日も、年末や

ゴールデンウィークに連動させるように

してロングランの休暇が取りやすい環

境を整えていく工夫も実施しています。

その結果、有休取得率は、60％から約

65％と、5％アップしてきています。」人事

総務本部長として休暇制度を推進して

きた発田さんも、手ごたえを感じている

という。さらに、フレックスタイムの効果

的な活用も稼動し、オーバータイムにつ

いても１年間で、約15％削減されている。

こうした実績を積み上げながらも、発田

さんは、一律、一斉的な制度に対しての

警笛も鳴らしている。「休暇制度に特効

薬はないと思っています。我々の業務で

いえば、営業はＭＲとなるので、営業先

となる医師は、日中は診察があり夕方以

降でないと会いにくい実情や、開発部門

では、グローバルな確認が必要なので、

海外拠点との時差の中での夜間のテ

レビ会議があるなど、職種によって時間

コントロールの条件が違います。そうし

た中で、それぞれの仕事の状況を理解

せずに実施する一律的な制度は納得

感を生みません。良かれと思って実施し

た制度や新しい人事関連の仕組みが、

かえって職場の中での不公平感やその

制度を活用した個人への不満などにつ

ながってしまうケースは多 あ々るもので

す。これでは本末転倒になってしまいま

す。だからこそ、目新しいもの、華 し々いも

の、画期的だといわれるものには、注意

が必要です。いくつかの小さな試みを、

社員の理解のもと、継続していくことこ

そが本質的な成功につながるのではな

いでしょうか。」

社内における納得感の醸成、そして

地道な取り組みの継続。こうした努力な

しには、休暇制度の効果的な活用はな

いのかもしれない。
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ネットワークや仕組みづくり等
実現までのハードルは高かった

支店単位、課単位など、
休暇取得にも工夫をこらす

グローバルカンパニーが
取り組む独自のＣＳＲ活動

アストラゼネカ株式会社

休暇制度を超えた独自のＣＳＲ活動が、
社員の活性化を生み出した。あわせて、
継続的な制度への取り組みで成果アップ。

■事業内容：病気の予防と治療および
人々のクオリティー・オブ・ライフの向上
に役立つ革新的で優れた医薬品の提供■
本社所在地：大阪府大阪市北区■設立：
2000 年■従業員数：3241名（2008 年
4 月現在）■売上高：1866 億円（2007
年法人決算）

従来の休暇制度の枠に留まらない
ＣＳＲ活動への取り組みによる活性化。
全社単位、支店単位、課単位の
休暇取得日設定による取得率のアップ。
社員の納得感の醸成、職種による違いを
カバーする制度への配慮。

「Ｃ-day」は3 年連続で、和歌山県有田川町
沼地区及び久野原地区において棚田周辺の
草刈りなどをお手伝いしています。初めは
地元の方々に教えていただきながらでした
が、「自分たちにできることをやろう」とい
うコンセプトのもと、自然な形でやってい
ます。懇親会でお酒も入った勢いもあり、

「10 年連続で、キャプテンをやります！」と
宣言してしまったんですね。今では、また地
元の方々にお会いしたくなって、家族ぐる
みで旅行にきています。3 人の子供たちも、
景色はいいし、食べ物はおいしいしで大喜
び。この活動は、人に話したくなるちょっ
と自慢のイベントですね。

キャプテンとして３年連続同じエリアに。
今では家族ぐるみの交流になっています
医療戦略本部　営業支援部　営業情報戦略グループ　西澤幸高さん

明日から自社で活かすヒント

1817

同社の取り組みは、単なる休暇促進の施策に留まるこ
となく、社会貢献活動を通じて従業員の活性化につ
ながる仕組みを構築したことに大きな価値がある。全
社的なボランティア活動が、社員と地域の人々との交
流を促進し新たな旅の創出になっていることは、余暇
の使い方の先進事例といえる。また、有志のリーダー
の下で、会社組織とは異なるチームワークを体験でき
ることによって社員間のコミュニケーションが向上。
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中外医薬生産株式会社は、2007年１

月から「計画有給休暇制度」を取り入れ

ることで、前年まで18％だった有給休暇

の取得率が25％になった。

「計画有給休暇制度」とは、本人が保

有している有給休暇のうち、2日間分の

有給休暇取得日を会社側が決めてしま

う仕組みだ。いわば強制的な有給休暇

取得制度といえる。当然「計画有給休

暇」の取得率は、導入以来2 年間連続

で100％となっている。

「計画有給休暇制度」導入に踏み

切った背景を管理本部長の岡森久剛さ

んは次のように語る。

「工場の生産ラインを1日でもストップ

することは経営的に大きな打撃となる

ので、弊社では週半ばの祝日は出勤日

にしています。そのため、弊社の公休は

年間114日となり、一般的に見て少ない。

それなのに、有給休暇の消化促進を口

で言っても一向に消化率は上がりませ

んでした。会社側の都合で、大きな設備

投資は難しく、オートメーション化が遅れ

ていることに加え、中小企業なので代替

要員が少なく、1人が休むとそのしわ寄

せが残った社員に重くのしかかる。きっ

とその状況を察して、社員が有休取得を

遠慮しているのだと、申し訳なく感じてい

ました。そこで、会社側から強制的に休

んでもらうよう働きかけることが必要だ

と考えたのです。」

“強制的に”といっても、社員の都合を

無視してむりやり有給休暇取得日を割

り振るわけではない。ゴールデンウィー

クおよびお盆休みの連休の前後に部門

ごとに全員で一斉に休むことにするの

だ。

連休が1日増えれば、旅行の計画も

立てやすくなる。ピークを外すことで旅行

代金が安くなったり、渋滞を回避できた

りするからだ。また、同じ部門の全員が

休むのだから社員同士が気をつかうこ

ともない。

しかし、問題もあった。

「２日間も生産を止めるのは経営的に

は痛手。いかに生産性を落とさないか

が大きな課題でした。」

そこで、工場の生産ラインを大きく２

つに分けて交代で休むことにした。生産

ラインは、薬剤そのものを作る製剤セク

ションと、できた薬剤を瓶詰めしたり、ラ

ベルを貼ったりする包装セクションに分

けられる。製剤セクションが作った薬剤

は、その翌日に包装セクションが受け取

り、包装し、製品として完成する。連休に

入る前日には基本的に製剤セクション

は薬剤を生産できない。そのタイミング

で、製剤セクションに一斉に休みを取っ

てもらう。逆に連休直後の出勤日には包

装すべき薬剤はないので、そのタイミン

グで包装セクションは一斉に休みを取

ることにした。（下図参照）

タイムラグを有給休暇取得に利用し

たことで、休暇中のセクションの生産ライ

ンはまるまる休止するので、結果的に工

場のランニングコストの削減にもつなが

り、生産効率は向上した。

さらに岡森さんは想定外の効果も

あったと言う。計画有給休暇以外に、自

主的に有給休暇を取得する人が増えた

のだ。

「入社以来8 年間、一度も有給休暇を

取得したことがなかった社員がいまし

た。しかし、計画有給休暇制度で初めて

有給休暇を取得してからというもの、時

折、有給休暇を取得するようになったの

です。それもやむを得ない用事などでは

なく、“友達と旅行に行ってきます！”など

と言いながら。きっと休むことに対する

抵抗感が解消されたのでしょう。」

計画有給休暇制度が呼び水的な役

割を果たしたといえる。

「計画有給休暇制度」と同時に「半

休制度」が導入された。この制度によ

り、1日分の有給休暇を2度に分けて取

得できるようになった。それまでちょっと

した用事のためにも1日分の有給休暇

を使わなければならなかったが、半休を

利用することで、より有効に有給休暇を

使ってもらえるようになった。特に子ども

を持つ女性社員に好評だ。

「弊社は女性社員が多い。半休制度

は女性の視点から生まれました。」

岡森さんは「2008 年12月に公布さ

れた労働基準法の一部改正により、今

後、時間単位での有給休暇取得の制度

も考えなければならない。時間単位とな

るとさらに高度な運用が要求される」と、

さらに進化した制度の導入を考案中。

各部門の管理者から現場の声を集め、

現状の体制の改善点や新たな制度のヒ

ントを模索する毎日だ。

「会社の規模が小さいがゆえ、工場と

事務所が同じ場所にあることも人事制

度を考える上で悩みの種。」

例えば時間単位の有給休暇取得の

制度を安易に全社員に導入した場合、

事務所で事務作業をする社員なら一度

事務所を離れて2時間後に仕事を再開

するということが可能だが、工場で働く

社員が同じことをすると、生産ラインその

ものを一度止めなければいけなくなり、

現実的には不可能。単純に同じ制度を

導入しても不公平になってしまう可能性

がある。大企業のように生産ラインで働

く社員と事務職の社員が別の場所で働

いていればお互いの摩擦は生じにくい

が、中小企業では不公平な人事制度が

社員同士の摩擦を生みかねない。

「小さな組織の中でいろいろな職種

がいっしょに働く中小規模のメーカーで

は、どこも同じ問題にぶつかるのではな

いかと思います。」

今回の労働基準法の改正が、多くの

中小企業にとって、人事制度を抜本的に

見直す良い機会となるかもしれない。

会社概要

2

1

3

20

生産ラインのタイムラグを
有給休暇取得に有効利用

中小企業の新制度導入には
特に慎重な検討が必要

会社が有休取得日を決める
「計画有給休暇制度」を導入

中外医薬生産株式会社

会社が有給休暇取得日を設定。
生産性が向上し、有給休暇を
取得しやすいムードも生まれた。

■事業内容：医薬品、医薬部外品および
清涼飲料水の製造販売■本社工場所在
地：三重県伊賀市■設立：1919 年■従
業員数：66名　

業務フロー中のタイムラグを有給休暇取得日に
あてることで生産効率が向上する。
半休制度を導入すれば無駄な有給休暇取得が
減り、生きた有給休暇取得が増える。
強制的な有給休暇取得が
自主的な有給休暇取得の呼び水になる。

子どもの学校の保護者会や授業参観のよう
な機会に、かつては1日丸ごと有給休暇を取
らなければいけませんでした。たった1 〜
2 時間の用事のために休暇を使ってしまう
ことがもったいなく感じられ、「半日だけお
休みとかできればいいのに…」と思ってい
たんです。定期的に行われる上司との面談
でそのことを伝えたところ、その意見が部

門の意見として管理本部まで届き、半休制
度ができました。現場の声をきちんと制度
に反映してくれたことがとてもうれしかっ
たです。同じように子どもを持つ同僚とは
「ちょっとしたことで休むチャンスが 2 倍
になった」と喜びました。さらに欲を言え
ば、時間単位での有給休暇取得も可能にな
るといいですね。

現場で働く女性の声が半休制度を生みました
品質管理部門　神尾祐美さん

子どもを持つ女性を中心に
「半休制度」が好評

■セクションごとに交代で休暇

※その他、事務職系、品質管理系は原則として製剤セクションと同じ日を有給休暇とする。

製剤セクション

連休前々日

薬を作って 薬を作って

連休前日
翌日に包装できない
ので作らない

休

連休翌日

薬を作って

連休翌々日

包装セクション

連休前々日 連休前日 連休翌日 連休翌々日

カ
レ
ン
ダ
ー

上
の
連
休

包装する 包装する 包装する薬がない

包
装するに続く

休 包装する

明日から自社で活かすヒント
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業務フローのタイムラグを有給休暇にあてるという発想
の転換が見事。これによって様々な職種の社員が同じ場
所で一緒に働くため、休暇取得に不公平感が生じやすい
中小企業の悩みを解決。また、同社は 2003 年に「均
等推進企業　三重労働局優良賞」、2004 年に「男女が
生き生き働いている事業所　ベストプラクティス賞」を受
賞しており、今回の半休制度の導入も含め、女性視点を
意識しての人事制度改善の成功例として注目に値する。
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中小の製造業では長い間、生き残る

ためには働き方以前に業績を重視しが

ちな傾向があった。「私たちにとっては

QCD（Quality＝品質、Cost＝コスト、

Delivery＝納期）が全て。これを高いレ

ベルで保つためには、休んでいられな

いという雰囲気がありました。」と語るの

は、株式会社岡田鉄工所労務部マネー

ジャーの榊原茂夫さんだ。

確かに、日本の製造業が世界で高く

評価されるのは、中小事業者における

徹底したQCD管理あってこそ、とする向

きもある。しかしそのために労働者が常

に手を動かし続けてきたのは事実。しか

もこの傾向は、決して遠い昔の話ではな

い。同社でも、つい1年前まで有休取得

率は5％にも満たず、それどころか休日

出社もたびたび発生するような状況だっ

た。「中小ならどの事業所も同じような

状態でした」と、榊原さんは振り返る。

そんな状況の改善に立ち上がったの

が、同社代表取締役社長の岡田教志さ

んだった。岡田さんは、地域の134 社が

加盟する岡崎鉄工会協同組合の理事

長も務める。業界の代表者として、労働

基準監督署とも密に連絡を取り合い、

労働環境改善に取り組んできた。その

岡田さんが音頭をとる形で、2008年9月、

鉄工会初のワーク・ライフ・バランスに関

するセミナーが開催されたのだ。

もともと従業員を大切にする思いが

強い岡田さん。仕事には厳しい反面、社

員には常に家族的な心配りを見せてき

た。「技術を必要とする仕事だから、じっ

くり育て、長く働いてもらいたい」との考

えから、社員はすべて正社員として雇

い、派遣社員やパートに頼ったことは一

度もない。昨年来の景気の落ち込みに

対しても、人員整理という手段は考えな

い。人材育成を重要視する姿勢に加え、

自らは、ボクシングで中部日本チャンピオ

ンに輝いた経験を持ち、70 歳を過ぎた

現在も趣味のスキーでカナダに遠征す

るなど、オフタイムの活動にも積極的。そ

んな岡田さんが時代の流れとともにワー

ク・ライフ・バランスに注目したのは、ごく

自然な成り行きだったともいえる。

呼びかけ人として率先してワーク・ラ

イフ・バランスに取り組むことになった同

社がいち早く宣言したのは、「有休30％

取得のノルマ化」。「ワーク・ライフ・バラ

ンス」の頭文字を取り、通称「WLB」と呼

ばれるこの新たな休暇制度が正式にス

タートを切ったのは、2008 年12月のこと

だった。

「WLB」の内容は、事前の申告により、

月1回、1日の有給休暇を取得できると

いうもの。1年間に有休の30％を消化す

ることがノルマとなっているため、付与日

数が20日の社員なら最低でも年に6回

取得することになる。日数は1回につき1

日だが、土日と組み合わせて三連休にす

ることももちろん可能だ。希望通りの日程

で取得できるよう、社内に5つあるグルー

プにはそれぞれ輪番制を導入。3人か

ら10数人程度で業務を回り持つ形と

し、細かい調整はリーダーが対応する。

1人が抜けても仕事を止めずに済む体

制を整え、おかげで現在、ほぼ100％近く

の社員が希望通りの日程で「WLB」に

よる有休取得に成功しているという。

付与日数の30％の有休を消化すると

いうノルマは高いとはいえない。しかし、

これまでほとんど有休が消化されてい

なかったところへ一気に高いノルマを

設定すれば、仕事への影響も大きく、そ

のためにかえって制度が有名無実化す

る恐れもある。30％という設定が取り組

みの第一段階として適度であったこと

は、無理なく取得が進んでいる事実から

も見て取れる。

導入から約4カ月、制度の企画、設計

を担当した榊原さんは、その手応えをこ

う語る。「社員の動きは明らかに良くなっ

ています。休暇でストレスが解消された

せいもあると思いますが、休暇の話題

が社員同士のコミュニケーションを活性

化させ、職場のムードが良くなったことで

仕事の連携もスムーズになり、効率が上

がっているのです。」

実は榊原さんは、「コミュニケーション

が深まると業務効率が上がる」という事

実に、「WLB」導入以前から気づいてい

た。その根拠は、すでに20 年近く前から

実施されている社内親睦会「友遊会」

での成功体験だ。2カ月に1度のペー

スでバーベキュー大会などのレクリエー

ションを実施する「友遊会」は、これまで

も社員同士の交流を生み、チームワーク

を高めるのに役立ってきた。チームワー

クが向上すれば、今まで1人で担当して

いた作業を、うまく2人で連携して進めら

れる。結果として仕事のスピードは上が

り、コストを削減することにもつながる。

「WLB」もまた、このような効果をより促

進することになったのだ。

「WLB」は社員にも好評で、メンバー

の休暇申請で調整等の負担が増すは

ずのリーダーにも、抵抗なく受け入れら

れているという。有休を申請すると「こ

の忙しいときに」と否定的に捉えられが

ちだった雰囲気も今や一掃。業務の機

械化が進み、うまく効率化することで時

間のゆとりが生まれる下地ができてい

たのも事実だが、「大切なのは社員の

意識の変化。意識さえ行き渡れば、意外

と有休取得は難しくない。」と榊原さん

は感じている。同社の場合、その意識変

革を促したのは、社長である岡田さんの

主導のもと、会社としてワーク・ライフ・バ

ランスを重視する姿勢を明確に打ち出

したことだった。

今回、スムーズな有休取得が進んだ

背景には、昨今の景況により、仕事の絶

対量が減っていることの影響もあること

は否定できない。しかし榊原さんは、「再

び忙しくなっても『WLB』は絶対に続け

ます。むしろ現在の30％からさらにノル

マを上げていきたい。」と意気込む。「理

由は簡単で、今、明らかに業務上の効果

を感じるからです。今後は、現在月1日に

限定している日数を連休としたい。そう

すればより長く休み、より豊かな経験を

してもらうことができます。」

さらに他にも多くのメリットを感じてい

る。「休暇でストレスを解消し、家族ともう

まくいけば、万全の状態で仕事に臨めま

す。そうすれば集中して仕事に取り組め

るから就業中の事故も減るし、休ませて

くれた会社に貢献しようという気にもな

れる。また事業所としての魅力作りとい

う点でも休暇は大きな武器です。」会社

に魅力があれば、幹部から社員まで一

体感を持って働くことができ、その結果、

業績も上がる。また、優秀な人材の確保

や定着という点でも強みになる。

実は、「WLB」以外にも、同社には働

く人にとって魅力的な制度がある。一つ

は、有休とは別に特別休暇として全員

に与えられる誕生日休暇。もう一つは勤

続表彰。15年で3万円、20年で5万円、

30年で10万円、35年以降は5年ごとに

毎回15万円分の旅行券が支給される。

「他の事業所さんから『よく人が集まる

ね』『よく定着するね』と不思議がられま

す。」と榊原さんは控えめに言うが、それ

も魅力ある事業所なればこそ。「WLB」

も、そんな同社の「魅力」をさらに高める

武器となっていくのだろう。

会社概要

2

1

3

会社主導で意識を変革。
まずは月1日、取得率 3割へ

休暇の充実は「魅力作り」
業績アップにも効果は大

中小の製造業者にも
ワーク・ライフ・バランスを

株式会社岡田鉄工所

取得率の低い中小の製造業で
年間 3 割の有休消化に挑戦。
休むことで業務効率も向上した。

■事業内容：工作機械部品・鍛圧機械製
造■本社所在地：愛知県岡崎市■設立：
1966 年（創業 1953 年）■従業員数：
43 名（2009 年 3 月現在）■売上高：
14 億 8000 万円（2008 年 3 月実績）

有休取得ノルマを付与日数の 3 割と妥当な
レベルに設定し、無理なく目標達成を目指す。
輪番制による仕事の回り持ちで、1 人が
抜けても仕事を止めずに済む体制を作る。
会社がワーク・ライフ・バランス重視の
姿勢を明確にすれば社員の意識改革も進む。

私たちのグループでは組み立て関係の仕事
を担当。会社としても現在力を入れている
業務ですが、「WLB」は私も含め、全員が取
得できています。昔は「週の初めと終わり
は全員揃って」という空気がありましたが、
今はこだわらず、いつでも休める雰囲気に
変わりましたね。「WLB」はもちろん、誕生
日休暇も、勤続表彰の旅行券も、他の会社

に勤める友人に話せば羨ましがられること
ばかり。社長の好意と受け止めて、仕事で
きっちり返していきたいと思っています。
勤続40 年を迎えた去年は、15 万円分の旅
行券をいただきました。結婚以来29 年、一
度も妻と旅行をしたことがないので、これ
までの苦労を労うためにも、ちょっと贅沢
な旅行でもしようかと思っています。

周囲から羨ましがられる休暇制度に、仕事で恩返ししたい
1968 年入社　第五製造部リーダー　日高正利さん

明日から自社で活かすヒント
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「企業存続のためにはなかなか休めない」という雰囲気
が定着していたところに、思い切ってワーク・ライフ・バ
ランスの発想を取り入れたところ、業務の連携が向上し、
効率が上がったというのが興味深い。社長や経営陣が
確固たるビジョンを示すことで一気に浸透したのは、む
しろ中小企業だったからこそなし得たことといえるかもし
れない。加えて、最初の目標を「月1日」と妥当なレベ
ルに設定し、成功体験をつくっていく手法も注目される。
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「年間公休140日」、「残業原則禁止」、

「従業員はすべて正社員」、「70歳定年」、

「反成果主義」…など、ユニークな取り組

みを行う未来工業株式会社。「日本一

休みが多い上場企業」ともいわれる同

社は、岐阜県に本社を置く中堅電気設

備資材メーカーだ。経常利益率は例年

2ケタ以上。安定した成長を続ける同社

が、こうした大胆な時間的報酬を打ち続

ける理由を、瀧川克弘社長に聞いた。

「当社はモノづくりの会社ですから、

製品を買ってくださるお客様に“感動”し

てもらわなければ商売にならない。その

ためには、まず社員が“感動”できる環

境が必要です。こうした考えから、当社

では休暇制度を含むさまざまな施策を

行っています。創業以来、当社の経営思

想の根底に流れるのは“うちは後発の

零細中小企業だ”という思い。ヒトもモノ

もカネも限られているからこそ、ヒトを徹

底的に大事にする。社員のやる気を最

大限に引き出すことが、経営の要です。」

1965 年に従業員4名で始まり、現在、

800 名規模、年商260 億円にまで成長

した同社。創業以来脈 と々受け継がれ

てきた“ヒト”本位の施策の背景には、創

業者で、現在同社の相談役を務める山

田昭男さんの経営哲学があるという。

「創業者曰く、人間は誰しもが楽をして

たくさんお金をもらいたいもの。とはいえ、

初任給100万円を差し上げるというわけ

にもいかない。そこで金銭的報酬の代わ

りに時間的報酬をあげようというのが、

労働時間削減策の出発点です。」

公休を年間約140日に設定したのは、

20 年ほど前のこと。公休の内訳は例年、

週休日をはじめ、年末年始の20 連休、

GW期の10連休、夏期の10連休など。さ

らに火曜や木曜が祝日の場合は、月曜

や金曜を休みにし、土日と併せて4連休

を創出する。このほか年間40日ほどの有

給休暇もあり、取得率100％の社員もい

るという。

さらに同社では１日の労働時間も法

定基準より短い7時間15 分に設定。残

業も原則的に禁止しているという。では、

労働時間短縮によって生まれた時間を、

社員はどのように活用しているのだろう。

「社員に色 な々経験をしてもらい、仕事

に活かしてほしいという願いはあります。

しかし、人間の能力や興味は多岐にわた

りますし、モノづくりの会社としては、各自

の多様性をこそ尊重したい。ですから、

会社として休みに“コレをしなさい”と指

示することも、レポートを求めるようなこと

も一切ありません。ただ、社員からは“繁

忙期を避けて安く旅行ができた”という

喜びの声を耳にすることはありますね。モ

ノづくりには柔軟な感性が欠かせませ

ん。様 な々場所を訪れ、多様な人たちと

触れあう。新しいアンテナを張り巡らせる

という意味では、旅行が会社の利益に

還元されることもあると思いますね。」

同社では、年１度の慰安旅行をはじ

め、5年に1度の海外社員旅行制度もあ

る。創立40周年となる2005年度には、総

額1.5億円を会社が負担し、オーストラリ

アへの社員旅行を実施している。

「休暇の使い方を強制しない」という

ポリシーの一方で、休暇を資格取得など

に利用するための枠組みは整えられて

いる。その代表例が、社員の自己啓発を

促進するための「能力開発促進規程」

だ。この制度は、通信教育費用や提携

大学での受講料、資格試験費用や交通

費などを全額会社が負担。資格試験に

合格した場合には資格に応じて資格取

得奨励金という一時金を支給し、さらに

資格毎に毎月資格手当を支給するとい

う仕組みだ。自由になった時間を使い、

資格取得に励む社員は多数。もちろん、

これらの資格が業務に活かされた例も

たくさんあるという。

ちなみに、同社の平均年間所得は約

585万円（平均年齢40歳6カ月）。「日本

一休める会社」でありながら、給与水準

も地域トップクラスだ。１％を切るという

低い離職率は、これらの徹底した時間的

報酬が実現した成果のひとつだろう。

「どのような施策であれ、やはり日本

一というのはインパクトがありますよね。

“会社が日本一の優遇をしてくれるのだ

から、自分たちも限られた労働時間の中

で、最大限の仕事をする”。良い環境を

整備すれば、社員は自発的に会社の利

益を考えてくれるものです。」

少ない労働時間で高い収益を上げ

る原動力となっているのが「常に考える」

という社是の徹底だ。典型的な施策が

20 年ほど前に導入された「提案制度」。

「“提案制度”は、所定の用紙に提案

を書いて提出することで500円が支給

される制度です。内容は何でも構いませ

ん。かつては“ゴミ箱の位置を変えたい”

といった提案もありました。ただ、こうし

た単純な提案はすぐに底をつく。すると、

社員たちは“何か新しい提案はないか”

と考えるようになります。」

現在、同制度を利用した提案の数は

年間1万件以上に上るという。

「年間500万円以上を支払う計算で

すが、社員の“常に考える”ための訓練と

すれば、安いものですよ。もちろん、時間

に追われてあくせく働いているだけでは、

なかなか新しい発想は生まれない。その

意味で、労働時間が少なく、休暇が多い

という当社の労働環境も、社員の自由な

アイデアを生む土壌かもしれません。」

「常に考える」社風は、型破りの節約主

義にも活かされている。たとえば、同社で

は間接部門の人員を徹底的に少なくして

いる。人事担当者は１名、総務部は5名、

もちろん守衛や社長付きの運転手もい

ない。800 名規模の会社としては異例

の人員配置だが、業務には全く支障が

ないという。また、併せて300 名ほどが

働く本社と大垣工場に、コピー機を1台

しか置かないことも、ユニークな節約ア

イデアだ。

「本社にコピー機が1台というのは、

一般的に見れば非常識かもしれませ

ん。ただ実際に試してみると、行列がで

きるということもないし、社員たちは本当

に必要な書類かどうかを考えてからコ

ピー機まで歩いていくようになる。結果、

作業効率向上にも、紙代の削減にもつ

ながっています。」

さらに同社では、上司への「ホウレン

ソウ（報告・連絡・相談）」を禁止し、可能

な限り個人の判断で業務を進められる

体制を敷いている。これは現場から出て

きたアイデアを上司が摘み取ることを防

ぐための施策。各社員の権限が大きい

分、自らの業務を「常に考え」、追求する

姿勢が高まっているという。

大胆な時間的報酬と「常に考える」社

是の推進。このふたつの取り組みが実

現しているのは、唯一無二のアイデアを

生みだす企業風土だ。2008 年10月現

在、同社が保有する産業財産権は全部

で6978 件にものぼる。これは大企業に

匹敵する数字だという。

「売れる商品だけでなく、売れないもの

でも積極的に販売し、結果としてシェア

拡大を目指すのが当社の基本的な戦略

です。短期的な損得勘定や既存の常識

にも左右されず、多様性を大切にする。こ

れは、製品展開はもちろん人材活用面に

おいて、当社が重視する部分です。」

会社概要
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3
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大胆な時間的報酬を支える
「常に考える」社是の徹底

年間公休140日。
日本一休みが多い会社

未来工業株式会社

年間公休 140 日、残業原則禁止。
社員の“やる気”を引き出し
高い生産効率と収益力を実現。

■事業内容：電気設備資材・給排水・ガ
ス設備資材・OAフロアの製造販売など■
本社所在地：岐阜県安八郡輪之内町■設
立：1965 年■従業員数：783 名（2008
年 3 月現在）■売上高：261億円（2008
年 3 月期）

年間 140 日の公休や残業の禁止など、
時間的報酬が社員のやる気を生む。
休暇はアンテナを張り巡らせるチャンス。
旅などの多様な経験が社員の新しい力に。
「常に考える」ことで、少ない労働時間でも
高い収益を生み出す。

経営者としてはもちろん、開発や営業の現
場にも共通する問題だと思うのですが、常
に新しい施策にチャレンジしていく姿勢
は、重要だと思います。大胆な施策や画期
的な商品を前に、不安要素ばかり並べてい
ては、いつまでたっても前に進むことはで
きません。失敗したらすぐに善後策を考え

ればいいわけですから、まずは何事もやっ
てみることだと思います。当社の施策は
「非常識」といわれることも多いですが、実
際に運用してみるとうまくいくものも多い
ですし、失敗から生まれるものもある。ま
ずはプラス思考でチャレンジしていくこと
が大切ではないでしょうか。

失敗を恐れず新しい施策にチャレンジする
1982 年入社　代表取締役社長　瀧川克弘さん

目先の効率だけに左右されず
多様性を重視し、成長

明日から自社で活かすヒント
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年間 140 日の公休や全社員正規雇用などの大胆な
施策は、社員への報酬を時間で提供するという考え
方に基づくもの。この施策が社員のモチベーションを
向上させ、結果として企業競争力の強化につながって
いる。非常にユニークかつ先進的な事例といえるの
ではないか。飛び石連休の合間を公休扱いにし、4
連休を創出するというアイデア等、業種・規模を問わ
ず検討の価値がある。
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