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明治40年（1907年）の創立以来、長

い歴史とともに、日本の自動車産業を

支えてきたのが、ダイハツ工業株式会社

だ。年次有給休暇の取得促進について

も、労使間のコミュニケーションのもと、

有効的な施策に取り組み続けてきた企

業である。

大阪府池田市ダイハツ町にある本社

で、グローバル人事部人事企画室の砂

川栄雄さんにその取り組みについて聞

いた。

「もともと自動車業界は、労働時間の

管理について、意識を持って取り組んで

きた業界だと思います。工場などの生産

ラインの現場では、メリハリのある時間

管理、つまり、働くべきときはしっかり働

き、休むときは休むという意識の徹底を

重視してきました。ともすると、生産現場

がかなり忙しい状況になることもしばし

ばあり、労働時間に対してきちんとした

管理体制や意識を持たないと、より良い

職場環境が保てなくなるので、仕事のメ

リハリに対する意識が徹底されてきた

といえます。」

長い歴史を持つ企業のポリシーとし

て、生産性をあげるための時間管理へ

の配慮をしてきたと砂川さんは語る。

経営サイドと労働組合とが様 な々努

力や工夫を重ねることで、現在の労働

環境が育まれてきたという。20年以上

さかのぼる時代から「総労働時間労使

委員会」を設置し、休暇取得の促進に

関する取り組みを続けている。そのプロ

セスの中で、1985 年頃から、連続休暇3

日間を取得できる「リフレッシュ休暇制

度」が生まれ、その後1991年からは、連

続5日間取得まで広がってきた。2007

年度の実績では、連続5日間取得の対

象者420 名中、394名の社員がこの制

度を取得しているとのことだ。生産ライ

ンが止まることなく稼動している状況で

ありながら、約93％という高い取得率を

実現している。

こうした高取得率の背景には、年度

の始まりに、リフレッシュ休暇対象者へ

のフォロー告知を欠かさず行い、本人か

らの取得希望時期を事前に申告しても

らうことで、計画的にコントロールするな

ど、地道な努力がある。そうすることで、

職場の上司はもちろん、周りの従業員に

も「いつ誰が何日休むのか」という具体

的な状況が共有され、休みやすい風土

が培われる。連続休暇を取得した場合、

その多くは、やはり旅行を中心とした、普

段ではなかなかできない休暇の過ごし

方に活用しているのだという。

「労働時間や休暇取得に関する労使

の確認の場を、従来は年3回でしたが、

08 年度からは年4回に増やし、さらに

各工場でも、同様の趣旨の委員会など

を作って、労働時間と休暇取得につい

て明確な確認の場として機能させてい

ます。」と、砂川さんは進化し続けている

状況を話してくれた。

従来、職場の労働環境などについて

は、労働組合が独自に従業員アンケー

ト等を実施し、その把握に努めていた。

しかし、ここ数年の間に、職場の現状

理解に向けて、会社側も従業員へのアン

ケートを行う機会が増えてきた。そこで、

労使の話し合いのもと、より良い職場環

境づくりに向けて、労使合同アンケートと

して再編し一本化することとなり、労使

双方の相互理解、相互協力をベースに

した職場づくりに活用されている。

従業員に対するアンケートの内容は、

主に職場環境の現状把握に役立てら

れるもので、所属する組織の活力度や、

マネジメント状況などが中心となる。そ

れらを会社側もきちんと把握した上で、

さらなる職場環境の改善に向けての施

策を組み立て、職場風土の改革への礎

を築いてきている。一般的には組合側

と会社側で異なる意見が生まれてしま

いがちな面も、こうしたコミュニケーショ

ンや取り組みの積み重ねでクリアでき

ているのであろう。

ダイハツ工業株式会社の休暇サポー

トプランにはもう一つ欠かせないものが

ある。それは、45歳以上かつ、15年以

上の勤続年数の社員に対し、会社から

個人旅行のプランをサポートしているも

のだ。以前は、勤続30年で定年を前に

した社員を中心に、慰労と感謝の意を

込めて、団体でハワイ旅行を実施してい

た。その後、定年の年齢規定が55歳か

ら60歳に変わったことや、旅行に対す

る趣向が変化してきたことから、個人の

ニーズにも対応できる制度に見直したと

いう。制度改定の経緯を砂川さんはこう

語る。

「時代の流れとともに、休暇の過ごし

方や社員旅行などへの考え方も変わっ

てきています。今では、団体での社員旅

行よりも、個人単位、家族単位での旅行

プランをサポートすることの方が、多くの

社員の趣向に合っているのだと思いま

す。そうした流れに応じて、休暇制度の

対象となる個人が好きな場所を選び、

好きな旅行プランを立てる。そして、その

旅行経費の一端を会社側が負担する

というしくみに変わってきたのです。」

個人の状況に合わせて、取得するタ

イミングも選べ、行き先も個人の趣向に

応じて選べるという、かなり柔軟性の

高い制度として社員から好評を得てい

る。

「従業員が休むと生産性が下がる」と

いうような休暇＝悪というイメージこそ

払拭すべきものだと、砂川さんは以下の

ようなアドバイスをしてくれた。

「歴史の長い企業などでは、昔ながら

の考え方といいますか、どこか休むと会

社としてマイナスになるのではないかと

いうイメージがあろうかと思います。しか

し、今の時代、休むことは経営にとって

プラスであるという発想が大切です。そ

こには、労働時間の効果的な管理・運

用、従業員の健康管理・リフレッシュ、休

みやすい職場の風土づくりなど、様 な々

視点が含まれますが、いずれにせよ、働

き方にメリハリをつけ、より良い労働環

境のもとで、生産性の向上をはかってい

くという意識の改革なくしては、うまくい

かないのではないかと思います。きちん

と休むことが、さらに生産性を高めてい

くのだという考え方がしっかりあれば、

我々のような工場での生産ラインにお

ける休暇取得は、やりやすいものになる

と思います。“誰が、いつ休むのか”という

事前管理が出来れば、人員のシフト対

応は可能です。」

歴史ある企業でありながら、常に改

善への工夫を怠らない。その姿勢が、よ

り良い職場風土を生み出し、従業員の

活性化につながる施策を継続できてい

る秘訣ではないだろうか。
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職場環境のアンケートも
協議の上、労使一本化へ

「休むことは経営的にプラス」
その意識の変化が不可欠

労使間のコミュニケーション
による休暇取得促進を進める

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。

■事業内容：自動車、産業車両、その他各種車
両およびその部品の製造、販売、賃貸および修
理、各種の発動機、工作機械、家庭用および工業
用電気機器、その他諸機械器具類およびその部
品の製造、販売および修理、他■本社所在地：
大阪府池田市■設立：１９０７年■従業員数：
１万２５１２名（２００８年１２月末現在）■売上
高（単独）：１兆２７０８億円（２００８年３月期）

休むことによる生産性アップ等の
プラス効果を意識することが大切。
対象者への告知や事前申告により、
連続休暇取得を促進できるしくみを確立。
労使間の円滑なコミュニケーションのもと、
有休を取りやすい風土。

5 日間連続休暇で北海道家族旅行を実現。
自分もリフレッシュ、仕事のメリハリに役立つものです
経営企画部　経営企画室　主担当員　小巻拓治さん

規定の勤続年数の社員には
会社から旅行プランの援助

明日から自社で活かすヒント

のリフレッシュ期間となりました。こうし
た連続休暇のしくみは、早くから計画的に
休暇の体制を考え、業務をコントロールし
ていくことにもつながり、プラス面の多い
制度だと思います。単に休暇制度という側
面からだけではなく、自分たちの職場の業
務管理や時間管理の姿勢にも良い影響を与
えるものだと思います。こうした両面から
見ても、今後リフレッシュ休暇制度を取得
していく後輩社員にも、取得をすすめたい
価値のあるものだと思います。

勤続25 年を機に、永年勤続旅行として5 日
間の連続休暇を取りました。
私の場合は、高校生と中学生の2人の子供
も連れて、家族4 人での北海道旅行に行き
ました。レンタカーで知床や阿寒、札幌など
を巡り、帰りはあえて「トワイライトエク
スプレス」の寝台で帰路も楽しむという旅
を経験することができました。大自然の中
を行く旅であったことや、北海道ならでは
の美味しい食べ物をいただけたことで、子
供たちも大喜びでした。私自身も久しぶり
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伝統のある企業が「休むことは経営にプラス」という発
想の転換を敢行。この意識改革が働き方にメリハリをつ
け、生産性の向上に貢献。また、同社は伝統的な労使
の関係性を保ちながらも、さまざまなコミュニケーション
を通じて、労働時間など職場の現状把握に努め、従業
員にメリットのある休暇取得制度や職場の風土改善への
工夫を実現しているといえる。長年勤務した方々への配
慮も込めて実施しているサポート制度も魅力的である。
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株式会社カミテでは、2001年より仕

事と子育ての両立支援を目的に、新た

な休暇制度を設けた。

「妊婦特別有給休暇」は、妊産婦が

通院のため計5 日分、1 時間単位で休

暇を取れる制度。対して「配偶者特別

有給休暇」は男性向けで、妻の出産時

に与える2 日の休暇以外に、出産までの

期間に5 日間の休暇が取れる。「看護

休暇」は小学校就学前の子ども１人に

つき年5 日、小学生から高校生までの

子どもを持つ従業員に年2 日与えられ、

子どもの検診や、予防接種、病気のとき

に利用できるものなのだという。

上手社長は語る。「これらの制度は、

“こういった理由で休むのは正しい”と

いう会社からのメッセージです。子ども

が病気になったら会社を休むのは当た

り前。実際、子どもが病気になっても休

ませないという経営者はさすがにいな

いはず。しかし問題はその休ませ方で、

“この忙しいときに、だから子どもがいる

と…”などと小言をいって送り出すケース

がある。どうせ休んでもらうなら気持ち

よく送り出したい。どっちのほうが翌日モ

チベーション高く働いてくれるかは、明ら

かですよね。」

これらの新制度を開始した時期は、

上手社長自身が子育ての真っ最中だっ

た。だからこそ従業員の気持ちも我が

ことのように考えられたという。

また、同社には託児所もある。

「託児所を作った2000年、当時の

総務課の課長が女性で、ちょうど育児

休暇を取得していたんです。私は復帰

の相談を受けていました。彼女は辞め

られては困る人材で、それで託児所が

あったらどうかという話になりました。彼

女だけの優遇となってしまってはよくな

いけれど、その当時、近い将来結婚し、

子どもを持つであろう若手社員が8 割

程度いたんです。それだけいれば整備

する意味があると考えました。」

制度以前から同社内には女性を活

用する風土があったのだろうか。

「秋田の女性はもともとよく働くんで

す。共働き率も非常に高い。こちらでは

まだ核家族化も都会ほど進んでいませ

んし、男性の給料が十分ではないとい

う理由もあるのかもしれません。女性は

働ける環境にあれば、仕事をするのが

普通という風土があって、自然に女性も

育ってきてくれていましたね。」

辞められては困るレベルに全員が

育ってくれた。次にその社員がその後も

働きつづけられる環境づくりが必要と

なったのだ。

「私は年に2、3回、個人面談を行って

いるんです。せっかく育てた従業員に辞

めてほしくないですから。」面談を通じ

て必要な制度を考えるのだという。この

個人面談、大規模企業ではやはり難し

いだろう。1対1の限界は50人以下だろ

うと上手社長。部門ごとのリーダーから

ではなく、個人面談で聞く強みはどこに

あるのだろう。

「やはりざっくばらんに聞けること。そ

れにはこちらの聞く耳も必要です。」

この個人面談から上がった意見で、

実際に制度化に至ったものがある。有

休付与時期の改定だ。以前は4 月1日に

付与していたが、風邪やインフルエンザ

のために有給休暇を残しておく社員が

多かった。それを7 月1日付与に変えた

ことで消化率が大幅にアップしたとい

う。従業員個人の意見に注意深く耳を

傾けた結果といえよう。

多様な休暇制度を用意することで生ま

れた欠員への対策はどうしているのか。

「当社では多能工（多能職）という制

度を導入しています。弊社には、金型を

作る部門、プレスをする部門、検査をす

る部門、資材を管理する部門と大きく分

けて4 つの部門があるのですが、それ

らの仕事を誰もができるようにしていま

す。休暇等で欠員が出た場合は、部門を

超えてカバーします。」

ユニークなところでは、プレスの現場

に保育士の免許を持った作業員がい

て、託児所の保育士に欠員が出た場合

は、その作業員がカバーすることもできる

というから徹底している。この制度を始

めるヒントはどこから得たのだろう。

「もともと、休暇のためではなかった

んです。やはり受注には波がある。どこ

かの部門にだけ忙しさが集中してしまう

ことがどうしてもあります。そのときにも

1人あたりの業務量を平準化できるよう

にと、全社員を多能工として育てること

を目指しました。」

この多能工制度に変えたところ、部

門ごとの「部分最適」ではなく、完成品

の「全体最適」を全員が考えるようにな

り、部門ごとの責任の押し付け合いが

なくなり、品質向上につながったというメ

リットもあったという。

男性が、育児に参加することは仕事

への効率アップ効果もあるようだ。

「仕事は、本心から効率よく働こうと

思ってもらわないと、なかなか効率アッ

プしません。昔から子どものいる女性は

効率よく働いていました。男性もそれは

同じで、育児に参加感があれば、子ども

が心配だったり、可愛くて、女性と同じ

ように段取りをして早く帰ります。またこ

れは自分の体験談ですが、出張にいく

ケースを考えても、かつては2 泊3 日で

行っていたものを日帰りにして戻ってき

たりする。子どもと過ごすためにね。そ

れにはもちろん分単位での計画が必要

になります。」

子育て以外も当然応援する。従業員

には仕事以外にも大切にしているもの

があって当然。それをできる限り応援す

ることで、仕事へのモチベーションを高

めてもらっているという。

上手社長は、休暇に理解がない他社

のトップに対してこう伝えたいという。

「従業員が休める体制を今から作

ることは、会社のリスク管理だと考えま

す。15 年も経ったら、会社で大事な立場

にいる人が両親の介護で相当数休む

時代がくる。あなたの右腕となっている

エース社員が急に介護で休みたいと打

ち明けてきたらどうしますか？」 

最後に、一連の施策の成果をこう

語ってくれた。

「製造業では、いくら努力をしても

100％完璧な製品を出し続けることは

不可能で、ごくたまに不良を出してしま

います。しかしかつて0.1％だった不良

の流出率が、一昨年の数字で0.0003％

まで減りました。どんなに設備が良くて

も最後は人間の集中力にかかっていま

す。これは、社員が皆モチベーション高く

仕事をしてくれている証拠でしょう。」

結果、大手メーカーの指定工場として

選ばれるようになり、託児所などを見て、

「これでカミテさんの製品の質がいい理

由が分かりました」といってくれるクライ

アントも増えてきたのだという。採用レベ

ルのアップにも目に見える効果がでてき

ている。「マスコミに取り上げられること

で、新卒で応募してくる学生のレベルが

明らかに上がりました。」

近頃では、孫が生まれて娘が帰って

くるのでしばらく休みたいという要望

が従業員からきているという。同社には

困ったらまずは相談する風土がある。
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ニーズに応えることで、
仕事へのやる気を引き出す

社員との直接対話。
要望にあわせ可能な対策を

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。

■事業内容：プレス金型設計・製作および
プレス加工■本社所在地：秋田県鹿角郡
小坂町■設立：1988 年■従業員数：34
名（男性 16 名・女性 18 名）■年商：非
公開 

有給休暇付与時期を 4 月 1 日にしないことで、
風邪などに備えて有休を残す社員を減らす。
トップ自ら、個人面談を行い、
社員の要望を直接吸い上げる。
複数の人に複数の現場を担当させることで
休暇をカバーしあう。

多能工を育成し
業務効率、休暇取得をUP

託児所、カミテチャイルドハウスは2000
年に 開 所。専 任 保 育 士 が2 名、8 時 か ら
19時まで無料で利用できる。定員は10
名で現在９名が利用。広さは30 坪あり、
乳幼児から預かれる。特筆すべきは、父
親が子どもと共に出社し預けていると
ころ。９名中 6名は、男性社員の子ども

なのだそう。同社では、男性社員にも育
児休暇を取ることを推奨している。育児
休暇を取った男性は、その体験から子育
ての大変さを理解するようになり、育児
に協力的になる傾向があるのだそう。家
庭の円満はいい仕事をするために不 可
欠と上手社長は考えている。

男性にも育児参加を推奨。
いい家庭といい仕事を生む結果に

休み時間には子どもの様子を見に来ることもで
きて、子どもも親も安心できる。

明日から自社で活かすヒント

27 28

社員との対話の中から、有休付与時 期を 7 月にずら
すなど、既存の制度が活用されるポイントを見つけ実
行。休 暇 促 進を考えることで、社員の 働き方が多能
工へと変化し、会 社レベルの 全 体最 適を考えること
ができる社員が育った。経営トップの考えがいい形で
社風につながっている好事例。
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NECソフト株式会社の主な事業で

あるシステムインテグレーションは、法人

を顧客とし、その要望に合わせたシステ

ムをオーダーメイドで構築する仕事。労

働時間等については顧客の都合に左

右されることも多く、万一トラブルがあれ

ば、顧客はもちろんそのまた顧客まで、

幅広い影響をフォローする必要があるな

ど「休めない」イメージも強い。そんな業

界にあって同社は、早くから社員を大切

にする文化で知られてきた。休暇につい

ても取得しやすい雰囲気が出来上がっ

ており、年20〜22日の有給休暇の取得

率は70 〜80％と高い。

とはいえ、2年前の段階での有休取

得率は60％強。部門によってバラツキも

あり、「もう一歩取得率を上げたい」とい

うのが課題だった。この課題を解決す

るべく、2007年6月、新たにスタートした

のが「プロジェクト休暇」だ。

プロジェクト休暇とは、プロジェクトの

段階によって繁閑が生じるという業界

の特性を踏まえ、比較的仕事が落ち着

く時期に休暇を設定するもの。といって

も、新たな休暇を設けたのではなく、有

給休暇の一部を当てる形をとった。また、

申請は休暇を取得する本人ではなく、そ

の上司であるマネージャーが行うのも特

色だ。申請に使用されるのは、既存の社

内申請システム。会議室の予約や文具

の発注などにも使われる一般的なシス

テムに、新たに項目を付け加えた。開始

直後の2007年6月から翌年3月の間に

は200 件が申請され、延べ400人が利

用。2008 年度も、4月から12月までの間

に、申請件数320件、延べ利用人数350

人となり、取得率アップに貢献している。

ちなみに、申請件数と利用人数にずれ

があるのは、1件の申請に複数人分が

含まれることがあるためだ。

ポイントの一つは、既存の有給休暇

制度の「取り方」を変えただけであり、何

か制度を変えたわけではないので、ほ

とんどコストがかかっていない点。申請

システムも既存のものに項目を追加した

程度。人事総務部リーダーの丸岡晶さ

んは、「休暇取得を促進するにあたって

は、新たな休暇制度を作るのもよいが、

有休取得率に伸びしろがあるのであれ

ば、まずはその余った有休を使ってもら

うことを考えた。」というが、まさにその発

想がうまく生かされたといえるだろう。

また、マネージャーが休暇を申請する

ことが生むメリットもある。一つは、休暇

の申請に向けて、マネージャーとメンバー

が業務分担について話し合うことにな

り、自然とコミュニケーションの機会が生

まれること。もう一つは、いかに休暇を取

りやすい企業風土とはいえ、職場単位

では同僚への遠慮が先行して休みにく

いケースもあるなか、マネージャーが決

定し申請した休暇なら、メンバーも心理

的に休みやすいということ。マネージャー

との縦のつながりにおいてはもちろん、

対同僚という横のつながりにおいても、

公式に認められたという形が明確なた

め理解を得やすいのだ。

考えてみれば、制度の成り立ち上、す

でに休暇を取りやすい空気がある部門

においては、プロジェクト休暇の必要性

は薄い。あえてプロジェクト休暇と謳わ

なくても、一般の有給休暇として休めば

よいからだ。となると、プロジェクト休暇

は、休暇の取得が比較的遅れていた部

門で集中的に利用されていることにな

り、休暇取得率アップへの貢献は大きい

といえる。現に社内からは「みんな交代

で取るので、お互い様という気持ちにな

り取りやすくなった」という声も上がって

いるという。

同社の場合、一般に休暇取得率が

低くなりがちな管理職についても、高い

取得率を保っているのが特色。労働組

合側から「まず管理職から休んでほし

い」と働きかけたり、人事総務部による

労務マネジメント研修を充実させるなど

して管理職の意識を高めていることも

あるが、大きく寄与しているのはやはり、

「休暇を取るのが自然」という企業風土

だ。では、なぜこのような風土が形成さ

れたのか。背景にあるのは、全社的に上

司や同僚にものごとを相談しやすく、比

較的自由に発言できる風通しのよさ。そ

して、その雰囲気づくりに一役かってい

るのが、豊富な社内行事である。

春は、ソフトボールとフットサルで各

30 チームほどが競い合う球技大会。創

業当初から続く伝統行事で、観戦のみ

の社員や家族も含め約2000人が参加

するという。夏は、本社ビル前の広場に

屋台を出して行う納涼祭。秋は、やはり

社員の家族も含めた2000人規模で本

社近くのディズニーリゾートへ。その他、

労働組合主催のイベントもあり、サーク

ル活動や支社でのイベントにも独自の

予算が割かれる。社員同士、仕事を離

れたコミュニケーションができれば、普

段の仕事においても話はしやすい。お

互いの家族の顔が見えることも、休暇

取得への理解につながるだろう。さらに

休暇が当然のこととして定着すれば、

いつ休暇を取っても大丈夫なように社

員同士が普段から情報共有に努める

ようになる。そんな好循環が同社には出

来上がっているのだ。

その出発点ともいえそうな社内行事

の数 。々最近の景況の悪化で中止した

企業も多いというが、同社では、現在の

ペースでの実施を続けたい考えだ。すべ

ては、社員同士が気軽に話し合える、風

通しのよい企業風土を守るためである。

同社には、プロジェクト休暇を含む有

給休暇とは別に、「リフレッシュ休暇」と

「クローバー休暇」という2つの休暇制

度も用意されている。

「リフレッシュ休暇」は、30歳で5日、40

歳で7日、50歳で10日と、節目ごとに与え

られる休暇だ。勤続年数ではなく年齢

で設定したのは、中途採用社員を意識し

てのこと。取得率は約8割と高く、長い期

間を利用して旅行に行く社員も多い。

「クローバー休暇」は、全員に年5日間

が与えられ、4年間積み立てもできる休

暇で、もとは風邪を引いたときなどに有

給休暇を消化せず休むための、いわゆ

る医療休として企画されたもの。ここに、

子供の急病や親の介護など家族の看

護、PTA行事や自己啓発など教育に

関わること、さらに、社会貢献活動にあて

るボランティア休暇としての意味も加え、

4つの目的から四葉のクローバーに見立

てて命名された。実際には、本人の病欠

利用が圧倒的に多いものの、有給休暇

とは別に設定されていることで、とくに家

族を持つ社員にとっては安心感が大き

い。いざというときのために有給休暇を

残しておく必要がないため、有給休暇の

取得率向上にも貢献していそうだ。

同社の休暇に対するスタンスについ

て、丸岡さんは、「大手企業の取っている

制度はすべて取り入れ、さらにその上を

行きたいと思っています。」と語る。その

根底にあるのは、「この業界では人が財

産」という考えだ。「企業が活動できるの

も、社員が心身ともに健康でいられてこ

そ。休暇を通してリフレッシュしてもらい、

新たな気持ちで仕事に臨むことは、創

造性を高めることにもつながると信じて

います。」

会社概要

2

1

3

人が財産の業界だからこそ
休暇制度の充実を図りたい

上司が申請する休暇制度は
『公休』感があり休みやすい

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。

■事業内容：コンサルテーション、システムイン
テグレーション、ソフトウェアパッケージ、教育

（トレーニング）、各種業務システムの開発、シス
テム運用支援、基本ソフトウェアと汎用アプリ
ケーションパッケージの開発、 ASP（アプリケー
ションサービス）■本社所在地：東京都江東区
■設立：1975 年■従業員数：連結／5944 名、
単体／4729 名（2008 年3 月末現在）

上司がメンバーの休暇を申請することで、
縦の会話が深まり、横の理解が得られる。
球技大会や納涼祭など、社内行事での
人間関係構築による「休みやすい」風土づくり。
既存の有給休暇の「取り方」を工夫するだけで、
コストをかけずに取得率アップ。

休 み が 取 り や す い 理 由 は、普 段 か ら メ ン
バ ー 全 員 が 休 暇 取 得 を 前 提 と し て い る こ
と。留 守 を 人 に 任 せ ら れ る よ う、普 段 か ら
チームワークを意識し、直接担当していな
い仕事についても、資料を見せ合うなどし
て仕事を「閉じない」ようにしています。
30 歳 の リ フ レ ッ シ ュ 休 暇 で は ゆ っ く り
サ ー フ ィ ン に 行 き ま し た が、他 に も、2 週

間の有休をとって一人でサッカーの欧州選
手権を見に行ったことも。言葉もあまり通
じない中で、何とかコミュニケーションを
とって試合会場に向かった経験は、いつも
使っている頭と違う部分を使う経験でもあ
り、大 い に リ フ レ ッ シ ュ で き ま し た。同 じ
ところばかり使っていると凝ってしまう、
というのは、体も頭も同じですからね。

仕事の内容を「閉じない」からいつでも留守を預けられる
1999年入社　第二官庁ソリューション事業部　第三システム部　リーダー　中川昇さん

休みやすい風土の原点は
社内行事での交流

明日から自社で活かすヒント

3029

「人が財産」という明確なポリシーに基づいて休暇取
得を促 進。「休みづらい雰囲気」を解消し、「休暇は
取るものである」という雰囲気がいったん定着すれば、
あとはますます休 みやすくなることを示 す 事例であ
る。社内行事などを通じた取り組みは、直 接 休 暇を
意識したものではないにせよ、休暇の取得にはコミュ
ニケーションの取りやすい職場環境づくりが重要であ
ることを認識させられる。
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システム開発、コンサルティング、ネット

ワーク構築、システムの保守管理などを

手がける、情報システムインテグレータ

企業、伊藤忠テクノソリューションズ株式

会社（以下CTC）。同社では、2004 年下

期から3日間の有給休暇の強制取得と

10万円相当の旅行券などが付与される

『グッドジョブ＆リフレッシュ賞』という制

度が運用されている。受賞対象となるの

は、業績貢献度が高いと認められた社

員。半期毎125 名を目安に、年間約250

名が選出されるという。

プロジェクト単位で業務が動くため、

なかなか個人的なタイミングでの有給

休暇取得が難しいといわれるIT業界。

特に、納期に追われるシステムエンジニア

（以下SE）の業務は、プロジェクトの進行

次第で、やむを得ない残業もしばしば発

生する。

CTCではこうした状況を踏まえ、業績

貢献（≒長時間労働者）という視点で同

制度を導入。労働時間が増えがちな高

パフォーマーを対象に、総労働時間削減

を目指している『グッドジョブ＆リフレッ

シュ賞』について、同社人事部労務課の

渡辺英樹課長に話を聞いた。

「現場のエンジニアたちをどのようにし

て休ませるか、というのが制度創設の出

発点でした。現在でもさほど状況は変わ

りませんが、SEの仕事というのは、他業

種の方にはなかなか理解されないほど

忙しい職種です。プロジェクト期間中は

休暇もあまり取れませんし、土日も出社

せざるを得ないことも多い。また、システ

ムエラーなどの予期せぬ問題が起きた

プロジェクトなどは、緊急の対応が必要

となる場合もあります。その際、優秀な社

員ほど頼りにされ、声がかかるため、結

果として労働時間が長くなってしまう。こ

うした社員を休ませるために考案したの

が、この『グッドジョブ＆リフレッシュ賞』

です。」

高パフォーマーを“休ませる”ために考

えられた同制度を、有効に活用していく

ための工夫は副賞となる旅行券の支給

方法にもあるという。

「厳密に言えば、副賞は旅行券ではな

く“旅行権”。つまり旅行する権利が付

与される仕組みになっているんです。い

わゆる旅行商品券だと換金できてしまう

ので、それでは“休ませる”という本来の

目的から逸れてしまいますよね。そこで

『グッドジョブ＆リフレッシュ賞』の副賞

は、弊社が契約する旅行代理店でのみ

使用できる10万円分の旅行の権利とし

ました。こうすれば、受賞者はきちんと休

んでくれますからね。」

2004 年下期の運用開始以来、同制

度の受賞者はのべ1000 名以上で、利用

率はほぼ100％。各プロジェクトから引っ

張りだこの高パフォーマーたちが受賞す

るため、スケジュール面での調整は難し

いが、その点は各部署の部長や人事部

などが指示を出し、プロジェクトとプロ

ジェクトの隙間を有効に利用している。

また、創設当初はSEが主な選出対象

だったが、現在は営業職や管理部門を

含む全事業グループに受賞人数が割り

当てられている。業務内容が多岐に渡

るため、受賞者の選出基準は各事業グ

ループの裁量に任されているという。

『グッドジョブ＆リフレッシュ賞』受賞

旅行の様子は、隔月の社内報に写真付

きで紹介され、全社に広報される。これ

は、高パフォーマーをピンポイントで休ま

せるという制度本来の目的以外にも、メ

リットを生んでいるという。

「受賞者は、それぞれ各部署で業績

に貢献し、影響力の強い社員たち。彼ら

の仕事のスタイルとリフレッシュ休暇の

様子は、良い意味で同僚たちの刺激に

もなっていると思います。」

もちろん、社内報で受賞者の旅行の

様子を大きく取り上げることは、「よく働

き、よく遊べ」という企業としてのメッセー

ジを社員にアピールする意味でも効果

的といえるだろう。

CTCには『グッドジョブ＆リフレッシュ

賞』のほかにも、多くの休暇制度がある。

なかでも、長期休暇取得に最も多く利用

されているというのが特別休暇２日＋有

休3日の最低5日から使用できる『フレッ

クスホリデー』だ。

「2006 年10月に伊藤忠テクノサイエ

ンスとCRCソリューションズが合併し、

現在のCTCとなったのですが、『フレッ

クスホリデー』は、もともとCRCが運用し

ていた休暇制度。一年中いつでも使え

るので、多くの社員が利用しています。」

とは、自身もこの制度を利用し、よく旅行

に出かけるという女性社員。ほかにも勤

続15 年、25 年の社員が対象のリフレッ

シュ休暇（5日間の特別休暇と10万円

の支援金）や、バースデー休暇、裁判員

休暇、ボランティア休暇など、多彩な休暇

制度がある。

また、ここ数年注力しているのが、多

様な人材が働きやすい環境を目指すダ

イバーシティマネジメントだ。子育て支援

制度はもちろん、介護休業制度や介護

のための時間短縮勤務制度を導入。現

在は、不妊治療のための支援策を検討

しているという。

CTCの有給休暇取得率は例年60

～70％。国内平均の47.7％からすると、

かなり高い水準にあるといえる。同社が

こうした社風を築いてきた背景には、迅

速な経営判断による素早い施策の実

行があるという。たとえば前述の『グッド

ジョブ＆リフレッシュ賞』は、2004 年の夏

頃に企画され、10月には運用開始。「良

い制度はすぐに取り入れる」という経営

陣の姿勢は「メリハリをつけて働く会社」

というメッセージとなって社員に伝わる

と渡辺英樹課長は言う。

「当社はもともと施策決定が速い会社

ですが、特に2005 年6月の奥田社長就

任以来『人材は宝』をキーワードに、従

業員の働きやすさを考えた施策を次 と々

打ち出しています。現在検討中の不妊治

療のための支援策はおそらく実現され

ますし、最近ではインフルエンザパンデ

ミック対策も話し合われています。もちろ

ん社員も経営陣のこのような姿勢を理

解しているので、他社で何か良い制度が

創設されたと聞くと『当然CTCもやりま

すよね？』という声が上がる。休暇制度を

はじめ、福利厚生面での要求レベルが

非常に高くなっているのではないでしょ

うか。」

経営陣と社員の間に好循環が生まれ

ているというわけだ。もちろんこうした風

土が定着した2005 年以降も、同社は安

定した成長を続けている。2006 年10月

に合併して売上が拡大。では、休暇制度

の充実による、業績への効果はあった

のだろうか。

「休暇制度の整備は、すべてがすぐに

数字に結びつくという性質のものではあ

りませんが、お金に換算できない価値も

あると信じて取り組んでいます。また、人

事の現場から見ると、最近の学生、特に

優秀な女性の方ほどダイバーシティ的な

制度をすごく気にされますので、採用面

において手応えを感じていることは確か

ですね。」

会社概要

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

■事業内容：コンピュータ・ネットワークシス
テムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、情
報処理サービス、科学・工学系情報サービ
ス、サポート、その他■本社所在地：東京都
千代田区■設立：1972 年■従業員数：単
体／3934 名、CTCグループ連結／6812 名
（2009 年3月31日現在）■売上高：3192 億
円（CTCグループ連結、2008 年3月期）

年間約250 名が受賞する
“旅行権”付き休暇制度

“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
60 ～ 70％の高い有休取得率を生む。

1
残業が多くなりがちな高パフォーマーに、
ピンポイントで効く休暇施策。1

迅速な制度の施策決定は社員へのメッセージ。
休暇制度を積極的に利用する風土をつくる。3

受賞者の休暇の様子を
社内報で全社に広報

“旅行権”の支給など「きちんと休ませる」
ための工夫を忘れない。2

『グッドジョブ＆リフレッシュ賞』を利用し
た旅行の様子の一部は、隔月の社内報で
紹介。定期的に全社に周知する仕組みも
整っている。
「娘たちに約束しました。もう一度受賞し
て、ディズニーリゾートへ行きます！」、「70
歳の父を祝って、北海道旅行へ。グッド
ジョブで親孝行しちゃいました！」、「上高

地のあこがれのホテルと、大自然に囲まれ
てリフレッシュ！」、「友人３人と、ずっと
行きたいと思っていた北海道に行ってきま
した！」…など、社の業績に貢献し、同賞
を受賞した社員のレポートは多彩。高パ
フォーマーたちの休暇の様子は、他の社
員にとっても「よく働き、よく遊ぶ」ワーク
スタイルのお手本となっているという。

有休消化率 60～70％
“よく休める会社”風土の醸成

多彩な休暇制度の整備と
ダイバーシティマネジメント

「よく働き、よく遊ぶ」のお手本として社内報でレポート

明日から自社で活かすヒント

31 32

労働時間が増えがちな高パフォーマーを積極的に休
ませる『グッドジョブ＆リフレッシュ賞』は、周囲の
社員を啓発する意味でも有効な施策。また、新しい
施策を次々と取り入れる先進的な経営陣の姿勢は、
休暇制度を有効に利用する社風を生み、ひいては採
用、離職防止、企業のイメージ向上など、長期的視
点においても企業メリットにつながっている。



図1：日立ソフトの営業利益の推移（連結） 図2：全体の退職者数（退職率）の減少
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図3：就職応募者数が大幅増
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システム開発業は、「きつい」「きびし

い」「帰れない」のイメージから、「新3K」

とも呼ばれる業種である。普段から納期

に追われ、いったんシステムに障害が出

れば休日を返上しての対応も必要。とく

に優秀なエンジニアには負担が集中す

る。日立ソフトウェアエンジニアリング株

式会社も、以前はそんな問題を抱える企

業の一つだった。

そんな同社に転機が訪れたのはIT

バブル崩壊後の2004 年のこと。それま

で、業界全体の成長とともに順調に業績

を伸ばしてきたが、この年、受注案件の

急増とともにプロジェクトのトラブルが

続発、100 億円近い赤字を出してしまう。

人材こそが経営資源のはずなのに、月

100 時間以上の長時間残業者が増え、

優秀な人材は「未来がない」と辞めてい

く悪循環も始まっていた。

この状況を打開するため、同社は全

社的な改革運動に乗り出す。2004 年〜

2006 年の再生段階を経て、2006 年10

月以降は、営業利益8％を目指すことか

ら「チャレンジ8+ 作戦」と名づけた活

動を展開。テーマの一つに「活気ある職

場づくり」を掲げ、労働時間短縮を含む

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

動き出したが、これらはまさに「この業界

では人こそが経営資源。ここに着手しな

ければ発展はない」との強い意志に基

づいたものだった。

実際に活動を推進するにあたり、まず

はトップから「今回の施策は経営改善

のために必要なこと」というメッセージを

強力に発信。このことで、長時間労働に

ついても根強くあった「やむなし」という

空気を変え、管理職にも理解を求めた。

一方で、社員の中に、女性、若手、シニア

の3つのワーキンググループを作り、現

場の意見の吸い上げを試みた。こうして、

21時の一斉消灯実施や、長時間残業者

を経営会議で報告するなどの施策が生

まれるなか、「負担が集中し、休めないで

いる人を休ませよう」と始まったのがプロ

ジェクト休暇制度である。

プロジェクト休暇制度がスタートした

のは2007年4月。年次有給休暇の取り

方の一形態だが、業務に繁閑のあるシ

ステムエンジニア（以下SE）職向けの制

度であり、プロジェクトの区切りに合わせ

て予め設定されるのがその特徴だ。具

体的には、期の初めに業務目標を立てる

際、その目標とともにプロジェクト休暇の

予定についても文書として明記（実際は

システム上に登録）する。目標管理制度

の一部として扱われるため、期末には、業

務の評価とともに、プロジェクト休暇が取

られたかどうかについても上長、本人双

方で確認できる仕組みになっている。

実は同社には以前から、プロジェクト

休暇同様、予め有給休暇の日を定めて

おく「計画年休」という制度があった。年

度初めに特定の3日間を有給休暇取得

日として予め申請するというもので、こち

らはSE 職に限らず全社員が利用でき

る。ところがこの制度のもとで休暇を取

れるのは、比較的余裕のある社員に限

られる。肝心の「休めていない」社員は、

年度単位で特定の日を休日に定めるこ

となどできず、制度自体が絵に描いた餅

となってしまっていた。そしてこれこそが

この業界ならではの落とし穴。人事部労

政グループ主任の鵜原靖夫さんはこう

語る。「実は、労働時間の平均値自体は

他業界と比べて長いわけではないので

す。問題は、休めている社員がいる一方

で、一部の休めていない社員の労働時

間が極端に長くなっていること。新たな

休暇制度を設けるのであれば、この問

題が解決しなければ意味はありません

でした。」

実際、プロジェクト休暇の発案自体、

現に「休めていない」社員の多い若手

ワーキンググループから出たもの。まさに

現場の声というわけで、「もしワーキング

グループの活動がなければ、経営サイド

としては、『計画年休があるからよいでは

ないか』という結論になっていたかもし

れない。」と鵜原さんも分析する。

では、プロジェクト休暇はどう問題を

解決したのか。一つは、休暇の設定をプ

ロジェクト単位とSE 職にとって現実的

なものとしたこと。また「プロジェクトが

一つ終われば休む」という名目が可視化

され、業務遂行プランの一部に組み込

まれたことで、「休みを取りにくい雰囲気」

に気遣う必要もなくなった。プロジェクト

間のインターバルがますます短くなる環

境にあって、「無理やりにでも取る」という

雰囲気が一気に定着したのもこのため

だ。制度化されていることはきちんとこな

す、生真面目な社風を活かした策ともい

える。同時に、業務と照らし合わせた運

用についても配慮。たとえば、月100 時間

以上の残業やGW、年末年始の出勤は

原則禁止だが、業務遂行上やむを得な

い場合、これを認める代わりとして、上長

にプロジェクト休暇の取得を徹底させ

る。こうした現実的な運用のおかげで、

制度は一気にメジャー化した。

プロジェクト休暇を含むワーク・ライフ・

バランスへの取り組みは、着実に成果を

上げている。2007年度には過去最高益

を達成、「チャレンジ8+作戦」で設定し

た利益率8％の目標も、予定より1年早

くクリア（図1）。人材面では、家庭との両

立支援施策との相乗効果もあり、とくに

若年層と女性を中心に離職率がダウン

し（図2）、反対に就職応募者数は大幅

増（図3）。人材流出という2004 年当時

の危機を回避しつつ、重要な経営資源

である人材の確保にも新たな道筋をつ

けた。

さらに2008年10月には、年間労働時間

2050 時間以下を目指す「Under2050」

の取り組みもスタート。顧客の社屋に常

駐して働く社員にとっての実効性など、

事業特性の中でどうしていくのかという

課題も残るが、「長時間労働ではなく生

産性の高さこそが善であるという意識

を浸透させたい。そのための働きかけを

積極的に行っていきたいと思います。」と

鵜原さんは語る。

たとえば、「Under2050」には毎週水

曜を定時一定退勤日とする取り組みが

あるが、退社時刻前のアナウンスは、社

員が持ち回りで吹き込み、流す音楽も

担当者が選曲。学校の放送室のような

遊び心を取り入れつつ、毎回違ったもの

を流すことで、「聞き流されない」ものにし

ようというのだ。もちろん、退社時刻後の

巡回や、長時間残業者へのヒアリングな

どの地道な活動も実施。そして、それで

も残業が長くなる人の時間調整のため

に、またプロジェクト休暇の制度が活き

てくる。

そもそも、人材こそが経営資源という

考え方から始まった施策。

「どんなに景況が悪化しても、続けて

いくべきという意識は変わりません。」と

鵜原さんも断言するが、そのためにも、す

でに出ているさまざまな成果が支えに

なる。今後は、受注中心のビジネスモデ

ルから、提案型の事業への転換も目指

す同社。プロジェクト休暇を取る理由を

「勉強する時間が欲しいから」という人も

多いというが、休暇で得たインプットから

新たな事業提案が生まれる日も、そう遠

くないのではないだろうか。

■事業内容：システム開発、SaaS/ASP 等の
サービス提供、ソフトウェアプロダクトおよ
びパッケージの提供、情報処理機器の開発・
販売■本社所在地：東京都品川区■設立：
1970 年■従業員数：5166 名（2008 年3
月現在）■売上高：1714 億円（連結／2008
年3月期）

会社概要

2

1

3

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。

トップがワーク・ライフ・バランスへの
明確な意思を持ち、メッセージを発する。
ワーキンググループの立ち上げによる、
現場の声をひろう仕組みづくり。
休暇の名目を可視化、業務管理システムに
組み込んで利用しやすく。

情報サービス業においては
人こそが経営資源

プロジェクトと休暇を
セットにして制度を浸透

離職率は低下し利益率は向上。
休暇のインプット効果にも期待

明日から自社で活かすヒント

33 34

人材流出の危機を休暇制度の工夫等で乗り切り、人
材の確保・定着とともに業績を向上させた。この実
績に満足することなく、「長時間労働ではなく、生産
性の高さこそが善」とのポリシーの実現のために次の
手を打っている。内容についてはボトムアップで意見
を拾い、運用についてはトップダウンで徹底すること
が成果を上げている。



社外からの接続には
　 電源導入後、指紋認証またはセキュリティボタン
　 パスワード（ブート・ハードディスク）
　 ハードディスク暗号化
　 セキュリティICカードによる認証
にて接続され
　 リモート操作で社内PCを操作する。

在宅勤務

社内勤務YFC社内ネットワーク

1
2
3
4

5

モバイル勤務

INTERNET（VPN）INTERNET（VPN）
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公共機関、金融機関、情報サービス

業などのシステム開発、提供、コンサル

ティングを行う株式会社富士通ワイエフ

シーは、2007年に「テレワーク制度」を

導入した。

原則的に入社3 年目以上で所属長の

承認を得た社員は、在宅勤務が許可さ

れる。ただし、実際に在宅勤務を行う場

合は、その都度、事前申請が必要で、最

低週2日以上は出社しなければならな

いなどの条件が付く。

社員の約6割がシステムエンジニアと

呼ばれる専門職。業務は主にパソコン

での作業になる。必要なデータや資料

はデスク上の端末や会社のサーバー内

で管理されている。

在宅での業務には、会社から支給さ

れたモバイル端末を使用。インターネット

を通じて会社のシステムにアクセスし、自

分のデスクの端末や会社のサーバーを

遠隔操作する。データが存在するハー

ドディスクやサーバーは会社に置いた

ままで、ディスプレイとキーボードだけが

自宅にあると考えればイメージしやすい

だろう。自宅に持ち帰るモバイル端末に

はハードディスクが組み込まれておらず、

データを記録することができないため

情報漏洩のリスクが少ない（右ページ

下図参照）。

外回りが多い営業職の場合は、モバ

イル勤務と呼ばれる勤務形態をとるこ

とができる。会社のシステム内で行わな

ければならない事務処理を、外出先か

らインターネットを通じてオンラインで行

う仕組みだ。これにより、軽微な業務の

ためにいちいち会社に戻る必要が無く

なった。

また、全社員に携帯電話（PHS）を支

給し、自宅からでも内線番号による通話

を可能にした。それにより、お客様から

の外線電話もそのまま在宅勤務の社員

に転送することが可能になった。こうし

て、作業をしている物理的な空間が違う

だけで、その他の条件は出社していると

きとまったく変わらない状況を生み出す

ことに成功した。

また、テレワーク制度導入についての

会社側の直接的な投資は、1人1台の

モバイル端末（ハードディスクのないパ

ソコン）と携帯電話（PHS）のみ。インター

ネット接続などの費用は社員の自己負

担となるが、それでも在宅ワークのメリッ

トは大きい。

テレワーク制度利用者からは、「自分

の作業に集中できる」「時間の有効活用

ができる」「体調が良くなった」「家族と

の時間が増加した」「子どもが体調不良

のときでも仕事ができる」などの声が上

がっている。社内アンケートでは約9 割

の社員が「テレワークが導入されて良

かった」と回答している。

さらに、総務部の亀井秀次さんは、

「テレワーク制度が導入されたことによっ

て、休暇が取りやすくなった」と言う。テレ

ワークを行うためには「○月○日に○○

○の業務を自宅で行う」という趣旨の事

前申請が必要。ということは、その日に

その業務を自宅で行えるように準備を

計画的に行わなければならなくなる。在

宅勤務日が仕事の区切りの役割を果た

し、業務にメリハリが生まれ、結果的に

業務効率化につながったというのだ。

2006 年度に社員1人当たり年間288時

間だった残業時間は232 時間に減少。

定時退社率は2006 年12月の65％から

2008 年7月は90％にまで上昇した。業

務効率化によって創出された時間は社

員自身の時間、社員の家族との時間とし

て利用できる。余裕ができそうな時期が

事前にわかることで、休暇の申請もしや

すくなった。

社員の評価については設定目標に対

する成果主義を用いており、勤務形態の

違いは評価に影響しない。

同社は約2 割を女性が占めるが、宮

浦完次さんが代表取締役社長として富

士通本社から就任した頃は女性の活

躍があまり目立たず、離職率も高かった

という。

一方で、宮浦さんが会社について知る

ために行った社員との対話集会の場で

は、優秀で元気な勤労意識の高い女性

社員がたくさん働いていることにも気付

かされた。

「彼女たちの能力をもっと活かさなけ

れば。」と思った宮浦さんは「女性活性

化プロジェクト」を立ち上げ、2006 年行

動指針に「女性たちも主役を演じよう」

という内容を盛り込んだ。その後、女性

活性化プロジェクトメンバーが中心とな

り、経営トップ、総務部門、労働組合が連

携を図り、女性社員の要望の収集、意識

調査などを行い、女性が働きやすい職

場環境を模索する中で、同メンバーの意

識は、「全社員が働きやすい環境」へと

拡大。2006 年10月には「ワークライフ

バランス推進室」が立ち上がった。テレ

ワーク制度のアイデアはその流れの中

で生まれた。

試行から導入までの期間は、テレワー

ク制度がなかなか利用されなかった。

しかし、試行的に利用した社員の声を

反映した新たな施策や幹部社員のテレ

ワーク制度利用をきっかけに申請者が

大幅に増加。2008 年8月時点では全

社員の22％、女性社員では30％がテレ

ワーク制度を利用するまでになり、2009

年度は50 〜100%の社員が利用するこ

とを目標にしている。

一連のワークライフバランス推進運

動の結果、女性の離職者が減るという

効果も表れた。さらに、これらの取り組

みが数 の々表彰を受け、企業イメージが

向上。通常50％程度である内定承諾率

が75％にまで跳ね上がり、優秀な人材

を獲得しやすくなるというメリットをもた

らした。

ちなみに同社は、これらの取り組みを

始めた2006 年度以降、3 年連続で増

収増益を記録している。これは、ワーク

ライフバランス推進が経営の負担となら

ないことを証明しているものと言えるだ

ろう。

ワークライフバランス推進室はテレ

ワーク制度に関する取り組みだけでな

く、ワークライフバランスに悩む社員の相

談窓口の設置や、休暇取得の促進運動

も行っている。

各部署が中心となって、「月に1日は

有給休暇を取得しよう」と呼びかけるポ

スターを社内に掲示したり、部署ごとの

有休取得率を社内で公開したりする。

現場では、上司が部下の業務状況を把

握しながら「ここで休みなよ」と具体的

な指導を行ったり、ときには経営トップか

ら社内グループウェアを通じて「もっと

休みなさい」とメッセージが送られること

もあるという。

「上司が行動で示さないと部下は行

動できない。新制度を導入するだけでは

雰囲気は変わらない。上司や幹部社員

が進んで新制度を利用したり、休暇を

取ったりすることで社員全員が休みを取

りやすい雰囲気ができる」と亀井さん。

これらの取り組みのおかげで、現在は

ほとんどの社員が月に1日は有給休暇

を取得し、有休取得率は約60％と高水

準を保っている。

同社では現在も引き続き、経営トップ

自らが定期的に、社員たちとの対話集会

を行ったり、幹部会議を社員が自由に聴

講できるようにしたりと、社内の風通しを

良くするための施策を打ち出すことで、

今後の課題の発見、改善案の吸い上げ

などに余念がない。

亀井さんは、今後、例えば「10日間の

旅行中の3日間は旅先で業務を行う」な

どの、テレワークの新しい形態にも挑戦

したいと考えている。

■事業内容：公共、文教、製造、流通、情報
サービス、金融業向けのコンサルティング、シ
ステム開発、アウトソーシング■本社所在地：
神奈川県横浜市神奈川区■設立：1966 年
■従業員数：340 名（2009 年4 月）

会社概要
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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。

在宅勤務制度の導入で業務の計画性が増し、
休暇を取得しやすくなる。
ワークライフバランスへの積極的な取り組み
が評価され、内定承諾率が向上。
幹部社員をはじめ、まず「上」が行動する
ことで、「下」が行動しやすい雰囲気を作る。

テレワーク制度の導入で
仕事の計画性が高まった

女性活性化プロジェクトから
ワークライフバランス推進へ

旅行先で業務などの
新テレワークスタイルも検討

明日から自社で活かすヒント

35 36

IT 技能の高い社員の特性を活かし、インターネットを利
用する在宅勤務制度を実現した。同社は「テレワーク推
進賞・優秀賞」など数々の賞を受けている。在宅勤務を
導入することで業務推進にメリハリが生まれ、休暇が取
りやすくなるという効果があることは、在宅勤務制度導
入を検討中の企業経営者にはぜひ知ってほしい。また、
経営陣をはじめ上司が休暇取得のために積極的にアドバ
イスをするなどの姿勢が制度の活用につながっている。
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東京都港区に本社を置く日本ATM

株式会社は、金融自動機器（ATM）に

関わるシステムの販売、開発、保守、およ

びコールセンター業務を手がけている。

顧客はいわゆるメガバンクから地方銀

行までの幅広い金融機関で、特にコー

ルセンター業務では全国に設置された

16万～17万台のATMのうち、約5万台

を同社がカバーしている。

同社では現在、有休取得率アップを

目指すための休暇制度の整備をはじ

め、メンタルケアを含む健康面での施

策、子育てや介護支援などのダイバーシ

ティマネジメントを行い、仕事と生活の

調和の向上を目指している。まずは、同

社がこうした取り組みを始めた背景を、

人事総務本部人事部担当部長の石川

正人さんに聞いた。

「当社ではATM関連の様 な々事業

を行っています。事業内容は多岐にわた

りますが、ATMというのは社会インフラ

を支える機器ですから、どの業務でも

非常に重い責任を感じています。たとえ

ば、銀行のATMシステム開発に携わる

システムエンジニアは、プロジェクトの納

期に追われるというIT業界特有の激務

に追われていますし、24時間対応のコー

ルセンターでは、時期にもよりますが1日

数万件単位のお問い合わせに対応する

こともあります。もちろん仕事量が多く、や

りがいがあることは、企業にとって歓迎

すべきこと。しかし、必然的に社員の長

時間労働の増加や休暇取得率の低下

につながることも事実です。もちろん、慢

性的に人員が足りない部分に関しては

随時補充していくことが必要ですが、一

方で、ワークライフバランス促進に積極

的に取り組んでいくことが、優秀な人材

を確保し、中長期的な業績向上をねらう

ための重要な目標になっています。」

同社のワークライフバランス促進策

の一翼を担うのが、休暇促進制度への

取り組みだ。たとえば、2008 年度から夏

期に限らず１年中取得可能となった2日

間の夏期特別休暇は、9 割を超える利

用率。また、2008 年に導入された誕生

日休暇は、誕生日の前後1カ月に特別

休暇が付与される制度で、運用初年度

となる昨年は全社員の7割以上が利用

した。同制度の導入後、社内のホワイト

ボードに「誕生日休暇」という文字が書

かれるようになったことで、オフィス全体

に「誕生日は休む日」という雰囲気が醸

成されたという。

こうした施策を打ち始めてから、同社

の有休取得率は目に見えて変化した。

2007年度に45％の取得率が2008 年

度は48.8％。誕生日休暇や夏期特別休

暇は有給休暇には含まれないため、実

質的な総労働時間はさらに減っている。

「48.8％という有休取得率は、あくまで

も全社員の平均。当社には有休取得率

100％の社員が何人もいますし、もちろん

これは当然の権利です。一方で、年に2

～3日しか有休を使えない社員がいると

いうのも事実。人事部としては、こうした

社員が積極的に有給休暇を利用でき

る制度を作っていくことこそが効果的な

施策だと思っています。2009 年3月から

は配偶者や子供、両親の誕生日、結婚

記念日などに利用できる「ファミリー休

暇制度」を実施します。これは年次有給

休暇を利用する制度なので、本来はい

つ取得してもかまわないものですが、有

給休暇をより取りやすくするきっかけとし

て活用してもらえればと考えています。」

同社では2011年度の有休取得率

60％という目標を目指し、今後も積極的

な取り組みがなされていくという。

同社のワークライフバランス促進策

は、休暇制度の整備だけではない。最

長２年の育児休職制度や、10 歳まで利

用できる育児時間短縮勤務制度、1年

間取得可能な介護休職制度、45 歳以

上の社員を対象に全額会社負担される

人間ドックなどの施策を実行。いずれも、

法定目標を上回る数字だ。また、こうした

経営陣の積極的な姿勢が顕著に表れ

ているのが、受診率100％を宣言した健

康診断。

「健康診断受診率を100％にするこ

とは、当社の経営目標にも掲げられてい

ます。これは私が担当しているのです

が、未受診の社員に対し、副社長の名で

「受けて下さい」とのメールを個別に送っ

ています。現在、5～6人の社員が未受

診ですが、100％という数字は3月まで

には達成される見込みです。」

徹底した健康管理施策は、メンタル

ヘルスケアにも及んでいる。過重労働に

起因する心の問題が取りざたされるこ

との多いＩＴ業界。同社では、契約臨床

心理士との面談を毎月実施し、24 時間

365日、Eメールでの相談も可能だ。

さらに家庭と仕事の両面から社員を

サポートするための施策にも力を入れ

ている。家族と共に参加できるバーベ

キュー大会もそのひとつだ。

「同社のバーベキュー大会は、昨年で

11年目になる恒例行事です。江戸川区

の葛西臨海公園で行っており、昨年は

総勢230人が参加しました。社員の家

族に会社の仲間と接してもらえるのは

貴重な機会。やはり、家族の理解がない

と良い仕事は生まれない。家庭と仕事

は、いずれも欠かせない両輪だと思って

います。」

休暇制度の充実はもちろん、社員の健

康管理施策や家族への配慮など。同社

では多面的な施策が実行されている。

同社では、昨年から「いろり会」という

集まりが行われているという。

「月2回ほどのペースで行われている

いろり会は、社長が社員10 名ほどを集

め、意見交換をするという試みです。や

はりワークライフバランスを促進する上

で、現場の声は欠かせない要素。いろり

会は現場の声を吸い上げる貴重な場と

なっています。」

現場の声をきっかけに実現した施策

は数多い。たとえば、昨年から始まった

職場見学会は、365日24 時間体制の

コールセンター業務にあたる社員が「子

供に『何で土日も働くの？』と聞かれる

んです」という意見から導入。子供だけ

でなく、両親を職場に案内する社員もお

り、特に好評の施策だという。

また、前述の「ファミリー休暇制度」も

社員のアイデアから実現した制度だ。

「従業員618 名（2008 年12月）という

当社の規模は、経営陣や人事部が社員

の顔と名前を把握できるギリギリの規

模。だからこそ現場に密着した施策が

できるし、する必要があると思います。」

現場重視の姿勢は、離職率の低さに

表れている。同社の離職率は1.8％。8％

が平均と言われるIT 業界においては、

驚異的な数字といえる。

「社員のやむを得ない事情での離職

以外はほとんどないというのが人事部

の実感です。当社では中途採用組が社

員の半数を占めているのですが、彼らが

“居心地の良い会社だ”と言ってくれる

のは、非常にうれしいですね。」

長く働ける環境の実現が経験豊か

な社員を生む。結果、各業務に関する

個 の々スキルが上がり、業務効率につな

がる。1.8％という離職率は、同社の成長

の原動力かもしれない。

会社概要
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合い言葉は
法定基準を超える施策

現場の声を重視した施策で
離職率 1.8％を実現

中長期的な発展を見据えた
ワークライフバランス促進

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。

■事業内容：AＴＭおよび関連システムの販売、開
発、保守。ＡＴＭ監視アウトソーシングサービス、Ａ
ＴＭフルアウトソーシングサービス、ＡＴＭ運用関
連コンサルティングサービス、コールセンター業務
アウトソーシングサービス、各種コンテンツマネジ
メントサービス、マルチベンダー保守サービスなど
■本社所在地：東京都港区■設立：1999 年■従
業員数：549 名■売上高：256 億円（2007 年度）

家族の誕生日に休めるファミリー休暇などで、
有休取得のためのきっかけを与える。
社員の声を吸い上げる場を持ち、
より現場に密着した施策を打ち出す。
休暇制度の充実はもちろん、
健康管理・家族のケアを含む総合的な施策。

人事部で福利厚生面の整備に携わる平原さ
んは、約1 年4 カ月の育児休職期間を経て会
社に復帰。現在は育児時間短縮勤務制度を
利用し、6 時間45 分の勤務となっている。

「育児休職制度の期間が2 年だったことで、
空きのなかった保育園への入園を、年度の
切り替わる4 月まで待つことができました。
現在は時短勤務制度を利用しています。休

職以前は、だらだらと仕事を切り上げられ
ないことも多かったのですが、今は子供を
迎えに行くために毎日16 時30 分には会社
を出なければいけない状況。正直、子育てと
仕事の両立は簡単ではありませんが、時間
的な制約があるからこそ、以前よりも仕事
を計画的に進められている実感はあります
ね。」

育児休職制度と育児時間短縮勤務制度を活用
2005 年入社　人事総務本部人事部　平原ゆきのさん

明日から自社で活かすヒント

37 38

有休取得のきっかけとなるファミリー休暇制度の整備
をはじめ、健 康診断受診率 100％ 宣言や最長 2 年
間利用できる育児休 職 制度など、多面的な取り組み
を行う同社。IT 業 界で 1.8％という離職 率の 低さは
特 筆に値する。この結果、社員のスキルが向上し質
の高いサービス提 供が 可能になり、中長期スパンで
の業績向上も視野に。徹 底的に現場の声を重視する
姿勢は、多くの企業にとって参考となるはずだ。
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「業界的に忙しく、なかなか休みが取

れない上に、弊社には仕事が楽しくてし

かたがないというクリエイターが多いん

です。」

こう語り始めてくれたのは、株式会社ミ

ツエーリンクスの取締役、野中太郎さん。

「好きな仕事なので本当に一生懸命

やってくれるのですが、その結果、数年

で燃え尽きてしまうケースがあらわれま

す。心身ともに疲れきってしまい、場合に

よってはリタイヤにつながってしまうこと

もあります。こうした社員へのフォロー策

として、一定期間頑張ったあとに、しっか

りとリフレッシュして再スタートできる、そ

ういった仕組みがあれば、燃え尽きを

防止することができて、またそこまで頑

張ればきちんと休める、という意欲が持

てるようになるのではないかと考え、 『ス

テップアップ休暇』と呼ぶ休暇を取得で

きるようにしました。」

この『ステップアップ休暇』は、4年勤

めるごとに、1カ月もの長期休暇が取れ

る制度としてスタートした。そして、2 年

前からは、2 週間の休暇+ 手当金と制

度を変更しており、後者のほうが社員に

は人気があるという。旅行に使う人、家

族サービスに使う人とそれぞれだが、こ

の休暇が取得できる時期を楽しみにし

ている声もよく聞くという。

当初は、主にメンタルヘルス対策が目

的だったが、なにがきっかけでこの制度

を導入しようと考えたのか。 

「当社が『ステップアップ休暇』の導

入を考えた時期は、会社として従業員を

増やし規模を拡大し始めたタイミングで

した。いい人材を獲得するにはなにが

必要なのかと考えたときに、働き続けら

れる環境が必要なのだろうという結論

になったのです。」

当時の従業員数は100 名程度。この

規模であれば目を配ることができるが、

それ以上になると幹部が感覚的に把

握するのは難しく、制度が必要になると

は上層部共通の認識。では、なぜ区切り

を4 年にしたのか。

「その頃、勤続3 年で辞める率が高

かった。そのため、3年を区切りにすると、

休暇を取得してそのまま辞めてしまうこ

とも想像できました。しかし4 年勤めれ

ばある程度、会社のなかでのポジション

も確立されるので、次のステップが見え

た状態でリフレッシュしてほしいという

思いがありました。」

この休暇による成果は離職率にはっ

きりとあらわれてきている。2000 年当時

では30％近い人材の入れ替わりがあっ

たが、現在は5 ～6％と大幅に減ってき

ているという。

そうはいっても、当時で１カ月、現在で

も2 週間の休暇分を補うのは大変に思

えるが、欠員補充に関してはどうしてい

るのか。

「取得の時期は4 年後とわかってい

るので、それに備えて準備をしてもらい

ます。その準備はそのまま後輩育成にも

なります。また上司が休むことは部下に

とってチャンスにもなるものです。この点

はこの『ステップアップ休暇』の予想し

ていなかった嬉しいメリットでしたね。上

司がやっている仕事、先輩がやってい

る仕事をスタッフが少しの期間でも代

行、サポートすることで、仕事への理解

が深まるうえ、上司や先輩が休暇をきち

んと取っていれば、休暇は本当に取れ

るものなんだという安心にもつながって

いるようです。」

確かに休暇が取得しづらい業界だ

からこそ、こうして休暇がきちんと取れる

という確認ができることが安心感につ

ながるところがあるのだろう。

課題についても聞いた。

「当社の特徴として、仕事をしている

ほうが楽しいという若手が多く、促して

も休みを取ろうとしない社員もいます。

良い休みの取り方をする上司が増えて

いけば、仕事が好きでしかたがない若

手も休暇を取っていくようになるのでは

ないかと考えています。」

また、同社では『ステップアップ休暇』

のほかにも、『功労特別休暇制度』と呼

ばれ6 年目に3日の休暇と支援金が支

給される制度がある。しかし、なぜこれ

らを分けて設定しているのだろうか。

「節目を細かく作っていきたいなと思う

んです。4 年目は休み中心、6年目は手当

て中心に設定しています。入社6年目に

なると家庭があるケースがほとんどなの

で、3日はゆっくりし、10万円で好きなもの

を買うというケースが多いようですね。」

社員の生活充実を考えていったとき

に外せないポイントとして浮かび上がっ

てきたのが、家族へのサポートだという。

そのひとつが、『進学準備休暇制度』で

従業員の子どもが小学校への入学を

迎えた際、最大3 日の休暇が与えられ

る制度。昨年度より導入され、数名が取

得予定だ。子育てをしながら働く社員を

サポートする制度として生まれたのだと

いう。またユニークなところでは、クリスマ

スに、会社から従業員の家族にスモー

クターキーがまるごと１羽贈られてくると

いう。これは家族からの評判もよく、恒例

になっているのだそう。出産時には花を

贈るなど、社員だけではなく社員の家族

ともつながっている。これらの提案は主

に社長がしているのだという。仕事が厳

しい分、そうした温かな部分を提供する

ことで働きやすい職場環境になるとい

うのがトップの主張。その考えが制度に

反映している。最後に人材活用につい

ての考えを聞いた。

「WEB 技術を深掘りしていこうと

思っているので、業界の一流の人材が

ほしいと思っています。お互いに刺激し

合いながら、世界的に通用する人材を

作っていきたい。現在女性社員は3割い

ますが、女性、男性と分けて考える必要

はなく意識することも少ないです。出産

ののち復帰し、時短勤務で働いている

女性も多い。優秀な人材を逃さないこと

は会社にとって大切です。たくさん人を

集めてやっていくよりも質の高い人材を

大切にして発展していく形を望んでい

ます。社内でスキルの高い人間が辞めて

しまった場合、同等のスキルの人材を採

用するのは至難の業。技術を高めること

を目指している企業だからこそ、辞めた

ら採用すればいいというのは全く通用

しないんです。だからこういった業界で

あっても社内の体制をきちんと整えて

いきたい。」

職場環境の向上は早期離職者を減

らすだけでなく、優秀な人材がヘッドハ

ントされそうなときも会社に踏み止まっ

てくれる要素にもなっているという。

「当社が長期休暇制度を作ったの

は、早期離職を防ぐため。辞められてし

まうくらいならば、いっそ他社にはないよ

うな思い切った休暇施策をと考えたの

です。1カ月間の欠員はたしかに大変で

すが、一度退社したものと考えて、1カ月

後に経験のある優秀な社員を再び雇

用できると思えばなんていうことはない

と考えました。けれど実際やってみると

予想したほどの混乱はなく、メリットのほ

うが多かった。仕事が好きなあまりがん

ばりすぎて、燃え尽きてしまう社員が多

い企業では効果があるのではないかと

思います。」

会社概要

2

1

3

4 年をかけて
2週間休める体制をつくる

燃え尽き症候群を防止し
定着率向上に絶大な効果

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。

■事業内容：ウェブ・インテグレーション
事業、情報処理・速報系事業、音声・動
画系コンテンツ関連事業■本社所在地：
東京都新宿区■設立：1990 年■従業員
数：295 名■売上高：非公開

勤続 4 年を節目に長期休暇を与え、
メンタルヘルス効果で離職を防止。
社員のライフスタイルの変化に合わせた
制度で、モチベーションを高める。
休暇取得が難しい業界だからこそ、休暇を
充実させることで一流の人材を確保する。

できますね。就職後のまとまった休みは諦め
ていたところがあったので、また次、こんな
休みが取れると思うと楽しみだし、社外の友
人にもよく自慢します。また、妻も働いてい
るため、この期間は私が保育園に迎えに行っ
たり、お皿を洗ったりもしました。妻への休
暇にもなったのかもしれません。

ステップアップ休暇、こう使いました！

従業員の満足度ＵＰに
家族へのサポートを加える

WEBインテグレーション本部　チーフデザイナー　齋藤洋介さん

明日から自社で活かすヒント

普段はとても忙しいので、まずはゆっくり休
みたいと思いました。そのあとはずっと欲し
かった洋書を買い漁りに行ったり、時間がな
いと興味があってもそのままにしてしまう
ものにきちんと向き合う時間として使いま
した。節目の時期にのんびりできる時間があ
ると、ゆっくりとここまでを振り返ることが
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長期休暇により離職率の低下に成功している事例。
社員の定着率が低い企業や、社員のメンタルヘルス
に課題があり離職につながっている企業の参考になる
だろう。こうした制度改革により外部からのヘッドハ
ントにも対抗できている点も興味深い。ポイントは、
社員のライフステージの変化にそって休暇制度を充実
させてきたこと。質の高い人材に長く勤めてもらい、
その人材とともに発展していくのが同社のビジョン。
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オイシックス株式会社は、2000年に

創業した若い会社。「作った人が自分の

子どもに食べさせられる食品を届ける」

というポリシーのもと、有機野菜や無添

加食品をインターネットで販売し、利便性

と商品の質を両立することで順調に成

長を続けてきた。

創業当時、代表は弱冠26歳。以下、

20代前半の取締役に、学生インターンを

加えた文字通り「若い」企業だった。食

品業界出身者は1人もおらず、商品の買

い付けをしようにも生産者に相手にさ

れない状態が続く中、熱意と体力で信

頼関係を築き、今に至ったという経緯を

持つ。その歴史は、まさに勢いのあるベ

ンチャー企業の姿。自然と仕事に割く時

間は長くなったが、それもまた、事業を軌

道に乗せることを第一に考える創業期

のベンチャー企業には珍しくない現象

だ。さらに同社の場合、社員の年齢が若

いため、体力もあり仕事にかけられる時

間も長いことから、「長い時間会社にい

る人が偉い」という雰囲気が生まれてい

たという。

しかし、会社が成長し、社員が増え

れば、仕事に対するスタンスが創業メン

バーとは違う社員や転職により異なる

企業文化を持って入社する社員も出て

くる。全員が自ら進んで仕事に長い時間

を割いていた創業期とは事情が違うの

だ。「成長企業であるためには、様 な々タ

イプの社員が働きやすく、最大の効率を

上げられる状態でなければなりません。

そのためには、適度な休暇を取ってリフ

レッシュしてもらうことも大切だ、と我々

は考えています。」と語るのは、同社広報

室の大熊拓夢さん。これを実現するため

同社では、基本的にチームで動く体制を

作り、1人が休暇を取っても支障のない

環境を整えるなど、「休みづらさ」の解消

に努めてきた。

さらに、2008年5月には、食品を扱う

企業ならではのユニークな休暇制度が

スタートする。「至福の食　休暇制度」と

名づけられたこの制度は、2日以上の有

給休暇を取り、休暇中にどこかに出かけ

て食事をした上で、その内容を社内ブロ

グに写真付きでレポートすると後日1 万

円が支給されるというもの。全ての社員

に権利があり、年に1度、行使することが

できる。

導入から1年足らずだが、すでに3 割

から4割の社員が利用済みだ。ハワイで

の友人の結婚式に出席するためにこの

制度を使い、詳細な現地情報をレポー

トした社員や北海道旅行で味わった地

元グルメを逐一レポートしてみせた社員

もいて、社内ブログは見て楽しく、参考に

なる情報の宝庫となっている。

この制度で特徴的なのは、休暇を通

してリフレッシュを図ることに加え、休暇

をうまく仕事に活かす仕組みを盛り込ん

だ点。「会社として掲げているブランド

価値は『一般のご家庭に豊かな食を提

供する』こと。そのためにも社員には、世

の中にある数多くの素晴らしいものを体

験してほしい」という狙いがこの休暇に

はあり、それを自然と実現できる仕組み

になっているのだ。

同社の仕事は食品小売業だが、そ

の目指すところは「食卓サポート業」だ

と大熊さんは言う。例えば、食品を売る

だけでなく、食にまつわる話題やレシピ

も提供できる存在であること。「食卓サ

ポート業」を目指すにふさわしい社員で

あるためには、「食べる」だけでなく、普段

の生活では体験できない上質なサービ

スに触れる機会も重要だ。「至福の食

休暇制度」が「2日以上」で「どこかに出

かける」ことを条件としているのはまさに

このため。遠くに出かければ普段はでき

ない体験ができ、宿泊旅行であれば、ホ

テルや旅館のサービスに触れるまたと

ない体験ができる。2日といっても、実際

には週末を合わせて4日以上、長い場

合は1 週間の休みを取って旅をする社

員も多いというから、この狙いは見事に

当たっているといえそうだ。

「B to C の事業である限り、消費者

の気持ちを知ることは不可欠」と大熊

さん。「至福の食　休暇制度」で体感す

るのは、まさにこの消費者の視点だ。大

熊さんも「実際にこの休暇を経験する

ことで、業務についても一般消費者の目

で見る感覚が生まれ、風土として根付

いてきた、という実感はあります。」と手

応えを語る。

とはいえ、「消費者の視点」は、同社の

事業に必要なことの片側に過ぎない。例

えば、商品紹介コンテンツやメールマガ

ジンを制作する社員は、食べる人（消費

者）にとって魅力的に商品を紹介するこ

とが求められるが、同時にその前提とし

て、作る人（生産者）の思いを理解してい

ることが不可欠。つまり、同社は「作る人」

と「食べる人」をつなぐ存在なのであり、

そのためには、「生産者の視点」も理解

しておく必要があるというわけだ。

実はこのような視点を養う取り組み

は、「至福の食　休暇制度」より早くか

ら実施されている。それが、四半期に1

度実施される「ものづくり体験」という

イベントだ。年4回のうち2回は農作業

等を中心とした産地での体験を実施す

るが、このときは全社員に家族も加えた

100人近くが一斉に参加。昨年は千葉

県の農家でレンコン掘りを体験し、収穫

後は産地ならではのレンコン料理に舌

鼓を打った。

「胸のあたりまで水田につかって収穫

するのですが、泥に足をとられながらの

作業は本当に大変。うまく掘らないと途

中で折れてしまうし、楽しいけれどなか

なか難しいんですよ。」と、自身も参加し

た大熊さんは笑顔で語るが、こうして楽

しみながら作り手に接することは、社員

のモチベーションアップにもつながる。例

えば、日 W々ebサイトのシステム構築に

取り組む担当者は、「食」への意識が薄

くなりがちだが、「ものづくり体験」を通

じて、目指すべきところが「豊かな食生

活の提供」であることを思い出す。それ

が、「『食』を求める人にとって使いやす

いシステムとはどんなシステムか」を常に

頭に置きながら業務を進めることにもつ

ながるというのだ。

こうして、全社員が自社のブランド価

値を体感できる機会を早くから設けて

きた同社。「至福の食　休暇制度」も、

そのような体験の重要な一部というわ

けだが、背景にあるのは、「社員個人が

高い成長率を目指すことが、結果として

組織を強くする」との発想だ。2009年に

入ってからは、一人ひとりのパフォーマン

スをより一層高めるべく、新たな道を模

索中。現在、社員アンケートの実施などに

より、改善点を吸い上げる作業が進めら

れている最中だ。

「例えば、朝早く出勤する人のため、社

内で焼きたてパンや淹れたてコーヒーな

どが提供できれば、働く人にとっても便

利なはず。自社で取り扱う食材を使うこ

とができればさらに楽しいですよね。」と

大熊さん。「豊かな食生活を提供する」

という自社のブランド価値をしっかりと

見据えつつ、楽しく、柔軟な形で個人の

成長を後押しする姿勢は、そのままベン

チャーとしての同社の元気な姿を映し出

しているようだ。

会社概要
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3

「出かけて」「食べる」経験を
積んだ社員には補助金を支給

創業期から一歩進んで
誰もが効率よく働ける環境へ

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。

■事業内容：食品のインターネット通信販
売事業・店舗宅配事業■本社所在地：東
京都品川区■設立：2000 年■従業員数：
81 名（2008 年 10 月現在）■売上高：
47 億 2100 円（2008 年 3 月実績）

補助金の支給を伴った休暇制度を設けて、
企業価値の向上に役立つ休暇の過ごし方を提案。
非日常的な体験の機会とし、リフレッシュ効果
を高めるため、2 日以上の連続休暇を用意。
生産現場を体験するイベントと消費者の視点を
養う休暇制度で、業務のレベルアップを図る。

　「至福の食　休暇制度」のレポートは力作
揃い。北海道に旅した社員のレポートでは、
富良野・美瑛の野菜やスイーツ、札幌のジン
ギスカン、小樽の海鮮丼、高速道路のサービ
スエリアで食べたエゾ鹿バーガーまで、様々
な「食」の話題がつづられている。今回話を聞
かせてくれた大熊さんも、すでに制度を利用
済み。1泊旅行で宇都宮に行き、名物の餃子を

食べ歩いたという。「2日から」という制度だ
が、日数は有休の範囲で自由に取得できるの
で、1泊の国内旅行から海外旅行まで体験内
容も人それぞれ。単にメニューの内容や店名
だけではなく、食材を生む風景の写真を交え
旅先ならではの発見とともにつづられた内
容は、読み手も多様な食文化を意識するきっ
かけとなり、情報共有にも役立っている。

休暇の成果は社内ブログを利用して報告。社員で情報共有も

明日から自社で活かすヒント

会社主催のイベントでは
生産現場に触れる体験も
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ベンチャー企業が創業期から経営を軌道にのせ組織
を整える段階で、休暇を切り口に多様な人材を定着さ
せていった好事例。「休むことでリフレッシュしてもら
う」というところから一歩踏み込み、より業務に役立
つ休暇の過ごし方を提案している。「生産者を知り、
消費者を知る」という社員教育の一環として、非常に
前向きに休暇を活用。「ものづくり体験」も、休暇で
はないが同様の効果を生んでいる。
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株式会社良品計画は、1989年に株

式会社西友から分離。西友が女性活用

の進んだ企業だったため、必然的に同

社も女性比率が高く、その人材を活用す

ることは企業の発展に不可欠だった。

一般的に小売業では、他業種と比べ

て女性社員の割合が高いが、同社で特

徴的なのは女性管理職比率の高さ。本

部だけでも14％という数字は、まさに女

性の働きやすさを物語っている。

女性活用施策の代表的な例が、育児

休暇や育児中の時短勤務制度の充実

だ。たとえば育児休暇については、現在

最大2年までの取得が可能だが、これ

は、復職に際して子供を預けるべき保育

園の入園時期が4 月にほぼ限定される

ことに配慮した対応。仮に12 月に出産し

た人が4月の入園期に合わせて復職す

るとしても、育児休暇が2 年あれば、3 カ

月後ではなく1年3カ月後の復職を選ぶ

こともできるというわけだ。また、「チャイ

ルドケアタイム」と呼ばれる育児中の時短

勤務は、2006年から、それまで小学1 年

8月末までだった適用期間を小学1年修

了時までに延長。保育園より親の出番が

多くなる小学校低学年の時期をカバー

している。2人以上を出産した上で第一

線でキャリアを積み、管理職に至る女性

社員が多いのも、これらの充実した出

産、育児支援施策によるところが大きい。

そして、育児期の女性社員の仕事ぶり

は「時短勤務者であっても、仕事の質は

変わらない」という事実を示していた。実

際、育児中の女性社員は、短い時間の中

で仕事にやりくりをつけ、いつ休むことに

なっても大丈夫なように、早め早めに仕

事を片付ける傾向があった。このことが

「全社単位での時間短縮も可能なので

は？」という発想につながっていく。

2000 年の業績不振からV字回復を

した2004年9 月には、松井忠三社長（現

会長）の号令のもと、競争力のある強い

体質の企業を目指し、売上高対販売費・

管理費比率30％未満を掲げる｢30％委

員会｣を立ち上げて改革を実施。更に競

争力を体質化するべく「業務標準化」と

呼ばれる取り組みに着手する。

その大きな柱の一つが「ノー残業

デー」の実施。それにしても、以前は22

時頃までの残業は当たり前という雰囲

気があったなか、なぜ一気に「ノー残

業」を目指したのか。執行役員で総務人

事・J-SOX 担当部長の鈴木啓さんはこ

う語る。「海外の支店や取引先で目にす

るヨーロッパの働き方と比べると、日本人

のオンオフはアンバランス。それに、我々

のように日常生活に関わる商品を扱う者

は、早く退社して、人に会ったり、街で話

題のスポットを訪ねたりしなくてはいい

ものも作れません。そんな思いを実現す

る上で、チャイルドケア中の女性社員が、

時短勤務にも関わらず支障なく業務を

こなす姿が大きなヒントになりました。」

時短勤務者が、効率を上げることで

十分な働きができるのであれば、他の

社員にも可能なはず。「業務標準化」の

根底にあるのは、まさにこの効率化とい

う考え方だ。「ノー残業デー」の実施と平

行して進められたのは、「業務基準書」と

呼ばれる本部向けマニュアルの作成。

その特徴は、一見畑違いに見える製造

業の業務マニュアルに倣った点にある。

月に一度、全社員が不用品を整理する

「文書整理の日」、机の上をきれいに保つ

「クリアデスク」の実施……細部にまで及

ぶ内容には、当然ながら戸惑う社員もい

た。しかしいざ取り組んでみると、片付い

たデスクでの仕事はモノを探す時間を

省く、といった「よい経験」としてすぐに

浸透。同時に、「業務基準書」による業務

内容の「見える化」で、引継ぎなどの手

間からも解放された。

「ノー残業デー」が始まったのは2006

年下期（9 月〜）。当初は週1 回、19時の

退社から取り組んだが、その後順次拡

大し、現在は大半の社員が毎日18時30

分に退社する「毎日がノー残業デー」が

定着している。現実には1割程度の残業

者は出るものの、その状況については、

整理整頓状況などとともに部門ごとの

ボードに掲示。残業の多い部門につい

ては部門長に原因の分析や対策方法

をまとめさせ、業務標準化委員会で発

表させるなどの措置を取る。さらに、残業

する場合は事前の申告を義務付け、そ

れを常駐の外部スタッフや松井会長に

さえ徹底することで、「帰ることへの罪悪

感」を「残ることへの罪悪感」へと変え

ていった。

現在の同社は、改革の成果を風土と

して定着させるため、これまでのトップダ

ウン方式から、ボトムアップ方式への切

り替えを進めている。その活動の一つが

「よいことは倍、不要なことは半分に」を

意味する「WH（ダブル＆ハーフ）運動」

だ。半期ごとに現場からアイデアを募る

この運動、2008 年下期の第1回目から

早速24 件のアイデアが集まっている。

その中で、今後の休暇取得施策に

つながりそうな提案も出てきている。宣

伝販促室より提出された「Wonderful 

Holidayプラン」だ。内容は、部署全体で

共有フォルダを作成、各自が立てた有休

取得計画を記入して「見える化」し、計

画的に休もうというもの。倍にしたいの

は、休暇のリフレッシュ効果や、休暇実

現に向けた業務の集中力だ。

「『見える化』は、業務標準化の大事な

要素の一つ。これができていれば、1 人

が休みを取っても、引き継いだ人が業務

基準書に沿って進められます。有休取

得率の向上は今後の課題ですが、業務

標準化による下地ができた今、意外と

すんなり実現できるかもしれません。」と

鈴木さんも期待を寄せる。目標は「強く

て働きがいのある会社」だが、「『働きが

い』もオフタイムの充実あってこそ」と鈴

木さん。休暇取得が進めばその両立は

さらに万全なものになるはずだ。

会社概要

2

1

3

「業務標準化」計画で
効率化と「ノー残業」を実現

女性活用の進んだ風土に
潜んでいた効率化へのヒント

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。

■事業内容：「無印良品」を中心とした専
門店事業の運営、商品企画、開発、製造、
卸しおよび販売■本社所在地：東京都豊
島区■設立：1989 年■従業員数：連結
／4312 名（パートタイム社員 3248 名
を含む／ 2008 年 2 月現在）■売上高：
1428 億円（2008 年 2 月期）

全社員が育児期の女性社員になったつもりで
仕事を早め早めに進め、効率化する。
事務所業務向けにもマニュアルを作成し、
担当者不在時の業務代行を容易にする。
最初はトップダウンで改革を徹底、効果を
実感させることで社員の意識を変えていく。

私の場合、マネージャーに昇進する辞令が
出たときにちょうど妊娠が分かったんで
す。そんなとき、男性の上司が「大事な時期
だから」といろいろ助けてくれました。社
長も妊娠を心から祝ってくれるなど、出産
自体を歓迎してくれるムードが社内にある
のは安心感があります。
育児期間中は、子どもに何かあっても業務

に支障がないように、常に部下と仕事を共
有化し、いつでも代わりにやってもらえる
ようにしていましたね。そのことで、部下
の仕事のレベルも上がるという、思わぬ効
果もありました。考えてみれば、子どもの
トラブルで休むのも、出張で不在なのも一
緒。いなくても対応できる組織力があれば
いいのですから。

自分が抜けても成り立つよう業務を共有することで部下も育つ
1984 年入社　衣服・雑貨部企画デザイン室長　永沢三恵子さん

男女で仕事に差のない風土は出産後も同
じ。私の場合も、育児中に課長になり、部長
になったのも2 度目の育児期間が終わる頃
でした。時短勤務中の社員を昇進させるの
か、と驚いたほどでした。自分のときは、時
短した分、休日出勤などで周りに迷惑をか
けない努力をしていましたが、部下を持っ
て分かったのは、育児中の女性社員は、常に

早め早めに作業を終わらせるなど、集中力
の点ではかえって優れているということ。
段取り力がつくんですね。
それでも以前は、育児で時短中の社員と目
いっぱい残業している社員とではこなせる
仕事量に差がありましたが、「ノー残業化」
でその差も縮まりました。育児中の女性は
ますます働きやすくなったと思います。

育児中に昇進も経験。「段取り力」も身についた
1985 年入社　お客様室長　萩原由美子さん

業務標準化の基礎を活かし
休暇取得率アップにも期待

明日から自社で活かすヒント

43 44

女性活用の歴史にヒントを得た労働時間削減施策は
この企業ならでは。本社での業務についても製造業
方式のマニュアル作りに挑戦し、そのよい点を取り入
れようとする試みは非常に意欲的である。「ノー残業」
を目指すなかで得た効率化のノウハウは、そのまま休
暇取得促進にも応用することができるはずだ。「強く
て働きがいのある会社」となるために、休暇は会社の
「強さ」と「働きがい」の両方に効いている。
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