


　我が国は「観光立国の実現」を国家戦略として位置づけており、昨年10月には観光行政を
より総合的に推進するため「観光庁」が発足しました。
　観光立国の実現に向け、平成19年１月に施行された観光立国推進基本法においては、観光
旅行の促進のための環境づくりとして、「休暇取得の促進」、「休暇取得の分散化」について、国
の施策として取り組むこととされています。
　近年、企業において「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向けた取組が進んでいますが、
仕事と育児の両立支援などとともに休暇取得の促進もその重要な一翼を担っています。厳しい
経済情勢の中、次の成長戦略を考える上で「人づくり」は欠かせません。企業が休暇を考える
ことは、業務の効率化等のみならず、従業員のメンタルヘルスケア、能力開発、社会性の向上
など、多くの意義・メリットがあります。
　また、休暇取得の促進により旅行需要が創出されることは、観光産業のみならず農・水産業
や小売業、飲食業など他産業への波及効果や、交流人口の拡大による地域活性化など、我が国
の経済活性化に極めて大きな効果をもたらし、内需拡大や地域振興の起爆剤となり得るもの
です。
　今回、企業の皆様に取材のご協力をいただき、「休暇」の促進を切り口として、業績の向上や
従業員の定着率向上等に成功している事例、社会貢献を行っている事例、休暇を有意義に過ご
すことで得られる様々な体験が企業の元気につながっている事例など、30の事例をご紹介し
ます。
　本事例集は、業種・規模毎あるいは目的・課題別に事例を検索できる目次構成となっており、
各事例では取組の導入プロセスや成果、今後の課題等を整理しています。
　数多くのヒントが散りばめられている本事例集が、企業の皆様にとって、「経営によく効く休
暇」を考えていただくきっかけとなり、「企業の活力向上」や「人づくり」への一助となれば幸
いです。
　最後に、本事例集の作成にあたり、ご協力をいただきました各企業の皆様に対しまして、
この場をお借りして御礼申し上げます。

観光庁長官　本保 芳明

ごあいさつ

〜経営に よく効く「休暇」〜   掲載一覧
塗装工事／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。

設備工事／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。

菓子製造・販売／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。

酒類／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。

化学／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。

医薬品／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。

医薬品／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。

医薬品／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。
工作機械／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。

電設資材／未来工業株式会社
年間公休 14 0 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。
輸送用機械／ダイハツ工業株式会社
勤続５年ごとの年次有給休暇の連続取得を制度化するなど、メリハリのある風土を意識した休暇取得促進策を実施。
精密機械／株式会社カミテ
担当部門以外の業務もこなす「多能工」に育てることで全社員の休暇を取りやすく。

システム開発／ＮＥＣソフト株式会社
同僚への遠慮による休みづらさを、「上司お墨付き」の制度で解消し、取得率の低い職場の努力を後押し。

システム開発／伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
“旅行権” 付きの休暇制度など新しい施策を次々と実行する姿勢が 6 0 ～ 7 0％の高い有休取得率を生む。

システム開発／日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
プロジェクト休暇という明快な名目が有休を使いやすい空気を醸成。離職率は半減し、業績も最高益を実現。
システム開発／株式会社富士通ワイエフシー
在宅勤務制度の導入で業務にメリハリが生まれた。休暇取得や人材確保にもつながる。
情報通信／日本ATM株式会社
誕生日休暇制度、最長２年の育児休職制度など現場の声を重視した施策の実行で、離職率 1.8% を実現した。
情報処理／株式会社ミツエーリンクス
勤続 4 年の節目に、1カ月の休暇を。中堅にさしかかる社員への思い切った休暇施策で離職率を大幅に下げた。

食品小売業／オイシックス株式会社
「作る人」と「食べる人」をつなぐ企業の社員として必要な体験を補助金付きの「食の休暇」で実現。

小売業／株式会社良品計画
ノー残業のヒントとなったのは、育児で時短中の女性の働き方。全社的な効率化で 18 時 30 分一斉退社へ。
百貨店／株式会社 島屋
生活に密着した商品を扱うからこそきちんと休んで、普通の毎日を過ごす。常にトレンドを追いかけることが大切。
子供服／株式会社ナルミヤ・インターナショナル
同じ商業施設内にある複数の店舗を１つのユニットとして考える。店舗同士の協力で長期休暇が可能に。

信用金庫／のと共栄信用金庫
人材育成のプロジェクトから生まれた休暇制度、サポート体制、学ぶ風土が、「のとしん」の未来を創る礎となった。

飲食店／株式会社ラムラ
計画的な休暇の取りづらい飲食業で「全員が公平に休む」制度を導入、人材定着率にも手応えあり。
宿泊業／株式会社ホテル東洋館
休日を織り交ぜた研修旅行を設定し、宿泊業従事者として欠かせない「オフとしての旅」を経験する機会に。
宿泊業／株式会社ホテル南風荘
休暇制度は社員満足度向上の手段。「誕生日休暇」と人材教育の導入で休暇取得のしやすい環境を整備。

旅行業／株式会社エアーリンク
社員の休暇旅行を奨励することで、仕事に活かせる「見聞」を広げさせ、プロ意識を高める。
デザイン／株式会社翔栄クリエイト
業務の効率化、組織力強化のために最長 16 日間の連続休暇制度を導入する “発想の転換”。
web デザイン／マルキンアド株式会社
最長 1カ月の大胆な長期休暇制度。旅行で得た社員の経験はデザイン会社としての貴重な財産に。
機器リース／拓新産業株式会社
20 年前より週休 2 日を実施。新卒採用の不振をきっかけに休暇制度の充実を検討。
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〜経営に よく効く「休暇」〜   目的・課題別に事例を探す 休暇を取得しやすい環境を整えることにより、業務効率改善、健康管理、人材の獲得・定着、多様な人材の活用、
従業員の多様な視点の獲得、社会・地域への貢献など、企業価値を高める効果につなげている取組事例を紹介。

株式会社長岡塗装店建設業
休暇制度による若手の確保・定着でベテランからの技術継承に成功。

05

株式会社太陽商工建設業
社員のニーズにあわせた新制度を続々導入。人材の流出を防ぐ。

07

日本ATM株式会社情報通信業
誕生日休暇制度、育児休職制度などを充実し離職率1.8％を実現。

37

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社情報通信業
離職率半減、就職応募者数の大幅増、女性総合職採用倍増を実現。

33

株式会社富士通ワイエフシー情報通信業
ワークライフバランス推進運動で女性の離職率減、内定承諾率向上。

35

株式会社ミツエーリンクス情報通信業
勤続４年の節目の思い切った休暇施策で離職率が大幅ダウン。

39

株式会社 島屋卸売・小売業
女性の平均勤続年数が6.2 年から 19.5 年に伸び、退職者も減少。

45

株式会社ナルミヤ・インターナショナル卸売・小売業
店舗同士の協力で休暇を取りやすくし販売職の人材定着を狙う。

47

株式会社ラムラ飲食店・宿泊業
「全員が公平に休む」制度を導入。人材定着率にも手応え。

51

拓新産業株式会社サービス業
新卒採用の不振をきっかけに休暇制度を充実し採用力が向上。

63

優秀な人材の獲得や、離職率低下、人材の定着につなげている事例

人材の獲得・定着

三井化学株式会社製造業
「社会活動休暇」を新設。社員の地域参加・社会貢献活動を促進。

13 アストラゼネカ株式会社製造業
全従業員3000人が高齢化する村を応援するプロジェクトに参加。

17

地域への貢献など、企業の社会貢献・ＣＳＲ活動につなげている事例

企業の社会的貢献

47

第一三共株式会社製造業
「生命関連産業こそ最高レベルの安全衛生を」とのポリシーで従業員の健康をケア。

15 日本ATM株式会社情報通信業
休暇制度の充実とともに、健康管理・家族のケアを含む総合的施策。

37

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社情報通信業
長時間労働になりがちな高パフォーマー社員を「きちんと休ませる」工夫。

31

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社情報通信業
業務の区切りを利用した「プロジェクト休暇」導入で総労働時間を短縮。

33

株式会社ミツエーリンクス情報通信業
勤続４年の節目の思い切った休暇施策で “燃え尽き症候群” を防止。

39

長時間労働による過重労働防止や休暇によるリフレッシュなどにより
メンタルヘルスケアを含む従業員の健康管理につなげている事例

従業員の健康管理

株式会社太陽商工建設業
在宅勤務、育児休暇など社員のニーズにあわせた新制度を続々導入。

07

アサヒビール株式会社製造業
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。

11

中外医薬生産株式会社製造業
現場で働く女性の視点から生まれた「半休制度」で有休の有効利用。

19

株式会社カミテ製造業
各種休暇制度や企業内託児所の整備で仕事と子育ての両立支援。

27

ＮＥＣソフト株式会社情報通信業
中途採用社員や家族を持つ社員にも配慮して休暇制度を整備。

29

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社情報通信業
女性、若手、シニアの3つのワーキンググループからの意見を施策反映。

33

株式会社富士通ワイエフシー情報通信業
在宅勤務制度導入で業務にメリハリ。休暇制度や人材確保にもつながる。

35

株式会社良品計画卸売・小売業
育児休暇や時短勤務制度の充実で女性活用。女性管理職比率も高い。

43

株式会社 島屋卸売・小売業
平均勤続年数の伸び、退職者の減少で幅広い年齢層の女性従業員を確保。

45

多様な働き方や柔軟な休暇制度の充実によって、多様な人材の活用につなげている事例

多様な人材の活用

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社情報通信業
ダイバーシティマネジメントに注力し新しい施策を次々実行。

31

六花亭製菓株式会社製造業
「旅＝非日常」は従業員への投資。有給休暇100％取得を徹底。

09

未来工業株式会社製造業
年間公休140日、残業原則禁止。時間的報酬で社員のやる気を生む。

23

株式会社 島屋卸売・小売業
生活に密着した商品を扱うからこそ、きちんと休み、普通の毎日を過ごす。

45

のと共栄信用金庫金融業
人材育成プロジェクトから生まれた休暇制度、サポート体制、学ぶ風土。

49

株式会社ホテル東洋館飲食店・宿泊業
休日を織り交ぜた研修旅行で「オフとしての旅」を経験する機会に。

53

株式会社エアーリンクサービス業
休暇旅行奨励で、仕事に活かせる「見聞」を広めプロ意識を高める。

57

株式会社翔栄クリエイトサービス業
社内補助金制度の導入で、視野を広げる休暇の有効活用を支援。

59

マルキンアド株式会社サービス業
旅行で得た社員の経験はデザイン会社としての貴重な財産に。

61

休暇の有効活用により従業員が多様な視点を獲得し、業務に活かす創造力の強化などにつなげている事例

従業員の多様な視点の
獲得・創造力の強化

オイシックス株式会社卸売・小売業
社員として必要な体験を補助金付きの「食の休暇」で実現。

41

株式会社長岡塗装店建設業
休暇制度による若手の確保・定着でベテランからの技術継承に成功。

05

六花亭製菓株式会社製造業
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。

09

三井化学株式会社製造業
業務の「見える化」による効率化で残業時間削減と休暇取得促進。

13

中外医薬生産株式会社製造業
業務フロー中のタイムラグを休暇取得にあて生産効率を向上。

19

株式会社岡田鉄工所製造業
輪番制による業務の回り持ちでチームワーク力の向上と効率化。

21

株式会社カミテ製造業
担当部門以外の業務もこなす「多能工」育成で業務平準化。

27

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社情報通信業
休暇取得促進・残業時間削減を推進しつつ営業利益目標も達成。

33

株式会社良品計画卸売・小売業
「業務標準化」など業務効率化の取組みで毎日18時半退社を実現。

43

株式会社ナルミヤ・インターナショナル卸売・小売業
販売スタッフが複数ブランドに対応することで顧客満足度が向上。

55株式会社ホテル南風荘飲食店・宿泊業
人材教育で業務全体をレベルアップし休暇取得しやすい環境を整備。

休暇取得促進による生産性向上・労働時間削減・新たな工夫の創出等による業務効率改善事例

業務効率改善

未来工業株式会社製造業
社員の “やる気” を引き出し高い生産効率と収益力を実現。

23

ダイハツ工業株式会社製造業
メリハリのある時間管理を意識した休暇促進策を実施。

25

59株式会社翔栄クリエイトサービス業
業務効率化・組織力強化のための連続休暇制度という発想の転換。

※各企業の取組事例は取材時期（2009年 1月〜 3月）時点のものです。
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