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「“いつも、人から。”という経営理念

が髙島屋にはあるのですが、もともと

百貨店という業界自体、他の業種から

比べると人を大事にしているところが

あります。」

そう話を始めてくれたのは、株式会

社髙島屋、人事政策担当次長の中川

荘一郎さん。現場での販売職を経て、

現在の職務についている。

「弊社では、年に1回、管理職に向け

てワークライフバランスを推進するため

の研修を行っています。そこで話をする

内容は、いろいろな立場の人を理解し

てほしいということ。この研修を受講し

てもらう管理職の平均年齢は50 歳前

後なのですが、彼らがこれまで過ごし

てきた社会人生活と今とでは、状況が

大きく変わっていることも多い。具体的

には、昔みたいに専業主婦の家庭ばか

りではありません。働き方も正社員ばか

りでなく、いろいろな契約形態のスタッ

フが同じ売り場で働いています。この研

修を通じて、いろいろな価値観を持っ

た人を、相手の立場に立って理解をす

るようにと伝えているのです。」

休暇についてはどうか。世代によって

休暇に対する価値観に違いはあるだ

ろうか。

「当社では、もともと仕事ばかりでは

なく、きちんと休暇も取っていこうとい

う風土があります。その理由の１つとし

て考えられるのは、土日が休みではな

く、かつ店舗は朝から夜まで稼動して

いるため、店の営業時間と従業員の勤

務時間にもともと時間差があるのです。

そのため通常から全員が揃って仕事

ができるわけではないという環境があ

る。つまり、誰か休暇を取っている人が

いて当たり前なのです。」　

従業員の大半を占めている販売職

の場合、休みが固定されている事務

職とは勤務状況が異なるため、1人の

リーダーがすべての時間を監督するこ

とが不可能である。リーダーがいなくて

も業務に対応できる状態にしておく必

要があることから、休暇について話し

合うことは普通のことであり、タブー視

されない風土があるのだという。

休暇を取得するためには「チームと

していかに仕事を共有しながら進め

ていくか」にかかっているという。同社

では、売り場ごとに、小さい単位で3名

程度、大きな売り場では60名程度のグ

ループで仕事を共有し、休みを取る時

期を調整している。

同社の従業員には、年に2 回、10日

連続休暇を取得する義務がある。

「元旦以外は営業日である当社で

は、ＧＷやお盆休みのような休暇が取

れません。だからこそ、少なくとも年2回

は長い休みを取ってもらいたいという

思いがあります。」

この休暇は好きな時期に取得でき

るため、夏期休暇や年末年始休暇など

のハイシーズンを外して取得すること

ができる。格安に旅行ができるとあっ

て社員からも好評だとか。取得の方法

についても聞いた。

「年初に、その１年間のうち、いつのタ

イミングで10日連続休暇を取得するの

かをグループ単位で決めてもらってい

ます。社員がこの休暇を取らなかった

場合はメール等で取得を促します。も

し休暇が取得されず労働条件で決め

られた規定の労働日数を超えてしまえ

ば、企業としてはその分の賃金を追加

で支払わなければならない。そうした

意味でも休暇はきちんと取得してもら

う必要があるのです。」　

休暇を重視している理由はどこにあ

るのだろう。

「百貨店は、主に生活に密着した商

品を扱っているところ。いろいろな商品

がありますので、興味を持てば日常生

活のなかでいくらでも商品知識を深め

ることができます。たとえば食器を扱っ

ている社員であれば、陶芸を体験して

みるというチャレンジも業務にきっと活

きてきます。」

そのほか、休みが他の企業とずれて

いるため、社内や売り場にいるだけで

は今、何が流行っていて、どんなものが

どの世代に人気があるのか分からな

くなってしまうことがあるのだという。そ

の時々のトレンドを知り、品揃えや接客

時のアドバイスに活かすことが、百貨店

としてとても重要になる。そのためにも

従業員にはきちんと休暇を取得し、社

外の友人や趣味の仲間と交流をする

機会を持ってほしいのだという。そこで

受ける刺激や情報は直接的に仕事に

活かされることになるのだ。

「新たな休暇制度の導入時は、通

常、書面による通達や、管理職に対す

る説明により、全社員に浸透させる方

法が普通だと思いますが、弊社では全

員に対面で新制度について説明して

います。」

かなりの手間と時間がかかることが

予想されるが、このように直接対話をし

て伝えるメリットとはどこにあるのだろ

うか。その方法と効果をさらに聞いた。

「当然1回の説明では無理なので、

数回に分けてすべての支店に説明をし

ています。紙で渡すだけでは読まない

こともあるでしょう。また、制度だけでは

なく、人事部として考えた“導入目的”、

“背景”の説明ができますし、その場で

社員それぞれの反応も見ることができ

ます。」

近年では、こうした現場の声も取り

いれながら、“子育て”、“地域貢献”に関

連する休暇を作っていきたいと考えて

きたという同社。そこで一昨年生まれ

たのが「スクールイベント休暇」で、子ど

もや孫の学校行事の際、年2日まで有

給休暇とは別に休暇が取れる制度だ。

一昨年１年間で643 名が取得、延べ

1043日の取得となっている。

「つまり子育てや地域貢献といっ

た目的であれば気兼ねなく仕事を休

んでもらいたいという会社からのメッ

セージとして、休暇の目的を明確にした

のです。“スクールイベント休暇を取りま

す”とだけ言えば、詳細を説明しなくて

も学校でなにか行事でもあるのかな

と理解してもらえます。“有休を下さい”

と言うよりも気が楽だと働くママに好

評です。同じ母親同士ならそこから会

話が広がることもあるようです。」

この制度は、正規社員のみならず、

パート、契約社員も取得可能で、男性の

取得も促している。

休暇制度が充実しているため休暇

について日常的に話し合える風土があ

る同社だが、広報担当次長の岡田ナナ

さんから最後にこんな提案も頂いた。

「なかなか難しいかもしれませんが、

もし、休みを話し合いや協力をしなが

ら取得することが当然になっていない

職場があるのであれば、一定期間、土

日休みをやめてしまって休暇を順番に

取りあうことを経験してみると、自分が

不在のときにも業務に対応できる方法

を考えたり、休暇について話題にする

機会がもっと持てるようになるかもしれ

ません。」

ユニークな方法ではあるが、試して

みる価値がありそうだ。

■事業内容：百貨店事業、法人事業、通信販
売事業、グループ事業■本社所在地：大阪
府大阪市中央区■設立：1919 年■従業員
数：単体／1 万2328 名、連結／1 万8329 名

（2008 年2 月現在）■営業利益： 2008 年
2 月期 1,042,711 百万円（連結） 843,025
百万円（単体）
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株式会社髙島屋

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。

管理職に対してワークライフバランスの研修
を行い、社員の多様な価値観への理解を促す。
新しい休暇施策をスタートさせる際は
社員に直接語りかけ、浸透させる。
目的が明確な休暇を導入し、休暇に対する
会社のメッセージを社員に発信する。

管理職へセミナーを実施し
ワークライフバランス推進

生活必需品を扱う企業には
日常感覚を保つ休暇が必要

休暇の新制度導入時は
浸透させる方法を工夫

※1（内訳として結婚2 割、出産1 割、自己都合7 割）

1991 年と 2008 年で比べる女性従業員の変化

休暇取得の促進に取り組み始めた1991 年
と、2008 年とを比較すると、女性従業員に
関 す る 数 字 に 目 覚 ま し い 変 化 が 生 じ て い
る。結婚・出産を機に退職する女性従業員
が減り、平均勤続年数が6.2 年から19.5 年
と大きな伸びを見せている。年間退職者も
大幅に減少し、幅広い年齢層の女性従業員
を確保することに成功している。

女性従業員の平均勤続年数

女性従業員の平均年齢

女性従業員の年間退職者数

1991 年 2008 年

6.2年

20.3歳

約1000名※１

19.5年

40.2歳

66名

明日から自社で活かすヒント

45 46

日常生活での体験が日々の仕事に直結するだけに、休
暇には重きを置いている。また、従業員の構成から「女
性が核になってくる時代が必ず来る」ということを見越
し、早めの休暇対策を採ったのもポイント。成果は、
女性の平均勤続年数が飛躍的に延びているところに表
れている。子育てや地域貢献等の目的をもった休暇を
大切にしたいとの会社のメッセージは、スクールイベン
ト休暇として具体化し、社員に受け入れられている。



CASE22

株式会社ナルミヤ・インターナショナ

ルでは、全国に約1000人いる販売スタッ

フが休暇を取りやすくなるよう斬新な仕

組みをスタートさせている。

「当社にはブランドが10 種類あり、か

つてはそれぞれが独立しており、同じ商

業施設に入っていても協力し合うことが

あまりありませんでした。」

アパレル業界では一般的な方法に思

われるが、この体制のままでは不便が生

じてきたと同社執行役員であり、チャネ

ル統括部長の前田隆さんは言う。

「ひとむかし前に比べ店舗の営業時

間が延びていることもあって、小売業界

では休みがいっそう取りづらくなってい

るという事情があります。」

そのため、はじめはやる気に燃えて入

社してくるものの、優秀なスタッフが数年

で離職を考えてしまう現状があった。ま

た、結婚や出産で、仕事を辞めざるを得

ないと考える社員も多かった。

「これからという3、4 年目の社員に会

社を離れてほしくありませんでした。そこ

で、施設内に複数あるブランドを１つの

ユニットにまとめ、施設全体でシフトを

組む新制度をスタートさせ、当社の大部

分を占める販売スタッフの職場環境を

改善していきたいと考えました。」

買い手の価値観の多様化もこの制

度を後押しした。

「近年、お客様のニーズが多様化して

いるので１つのブランドをずっと愛用す

るだけではなく、いろいろなタイプの洋

服を選びたい人が増えています。そうな

ると、１つのブランドにお客様が来店さ

れ、当社の別ブランドの商品を希望され

ることもあります。こうした場合、旧体制

では、その店舗に案内し、違う担当者が

応対することになってしまう。これでは、

改めて自分の好みをはじめから伝えなく

てはならず、お客様にとっては非常にスト

レスです。スタッフとお客様の間に親密

な信頼関係を築けていることが当社の

強み。これは改善しなくてはいけないと

考えました。」

新制度の詳細はこうだ。

「ストアマネージャーという立場で、労

務と経営を把握し全体を管理する担当

者を設けました。そのストアマネージャー

が全体調整役となり人員管理をしてい

きます。」

このようにブランドをまとめて施設全

体で動かす新たな販売方法には現状

2 パターンあって、１つはそれぞれ一応

の本拠地としての専属ブランドを設け、

自分の担当以外のブランドへも必要に

応じて移動し販売を行うパターン。2つ

めは、専属ブランドを全く設けずにすべ

てのブランドを全員でみていくというパ

ターンだ。

例えば藤沢小田急は同社の10ブラン

ドがすべて入っている店舗で、2つめの

方法を採用している。

つまりここでは10ブランドを10人全員

で販売しており、専属のブランドはない。

全員で全体をみる体制というわけだ。

誰かがお客様について違う売り場に

動いた場合、あるブランドの売り場には

誰もいなくなってしまうこともありえる。

そうして空いた場所には近くのスタッフ

が速やかに移動していく。このスタイルを

「野球型からサッカー型への移行」と、前

田さんは説明する。

「私はファースト、私はサードと場所を

決められ、向こうへ行ったボールは知り

ませんとただ待つのではなく、常に状況

を見ながら空いた場所をみつけ自分の

判断で行くべき場所へ移動していく、そ

んな接客に方法を変えたのです。」

同制度の本格始動は2009 年2月

からとまだ始まったばかりではあるが、

2008 年9月から数店舗で試験的に先

行スタートをさせている。その１つが松

屋銀座内の店舗。

「店舗ごとに休みをまわしていた旧体

制のときには、“長い休みを取るとほかの

スタッフの負担になる”という気遣いから

なかなか休暇が取れませんでしたが、今

は半年に1回ご褒美として休暇を取った

り、帰省をしたりという体制を早速先月か

らスタートさせています。私も最近休暇を

頂いたのですが、今まではこういった連

休を取るのは本当に難しかったです。」

長期休暇の打診をするとまず全員

「いいんですか？」と口にするという。

「それが励みになり、“また頑張って仕

事をしよう”という気持ちになって帰っ

てきてくれます。」とは、このたびストアマ

ネージャーに昇格した松屋銀座担当の

笛田さん。またこうも語る。

「休暇が取れるような体制になって、

お互いの理解も深まり、店舗でのチーム

ワークがとてもよくなりました。」

反対に、大変な点は、商品知識のカ

バーだという。それに対応するため会社

としても新たなスタイルで講習会などの

準備をしているのだという。

「これまでもブランドごとでオリジナ

ルの勉強会はありました。しかし、同じ

ボリュームで10ブランドすべて、つまり

10 倍の量を詰め込んでは確実に消化

不良になってしまいます。そのため、今ま

でのブランドについてすでに知っている

人向け勉強会とは形式を変え、初歩の

研修を行うと共に、スタッフがお客様に

説明しやすいよう会社としても冊子にま

とめたブランド説明ツールを用意し、販

売スタッフに活用してもらうようにしてい

ます。」

新制度による成果はもちろん、従業員

に対してだけではない。導入時に考えら

れたもう１つの目標、顧客満足度も向上

している。

「子供服を購入いただくお客様には、

姉妹のお子様がいらっしゃることも珍し

くありません。その場合、1人の気心が知

れた販売員がいろいろなブランドの服

を紹介し、ご姉妹全員分をお手伝いす

ることができるようになりました。」と前田

さん。さらにこんな効果もあるという。

「当社では試着販売を行っています

が、これまでは、専属ブランドの服しか着

られませんでした。しかし今では自社の

別ブランドの服も着られるようになり、そ

のコーディネイトを気に入っていただけ

ることも多いんです。お客様にも他ブラン

ドをご紹介するきっかけができます。」

ここまで順調な滑り出しをしている新

制度、今後の課題は不平等感をなくすこ

とだという。

「１つのブランドしか入っていない店

舗では依然として助け合いができず、休

みがとりづらい状況が続いています。こ

れから先は現行の制度をさらに発展さ

せ、商業施設内だけで完結させるので

はなくもっと大きな範囲での協力体制、

休暇体制がとれるように発展させてい

きたいです。」

最後に小売業界に望むことを聞いた。

「“小売業”や“販売職”にブランド力

をつけていきたいと考えます。販売は人

の幸せにつながる価値のある仕事だか

らこそ、もっと魅力ある職業にし、働く人

にプライドを持ってもらい、販売職として

働きたい人を増やしていきたいのです。

そのためには働く環境をもっとよくしなく

てはいけない。それが小売業全体のブ

ランドをおしあげることにつながるので

はないかと考えています。」
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広い知識習得が課題だが
連休の取得が可能に

店舗同士で助け合い
スタッフ全員で全体をみる

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。

■事業内容：オリジナル、ライセンスブラ
ンドの展開による、子供服・婦人服、関
連製品の製造加工販売■本社所在地：東
京都港区■設立：1995 年■従業員数：
1162 名（2008 年 1月 31日現在）■売
上高：244 億円（2008 年 1月期）

販売スタッフを店舗ごとで分けずに、施設
全体でユニットをつくり勤務シフトを組む。
販売スタイルを「野球型からサッカー型」へ
移行し、顧客満足度を向上させる。
休暇を取りやすい環境が、販売職の人材定着と
業界の地位を向上させる。

つい先日、同じ店舗で働くスタッフと一緒
に箱根旅行にいくことができました。同じ
ブランドから2 人同時に連休が取れるなん
て、新制度がなければ絶対に叶わなかった
と思います。長期での休暇は半ば諦めてい
たので本当に嬉しかったです。
新制度になってからは、お会計時に人がい
ない、などちょっとした手がほしいときに

手の空いたスタッフが助けてくれるなど、
同じ目標に向かってみんなで仕事ができる
ようになり一体感があります。必要な場所
に必要なスタッフがいる今の状態のほう
が、お客様をお待たせすることが少なく、
また一緒にいくつかのブランドを見てまわ
り、いろいろなテイストの服を選ぶことが
でき、喜ばれています。

同じブランドのスタッフと念願の旅行にいけました！
東京支店　松屋銀座ストアマネージャー　笛田知子さん

明日から自社で活かすヒント

従業員は休暇取得が可能に。
お客様の満足もＵＰ

47 48

工場でいう「多能工制度」を販売職で実践した先行
事例。複数ブランドを 1 つのユニットとして販売ス
タッフ全員が対応できるようにすることは、業界では
画期的。休暇を切り口に接客のしくみを革新するこ
とによって、顧客の新しいニーズを開拓できた。休暇
取得率が低い小売業界において休暇取得状況を改善
することができる具体的な方法として非常に参考にな
る。広く接客業において検討してほしい好事例。
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のと共栄信用金庫は、石川県七尾市

にある本店を中心に、能登・金沢を事業

区域として、県内に28 店舗2出張所を

構える信用金庫だ。通称「のとしん」は、

地元からの信頼も厚く、地域に欠かせな

い存在となっている。1995 年に迎えた

創立80 周年を機に様 な々人材育成や

支援サポートの仕組みを作ってきた。そ

の準備期間として、1990 年に「クリエイ

ティブ80 委員会」を立ち上げ、顧客満足

度や従業員満足度を向上させるべく、ゆ

とりや働きがいをテーマとして、基本コン

セプトや諸制度の構築を進めてきたと

いう。当時は、若手職員の定着率を高め

ていくことを目指していたが、それ以外

にも人材育成、顧客や地域からの信頼

を得るための施策が続 と々生まれ、新し

い時代に向けた「のとしん」の具体的な

行動指針の骨格が出来上がった。

「クリエイティブ80委員会」メンバーで

もあった総合戦略部長の鰀目孝和さん

に聞いた。

「企業は人なり、ということはよく言わ

れることですが、クリエイティブ80 委員

会で議論してきた成果が、まさに現在の

『のとしんの人材づくり』の基本型になっ

ていると言えますね。

当時を振り返ると、私自身も業務が忙

しく、知識を蓄えていく時間や、ステップ

アップを目指してチャレンジする機会を

あまり持てずにいたと思います。学習す

る企業文化を創ろうというテーマを持

ち、学ぶ風土づくりや機会の創出、また、

ゆとりや働きがいという観点から、休暇

制度やサポート体制の整備を進めてい

きました。」

そこで生まれた休暇をはじめとする

福利厚生制度が、リフレッシュ休暇、成

人祝、結婚・出産祝、子女の入学祝や就

職祝、勤続表彰祝、そして、宿泊施設利

用援助（1泊2000 円）やパソコン購入

援助など。細部にわたる項目が整備さ

れた。上半期3日、下半期2日のリフレッ

シュ休暇は、全職員が100％取得を目指

している。総合戦略部アドバイザーの浦

寿美子さんは、リフレッシュ休暇の活用

法を話してくれた。

「およそ半数は旅行に活用していま

す。その中でも、孫と虫捕りというほのぼ

のとしたものから、登山やスポーツ、読

書、たまに資格の勉強なども事前申請

書に記入されてくるんです。活用内容は

多様性に富んでいますね。」

事前に提出するリフレッシュ休暇の申

請書に「休暇期間中の活動内容」を記

載させることに意味がある。自ら活動内

容を記すことで、単なる休日ではなく、自

分を磨き、ステップアップするための機

会であることを意識させている。人材育

成や学ぶ風土づくりのためのプロジェク

トから生まれた休暇制度だからこそ、そ

の活用目的が大切であることを常に忘

れてはいけないのだ。

そして、何よりも目を見張るのは、創造

的な学習機会の創出を実現したことで

ある。「チャレンジ・マルコポーロ」（自立型

人間養成講座）と呼ばれており、一人旅

で国内各地の先進企業を見聞し、学び

ながら自分を再発見するというもの。前

年度の成績優秀者より選抜された職員

が対象となるが、国内の同業種2 社以

上、異業種1社以上を自分でセレクトし、

アポイントメントを取って、その企業の現

場を見聞し、レポートを作成、報告・発

表するという内容だ。“旅”は3日間。交通

費、宿泊費7 万円が支給される。テーマ

に沿って見聞し、すべてを予算内に収め

ることで、日常の業務にはない知恵と工

夫が養われる。今までのテーマには、「新

地域密着戦略」「自分の中の原石磨き」

「環境力×信用金庫」など多彩だ。旅の

プロセスは、誰にも依存できない体験と

なり、時として孤高な決断を迫られるリー

ダーシップを育むこともできる。参加者は

「チャレンジャー」と呼ばれ、実施開始か

ら7年間で63 名にもなった。

「チャレンジ・マルコポーロ」のスタート

は、チャレンジャーとなった職員が、見聞

先となる企業をセレクトすることから始

まる。まず、興味のある訪問先企業に自

分でアプローチをかける。この制度の趣

旨説明にはじまり、訪問先として選んだ

理由、何を見聞きしたいのかなど、すべて

を説明し、了解を得なければならない。

訪問先の了解をもらってから、会社とし

ての正式な依頼文書が発行されること

になる。たとえば、地域密着型企業のリ

サーチがテーマなら、金融業とは異なる

分野の「酒造メーカー」が選ばれるケー

スもある。商品開発から販売戦略に至

るまで、日々の業務に活かせるヒントを

つかみにいくためだ。このようにして、同

業種２社、異業種１社以上を回ってくる

というまさに“企業見聞の旅”である。こ

の旅の体験報告会は、チャレンジャー

たちの社内プレゼンテーション大会とも

いえる一大行事になるという。報告会は

全従業員を対象とするため、約200名ほ

どの参加者に向けて、自分の体験から

得たもの、業務に役立ちうるものをフィー

ドバックする。こうした機会を設けること

で、他の職員にも幅広い情報やケースス

タディを提供でき、新たな刺激を与える

ことになる。さらに、自分もチャレンジャー

になりたいという想いから業務にも力が

入るなどの相乗効果も出てくるという。

そして、チャレンジャーたちの報告レ

ポートは、「マルコポーロ見聞録」と名付

けられた冊子にまとめられる。こうして、

職員による“企業見聞の旅”の記録が

「のとしん」にとっての財産となっていく。

人材育成プロジェクトで考案された職

員教育のための旅のスタイル。その成果

に、今後も注目していきたい。

信頼される「人間力」を高めていくた

めの基礎づくりにも余念がない。社員の

コミュニケーション力を高める取り組み

として「応対コンクール」を実施。お客様

のニーズに合った商品をいかに提案で

きるかをコンクール形式で競う研修だ。

また、職員の専門的な技能や技術を向

上させる取り組みとして、金融環境の変

化に対応できる人材づくりへの挑戦と

いうテーマのもと、「ニューのとしんカレッ

ジ」という若手職員から支店長代理まで

を対象とした3年間のレベルアップ研修

を実施。さらに、“目利き力”の養成を目的

に、企業支援専門部署の職員が月2回

の勉強会を実施し、各支店長がＯＪＴで

支援する体制の「百練塾」を開催。百練

塾とは「己を何度でも鍛える、鍛錬する」

という想いが込められている。実際に24

時間いつでも勉強できる「百錬道場」ま

で用意されているのだ。こうした人材育

成の活動が評価され、2006 年には、石

川県「ワークライフバランス企業知事賞」

受賞。2008 年には、「人材育成優良企

業知事賞」を受賞するなど、輝かしい実

績を残している。

人を育て、地域とともに歩む。そんな信

用金庫の存在が、ここ能登の地にあっ

た。人間力育成の礎を作ってきた総合

戦略部長の鰀目孝和さんは、最後に「の

としんは、これからもずっと、人間力のあ

る集団でありたいと思っています。」と

語ってくれた。

会社概要

2

1

3

オリジナリティあふれる
学習機会の創出がポイント

学ぶ風土づくりが社員の
向上心を育んでいく

創立８０周年を機に変革。
人材育成の基本型が完成

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。

■事業内容：信用金庫法に基づく金融業
務全般（預金、融資、為替、国債窓口販売、
投資信託窓口販売、生損保窓口販売、政
府系金融機関の代理業務、各種国公金の
収納業務、外貨両替他）■本社所在地：石
川県七尾市■設立：1915 年■役職員数：
352 名（2008 年3 月末、パート職員等含）
■預金残高：2532 億円（2008 年3 月末）

全員が取得しやすいように、上半期 3 日、
下半期 2 日の休暇制度を実現。
「学ぶ風土づくり」から始まった、
人間力を身につけるプログラム構築。
社員の自発性を高め、自立した人間力を育む
“企業見聞の旅”を制度化。

リフレッシュ休暇は、上半期3 日、下半期
2 日を全員が取得できます。土・日と組ま
せれば連続5 日間の休暇になります。私の
場合は、親の還暦祝いに、地元の和倉温泉
や粟津温泉に家族旅行をしました。子供が
小さい頃には、東京ディズニーランドへ旅
行をしたり、関東にいる学生時代の友人た

ちと行き来するなど、やはり通常の休みで
はできないことに活用します。5 日間とい
う長さはちょうどいいと思います。普段の
仕事では、体を動かすことが少なくなるの
で、旅行以外にもジムやプールなどの施設
で体をリフレッシュすることで、新鮮な状
態で仕事に取り組むことができますね。

家族旅行や、ジムで体を動かすなど、リフレッシュ休暇の後は、
仕事への取り組みも新鮮です
鹿島町支店　支店長代理　ファイナンシャルプランナー　大矢宏さん

“企業見聞の旅”の記録が
組織にとって「財産」となる

明日から自社で活かすヒント
地域経済の活性化を金融面からサポートする信用金
庫として、多様なビジネスの現場を理解できる人材の
育成は不可欠なもの。「学ぶ風土づくり」という思想
のもと、同社の休暇と学習を組み合わせた取り組み
は社員の人間力を伸ばす工夫にあふれている。休暇
やサポート制度に留まらず、常に成長していくことが
できる職場環境を構築した事実は、多くを学べるケー
ススタディとなるはずだ。
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飲食業界は、人材確保の難しい業界

である。夜遅い勤務時間など、世間と生

活パターンが逆になりがちであること、

人が相手の仕事ゆえに向き不向きがあ

ること等に加えて、ネックになっているの

はやはり休暇の問題だ。海外も含め20

以上のブランドで150 店舗を展開する、

株式会社ラムラの人事課課長、下山健

五さんは、飲食業界にありがちな問題を

こう語る。

「お客様へのサービスが仕事である

以上、好き勝手に休暇を取るのは難し

い。学生パートの割合も高いため突発

休への対応も求められます。」

そんな状況だけに、せっかく獲得した

人材の定着率が低いのも、この業界の

特徴である。

とくに同社の場合、店舗の数もブラン

ド数も多いため、店舗による繁閑の差

は激しく、休める社員は有休についても

ゆとりを持って取れる一方、休めない社

員は公休の確保さえおぼつかないとい

う事態も起こっていた。このような休暇

の取得状況の偏りは社員のストレスのも

と。「何とか公平な休暇システムを」と考

えた同社が打ち出したのが、「ゆとり休

暇」という制度だった。

「ゆとり休暇」とは、月の公休数に入れ

込まず年度内に自由に取れるようにし

てある公休と有休を足して、全部で9日

間の休暇を、1年のうちのどこかで全員

が取得する、という制度だ。9日間の休

みは、どのタイミングでとっても構わない

し、まとめて取るのも分散して取るのも自

由。唯一の条件は「全部で9日間の休

暇をまず消化する」という点だ。「テーマ

は公平感。つまり休める人と休めない人

が出ないことが重要なので、まずは全員

が、多くも少なくもなく、みんなで9間日休

むというところに意義があったのです。」

と下山さんは説明する。

「ゆとり休暇」の取得までの流れはこう

だ。まず年度初め、全社員に、4月〜3月

まで月ごとに「計画」、「実績」の欄が作ら

れた「ゆとり台帳」が配られる。各社員は

ここに、9日間の休みをいつ取るか、記入

していくのだ。4月の欄に9と書けば、4月

だけですべてのゆとり休暇を使い切る

ことになるが、たとえば5月に2、9月に5、

11月に2といった方法も可能。予定の月

が来れば、記入した通りの休暇を取れ

るよう、店舗単位で調整を進めていく。

この台帳は、出勤簿と同じファイルに

綴じられ、月末には、計画通り休みが取

られたかをチェックする。同時に、店長は

同じ情報をオンラインシステムにも入力。

そのデータをもとに全店舗の休暇取得

率レポートが、毎月公表される。計画と

実績が大きく異なる場合は、本部から店

長宛てに、計画の修正を行うよう指導が

入るため、店長としても気が抜けない。

もちろん、休暇が取れない店舗に

は支援策もある。複数の店舗を束ねる

「スーパーバイザー」の裁量で行われる

他店からの応援派遣だ。どの店からど

の店に応援を送るかは、各店舗の忙しさ

を考慮し、スーパーバイザーが判断。そ

れにより、多忙な店舗のスタッフであっ

ても安心して休みを取ることができる。

応援要員は基本的に同ブランド、同地

域の店舗から派遣されることが多いた

め、店舗が違っても業務内容への適応

は早い。

本来なら、1人の店長が他の店舗のこ

とまで考えるのは難しくて当然。しかし

同社の店長たちはむしろ、「いつでも応

援を出しますよ」という感覚が当たり前

になっている。短い期間で異動を繰り返

し、忙しい店で他店からの応援に助け

てもらう経験も重ねて、自然と身に付く感

覚のようだ。

またスタッフと比べ、店長は休暇を取

りづらいとされるが、これは店長自身に

経営者意識が強く、留守中の店が気に

なってしまう、というのが大方の理由。そ

んな店長には、スーパーバイザーが「右

腕を育てる」ことをアドバイス。留守を預

けられる「右腕」が育てば、店長も安心

して休暇を取れるというわけで、実際に

その効果も上がりつつある。

今年度のゆとり休暇の取得率は、1月

の時点で89％以上。「ゆとり休暇は全員

が必ず取るもの」という認識の徹底と応

援態勢の確立によって、当初の狙いはほ

ぼ達成されつつある。同時に、課題だっ

た人材定着率の向上という、願ってもな

い効果も表れ始めているという。

「ゆとり休暇」で計画的な休暇が取れ

るようになり、旅行に行く社員も増えたと

いうが、そもそも同社では社長自身が社

外でのコミュニケーションにも熱心で、会

社主催の旅行や活動も充実している。

たとえば、創業以来28 年続くスキー・

スノーボード同好会「スノークラブ」で

は、毎年、社長と行く2泊3日の北海道ス

キーツアーを実施している。費用は会員

の積み立てのほか、現地での食事代等

は会社からの補助。現地ではスキーはも

ちろん、雪上運動会やジンギスカンパー

ティが開かれ、普段の業務では実現で

きない幅広い交流を深めることができ

るのだ。

他にも同好会活動は活発で、ボウリン

グにゴルフ、野球、フットサルとさまざま。

入会を通じて先輩とのパイプを作る新入

社員も少なくなく、「試合のために店を休

みたい」という申請は、温かい理解を持っ

て受け入れられるケースがほとんどだ。

一方、役職者やそれ以外の希望者

に関しては、4 年に一度の海外研修が

あり、旅をしながら交流を深める機会と

なっている。社員自身の積み立てに会社

からの補助を加えて行われるこの研修

だが、行き先はアメリカ、フランス、ロンド

ン、トルコ、中国等とさまざま。ここでもや

はり、普段は会えない人との交流が自然

と深まる。

これらのメリットについて下山さんは

語る。

「自分も店長経験があるのでよくわかる

のですが、交流の全くない店長には応援

も頼みづらい。旅行などで交流ができる

と困ったときに頼れる人が増えるんです。」

応用できる場面は「ゆとり休暇」の取

得に限らない。営業のアドバイスをもらっ

たり、助け合い、応援しあう風土の土台

はこんなところにもあったのだ。

今後の同社は休暇について、どんなビ

ジョンを持っているのだろうか。

「ゆとり休暇は、全員が今の9日間を

消化した上で、さらに可能なら日数を増

やしたい。ただ、取れていない社員がい

るなかで日数を増やしても不公平感に

つながるだけなので、今はまず、全員が

しっかり取れることを目指すつもりで

す。」と下山さん。

「飲食業は、お客様第一の仕事だけ

に、普段の勤務時間は長くなりがち。それ

なら休みはきちんと取ろう、というのが会

社の考えです。また、夜が遅くなりがちな

中で頑張って仕事を続けていくには、家

族の理解と協力も不可欠。家族との関係

をよくすることが、仕事で力を発揮し、売り

上げを上げることにもつながります。その

ためにも『ゆとり』をもった生活をしてほし

い。それが私たちの願いですね。」

●スキー・スノボ同好会「スノークラブ」
入会者は月々 2500 円を給与から積み立て。
1年間で 3 万円になったところで、2 泊 3 日
のスキー旅行に1回参加する。現地での食
費等、不足分は会社が負担。アルバイト社
員や社員の家族も参加可能だ。このような
同好会は他にも数多くあるが、新入社員の入
会も多く、自分の職場以外の先輩社員と親
しくなる絶好の機会となっている。

●海外研修旅行
店長、調理長、本社課長以上の役職者とその
他希望者が参加可能。月々 2500 円を給与
から積み立てるほか、賞与時に1万円、その
他年に 2万円支給される補助を含め、4 年で
28 万円を貯めて参加する。一度に 20 〜 30
人が参加するが、現地では団体バスではなく
全員で公共交通機関を利用。このことが自主
性やリーダーシップの育成にも寄与している。

会社主催のレクリエーションが、社員同士の交流の場に

会社概要

2

1

3

店舗間の応援派遣も活用し
公平な「ゆとり休暇」を実現

会社主催の旅で交流。
助け合える仲間を作る

休みづらく、店単位での
不公平感も出やすい飲食業

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。

■事業内容：総合フードサービス■本社所
在地：東京都中央区■設立：1982 年■
従業員数：5174 名（パート従業員含む、
2008 年 3 月現在）■売上高：283 億円
（2008 年 3 月実績）

年度初めに休む日を決定、毎月予定と実績を
照らし合わせて公表し、確実な取得を促進。
休暇による人員不足には、店舗を束ねる
スーパーバイザーが他店からの応援派遣を要請。
社内の旅行等の交流を通し、いざというときに
頼れる横のつながりを築く。

しっかり休み、家族の理解と
協力を得て頑張ってほしい

明日から自社で活かすヒント
人材の確保、定着に悩む飲食業界にあって、休暇制
度を見直すことで定着率を上げた。「とにかく全員が
9 日間の休暇を取る」という発想で、店舗間の繁閑
差を吸収し、公平感を持たせた。社内旅行などの交
流も休暇取得に寄与している。また、休暇によって仕
事への家族の理解が得られるようにもなる。店舗間
の支え合い、社員と家族の支え合いなど、休暇は協
力し合う土台づくりにも貢献する。
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宿泊業界を取り巻く環境は、ここ十数

年で大きく変化している。コアとなるユー

ザーは団体客から個人客へと変わり、

集客もかつては旅行代理店任せだった

ものが、自前での企画作りやWebでの

発信による、消費者個人への直接的な

アプローチが求められる時代だ。一方

で、昔ながらの経営方針で成り立ってき

た施設では、この変化に戦略的に対応

していける人材が不足しているのも事

実である。課題は、旧世代の意識改革の

難しさと、意欲的な若手の育成。株式会

社ホテル東洋館では、2003年に着任し

た常務取締役の石田真隆さんが中心と

なり、営業企画の立案、組織改変、評価

システムの確立等の改革を進めてきた

が、人材、とくに若手については、「10 人

が入社しても、3 年後に残るのは1 人」

というほど定着率が低く、育成以前の問

題となってしまっていた。

そんな状 況を受け、2008年1 月に

立ち上げられたのが、社内の若手を

集めた改革 推 進 組 織、「PR 委員会

（Promote the Reformより命名）」。各

部署から1〜2 人ずつを選び、月1 回の

会議を通してさまざまな分野での改革

を議論し、自由な発言を引き出す場とし

た。このPR 委員会の活動の一環として

実施したのが、業務1日と休日1日を組

み合わせて行く、1泊2日の研修旅行だ。

研修旅行の意図について、発案者で

ある石田常務はこう語る。「宿泊業に従

事する者にとっては、休暇を使って自分

も旅をし、自社のサービスとは異なるさま

ざまなサービスに触れる経験が絶対に

必要です。ところが、最近の若い社員は、

休みを取っても自分からはあまり出かけ

てくれない。それなら、一部を業務と組

み合わせて出かけてもらってはどうかと

考えたのです。普段、業務外の活動ま

で頑張っているPR 委員に対する報奨

の意味もあり、費用は会社で負担しまし

た。」会社派遣の研修旅行ということで

あれば、2 日とも業務扱いにする方法も

考えられるが、その点については、「全行

程が『仕事』だと、どうしても緊張感が抜

けず、旅行者の気分になれません。純粋

に旅行者の気分になることで初めて感

じられるものがきっとあるはずで、それ

を得てきて欲しかったため、少なくとも一

部は休日という形にこだわったのです。」

と石田常務は説明する。

メンバーが実際に旅行に行ったのは、

繁忙期である11月を控えた9月〜10 月

の期間。各3 〜4人で構成される3 班が

それぞれ1日の休暇を取り、違う行き先を

目指した。ただし、グループ分けに関して

は、石田常務があえて別部署の者同士

で構成された班を指定。行き先について

も、「熊本県内の宿の中で、とくにWebで

の口コミ評価の高い宿」という条件を設

けた。別部署の者同士を組ませたのは、

気心の知れた者同士ではなく、立場の

違う者同士でコミュニケーションを取る

機会を設けるため。行き先を熊本県内に

定めた理由は、宿泊客が全国から来る

人気の高い温泉宿が多くあり、サービス

先進県であることが一つ。これに加えて、

同社の営業戦略上、今後の集客先とし

て有力な隣県・熊本で、どんなサービス

が人気を獲得しているのかを体感させ

るという狙いもあった。さらに1泊 2日の

うち、業務として出かける1日分について

は、これらのサービス内容について報告

書の提出を義務付けた。こうして、半分

は休日とはいえ、会社にとっても得るもの

の大きい仕組みを作ったというわけだ。

職場ごとに休暇を取れるタイミングが

違うため、日程については各グループの

裁量に一任。3〜4人が一度に休日をと

るため多少の調整は必要だが、普段か

ら部署ごとにシフト制で定休を決める

のと同じ流れで、どのグループも滞りなく

休みを合わせることができたという。

しかし、いかに各自の裁量とはいえ、

人手が限られている中、一定の期間内に

複数人が同時に休日を取るためには、

ある程度、休暇の取りやすさにつながる

背景が必要だ。たとえば適切な人員配

置。中小規模の宿泊施設の場合、実質

的に1部署をほぼ 1人で担当するような

事態も起こりがちだが、同社ではできる

だけそうならないよう気を配った配置が

行われている。これに加えて、休みやす

さに寄与しているのは、社員のマルチプ

レイヤー化だ。以前の同社は完全なタテ

割り組織で、社員は担当部署の仕事だ

けをこなしていればよかった。それを、一

連の改革の中で、担当以外の業務にも

対応できるよう再教育。たとえば、売店ス

タッフだが伝票の打ち込みもできる社

員、事務所担当だが駐車場の案内・整

理もできる社員といった具合だ。もとは

休みやすさを意識した施策というより、

特定の部署に業務が集中した際の円

滑な対応を目指したもの。しかし、人員不

足を他部署からの応援でまかなうことを

可能にしたこの施策は、結果的に、休日

を円滑に取得させることにもつながった

のである。さらに今回の研修旅行では、

半分は業務であることが、かえって周囲

への遠慮を軽減するほうに働いた。

こうして実現した研修旅行はどんな

実を結んだのか？その成果の一つが、

2009年2月に行ったブライダルフェアだ。

実はこれまでの同社では、年に15 〜20

件程度入る婚礼は、全て50代の支配人

が取り仕切っており、ブライダルフェアに

ついても、事前にターゲットを絞った特

定のユーザーにのみ実施してきた。それ

を今回はPR 委員会の若手が企画、不

特定多数の参加者を集め、「とにかくま

ずは楽しんでもらう」ことを意識して大々

的に執り行ったのである。ケーキバイキン

グの無料試食会や、タレントを招いての

無料のお笑いライブを盛り込んだ内容

は話題となり、お笑いライブだけでも200

人を集めることに成功した。

「雲仙地域のサービス水準は全体的

に高いですし、当館にしてもクオリティの

高さには自負があります。しかし、外の世

界を見ずに業務に追われていては気づ

くことのできないこともある。今回のフェ

アのようなイベントは、研修旅行に行った

社員たちが、現在のお客様のニーズに

触れ、時代のスピードの速さに気づいて

くれたからこそ実現したものだと思いま

す。」と石田常務はその手ごたえを語る。

「昔はよく『嫁にするなら東洋館のフ

ロントを』と言われました。それくらい魅

力的な人材の育成に成功していたので

す。」と石田常務。時代が変わり、求めら

れる人材像や育成方法は変わっても、

「頑張れば自分自身が成長できる仕事

であることに変わりはない」と石田常務

は信じている。「ところが、せっかく成長

の可能性があるのに、本人がそのことに

気づくまえに辞めてしまうケースも多い。

これは本当に惜しいことです。そういっ

た事態を少しでも防ぐためにも、技術面

もさることながら、まずは仕事に対する

考え方から伝えていきたい。そしてその

考え方を理解してもらうためには、やはり

休暇を使って外に出て、多くの人に会い、

いろいろな経験を積んできてもらうこと

が不可欠だと思っています。」

今回、PR 委員会の活動で得た手ご

たえを次はどう全社員に展開するのか。

同社の挑戦は始まったばかりだ。

会社概要
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3

業務＋休日という形式が
もたらしたメリットとは

オフに経験を積むことは
成長への意識につながる

若手に旅を経験させ
人材育成の効果も狙う

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。

■事業内容：宿泊業、飲食サービス業
■本社所在地：長崎県雲仙市■設立：
1964 年（創業 1945 年）■従業員数：
76 名（2009 年 2 月現在）■売上高：
10 億円（2009 年 1月期）

半分は業務とすることで、旅行や遊びのための
休みも取りやすい雰囲気を作る。
適切な人員配置を行い、
人不足で休めない状態を解消する。
社員のマルチプレイヤー化で、担当部署以外の
仕事も手伝える体制を整えておく。

私の部署は2 人体制なので休みやすくはあ
るのですが、自分だけ休んで旅に行くとな
ると気を遣うもの。「半分は仕事」という今
回の形はかえって気が楽でした。出かけて
しまえば仕事というより完全に休暇気分で
したけどね。
部署の異なる社員同士で行ったことで新た
な発見も。たとえば、お料理の温かさやタ

オルの柔らかさに注目していた客室係の着
眼点は自分にはなかったもので、大きな刺
激になりました。また、雲海ツアーで感動
したこと、手づくりの観光マップによるお
勧めのお土産情報が有難かったことなど
が、「観光客目線」に気づくきっかけに。今
は私も、チェックアウト時のお客様に近隣
の情報を詳しく案内しています。

「半分は仕事」だから、かえって気兼ねなく休めました
2005年入社　フロント会計担当　平山綾子さん

明日から自社で活かすヒント
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ユーザーのニーズを知るためには自らの旅行経験が不可
欠であるにもかかわらず、多忙ゆえにそれができないと
いうジレンマを、業務＋休暇という研修旅行として独自
のアイデアで解消した。業務と組み合わせることが、直
接会社にとって利益となる成果をもたらしただけでなく、
休みにくさの解消にもつながったという声が上がってい
るのが興味深い。研修旅行を導入した結果として、ブラ
イダルフェアの成功など具体的な成果があらわれている。
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株式会社ホテル南風荘が有休取得

促進に着手したのは2005年度のこと。

当時は、有給休暇の取れる部署、取れ

ない部署に差があり、不公平感を生ん

でいることが課題となっていた。とくに

取得率が低いのは、フロント・予約・渉

外・調理の4部署。共通するのは、1人

が休むと宿泊客への対応に影響の出

る部署であり、そのために、社員同士が

気を遣い合って、休みづらい雰囲気が

形成されてしまっている点だ。

不公平感の解消には、これら4部署

でもきちんと利用できる制度を作ること

こそが肝心。そんな出発点から導き出さ

れた答えは「誕生日休暇」だった。発案

者でもある同社総務部長の梅澤啓一さ

んはこう語る。

「誕生日なら、年に一度、全員に必ず訪

れる。職場ごとに差が出ないのはもちろ

ん、管理職からメンバー、契約社員まで、

平等に権利が与えられると考えたので

す。もちろん私も休みますよ。」

誕生日を迎える社員は、前月に社内

で名前を掲示して予告。こうして日常化

することで制度は抵抗なく定着し、利用

率もほぼ100％を達成している。誕生日

の持つ公平感がうまく社員の心をつか

んだといえそうだ。

休みづらい職場というのは、誰も有休

を取らないので、ますます休みづらい雰

囲気になりがち。そんな悪循環を断ち切

るためにも、「誕生日休暇が弾みになる

のでは」というのが梅澤さんの思惑だ。

「誕生日休暇で休んだ人は、きっと何か

しらよい経験をしているはず。短い休暇

ではありますが、全員にそういった成功

体験があれば、次の有休も取りやすくな

るのではないでしょうか。」

とはいえ、さらなる有休取得促進を図

るには、雰囲気を変えるだけでなく、休

めない原因を突き止め、改善を図る必

要がある。同社の場合、原因の一つは、

時間的なゆとりのなさ。これを解消する

ために取り組んだのが、IT化による業

務の効率化だ。例えば、予約客を部屋

に割り振る際、従来は用紙に手書きし

て各部署に配付していたが、社内ネット

ワークの整備とともにPC入力に統一。

以前は夕方までかかっていた書類作成

が、今では昼までに終わるようになった。

部屋割に従って作業する社員も、早め

に内容を確認することが可能となり、次

に備える余裕ができる。写しではなく原

本を確認できるからミスも減る。休暇を

取りやすくするためには、このようにして

生まれる時間のゆとりは不可欠だ。

もう一つの原因は、社員間での業務

レベルのバラつきだ。前述の「休みづ

らい」4部署のなかでも、とくに休みづら

いのは、多くの宿泊客について事情を

把握している、いわゆる「優秀な」社員。

「仮に休暇を取っても、いつ職場から確

認の電話が飛び込んでくるか分からな

いため、休んだ気になれない」という声

もある。梅澤さんも「職場の中での仕事

のレベルやサービスの質が同じであれ

ば安心して後を託せるのに、それができ

ていない。必要なのは教育による全体

のレベルアップ」と考える。

実は同社にとって、業務全体のレベ

ルアップは、より根本的な課題でもあっ

た。というのも、旅行業者が宿泊客を対

象に実施したアンケート（満足度調査）

によると、2007年の同社の総合得点は

100点満点中60点台。箱根地域全体の

平均が80点前後だから、大きく後れを

取っていたのである。

これを受けて2008年度から始まっ

たのが、外部から講師を招いての本格

的な人材教育だ。2008年度中に3回

実施したセミナーは、2009年度にはさ

らに回数を増やして実施予定。当然、相

応の費用もかかるが、「生き残るために

は必要なコスト」と梅澤さんは断言する。

コストをかけてでも専門家に依頼する

のは、上司に言われても素直に聞けな

いことも、第三者の言葉なら納得できる

から。幹部社員にとっても、他の旅館の

ケースを数多く見てきた専門家の意見

を聞けるのは貴重な経験だ。セミナーは

全社員が一斉に受講するため、社内の

一体感は高まり、サービスにも統一性が

生まれる。単発ではなく継続的に実施

すれば、教育効果もその場限りに終わ

らない。その結果、2008 年度には、アン

ケートでも一気に80点に到達。こうして

サービス全体が向上し、均質化してい

けば、結果的に休暇の取りやすさにもつ

ながっていく。

約20 年にわたり、同社の人事制度の

整備に取り組んできた梅澤さんは、休

暇取得促進に積極的に取り組む理由

をこう語る。

「1つは、健康あってこその仕事であ

り、健康のためには休暇が必要だとい

うこと。そして何より、会社というのは社

員が働いてくれてこそ成り立つものです

から、その社員が働きやすく、満足して

いることが大切だということです。もちろ

ん、給料で優遇する道もありますが、会

社としては難しい面もある。そんなとき、

別の部分で満足してもらうためにも、休

暇制度の充実は有効です。」

慢性的な人材不足が続いたバブル

期には、働きやすさは人材確保の武器

だった。梅澤さんの言葉には、そんな時

代を経験したからこその重みがある。

「有給病気休暇」もそんな思いの表

れた制度の一つ。通常、消化されなかっ

た有休は2年経過すると消滅するが、

病気療養という目的に限り、年5日、最

大20日まで積み立てられる上に、期限

はないという制度だ。20日分といえば

約1カ月分の給料に相当。大病を患って

も、安心して治療に専念できる。

「それで元気に復帰してくれれば会社

としても嬉しい。給料で報いるのは難し

くても、せめてこういう形で助けてあげら

れれば」と梅澤さん。実際、制度を利用し

た社員からは感謝の声も上がっている。

今後、実現を目指すのは、全社員を対

象とした「リフレッシュ休暇」だ。現在

同社には、永年勤続制度の一環として

のリフレッシュ休暇があるが、これは10

年以上の勤続者に対し、10年ごとに年

5日ずつ与えられる特別休暇。取得率

は高いものの、そもそも対象者自体が

少ないことと、対象年度内に取得しない

と消滅してしまうことなどから、「もっと

利用の幅を広げたい」と梅澤さんは考え

ているのだ。

同社ではこうした目標を「一般事業主

行動計画」として書面にまとめ、県に提出

している。この行動計画は本来、従業員

数300名以上の企業を対象としたもの

で、従業員数120名の同社に策定の義

務はない。それにもかかわらず提出する

ところに、同社の気概が見て取れる。

「理想を実現するには、具体的な目標

を決め、段階的にステップアップしてい

くことです。」どんな目標を設定するかを

決めるには、社員アンケートで実情の把

握をしたり、労働組合と月に一度の会合

を持つ努力も欠かさない。

「誕生日休暇」も、2005年度からの3

年計画に定めたことから実現したもの。

2008 年度からの計画に掲げられた「リ

フレッシュ休暇」などの青写真も、近い

将来、実現の日を迎えることだろう。

会社概要

2

1

3

教育によるレベルの底上げが
「留守を託せる人」を増やす

休暇制度の充実は
社員の満足度向上に有効

「誕生日」を休暇と定めて
公平な有休取得を促進

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。

■事業内容：宿泊業■本社所在地：神奈
川県足柄下郡箱根町■設立：1965 年
■従業員数：120 名（パート従業員含
む、2008 年 3 月現在）■売上高：17 億
7000 万円（2008 年 12 月実績）

誰にでも訪れる誕生日を休暇とすることで、
全員が公平に抵抗なく休暇を取得できる。
業務レベルを上げる研修が「仕事を任せられる人」
を増やし、休みやすい環境を作る。
社員アンケート等により実情を把握してから
具体的な目標を決め、ステップアップを図る。

予約課では、平日の旅行会社とのやりとりを
中心に、FAX を処理したり、電話を受けたり
している間にどんどん仕事がたまっていっ
てしまうもの。通常の有休取得なら、2、3 カ
月前から準備が必要だと思いますが、誕生日
休暇はみんな心積もりができているせいか
比較的すんなり取得できました。ここに来て
まだ2 年弱、あまり箱根に詳しくないので、

去年の誕生日休暇には車で箱根を一周。とく
に大涌谷や芦ノ湖など、お客さんがよく行く
スポットを訪ねたことで、南風荘からの所要
時間をはじめ、案内できることの幅も広がっ
たと思います。観光に携わる者としては、
もっといろんな地方のことを知りたいとこ
ろ。次に有休が取れれば、箱根以外の神奈川
県内や東京にも出かけたいです。

誕生日休暇に箱根の観光スポット巡り。案内の幅が広がった
入社 2年目　予約課　伊藤剛さん

明日から自社で活かすヒント
「誕生日に休む」という発想は、一見ありきたりにも
見えるが、誰もが公平に、心理的に抵抗なく利用でき
るという点では優れた着眼点。顧客満足度の向上を
目指した業務全体のレベルアップを根本的な課題と
位置付け、それに対応する取り組みのひとつに休暇
を位置付けていることが、社員の理解が進む要因だ
ろう。これはサービス業ゆえに休暇取得が難しいとい
う課題を抱える業種全般に当てはまるのではないか。
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余暇の過ごし方として、旅行は人気の

高い項目の一つであるが、では、お客様

のニーズに応じた様 な々旅のプランや

コーディネートをしている旅行会社の休

暇への取り組みはどうなっているのだろ

うか。西新宿のビジネスビル街に本社を

構える株式会社エアーリンクを訪ねた。

同社は、「お客様と一緒に旅行をつく

ろう」という創業時からのポリシーを受

け継ぎ、きめ細かな顧客対応や提案を

大切にしている旅行会社だ。代表取締

役社長の中野正治さんに、特徴的な休

暇制度について話を聞いた。「弊社は、

旅行代理店業務を中心に事業を展開

していますが、社員自らも旅行に行くこ

とで、経験や見聞を広め、その体験を仕

事に活かせるよう『2週間連続の休暇

取得』を奨励しています。必ず旅行に行

かなければならないというわけではな

いのですが、旅行業界で働く者はもとも

と旅行好きということもあり、多くの社員

がこの制度を活用して、海外旅行に行っ

てますね。旅行には、時間とお金の2つ

が必要な要素となりますが、その一つ

の『時間』を会社として提供していくこと

で、社員自らが旅行に行きやすい環境

を作っています。通常の休みですと、夏

期休暇や年末年始休暇なども1週間程

度が一般的な休みの期間だと思います

が、たとえば、ヨーロッパやアメリカなど、

海外旅行で遠方まで行こうとすると1週

間では日程的に足りないエリアがたくさ

んあります。そうしたこともふまえて、2週

間連続の休暇取得を可能にした制度を

導入しています。もちろん、1週間を2回

に分けて取るなどの調整は自由にしてあ

ります。年度の初めに社員から申告させ

ておいて、その期間を休む前提に、全体

の仕事の流れをコントロールするように

しています。始めた当初は、全体に浸透

させる意味もあって、『連続休暇辞令』と

いうものを書面にして出していたこともあ

りました。」

社長の中野さんは、まさに「百聞は一

見にしかず」の視点を重視し、会議室の

研修等で旅を学ぶことも重要だが、社

員が実際に旅行に行く機会を提供して

いるという。

しかしながら、2週間の連続休暇とな

ると、業務のカバーや、担当者が不在で

も支障のない仕組みが必要となる。その

ポイントを中野さんはこう語る。「当社は、

リピーターのお客様が全体の6割から7

割を占めており、レジャーの旅行よりは、

仕事で出張に行かれる業務渡航の手

配をご依頼いただく会社も多いので、担

当者がいないときには、お客様の航空

会社の好みであったりとか、どの航空会

社のマイレージをためているのか、窓側

が好きか通路側が好きかというような

お客様の情報がどれだけ整理されてい

るかが重要となります。そこで、顧客管理

システムなどデータベース化されたもの

にしておくことで、お問い合わせいただ

いたときに担当者が不在であっても、支

障のない業務フローを整えています。ま

た、長くお取引をさせていただいている

お客様には、こちらから事前に休みの予

定をお知らせしておくケースもあります。

日頃からの信頼関係作りが何よりも大

切であることは大前提ですので、大きく

は『顧客情報の管理』と『事前のご案内』

の2つを徹底することで、この休暇制度

の実現を可能にしています。当然、連続

休暇でなくても、突然の病欠等の場合

でも基本の部分は同じです。」

「現在では有給休暇の消化率は70％

強になっている状況です。旅行業は、お

客様へのご案内が自分の体験に基づく

ものである方が喜ばれたり、ご安心いた

だけるという要素が強いので、社員が国

内・国外問わず、旅行に行くという行為

が、自分自身の余暇であると同時に、仕

事の場面でも大いに役立つわけです。

たとえば、もし台湾に行ったならば、この

ホテルは観光地からも近くてきれいです

よとか、空港から何分ぐらいかかります

よ、というように、信頼感の得られる情報

をご提供しやすくなるわけです。その点

では、休暇と業務が密接に結びついて

いるという特性があるので、旅行業界で

は、休暇を促すというのは比較的やりや

すい面があると思います。最近の傾向と

して、若い人があまり海外旅行に行かな

くなってきているという状況もあります

が、若いときに異文化に触れるとか、異

国の地に行って、言葉がそんなに話せな

くても身振り手振りでなんとかなるもん

だというような体験が自信につながる面

もあると思いますね。その意味でも、旅

行の体験がその人の自信や成長につな

がり、人間性を豊かにするための良い機

会になると思います。このことは、若手社

員はもちろんのこと、若い世代のお客様

に対して“海外旅行体験のメリット”をお

話しすることにもつながりますしね。旅行

業界は、飛行機やホテルの予約など、形

のないものを売る仕事になるので、自分

の経験をもとに付加価値をプラスしてい

くことがとても重要になってきます。どこ

の旅行会社でも極端に違う商品は少な

いわけですから、安いことはもちろんで

すが、いかに情報を丁寧に、正確に、早く

伝えていけるのかがお客様の決め手に

なることが多いのです。だからこそ、付加

価値をどれだけ上げていけるかがポイ

ントだと思っています。創業以来、『お客

様と一緒に旅行をつくろう』というコンセ

プトを大切にしてきていますので、喜ん

でいただけるご提案のできるプロになる

ために必要な取り組みは、積極的に実

践していくべきだと考えています。」

エアーリンクでは、社員割引制度を、

社員の家族、友人にまで広げていると

いう。その真意は、自社へのロイヤリティ

の向上と、その輪を広げることにあると

いう。「社員割引きの対象にしてきたも

のを、2 年程前から、社員の家族、友人

まで幅を広げています。旅行する場合、

1人で行く場合もありますが、やはり多く

は、休暇の機会を活かして、家族と行く、

友人と行くというケースが多いですから

ね。そもそも、自社商品の割引制度とい

うものは、そこで利益を上げる目的はな

く、あくまでも、自社の特典が受けられて、

かつ、自社に対するロイヤリティが高まる

ことや、商品活用のネットワークが広がっ

ていくということが大きな狙いです。さら

に、その広がりからエアーリンクという会

社を知っていただく、今後もご利用いた

だけるという『輪』が広がっていけばい

いと考えています。特に我々の業界のよ

うに、製品として形のないものをご提供

しているケースでは、クチコミや人づての

紹介が強い影響力をもっていますので、

こうした割引制度も、その一助になれば

と思っています。」

エアーリンクの実践内容には、「社員

の経験がお客様のためになる」という思

想があり、社員自身の成長を通して、サー

ビスの付加価値を高めていこうとする

考え方が感じられる。そこには、創業時

から受け継がれてきた「お客様と一緒

に旅行をつくろう」というコンセプトが企

業活動全体に反映されているからに違

いない。

■事業内容：業務渡航・自由旅行のプランニ
ング、国内海外の航空券・ホテル等の手配、
各種パッケージツアー販売、インターネット
を使った旅行商品・サービスの提供、損害保
険・生命保険の代理店業■本社所在地：東
京都新宿区■設立：1979 年■従業員数：
141名（2009 年3月1日現在）■資本金：3
億5000 万円

会社概要

2

1

3

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。

休暇の旅行は仕事に活かせる経験。
「百聞は一見にしかず」の視点で促進する。
休んでも業務に支障の出ない仕組み、顧客管
理システム等のデータベース化が大切。
社員の家族や友人まで視野に入れ、自社への
ロイヤリティを高める工夫を実践。

社員が旅行に行くための
機会を提供する休暇制度

２週間の連続休暇を可能にする
顧客管理と事前コントロール

連続休暇の旅行体験が「最新の現場情報」として仕事に活かされる仕組みづくり

旅行体験が仕事に直結し、
お客様のための情報となる

自社へのロイヤリティを高め、
その輪を広げる工夫も実践

企業コンセプト

「お客様と一緒に
旅行をつくろう」

連続休暇制度

社員の旅行体験から
「現地情報」「知識」
「自信」が生まれる

仕事への活用

お客様にとっての
活きた情報として
フィードバック可能

休暇と業務の好循環

プロフェッショナル
としての社員の成長、
企業の付加価値ＵＰ

明日から自社で活かすヒント
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同社は、余暇と仕事が密接に関連しやすい旅行業界
の特性を活かして、社員のプロ意識を高めるための
休暇活用法を構築しているといえる。これは、休暇
の活用が、顧客のメリット創出につながることを意識
しているからこそできることであろう。社員が見聞を
広め、より現場感覚を磨くことによって、「お客様と
一緒に旅行を作ろう」というコンセプトが実現される。
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オフィスデザイン、オフィス環境のコン

サルタント業務を行う株式会社翔栄ク

リエイトは、2008 年5月から夏期休暇

や正月休みとは別に、年に1度最長16

日間の「連続休暇制度」を導入した。

5日間連続の有休に5日間連続の特

別休暇をプラス。その間の週末と前後

の週末を合わせれば16 連休となる。さ

らに、この制度を利用して旅行に出かけ

た場合、勤続年数に応じて交通費の一

部を会社が負担する「休暇生活活動

推進補助金制度」の利用もセットになっ

ている。補助金の額は例えば、入社2 年

目までは上限1万円、勤続9年以上では

最高10万円までが支払われる。原則的

に、年に1度「連続休暇制度」を利用す

ることを全社員に義務づけている。

制度を導入した狙いは、「視野が広が

り、人としての枠が広がることにより、お

客様へのサービスが向上する」「連続休

暇を取得し、業績が上がれば、お客様へ

の提案にも説得力が増す」「採用に関し

て差別化ができる」「従業員のリフレッ

シュ」「器が大きくなり、新しい人生観・

世界観が身に付く」「業務の効率化、個

人のスキルアップを考え実行するように

なる」「仕事の共有を考えるようになり、

チームとして助け合い、特定の人に依存

しなくても会社が回るようにできる」など、

多岐にわたる。その中でも、代表取締役

の宇佐神慎さんが最も重要視している

効果が、業務の効率化と組織力の強化

だ。

「弊社のようなクリエイティブな仕事

の場合、業務が社員個人個人に委ねら

れている部分が多い。16日間も連続で

休むということは、当然その分の業務を

効率よくこなさなければならなくなり、必

然的にメリハリをつけて仕事をするよう

になる。不在中にお客様に迷惑をかけ

ないように、諸連絡を事前に済ませると

ともに、お客様から連絡が入ったときに

は、他の社員がスムーズに対応できるよ

うに情報の共有化を進めなければなら

ない。業務内容は個人によるところが多

くても、必要なときにはお互いにフォロー

できる組織を作り上げる必要が出てく

る。休みを取ると最初に決めてしまえば、

これらの力学に従うよりほかない。」

業務が効率化し、お互いにフォローで

きる強固な組織ができてから長期休暇

の制度を導入するのではなく、業務の効

率化、組織力の強化のために、長期休

暇制度を導入するという発想の転換だ。

宇佐神さんの「連続休暇制度」のア

イデアを最初に聞いたとき、社員たちは

「土日だって休めていないのに、16日間

の連続休暇なんて現実的に無理でしょ

う」と思ったという。

それに対して、「心臓はずっと動いて

いるように見えて、脈を打つ瞬間以外は

休んでいる。土日までずっと仕事をして

いるということは、ダラダラと休みながら

仕事をしているのと同じ」と宇佐神さん

は考えていた。

制度の導入が決まると、まずは土日は

きちんと休めるようにしようとする意識

が社員の中に生まれた。そして、制度導

入から約半年で、土日出勤する社員が

減った。また、マネージャーなど、管理職

ほど休みが取りづらいことも浮き彫りに

なり、業務の管理を上司が属人的に行う

のではなく、組織全体で把握・コントロー

ルする意識が生まれた。

それでもなお、業務が効率化できず、

なかなか休みが取れない社員もいたこ

とから、2008 年10月より社員に「日報」

をつけることを義務づけた。例えば、デ

ザイナー用の日報の場合、「何時から何

時の間に、一人ひとりの能力に応じた労

働単価に対して、どんな業務を行った

か」を細かく記録する。それを受け取っ

た上司が「なぜこの業務にこんなに時

間がかかるのか。もっと時間の短縮やク

オリティアップの方法はないか」などと具

体的に効率化のための指導をする。営

業の場合、「何時から何時にどのお客様

と打ち合わせを行い、移動時間にはど

れくらいかかったか」などの時間管理の

ほか、「売上もお客様へのスピードやク

オリティも、月間自己目標に対して何パー

セントのところまで到達しているか」まで

を毎日記録する。

「自ら目標を立てて無駄な時間を削り、

仕事をつめていけば業務時間は削減で

き、クオリティもアップする。削減した時間

でさらに“仕事をしろ”と言うつもりはな

い。集中して仕事を終わらせたら、余った

時間は休んでいい。1日の行動記録を記

入させると、最初のうちは業務時間のす

べてを仕事で埋めたくなるようだが、実

は良い仕事ができている社員の日報に

はところどころまとまった休みの時間が

ある。1日の中で計画的に休みが取れ

るようになれば、1週間単位でも計画的

に休みが取れるようになる。1週間単位

で計画的に休みが取れるようになれば、

より長期的なスパンで休みが取れるよ

うになる。社員全員にそれだけのスキル

がつけば、誰か一人が欠けてもフォロー

できる余裕が生まれる。それが強い組

織。」と宇佐神さん。

社員同士の情報の共有化について

は、お客様に関する資料やデータがどこ

にあるのかを誰もがわかるよう徹底する

のはもちろんのこと、同社の十八番であ

るオフィス環境の改善が有効だという。

同社では、社員は円の外を向くように並

べられたデスクで仕事を行い、中央に打

ち合わせ机が配置されている。振り向け

ば、いつでも打ち合わせができるので、

必要なときに随時短時間の打ち合わせ

を行い、すぐに作業に戻ることが可能

だ。また、振り返れば、お互いのパソコン

の画面が見えたり、机の様子が見えたり

するので、お互いにどんな仕事にとりか

かっているのかを把握できる。

「連続休暇制度」だけでなく、「休暇

生活活動推進補助金制度」も用意した

理由について、宇佐神さんは「主にデザ

イナーという職種では、普段は家と会社

の往復だけの生活になりがちだが、適

度な遊びがなければ、いい仕事はでき

ない。休暇を家で休むのではなく、外に

出て遊び、視野を広げることで、いい仕

事につなげてほしいから。」と説明する。

すでに「連続休暇制度」を利用した社

員の全員が国内、海外へ旅行に行くこと

で、建築デザインなどについての見聞を

広め、業務に還元している。

「連続休暇制度」の利用に際しては事

前に旅行計画の提出を義務づけてい

る。さらに「休暇生活活動推進補助金」

は、休暇明けに制度についてのアンケー

トを提出した後で支払われる仕組みを

取っている。そのアンケートは今後の制

度改善のための参考にするという。

現在、2 週間の長期休暇が難しい管

理職社員もいて、「連続休暇」を1週間

ずつの2回に分ける案も検討されてい

るが、宇佐神さんは「せっかくの連続休

暇もバラしてしまえば意味を失ってしま

う。これはあくまでも現時点での組織

の弱点の露呈。やむを得ない一時的な

処置であり、ゆくゆくは2 週間の連続休

暇に戻すのが大前提。むしろ、今後はさ

らに長期の休暇制度導入にチャレンジ

したい。」と、さらなる業務効率と組織

力の強化に意欲を燃やしている。

会社概要
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日報の義務化で業務時間の
無駄を徹底的に排除

旅行費用の一部を会社が負担し
外に出て遊ぶことを奨励

連続休暇制度の導入で
土日出社が減った

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”。

■事業内容：コンサルティング、オフィス
空間デザイン、オフィス・商業施設のトー
タルコンストラクション■本社所在地：東
京都港区■設立：1997 年■従業員数：
60 名（2009 年 2 月現在）

連続休暇制度を設けることで業務の効率化と
社員同士でフォローしあう意識が芽生える。
社内補助金制度を導入することで、
休暇をより有効に活用する支援ができる。
日報をつけることで無駄な時間を洗い出し
創出した時間を休みに当てることができる。

「連続休暇制度」導入直後に2 週間の休みを
取り家族とギリシャに行きました。入社以
来初めての長期休暇で、「出発前後に仕事の
ピークが重なってしまったらどうしよう」と
最初は不安でしたが、申請した後は覚悟を
決めて、計画的に仕事を進め、みんなの協力
も得ることで出発前に必要な仕事はすべて

終えることができました。出発してから2 〜
3 日は「仕事は大丈夫かな」と不安になるこ
ともありましたが、それを過ぎると不安は消
え、いつもの短期の休みとは全く違う質の時
間を体験できました。休みによってリフレッ
シュできただけでなく、計画的に仕事を進め
ればきちんと休めることを実感しました。

計画的に効率よく仕事を進めれば、長期休暇取得も可能だと実感
デザイナー　船越理恵さん

明日から自社で活かすヒント
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万全の準備を行ってから新制度を導入するのではな
く、あえて新制度を導入することで、社員や組織の
あり方を問うという方法が斬新。組織管理に休暇制
度を利用した良い例といえる。新制度の導入により、
組織としての課題が浮き彫りになり、それを改善して
いくことで企業としての体制強化を図る効果が期待で
きる。
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群馬県富岡市、市街地から少し離れ

た自然豊かな環境に本社を構えるマル

キンアド株式会社。WEBデザインやグ

ラフィックデザインの企画制作を手がけ

る同社は2008 年度に、最長15日間の

特別休暇と最大40万円の賞与が付与

される「バケーションシステム」を導入し

た。同制度は、入社3 年以上の社員を対

象にした長期休暇制度で、入社3 年目、

5 年目、7年目、10 年目、以降40 年目まで

の5 年ごとに利用できる。年次ごとに休

暇日数と賞与額が設定されており、たと

えば入社3 年目は3日間の特別休暇と

3万円のボーナス、７年目は７日間の特別

休暇と15 万円のボーナス、10 年目は15

日間の特別休暇と20万円のボーナスが

支給される仕組みだ。いずれも、特別休

暇に年次有給休暇、土日を加えることで

最短１週間（3 年目）～最長１カ月間（10

年目）のバケーションが取得可能。同制

度には休暇とボーナスという2つの要素

があるが、ボーナスのみの取得は原則で

きないため、あくまでも“休暇”に主眼を

置いた制度といえるだろう。まずは、同制

度導入の背景を、山田勝博社長に聞く。

「好業績の利益還元という側面もあり

ますが、制度導入の根本にあるのは“会

社は社員の幸せを実現するための共同

体”という経営哲学です。社会人になる

と、なかなかまとまった休みが取れない

というのは、どの業界でも同じだと思いま

す。ですが、“社員の幸せ”という観点から

すると、やはり長期休暇は必要な要素だ

と考えました。そこで昨年、バケーション

システムを創設し、1週間～最大１カ月間

の休暇を取れる環境づくりを目指したん

です。休暇を何に使うかはすべて社員に

任せていますが、社長としてはぜひ旅行

をして欲しいと思っています。心身共に

リフレッシュし、見聞を広めることが、デ

ザインを含めて色 な々意味で会社に良

い影響をもたらすと信じていますから。」

異文化に刺激を受け、見聞を広めると

いう経験は、デザインの現場に還元され

る。同氏がそう考える背景には、ひとつ

の原体験がある。

「3～4年前でしょうか。当時28歳だっ

た男性社員が、とあるプロジェクトのた

めに東京の大手ネット広告代理店に出

向していたんです。6カ月がかりのプロ

ジェクトでしたが、これがかなりハードな

案件で、昼夜問わずの作業が頻発し、6

カ月間土日もゼロというような状態でし

た。彼が無事プロジェクトを成功させ、群

馬に帰ってきたときには、ずいぶんぐった

りとした様子でした。そこで、会社として

彼なしでも通常の仕事を回す体制がで

きていたこともあり、これは良いチャンス

だと考え『すぐに1カ月の休暇を取って

旅行して来い』と指示したんです。当時

は現在のバケーションシステムのような

制度はなかったので、ポケットマネーで

ボーナスも支給しました。」

出向を終えた男性社員は、社長の指

示をきっかけに、エジプトへ向かった。

「どうやら彼は、旅の途中にお金が足

りなくなっては、現地で働きながら旅行

を続ける…というような日々 を過ごしたら

しいんですね。1カ月間の休暇を終え、群

馬に帰ってくる頃には、ぐったりとしてい

た面影はなく、すっかりたくましい表情に

なっていた。彼の痛快なみやげ話や変

化の様子、周囲の社員に与える影響を見

ていて、あぁ、これは良い機会だったな、

と実感したんです。もちろん彼は、その後

復帰し、現在もバリバリ活躍中です。もっ

とも、直接的にエジプトらしい仕事をす

るようになった…ということではありませ

んが、デザインの仕事というのは感性に

負う部分も多い。彼が得た経験は、いわ

ば会社としての財産にもなっていると思

いますね。」

この体験をヒントに創設された「バ

ケーションシステム」。運用初年度となる

2008 年は、制度対象者となる5名中、家

庭の都合でやむなく利用できなかった1

名を除く4名が利用。沖縄や九州などを

旅行したという。

地元ケーキショップの広告から、誰も

が知るナショナルブランドのホームペー

ジまで、幅広い制作物を手がけるマルキ

ンアド。社員数36名、設立13 年で群馬

県の最大規模の制作プロダクションへ

と成長した同社のクライアントには、東

京に本社を構える大手企業も多く、年

間の出張費は東京～高崎間の新幹線

代だけで1000万円を超える。当然業務

は多忙で、プロジェクトによっては、休日

出勤や長時間の残業が発生するケース

も少なくはないという。そんな状況下、昨

年度は全社員の１割以上にあたる4名

が前述のバケーションシステムを利用し

た。経営面や他の社員の業務に支障は

なかったのだろうか。

「通常の給料と賞与に加え、最大１カ

月の休暇と特別ボーナスを支給する。こ

れは正直、経営者としては痛い面もあり

ますよね。ただ、痛い痛いと言ってもしょ

うがないし、メリットの方が大きいと思っ

ています。先ほどの“社員の幸せ”とい

う観点はもちろん、昨年度からの運用な

のでまだ数字には表れていませんが、採

用面での期待もあります。また、入社３年

目というのは一般的に「退社か勤続か」

のターニングポイントだといわれていま

す。バケーションシステムの対象年次を

この3 年目からとしたのは、このターニン

グポイントでの離職防止のフックになれ

ば、という願いもあるんですよ。」

長期休暇を取る社員は、チームへの

影響が少ない時期に休暇を取るように

配慮しており、対象外の社員にとっても、

3 年、5 年、７年、10 年…とほぼ隔年で

制度の対象年次となるため、仕事量の

面ではお互い様だという感覚もあるとい

う。さらに、同制度を運用することで、思

わぬ副産物もあった。

「１つの案件に対して4～5人のチー

ムで仕事をする場合が多いのですが、

チームの１人が１週間抜けると、必然的

に残りの社員が抜けた部分をカバーす

ることになります。すると、それぞれが通

常の業務ではタッチしない領域の仕事

を経験できるし、チーム内の連携も強く

なる。これは、制作会社としては予期せ

ぬメリットでした。」

同社では、金曜日になると社長が社

内を回り、一人ひとりに声をかける。社長

自ら社員の休日出勤を抑制し、有給休

暇の取得を促すためだという。

「社員の心身の健康を保つためにも、

総労働時間の削減は必要だと考えてい

ます。ただ、50 名以下というのは、全社員

が目の届く範囲にいるという規模。200

人～300人の会社だと、制度さえしっか

りしていれば、ある程度個人の判断で有

休消化できるかもしれませんが、50人以

下だと『あいつ休んでいないな』という

のがすぐにわかりますからね。上司が率

先して有休を取るだけでなく、『休め！』と

命令するくらいでないといけません。」

普段からコミュニケーションを取り、休

みやすい雰囲気づくりを心がけていると

いう同氏は、最後にこう付け加えた。

「やっぱり企業というのは、結局、人間

が一番大切なんですよね。」

会社概要
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長期休暇で得た社員の経験は
企業としての財産にもなる

長期休暇制度導入で
チーム内の連携も強化

最長1カ月の休暇が可能。
大胆な長期休暇制度を導入

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。

■事業内容：ホームページおよびデジタル
コンテンツ事業の企画制作、各種印刷物
の制作、広告／セールスプロモーションの
企画制作、CI 計画の企画制作、イベント・
展示会の企画運営、総合音楽制作事業な
ど■本社所在地：群馬県富岡市■設立：
1996 年■従業員数：36 名■売上高：4
億 5000 万円（2008 年 9 月期）

大胆な長期休暇制度の導入で、
社員のモチベーションアップを図る。
３年目は「勤続か退社か」の
ターニングポイント。効果的な離職防止策を。
50 人以下という規模だからこそ、
積極的な「休める」雰囲気づくりが必要。

昨年12 月に、バケーションシステムを利
用して、友人と一緒に沖縄本島を旅行しま
した。海のない群馬県から南の島へ。残波
岬などの名所を訪れ、趣味のカメラ撮影を
楽しみました。環境を変えることで、本当
にリフレッシュできましたし、業務上、ク
ライアントにデザイン表現を提案する機

会が多いので、沖縄の美しい海を見た経験
が、表現力を広げる意味で役立てば最高
ですね。昨年この制度が創設されたとき
は、社員としては単純にうれしかったです
し、「休んでも良いんだ」という会社のメッ
セージを改めて実感できたと思います。社
員の評判は、もちろん上々ですよ。

趣味のカメラも満喫。デザイン表現力にも活かしたい
営業局／インタラクティブグループ　web プロデューサー　黒澤俊輔さん

従業員数 50人以下だから
より積極的な配慮が大切

明日から自社で活かすヒント
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同社は、最長 1カ月という長期休暇制度の導入で、従
業員の心身のケアや採用、離職防止面での優秀な人
材の確保、さらにはデザイン会社としての企業競争力
の強化を図っている。小規模企業ならではの大胆な施
策は、過剰労働が常態化しやすいマスコミ業界ならで
はの問題を克服しようとする同社の強い意志を感じさ
せる。この強い意志のもとでの制度運用の結果、チー
ム内連携が強化されたという予期せぬメリットも享受。
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「バブル期の真っ只中、大卒新卒採用

の主流は合同説明会でした。ちょうど新

卒社員を採用したいと考えていたため、

弊社も参加を試みたのです。」

同社が現在のような充実した職場環

境を整えるきっかけとなったのは、この

ときだったと拓新産業株式会社の藤河

次宏代表は語る。

「この合同説明会で、大変なショック

をうけたのです。初めてで勝手がわから

なかったということもありましたが、学生

が全くうちのブースに関心を持ってくれ

なかったんです。席に座ってくれる人が

ほとんどいなかった。」

この経験から、まずは学生にとって

魅力的な企業にするべく職場環境を改

善していこうと考えたのだという。

「恥ずかしながら当時は就業規則さ

えきちんと把握していませんでした。こ

れではまずいと思い、書店に行って、先

進的な就業規則の事例について勉強

をしました。」

こうして業界では異例の週休2日制

の導入、有給休暇の完全取得を目指す

ことに決めた。

急進的な改革は難しかったが、5 年

くらいかけて完全な週休2日制に近づ

き、7年で浸透したという。

20年前、合同説明会の席が全く埋ま

らなかったという同社だが、現在では採

用募集が数名のところに約400 名の応

募があり、説明会も多いときでは20 回

以上行うことがあるという。その様子は

TV取材が入ったこともあったほどだ。

「バス停からリクルートスーツを着た

学生が列をなしてここにやってくるんで

す。うちは一貫して説明会は、本社に来

てもらうようにしています。社内で働く従

業員は押しかける学生たちに大変刺激

を受けるんです。内定までに採用面接

は、全部で5回程度行いますから、のべ

でいうと相当な数の学生がここに足を

運ぶことになる。すると“なんでこんなに

自分の会社は人気があるのだろう、そん

なに魅力があるのかな”と考え、当社の

社員であることを誇りに思うようになる。

それによる社員のモチベーションアッ

プ効果はかなりのものです。」

毎年時期がくると、拓新産業に多くの

学生が訪れる姿を頻繁に目にするよう

になる。これは、地域へのPRにもなって

いる。

職場改善による採用人気向上の結

果、同社の平均年齢は同業では若めの

32 歳。オフィスを見渡しても若い人材を

含めたあらゆる層の従業員がそろって

おり、サークル活動やイベント行事もさ

かんに行われ、社内に活気がある。

近年の学生にとって人気業種とはい

えない業界であり、なおかつアクセスの

いい場所とはいえない立地条件にある

同社であるからこそ、この人気ぶりは、職

場環境の良さを直接的に強調する。

しかし、週休1日が当然だった同業界

内で反発はなかったのだろうか。

「建設現場というのは日曜だろうが、

なんだろうが工期の関係で仕事をする

業界です。休日でもお客さんがあければ

あけるところがまだまだ多い。はじめは

当然社内からも、お客さんからも反対が

ありました。他社と比べて不利にならな

いか、皆不安を感じていたんですね。け

れど社員に、“休みは現状のままでいい

のか”と問うと、一転、その答えはＮＯな

のです。それならば、マイナス的な考え方

ではなく、実現できるように問題点をクリ

アしていくことを考えていきました。」

導入してみると、週休2日制の導入に

は予想したほどの混乱はなかったとい

う。しかし、つまずきはじめたのは「完全

な」週休2日を目指したころから。

他社が活動している土曜日に全社員

を不在にするのには無理があった。

「結局、全社員が休むのは第2土曜日

だけと定めました。年間スケジュールを

各部署ごとに話し合いで作り交代制を

とっています。土曜出社した社員には別

の日に代休をとってもらう。こうすること

で週休2日を維持しています。」

これによって、お客さんに対しても、誰

もいなくなる土曜日は月に1度だけと話

し、ご理解をいただいたのだという。業

界的にどうしても変えられない部分は

無理をしないというのが長く続ける秘

訣だとか。

そうはいっても、労働時間だけで考え

れば早く仕上がる他社に軍配があがっ

てしまうこともあるだろう。同社に発注

が集まる理由はどこにあるのだろうか。

「社員満足が高まれば、社員の顧客

に対する態度が変わってきます。ダイレ

クトに顧客満足を優先するのではなく、

ある意味で社員満足を優先し、社員を

通じて顧客満足につながっていくことを

望んでいます。また、お客さんの要望に

あわせて休日出社をすればそれだけの

休日手当が発生します。そうした意味で

はある程度割り切って休みをつくること

は経営メリットにもつながってきます。」

社内で休暇はどのようにして浸透し

ていったのだろうか。

「当然、急に週休2日といっても社員

にはすぐに浸透しない。浸透というより、

信用しません。休みを推奨してはいるけ

れど、休むと実は影で評価が下がって

いるのでは……などという心配をした

社員だっていたかもしれない。20 年前

というのはまだそういう時代だったの

です。そこで、朝礼などの機会を使って、

トップである私から直接社員によびか

けをはじめました。具体的には3カ月お

きに、休暇取得率の低い社員の名前を

読み上げることを3 年間続けました。」

このアクションによって藤河社長の本

気度が伝わったという。やがてこの役目

は社員からの申し出により総務にバトン

タッチされる。その後、このしきたりは今

でも続いている。　　

また、藤河社長の望む風土を新入社

員が応援してくれたという。

「休みを奨励する企業として新卒採

用を行っていますので、4回の新卒採

用を行えば、4 期分のあたらしい社風

に沿った若手が入社してきます。これに

よって休暇をよしとする風土の浸透速

度が増していきました。」

同じ効果を狙い、新卒の採用説明会

に交代で従業員にも参加をしてもらっ

たという。トップの意見を知ってもらうい

い機会だと考えたのだ。そのほか、手

間、時間、費用をかけ自社の取り組みの

意味、意義を感じてもらうためのワーク

ショップも用意している。

「外部から講師を招いての研修とい

うのは、スキル研修には向いています

が、社内風土に関しては全く不向きで

す。こうした研修では自ら考えてもらう機

会をいかにつくるかが課題です。」

同社には「一流の中小企業を目指し

たい」というスローガンがある。「人間、

基本的な欲求が満たされなくては自己

実現などできません。だから職場環境

は整えてあげなくてはいけない。」とは

代表の考え。最後に藤河さんは、こうま

とめた。

「大手企業に比べて就職人気がな

い中小企業だからこそ、人材に対する

努力が必要。人が来ないと嘆く前に職

場環境を改善する努力が必要です。」
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業界慣行の折り合いが肝に。
顧客満足≦社員満足の方針

休暇の意味を考える機会を
ワークを通じ感じてもらう

新卒採用のための職場改善。
休暇施策が採用に直結

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。

■事業内容：建設用機材・事務用備品・
電気製品・OA 機器のレンタルおよびリー
ス■本社所在地：福岡県福岡市早良区■
設立：1977 年■従業員数：75 名（2009
年 3月）■売上高：8億円（2008 年 9月期）

ワークショップ型の研修を取り入れることで、
休暇制度の意味を自ら理解してもらう。
風土を改善していくためには、トップからの
直接的、継続的な語りかけが有効。
社員満足を向上させれば、顧客満足の向上に
つながる仕事ができるようになる。

同社では、会社の考え方を知ってもらう
ことを目的として、ワークショップ形式
の研修を頻繁に行っている。研修委員会
が設けられており、社員が発案した手作
りの研修を行う。講義形式の押し付けで
はなく社員同士で討議をさせ、自ら気が
ついてもらうことを大切にしている。例
えば「他社と比較した自社のプラス面、

マイナス面」を話し合いグループ発表す
ることで自社の休暇制度がもたらす効
果を知ることになるという具合だ。こう
した研修は15 名程度を数グループにわ
け、半日を要して行う。集める社員は、
階層別、職場別など「タテ、ヨコ、ナナ
メ」といろいろな集め方をするのがポイ
ントなのだという。

自作のワークショップを通じて自社の取り組みを伝える

いろいろなグルーピングで社員を集め、自ら考え
させる機会を設けている

明日から自社で活かすヒント
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若者にとって魅力のある職場環境を考え、クライアン
トに休みを合わせる業界慣行があるなか、早い時期
から週休 2 日などの休暇制度を断行した結果が、人
材採用力に大きく表れている。中規模企業にとって
トップが直接語ることが重要であること、またその伝
え方が参考になる。また、社員満足度の向上が顧客
満足度アップの確かな道筋であるとの考え方のもとに
休暇を位置付けていることも注目に値する。
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