
Part １

企業事例編
先進 8 社の「休暇取得促進」
ケーススタディ
　
１. 日本システムウエア
年１回・1 週間の連続休暇取得を全社員に義務づける

「NSW ホリデイ」

２.  MSD
ライフサポートの充実を起点として
休暇活用の幅を広げる

３. 三菱化学
多彩な総労働時間削減の取り組みで
メリハリのある働き方を促進、生産性向上を図る

４. NEC ソフト
年次有給休暇の「取り方」の工夫を通じ、
気兼ねなく休める環境づくりにつなげる

５. ダイキン工業
徹底した労使の取り組みにより、
計画的な休暇取得が職場に定着

６. ベネッセコーポレーション
“ よく生きる " の実現を目指す「ベネッセ休暇」

７. イケア・ジャパン
社員にとって “ 快適な毎日 " をビジョンに掲げ
気兼ねなく休暇を取れる風土を醸成

８. 日立ソリューションズ
社員の前向きな休み方を支援する

「ポジティブ・オフ休暇」

「事例編」で取り上げた 8社の会社概要（従業員数・平均年齢）および取
材にご協力いただいた各社ご担当者の所属・役職名は、いずれも取材時
点（2012年 8〜 12月）のものをそのまま掲載している。
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●全社員の約 94％が１週間の連続休暇を取得
「休みが取りづらい業種」をいくつか挙げるとすると、おそらくIT業種はその

筆頭に数えられるだろう。一口にIT業種といってもその業態はさまざまだが、シ
ステム開発に代表される受託型のプロジェクト業務は、顧客ニーズに応じて常に
柔軟な対応が求められ、時には計画変更や、納期対応のための長時間労働も避け
られない。顧客先に常駐して、顧客や協力会社のスタッフとの協働型で進められ
るプロジェクトも少なくなく、一斉休暇の付与や休暇取得の計画化を自社のルー
ルで実施しようとしても難しい面は否めない。

このように、一見して休みが取りづらいソリューションビジネスの典型とも言
える同社は、全社員に年１回５日間の連続休暇を、社員が時期を選んで取得でき
る画期的な制度を1994年に導入。驚くことに、この連続休暇の取得率（利用者

NSW ホリデイ：全社員に対して、年 1 回、5 日間連続で取得する特別休暇を付与。
夏季一斉休暇を廃止し、各人の事情と希望に合わせて休める仕組みに変更した

管理職による取得促進：部下に NSW ホリデイを取得させることをマネージャーの
義務として明示。マネージャーの指導と管理によって、全員が休める業務運営を
目指す

社内掲示板の活用：連続休暇の活用法をグループウェアの掲示板で共有。図書カー
ドをプレゼントすることで、積極的な投稿を促す

1.

会社概要：システム構築から運用・保守までをワンストップで提供する
IT ソリューションと、ソフト・ハード双方の設計・開発技術を保有する
強みを活かしたプロダクトソリューションを柱として事業を展開。
http://www.nsw.co.jp/
本社：東京都渋谷区桜丘町 31 － 11
設立：1966 年 8 月
従業員数：1601 人（2012 年 3 月 31 日現在）
平均年齢：38.7 歳
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の割合）は全社で93.6％（2011年度実績）に上り、例外的なケースを除けば、
ほぼ全社員がこの制度を利用して、リフレッシュに役立てているという。

この制度の名称は「NSWホリデイ」。英文字は「New Super Week」というフ
レーズの頭文字に、同社の上場社名である「NSW」を重ね合わせている。その名
のとおり、制度が定める５日間の休暇に所定休日を接続して、１週間（前後の土
日を合わせ９日間）の連続休暇が取れる仕組みだ。

●夏季一斉休暇を 18 年前に廃止し、自由に１週間休める仕組みに変更
同社自ら、同業他社でも似たような制度はあまり例を見ないというこの連続休

暇が取り入れられてからすでに18年。導入時の経緯を詳しく知るスタッフはすで
に人事部にいないが、その発端は、当時から同社が力を入れていた「魅力ある会
社づくり」の取り組みにあった。当時を振り返る社内報記事「NSW HISTORY」
には、次のような狙いが記されている。

――この制度は社員の価値観とライフスタイルの多様化に応えるとともに、
「休みたいときの休暇」が質の高い休暇の実現になるとの考えが基本となってい
る。またこれにより、有給休暇の取得機会が公然化し、「仕事をやるときはや
る、休むときは休む」というメリハリのある仕事をし、労働時間の短縮と生産性
の向上を期待したものであった（一部略）。

NSWホリデイは、それまで８月３日の創業記念日に連続して設けられていた
夏季一斉休暇（３日間）に代えて、94年４月に導入された。この記事にもあるよ
うに、導入当初は３日間の特別休暇に各人の年休２日分の計画取得を組み合わせ
て、休みたい時期に５日間の連続休暇が取れるという内容だった。それから現在
まで、制度は数回改定され、現在は連続５日の休みがすべて特別休暇として年休
とは別に全社員に毎年、付与される形になっている。

●「部下を休ませる」ことをマネージャーの義務として明示
［図表１］に見るように、NSWホリデイのルールは至ってシンプルだ。利用者

に義務づけられているのは、原則として２カ月前までに申請し、付与される５日
の休暇を連続して取得することのみ。

社員の多くは、顧客とともにプロジェクト業務で動いているため、当然、業務
計画に合わせたスケジュール調整や、休暇の不在期間に支障がないようコミュニ
ケーションを図ることも不可欠だが、それらだけで９割を超える高い取得率が実
現されているわけではない。同社の場合、制度運用のカギを握っているのは、各

1. 日本システムウエア
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職場のマネージャーだ。 
執行役員人事部長の西郷正宏氏は、 「NSWホリデイは、休暇を取るというよ

り"休暇を取らせる"という感覚なのです」――と語る。
「会社は、この制度によって休暇を取ることを全社員に義務づけています。

だから部下が休みを取れない場合は、その職場のマネージャーが責任を問われま
す。制度の実施要領にも『取得指導』という条文を設けて、マネージャー自身の
管理と指導によって、全員が休みを取れるように仕事を回していくことを義務づ
けているのです」

部下の休暇取得を織り込みながら、業務に支障が出ないようにしっかりとマネ
ジメントを行う。それが十分にできなければ、「管理能力に問題あり」としてマ
ネージャー自身の評価にも関わってくるという。

それだけの責任を負うことから、業務運営上やむを得ない場合には、マネー
ジャーの裁量で休暇の取得時期を職場単位で決めることもルール上は認められて
いる。ただし、「実際にそのような調整が行われた例は、これまでほとんどあり
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ません」（西郷氏）とのこと。
一方、休暇計画を決めるための２カ月前までの申請ルールは、それぞれの職場

や業務の事情に合わせて管理できるよう、ある程度柔軟に運用されている。取得
予定日より２カ月前に仮申請をし、実際の業務の動きや他のメンバーの予定を見
て、問題がなさそうなら１カ月前くらいに本申請をする――という例もある。

部署内のメンバーの休暇予定は社内のグループウエアで共有されており、各人
のPCから確認できる。人事部から各部署の休暇取得状況をチェックするのは年度
末の１回のみだが、これまでにほぼ全社員が休暇取得できる実績が積まれてきて
いるため、こまめに確認してマネージャーに注意を促す必要はほぼないという。

●取得は夏休み時期が大半、役員も率先して連続休暇を取得
NSWホリデイ利用者数（管理職含む）の月別分布[図表２]を見ると、やはり世

間の夏休みに当たる８月の利用が４割超で最も多い。子どもの夏休みに合わせて
連続休暇を取る人が多いことに加え、メーカーの顧客が夏の一斉休暇に入り、プ
ロジェクト進行が一時停止になるので休みが取りやすくなる。加えて、咋年は、
東日本大震災の影響による節電要請に応えるため、７月から９月に集中取得を勧
める呼び掛けを会社から行っていた。　

８月に次いで３月が多いのは、言うまでもなく年度末の"駆け込み利用"が増え
るためだ。顧客との契約の関係上、３月は業務の稼働が上がる時期だが、各マ
ネージャーが予定と人員を何とかやりくりして、"休みの取り逃し"が生じないよ
うに対処しているという。

責任が重いマネージャー自身は連続休暇が取りづらそうにも思われるが、実際
には８月の夏休み時期に休む例が多いとのこと。

「NSWホリデイは、経営トップから役員も含めて取得することになっていま
す。経営会議が開催されないお盆前後に取得する役員が多いので、マネージャー
も同時期の８月に取得する方が多いようです」

1. 日本システムウエア

図表 2 　 ＮＳＷホリデイ利用者の月別分布
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「当社の場合、むしろ役員もマネージャーも、自ら率先してNSWホリデイを取
得しています。そのことが、各部署のメンバーにとっては休みの取りやすさにつ
ながっていると思います」（総務部総務グループマネージャー小鍛冶さおり氏）

●連続休暇の活用法を社内の掲示板で共有
社員にとってのNSWホリデイの魅力は、業務に支障がないように調整ができれ

ば、自分が休みたい時期にまとまった休みが取れる点。帰省や観光で各地が混み
合う時期を外して家族旅行に出掛けたり、料金が安くなる時期を選んで海外旅行
を楽しんだり、趣味や地域の活動に参加したり…など実際の利用方法も各人さま
ざまだ。

そうした中で、昨年の東日本大震災以降に増えているのが、NSWホリデイを利
用したボランティア活動への参加。会社も被災地ボランティアの活動を積極的に
支援しており、この秋には希望者を募って、現地でボランティア活動を行うバス
ツアーも予定されている。

さらに、昨年「ポジティブ・オフ」運動への賛同表明をした同社は、これを契
機として新たな取り組みも始めている。それは、社内の情報共有やスケジュール
管理に使用しているグループウエアの「掲示板」に、NSWホリデイをどのように
活用したかを写真付きで投稿してもらい、有意義に休暇を過ごすためのアイデア
を広げていこうというものだ。

掲示板に設けられた「ポジティブ・オフ・レポート」のコーナーを見ると、「ト
ルコに行ってきました！」「秋の旅日記」「富士登山」などの旅行記や、ボラン
ティア活動の参加報告、ミュージカルの公演を控えた地元の子ども合唱団の指導に
取り組んでいる模様など、バラエティに富んだレポートが紹介されている。

このコーナーに投稿した社員には、１回ごとに図書カードがプレゼントされ、
投稿回数の制限も設けられていない。特に被災地ボランティアのレポート投稿に
ついては、会社から活動を支援する意味合いを込めて、プレゼントの図書カード
が増額されているという。

「以前は社内報でも、NSWホリデイの利用レポートを紹介していたのですが、
このコーナーを設けてからは『自分も投稿してみようかな』という人が増えて、
多くのレポートが集まるようになりました。また、他の部門の人から『レポート
見たよ』と連絡が届いたり、離れていた同期入社の近況を知って連絡を取り合っ
たり、という具合にコミュニケーションの活性化にも役立っている様子です」
（西郷氏）
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●年休取得率も 66％に上る
年１回とはいえ、丸１週間の休暇を全社員が取得するために求められるマネー

ジャーのしっかりとした業務管理と社員のセルフマネジメント。それが活かされ
る場面は、もちろんNSWホリデイの運用だけにとどまらない。

例えば、特別休暇として付与されるNSWホリデイ以外の、年次有給休暇の同社
における取得率は、直近2011年度の実績で66.1％。ここ数年で見ても60％台半
ばで推移しており、平均的な水準（厚労省「就労条件総合調査」（2012年）の
全産業平均は49.3％）を20ポイント近く上回っている。こうした面でも、NSW
ホリデイの18年にわたる運用実績が、ONとOFFをうまくバランスさせるための下
地として機能していることは明らかだろう。

そしてもう一つ、仕事を離れても仕事に支障が出ない体制づくりが不可欠とな
るのが、社員の育児や介護を支援するワーク・ライフ・バランスの取り組みだ。

●「休み」に対する意識改革が
　ワーク ･ ライフ ･ バランスの充実にもつながる

同社が、社員の育児支援をはじめとするワーク・ライフ・バランスの推進に
向け、本格的な取り組みを始めたのは2004年のこと。その前年に次世代育成
支援対策推進法が成立したことを受け、社内改革のリード役として「花咲プロ
ジェクト」が発足。女性メンバーを中心に数名の男性社員を加えたプロジェク
ト事務局が、仕事と子育ての両立、育児休業からの職場復帰といった課題に対
する取り組み計画を立案し、各部門・事業所のメンバーと連携しながら活動を
進めていった。

このころ、すでにNSWホリデイが定着していた同社でも、家庭事情での休みは
なかなか取りづらい状況があったという。当時、プロジェクトの中心メンバーと
して活動した小鍛冶氏は語る。

「花咲プロジェクトの発足当初は、『仕事か家庭か』という意識の人が多くを
占めていました。そうではなく、『仕事も家庭も』という方向へ社内を変えてい
こう――ということを最大のテーマとして取り組んできました」

プロジェクトが力を入れたのは、仕事と家庭の両立に悩んでいる社員からの要
望・相談や、実際に育児休業を経験した社員の体験談など、生の声を吸い上げて
改善に活かしていくこと。悩みを抱える社員の相談窓口を設け、そこに寄せられ
た声に応えて、短時間勤務制度の適用期間延長など具体的な制度の見直しにも結
び付けた。 

1. 日本システムウエア
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その一方、職場の意識改革を進めるために、社内報を活用して「成功事例」の
情報発信にも力を入れた。

「自分が育児で休んでいたとき、上司や周りはこんなふうにフォローしてくれ
た。では、そのとき上司はどんなことに気を配っていたのか…ということをヒア
リングして発信し続けました。そうすることで、他の部署で同じようなケースが
出てきたときに、周りや上司に『できないよ』とは言わせないような風土を作ろ
うと思ったのです」（小鍛冶氏）

NSWホリデイの運用と同様に、ここでも上司がカギとなる。プロジェクトで
は、育児休業を取る人・その人の上司・同じ職場のメンバーというそれぞれ三つ
の視点から、注意すべきポイントを小冊子にまとめて配布し、職場での啓発を進
めていった。

そうした取り組みが効を奏し、女性のみならず男性の育児休業取得者も徐々に
増加。支援策の面でも、育休中の社員を対象としたｅラーニングの導入や、外部
業者と提携した家事代行サービスの優待利用など充実が図られ、出産・育児を理
由とした離職者の低下にもつながった。

こうして一定の成果が得られたことを受けて、「花咲プロジェクト」の活動は
昨年度でいったん終了。その後も、職場からの両立支援にまつわる悩みを受け付
ける窓口は設けているが、いまでは相談が寄せられることもなくなったという。

●他社へのアドバイス―「部下を休ませる」ことを
　労務管理上の責任として明示する

冒頭にも触れたように、IT業界には一般に「休みが取りづらい」というイメー
ジが付きまとう。就職活動で同社を訪れる学生からも、そうした質問は少なくな
いが、「社員から口々に、『NSWホリデイでしっかりリフレッシュできている』
という話が出て、安心する人も多いようです」（小鍛冶氏）とのこと。さらに、
これまで力を入れてきたワーク・ライフ・バランス支援の取り組みが、"女性が働
き続け、活躍できる職場"というアピールにつながり、業界に対するネガティブな
イメージの払しょくにも一役買っている様子だ。

NSWホリデイのこれからに関して、「いまのところ思い当たる課題はありませ
ん」と、西郷氏はきっぱりと言う。そこで最後に、同社の実績を踏まえて、連続
休暇制度を定着させるためのポイントについて尋ねてみた。

「１週間も会社を離れると、良くも悪くもその人の仕事ぶりが際立つことにな
ります。休むほうは、自分がいないことでトラブルになっては…という不安もあ
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り、制度だけ設けて放っておいては
うまく機能しません。やはり、休暇
を取らせる上司の責任を、規程に条
文化して明確にすることが大切だと
思います」

「上司の立場からすれば、短期的
な視点では、部下が休まないほうが
業績には都合が良いので、上司任せでは休ませないほうに振れてしまう可能性が
高い。だから、休ませることが上司にとっての大きなミッションである――とい
うことをはっきり伝えることが必要です。それを上司自身の、労務管理に関する
評価指標として位置づければ、責任を持って取り組まざるを得なくなります」

「ただし、職場の事情はさまざまですから、上司の責任を問う以上は、ある程
度は裁量に委ねる部分も必要です。実際、当社の場合も、休ませ方についてがっ
ちりとルールを作って、それを上司に実行させるということには無理がありま
す。責任を明確にしつつ、上司のマネジメントに任せる部分は柔軟に構えて、う
まく運用できるように働き掛けることが大切だと思います」（西郷氏）

執行役員  人事部長
西郷正宏氏

1. 日本システムウエア
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●キーワードは『ワーク・ライフ・インテグレーション』
今日、多様化が進む企業の休暇制度。その目的は大きく二つに分けられる。一

つは、結婚から出産、育児、看護、介護といったライフイベントから生じる従業
員それぞれの"オフ"へのニーズに対応すること。もう一つは、従業員が心身のリ
フレッシュや、仕事以外の場で自分がやりたいことに積極的に取り組む時間と機
会を生み出し、仕事に戻ったときの"オン"の場で活力を発揮できるような好循環
につなげようというものだ。

2012年の6月に「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、それをきっかけとして、
さらに積極的な休暇活用を進めようとしている同社の目的もまさにここにある。
その取り組みを象徴するのが"ワーク・ライフ・インテグレーション"というキー
ワードだ。

休暇制度の拡充：育児、介護、妊娠・出産などのライフサポートを中心に、休暇制
度をブラッシュアップ。夏季特別休暇は、本人が時期を指定して 5 日間取得可能

産休前三者面談：産休を控えた社員とその上司、人事スタッフが “ 三者面談 " を実施。
本人だけでなく、上司の理解も促す

社員ネットワーク：「ワーキングペアレンツネットワーク」「ボランティアネットワーク」
などの社員ネットワークが独自に活動し、休暇活用の社内啓発に一役買っている

2.

会社概要：医療用医薬品、ワクチン等の研究開発・製造・販売をグロー
バルに展開する米国メルク社の日本法人。万有製薬（株）とシェリング・
プラウ（株）の事業統合により 2010 年に設立
http://www.msd.co.jp/
本社：東京都千代田区九段北 1 － 13 － 12
設立：2010 年 4 月
従業員数：約 4400 人（2012 年 4 月 1 日現在）
平均年齢：40.6 歳
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「ワークかライフか、と対立的に考えてバランスをとるワーク・ライフ・バラン
スではなく、ワークもライフもともに充実を図っていこう、というのが当社の考
えです。ワーク・ライフ・インテグレーションという言葉には、ワークとライフ
の充実から相乗効果を生み出す意味が込められており、この考え方の浸透と実現
を、社員とともに推進していこうとしているところです」（人事部門 人事グルー
プダイバーシティ＆インクルージョンチームＨＲマネージャー 　金沢成美氏）

こう語りながらも、金沢氏は「取り組みはスタートしたばかりで、まだまだこ
れからです」と繰り返す。事業統合によって生まれた同社が、現在の体制となっ
てから歩んだ期間はまだ2年ほど。その中で同社が進めてきた取り組みと、これ
からの課題を以下に見ていこう。

●製薬会社共通の課題―休みがとりづらいＭＲ
同社の親会社である米国メルク社は、1891年に設立された医療用医薬品の老

舗メーカーだ。さまざまな疾患領域における革新的な新薬の提供で成長を続け、
今日ではファイザーやノバルティスとともに世界の医薬品業界を代表するグロー
バル企業の一つに数えられている。

現在のＭＳＤの母体の一つである旧万有製薬は、1952年に米国メルク社と販売
提携を結び、これを皮切りとして事業と資本の結び付きを強め、2004年には完
全子会社に移行。一方、米国では09年に同業大手のシェリング・プラウを米国メ
ルク社が買収し、これに伴う日本法人の統合によって2010年4月にＭＳＤが設立
された。

同社の組織は、大きく分けて営業・マーケティング、研究開発、医薬品生産、
管理部門の4部門からなり、職種別構成では全国に展開している営業所に所属す
るＭＲ（医薬情報担当者）が全社員の半数以上を占める。個々に医療機関や医師
を担当して営業活動に従事するＭＲには、事業場外みなし労働制が適用され、顧
客先へ直行直帰する柔軟な勤務体制が採られている。

ＭＲの仕事は、他職種に比べて不規則でハードなものと見られることが多い
が、同社の場合もその例に漏れない。担当する病院・医師の事情で面会時間が夜
遅い時間となったり、土日に行われる医師の講演会に合わせて出勤することも
しばしば。また、チーム制をとる職場とは異なり、担当者ごとに顧客先が分かれ
るため、誰かが事情で休む場合にフォローの体制がとりづらい課題もある。こう
した事情から、同社社員の多数を占めるＭＲも、本社や他部門勤務の社員と比べ
て、休暇取得率は低めにとどまっているのが現状だ。

2. ＭＳＤ
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このような課題を踏まえ、同社は旧2社の制度統合と並行して、各種休暇制度
の見直しを推し進めることとした。

●女性活躍の広がりが制度見直しを後押し
見直しに当たって同社は、社員のライフサポートの視点から、より利用しやす

い休暇の仕組みづくりにまず重点を置いた。その理由について、金沢氏は次のよ
うに語る。

「統合前の2社ではそれぞれ事情が違っていたのですが、大きな流れとして女
性社員が増える傾向にありました。いわば、出産や育児などのライフイベントに
今後直面する母集団が、徐々に大きくなる前兆があったわけです。そうなると、
年休や育休など既存の制度ではカバーしきれないケースも出てきますし、現にそ
れを理由に退職した人もいました」

「このまま何も変えなければ、優秀な新人を採用しても、また同じような理
由で辞めてしまうかもしれない。女性のみならず男性も、同じことの繰り返しに
なってしまうのではないかと考えたのです」

取り組みを後押しした背景には、他社と比較してＭＲ職での女性の躍進が進ん
でいる同社独特の事情もあった。

「統合前の旧万有製薬では、早い時期から女性社員をＭＲとして積極的に活用
していました。約20年前から女性ＭＲの採用を開始し、10～15年くらい前は、
新卒の採用数も女性のほうが多かったくらいです。このため、現在も家庭と両立
しながら働いているワーキングマザーが少なくありません」（人事部門  人事グ
ループ人事企画チーム  マネージャー　松岡裕一郎氏）

●ライフサポートを中心に休暇制度の充実を図る
［図表］は事業統合により同社が設立された2010年から、段階的に進められ

てきた休暇制度改定の主な内容をピックアップして示したものだ。いずれも、法
律で整備を義務づけられている制度や、従来から独自に構えていた制度をブラッ
シュアップしたもので、新たに設けられたものではない。なお、同社ではこれら
以外にも、配偶者の出産時や地震・風水害等に被災した家族の救護、骨髄ドナー
提供、裁判員選出時などのケースに、所定日数の特別休暇を有給で付与する制度
を従来から構えている。

改定された制度内容について見ると、①育児休業の開始後5日間の有給化は、
女性のみならず、配偶者である男性社員の取得率アップも意識している。男性社
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員が育児休業を取得するケースは同社でもまだ少数だが、土日の所定休日と組み
合わせて、せめて1週間は気兼ねなく会社を離れて家族と一緒に育児を経験して
ほしい、という思いを形にしたものだ。

同様に、④積立休暇の制度も、妊娠・出産を控えた社員本人および配偶者への
配慮と、利用しやすさを高める狙いから改定が行われている。

⑤夏季特別休暇は、5日間の連続休暇を取得するルールを以前から引き継いだ
ものだが、特別休暇と各人の年休を組み合わせていた旧万有製薬では、MRなど
多忙な部署での計画的取得が難しく、特別休暇で付与される2日分の消化にとど
まるケースが少なくなかったという。これを改善する狙いから、現行制度では5
日分すべてが特別休暇として付与されている。

直近の2011年度実績で見た夏季特別休暇の平均取得日数は4.2日。全社的には
以前より改善が進み、本社の部門ではほぼ100％取得できている一方、営業では
まだ取りきれていない実態がある。現場では、5日間の連続取得が事情で難しい
場合に一部を分割して先に取得し、そのまま残りが消化できないうちに過ぎてし
まうケースがしばしばあり、今後の課題の一つとして捉えられている。

●本人・上司・人事の三者面談で気兼ねなく休める環境づくり
こうして休暇の仕組みの面から出産や育児といったライフイベントへのサポート

体制はさらに充実したわけだが、これらをうまく利用してもらうためには、社員本
人と上司の理解を促すことが欠かせない。そのために同社が行っているユニークな
取り組みが、産休を控えた社員本人と上司、人事スタッフによる"三者面談"だ。

2. ＭＳＤ
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「面談では、『子育てと仕事の両立に関連して利用できる休暇やそのほかの制
度としてどのようなものがあるのか』『産休に入る前、復職する前に上司と本人
は何をしておくべきか』といった説明のほか、『休みの間はこのように過ごした
ほうがいい』とか『休み中も上司とは保育園探しの状況などコミュニケーション
を取ったほうがいい』といったことも話して、本人だけでなく上司にも理解して
もらうようにしています」（金沢氏）

地方の営業所など、直接の面談が難しい場合は電話会議で、また上司が同席す
ると話しづらいような場合は個別に面談する場合もあるが、そうしたときも上司
と本人の双方に必ず同じ情報をインプットしているという。

当然ながら、人手が限られる人事スタッフの苦労も少なくはない。
「でも、社員本人にとっては、集団で説明を受けたり、ガイドブックを渡され

たりするより、個別対応ならではの安心感があると、三者面談の取り組みを評価
してもらっています」（金沢氏）

●男性の育休事例を「見える化」
ライフサポートの充実を目指す一方、男性社員の育児参加に関しては、まだ

ハードルが高いのが現状だ。同社では休暇制度の充実と併せて、まだ例は少ない
ものの、男性社員が育児休業を取得した事例をモデルケースとして取り上げて紹
介し、社内での周知・啓発をさらに進めていきたいと考えている。

「人事部にいる私の部下の男性社員も、2人目のお子さんが生まれるときに1
週間育児休業を取りました。1人目が生まれたときはタイミングを逸して休めな
かったのですが、幸い2人目が出産というときには、ぜひ育休を取るように、周
りからも強く勧めました」

「事業統合後の多忙な時期で、本人も休みづらい様子だったのですが、"三者
面談"の中で金沢さんから冗談交じりに『集中治療室に入ったつもりで、上司は一
切部下に連絡は取るな。部下もメールを絶対開くな』と厳命されました（笑）。
本人も復職後、『限られた期間だったけれども、子育てを楽しめたし、とてもよ
かった』と話していました。こうしたケースを、社内でこれからもっと見える化
していきたいと考えています」（松岡氏）

●「社員ネットワーク」が社内啓発に一役
こうした社内啓発の取り組みの一つとして、同社が期待を寄せているのが「社

員ネットワーク」の活動だ。同社では現在、仕事と家庭の両立に関してお互いに
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相談したり情報共有を図る「ワーキングペアレンツネットワーク」、自発的に
社員参加型のボランティア活動を推進する「ボランティアネットワーク」、知的
障がい者の就労支援と社内啓発に取り組む「障がい者支援ネットワーク」、女
性リーダーの情報交換と次世代リーダー候補の育成に取り組む「Female Leader
ネットワーク」という四つの社員ネットワークが独自に活動を行っている。

いずれも「こうした活動に取り組むべき」という社員の発案を受けて、会社が
コアメンバーを募集して立ち上げたもので、現在はコアメンバーが中心となって
それぞれの活動を進めている。ネットワークが企画するセミナーなどは業務時間
中の開催も認められており、運営費用についても会社が一部を負担している。こ
のように会社公認のステータスを与えられていることから、社員ネットワークに
はその活動報告として、経営陣に対して年1回、それぞれのテーマについての提
言を行うことが義務づけられている。

ワーキングペアレンツネットワークは、以前、昼休みに昼食を取りながら、出産
や育児についての情報交換や、お互いの悩み事を話し合っていた社員のグループが
基となって発足した。現在も昼休みを中心に、家庭と育児の両立に関する問題を話
し合ったりしているほか、自主企画として子育てや介護、そしてそれらへの時間を
創出するためのタイムマネジメントを考えるセミナーなども開いている。先に東レ
経営研究所の渥美由喜氏を招いて行ったセミナーには、社内でも多くの関心が寄せ
られ、業務時間中の開催にもかかわらず全社で100人余りが参加したという。

同社では、こうしたネットワークの活動を通じ、これからのロールモデルとな
るような男女社員の育児体験談などを周知し、積極的な制度活用へと結び付けて
いきたいと考えている。

●ボランティア休暇を一度に 90 人が取得
休暇制度の活用と社員ネットワーク活動との関連でもう一つ、いま同社内で熱

を帯び始めているのが社員のボランティア参加だ。
同社では事業統合以前から、年間5日まで有給で取得できるボランティア休暇

制度を設けていたが、昨年の震災発生以前の利用者数は少数にとどまっていたと
いう。その後同社は震災を機に、ボランティア参加を奨励する意味合いから取得
可能日数を倍に増やし、さらに会社主催で、東北の被災地に赴くボランティア活
動ツアーを2回企画している。このツアーには全国から合計約60人の社員が参加
し、その参加者から挙がった「これからも継続的に活動していきたい」という声
に応えて、ボランティアネットワークが発足する運びとなった。

2. ＭＳＤ
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ネットワークのコアメンバーは、「ＭＳＤのミッションは『人々の生命を救
い、生活を改善する革新的な製品とサービスを発見し、開発し、提供すること』
であるから、会社として支援する地域を選定して、そこが復興を果たすまで継続
的に支援していくべき」と発案。検討の結果、候補に挙がったのが、震災で最も
大きな被害を受けた岩手県大槌町の吉里吉里海岸だ。

名物の「鳴砂」で知られた吉里吉里海岸の砂浜には、瓦礫や流木などが数多く
打ち寄せられ、かつての景勝は見る影もなく失われた。現在も民間のボランティ
アが復旧に従事しているが、その作業は砂に混じったゴミを少しずつふるいにか
けて取り除いていくという、膨大な時間と手間を要するものだ。その作業に、同
社の岩手県のＭＲが、休暇もとらず週末に手弁当で参加していたことをきっかけ
として、継続的な復興支援の活動場所に選ばれることとなった。

ボランティアネットワークは現地での活動の手始めとして、2012年9月の第
3・5週末に2泊3日で作業に従事するツアーを企画。社内に告知したところ、当
初30人×2回で予定していた参加者数は、全国からの応募で合計90人にまで膨
れ上がり、メンバーは急きょ宿泊手配の追加に奔走することとなった。北海道か
ら沖縄まで、全国の拠点から集まった参加者は、全員がボランティア休暇を取得
し、2日間作業に従事した。

海岸の気候が厳しさを増す現地で作業ができるのはこの秋口までとのこと。
ネットワークでは来年春に、再度、作業ツアーの企画を予定しているという。

●「ポジティブ・オフ」運動を軸に休暇促進の輪を広げる
このように、ライフサポートやボランティア支援をきっかけとした休暇制度の

利用は徐々に広がり始めた一方、年休や夏季特別休暇など、各人の休暇取得の促
進と活用拡大への取り組みはまだ緒についたばかりの段階だ。直近の2011年度
実績で見た全社平均の年休取得日数は7.5日にとどまっており、これを高めてい
くための意識と風土改革、働き方の見直しが今後の課題と考えられている。

その引き金として期待を寄せている「ポジティブ・オフ」運動の社内展開に向
け、同社のトニー・アルバレズ社長は、運動への賛同表明と合わせて今後進める
取り組みのメッセージを全社へ発信した。そこで挙げられたのは、

・休暇取得奨励キャンペーンの実施
・休暇を取得しやすい職場環境や風土の醸成
・業務が効率的に進められて個々人が能力を最大限に発揮できるような環境　

づくりや関連セミナーの開催
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・働き方の見直しにつながる啓発活動の実施
・長時間労働に対する削減対策の実施と改善例の共有
・各種休暇の利用方法や有効に取得している社員の紹介
――という六つの項目。これに合わせて、人事部門からは、ポジティブな休暇

活用を働き掛けるポスターや、休暇中のデスクに置いて「ただ今ポジオフ中！」
を知らせるツールなどを全社に配布し、社員を巻き込む取り組みをスタートさ
せている。このほか、同社では年内に、社員の家族を職場に招く「ファミリー
デー」の開催を予定しており、このタイミングに合わせて「ポジティブ・オフ」
を社員にアピールするキャンペーンの実施も予定されている。

社内展開のキーマンとなる管理職にも呼び掛けを強めている。毎年実施してい
る管理職研修では、休暇取得促進の意義を伝えるとともに「飛び石連休のはざま
の日には会議を設定しない」といった呼び掛けや、「部下本人や家族の記念日に
休みを取ることを推奨すること。そのために、まず管理職自身が記念日に合わせ
て休暇を取り、手本を示すこと」などの働き掛けを行っている。

業務の効率化・生産性向上への改革は、現在、同社グループ全体で取り組みを
進めており、先行している開発部門の成果を踏まえて、今後は営業部門でも見直
しに力を入れていく予定だ。

「業務効率化は、もちろん休暇取得を増やすことを主眼に行うものではありま
せんが、ゆとりが生まれた分はうまくリフレッシュにも活用してほしいと思いま
す。人事としては、こうした取り組みと連携しながら、"ワーク・ライフ・インテ
グレーション"が実践できているかを社員に問い掛けていきたい。それを通じて、
長時間働くことが美徳ではなく、効率よく、生産性を高めて貢献することが当社
の求める社員像であること。そして、うまくオフを活用して仕事への気力を生み
出し高めていってほしい――というメッセージをこれからも続けて発信していき
たいと思います」（金沢氏）

人事部門  人事グループ  ダイ
バーシティ & インクルージョン
チーム  ＨＲマネージャー　
金沢成美氏（左）　
人事部門  人事グループ  人事企
画チーム  マネージャー　
松岡裕一郎氏（右）

2. ＭＳＤ
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●他社を上回る年休取得率の裏側で､
　取得のバラつきや連続休暇の取りづらさが課題に

厚生労働省がまとめた最新データ（就労条件総合調査・2011 年実績） による
全産業平均の年次有給休暇取得率は 49.3％｡ これに対して､ 2011 年度の同社に
おける全社平均取得率は 78.8％と８割近くに上る｡

もとより同社では年休取得の取り組みが進んでおり､ ５年ほど前にさかのぼっ
ても､平均取得率は 75％前後で推移していた｡ それがさらに 80％近くまでにアッ
プした一因が､ 2006 年に導入した「ライフサポート休暇」だ｡
「ライフサポート休暇」は､ 簡単に言えば「年次有給休暇を２日以上連続で取

得すると､ " おまけ " として特別休暇が付与される」というもの｡ 他社には例を見
ない､ 同社独特のユニークな仕組みだが､ その狙いは､ 単に年休取得率のアップ

ライフサポート休暇：年休を 2 日以上連続で取得すると、年度に 1 回、1 日の特別
休暇が付与されるユニークな仕組み。30 歳以降の節目の年には、特別休暇が 3
日に

総労働時間の削減：年休取得へ向けたゆとり創出につなげるため、①ラインマネジ
メントの徹底、②業務効率化による総労働時間削減に取り組む

現場管理職の意識改革：部下への目配りを密にするよう、人事部が働き掛ける。課
員の休暇日数データを評価面談前に提供するなど、人事部も現場をサポート

3.

会社概要：高機能材料、石油化学製品、情報電子、ライフサイエンス等
の分野における各種化学製品の研究・開発・製造・販売。旧三菱化成と
旧三菱油化の合併により、1994 年 10 月に三菱化学として新発足した。
http://www.m-kagaku.co.jp/
本社：東京都千代田区丸の内 1 － 1 － 1 パレスビル
設立：1950 年 6 月
従業員数：5828 人（単独、2012 年 3 月 31 日現在）
平均年齢：39.3 歳
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のみを目指したものではない｡ 大き
な目的としてはワーク・ライフ・バ
ランス（WLB） の推進とそれに向けた
環境整備｡ さらには､ 休暇取得促進
をめぐる次のような課題の改善がそ
の狙いとして挙げられる｡

その課題の一つは､ 部署あるいは
個人の事情による休みの取りづらさ､ 年休取得のバラつきの問題だ｡
「ライフサポート休暇の導入以前も､ 全社平均で見た年休取得率は世間より高い

水準にありましたが､ 全社員が満遍なく取得できているかといえば､ 必ずしもそう
ではありませんでした｡ 例えば､ 部署の人員配置による事情､ あるいは個々人の役
割や担当業務などからの事情で､ なかなか取得が進まないケースも散見されたので
す｡ 労働組合からも､ 部署間､ 社員間で取得率にバラつきが出ている点は､ 都度指
摘されていました」（人事部  労制グループ  グループマネジャー　前川博昭氏）

もう一つの課題は､まとまった日数での連続休暇がとりづらいという問題である。
一般社員の約半分を占める製造部門の交替勤務者は､ 勤務スケジュールに合わ

せて休みの計画を立てやすいことから比較的年休取得が進んでいた一方、シフト
勤務の都合から１日単位で休むケースがほとんどで､ むしろ連続休暇は取りづら
い状況にあった｡ 一方､ 常昼勤務者は､ 交替勤務者に比べて業務が属人化しがち

（代替者の確保が難しい） なため､ 誰かがまとまった休みを取ったときに､ その仕
事をどうフォローするか､ という点が連続休暇の取りづらさを招く一因になって
いたという｡

こうした背景から､ 春季交渉の場でも､ 労働組合から「みんなでまとまった休
暇を取得できる仕組みを考えられないか」という提案がなされていた｡ そこで同
社は､「年に１回は全員が長期休暇を取得できる制度､ 環境を整える」（前川氏） 
ことに踏み切ったわけである｡

●土日を絡めれば５連休､
　30 歳以降の節目の年には１週間以上の連続取得が可能
「ライフサポート休暇」は 2006 年７月からスタートしている｡ その導入に当た

り､ 同社がポイントに据えたのは次の３点である｡
・まずは定期的に､ 一定期間の連続休暇が取得できる環境づくりの呼び水と位

置付ける

人事部
労制グループ
グループマネージャー
前川博昭氏

3. 三菱化学
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・ 特に､ ほとんど休暇を取得できていない層の休暇取得促進を図る
・ 単に休暇日数を増やすのではなく､ 各自の年休取得と組み合わせた取得を原

則とする
これらを具体化するために導入された仕組みは､ 次のようにシンプルなもので、

導入以来変更なく現在まで運用されている｡
制度の対象は､「勤続１年以上」の全社員で､「年休を２日以上連続で取得する

場合､ 年度につき１回､ １日の特別有給休暇が別途付与」される｡ もちろんこの
特別有給休暇は､ 連続取得を申請した年休と組み合わせて取得することが前提だ。
取得時期に制限はなく､ 年度内の任意のタイミングで利用可能である（ただし､
当年度に取得しなければ失効し､ 翌年度への繰り越しは不可）｡

ライフサポート休暇の付与日数は､ 節目に当たる年齢の年にはリフレッシュ
の意味を込めて３日に引き上げられる｡ その対象となるのは､ ４月１日時点で
30､ 35､ 40､ 45､ 50､ 55 歳に当たる年である｡

こうした仕組みにより､ 申請した年休と特別休暇､ さらに土日を合わせれば通
常で５連休､ 30 ～ 55 歳の節目の年には１週間以上の連続休暇が可能となる｡

●「オン／オフ」の意識的な切り替えで生産性アップにも期待
前川氏は､「あくまでまとまった年休を､ 連続して取ることに意味がある」と

強調する｡
「個々の社員に目を向ければ､ こうした休暇は､ 家族とのつながりを強めたり､

あるいは地域活動に参画するなど､ 自身の社会的責任を再考したりするきっかけ
にもなるはずです｡ 仕事だけしていれば､ 高い成果が上がるかといえば､ そうと
は限りません｡ 逆に､ 会社以外のフィールドに目を向けることで､ それが仕事に
取り組む上で新たな風を吹き込んでくれる場合もあります｡ このように､ ある程
度まとまった休みを､ 通常の土日以外に取るのは､ WLB の観点からも大切なこと
と考えています」
「メリハリを持って働くこと､『集中して働くとき』と『仕事から完全に離れて

休むとき』のオン／オフを意識して切り替えることが､ 結果的には生産性の向上
につながります｡
『高い生産性』とは､ 基本は " 定時に完了するよう仕事をやりきる " ことであり、

個々人の役割､ 立場に応じて期待されるパフォーマンスを 100％発揮することだ
と考えています｡ 当社の現状では､ 生産性向上の余地はまだまだあるとの認識で
あり､ まずは密度の濃い仕事をする､ いい成果を上げるため､ ぜひ進んで連続休
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暇を計画してほしい――と折に触れて社内啓発しているところです」

●総労働時間を削減し「ゆとり」を創出｡
　マネジメントと業務効率化がカギ

もちろん､ 連続休暇の仕組みだけ作っても､ 利用できる環境になければ意味が
ない｡ そこで同社では､ 年休取得へ向けた「ゆとり」創出にもつながる､ 総労働
時間削減のためのさまざまな取り組みを並行して進めている｡

取り組みの柱は､ ①ラインマネジメントの徹底､ ②業務効率化の二つで､ 具体
的には次のような施策を実施している｡
①ラインマネジメントを通じた長時間労働の解消

・ 各所属長が部下の業務内容や労働時間を適正に把握し､ 特定の社員に業務が
過度に集中しないよう業務分担を適正に保つ

②業務効率化による時間外・休日労働の削減
・ 社内説明資料の簡素化や会議内容・会議開催時間の見直し
・ ノー残業デーの設置（週１回）
・時間外労働管理の徹底（上司への申告徹底→上司による要不要の判断の厳格

化）
・ 本社オフィス消灯（20 時） 等､ さまざまな取り組みを実施
このうち､ 同社が特に重要と位置付けているのは､ ①のラインマネジメントに

よる業務の管理と配分の見直し・調整である｡ 仕事そのものの見直しがないと、
本質的な効率化は図れない､ という認識だ｡
「この部分は､ 実質的には緒に就いたばかりで､ 取り組み途上にあります｡ 上

司が部下の仕事をきちんとチェックし、まずは業務の棚卸しを行う｡ 部下が今ど
んな仕事を､ どういう手順でこなしているかの把握にはじまり､ 要不要の仕分け
や進め方に関する個別のアドバイス､ " 無理・無駄 " な作業の徹底した排除など､
打ち手は多岐にわたります｡ 目下､ 各部署で対応してもらっていますが､ 進

し ん

捗
ちょく

状況にムラがあるため､ 引き続き腰を据えて取り組む必要があると考えています」
「業務のマニュアル化も重要な課題です｡ 部署・部門を問わず､ 現在も『暗黙知』

のまま属人化している業務がかなりあります｡ 特に､ ベテランになればなるほど
" タコツボ化 " して､ 個人のセンスやスタイルに負うところ大となりがち｡ これ
を『形式知』に変換し､ その過程で簡略化・効率化した上で､ 共有化・マニュア
ル化していくことが､ 特にスタッフ職では代替者の確保という点でも欠かせませ
ん」（人事部  労制グループ　高原寿人氏）

3. 三菱化学
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●トップの " 熱い思い " あっての浸透
トップの明確な意思表示､ そして現場管理職の意識改革も欠かせない｡ 前者に

ついては､ ライフサポート休暇を導入した 2006 年､ 当時の社長名で " 働き方を
変えていこう " との社内メッセージを発信した｡「遅くまで残業していることが美
徳ではない､ 業務を効率化してゆとりを生み出し､ さらに高度な仕事やリフレッ
シュのための余暇に充てる工夫がこれからは必要だ」と呼び掛けた｡
「不定期ではありますが､ 何かの節目､ 例えば社長交代時や人事制度の導入､

見直しの際､ あるいは年２回の労使の経営協議会などで､ 経営としての " 思い " 
を社員に伝えるようお願いしています｡ 人事部から発信することもありますが､

『ゆとり』『WLB』『効率化』などキーワードだけ出されても､ 社員にはあまりピ
ンと来ません｡ トップがその都度､ 経営的な視点も交えつつ､ 会社全体として取
り組む意義や社員にとってのメリットを自身の言葉で直接訴え掛けることで､ 受
け手の印象や腹落ち感も違ってくると実感しています」（前川氏）

●マネジメントの意識改革で部下も職場も変わる
現場管理職の意識改革に向けた取り組みも進めている｡ 具体的には､ 年１回行

う上司・部下の業績評価面談で､ 部下の業務進捗の把握やさらなる効率化へ向け
た議論､ ライフサポート休暇を含む年休取得の意識喚起を図るなど､ マネジメン
トとして部下への目配りをより密にするよう､ 人事部から働き掛けている｡ その
前提として､ 日常のコミュニケーションが何より重要と考え､ その都度部下の状
況を踏まえたアドバイスや仕事の与え方を工夫するよう依頼している｡「こうし
た取り組みの成否は､ 職制の意識いかんに懸かっている」（前川氏） からだ｡

人事部も可能な範囲でサポート｡ 例えば､ 課員の年休の残日数や更新時､ ライ
フサポート休暇の付与日数データは､ 評価面談に先だって職制に提供する｡ 職場
の業務進捗ミーティング等も活用し､ 中長期の予定を全体共有する際､ 計画的な
取得を積極的に話し合うよう促している｡
「また､ " 率先垂範 " ではないですが､ まずは職制から効率化を､ 休暇を取得す

るためのゆとりを持つよう心掛けることも大事です｡ マネジメントとして､ 大所
高所からその重要性やトップの " 思い " を十分理解した上で､ 部下に自分の言葉
で語り､ こうした環境を自部門で創出するにはどうすればよいか､ 雰囲気づくり
を含めてメンバー全員で考える｡ そのために､ 人事から職制に意識改革を促し､
その流れを職制が個々の課員に広げ､ 職場全体で働き方を問い直す――それぞれ
の立場で意識・行動変革を進めることがポイントとなります」（前川氏）



39

●連続休暇の取得率は一般社員で８割に｡ 残業時間数も着実に減少
導入から６年目を迎え､ 年休の取得率は着実にアップしている｡ 冒頭でも紹介

したように､ 導入前の取得率（一般社員ベースで平均 75％程度） と比較すると、
2010 年度 79.7％､ 2011 年度 78.8％となり､ ４～５ポイント上昇した｡ 常昼勤
務者､ 交替勤務者別に見ても､ 同程度の増加を示している｡

また､ ライフサポート休暇の取得率は､ 一般社員平均で約８割（2010 年度
79.2％､ 2011 年度 79.4％） と､ ほぼ年休取得率と同水準で推移｡ 同割合は､「少
なくとも２日以上連続した年休」の取得率でもあり､ 同休暇制度の導入目的の一
つ「まとまった連続休暇の取得促進」にも確かに寄与しているようだ｡

ちなみに、同社では８月第２～３週については「会議のない週」として､ 原
則会議を開催しないこととしており､ この期間にライフサポート休暇を取得する
ケースが多いとのこと｡

また､ 時間外労働､ いわゆる残業時間数についても､ 従来月 20 時間台前半で
推移していたものが､ 特にここ数年では同 20 時間前後に減少しており（2011 年
度は震災の影響等でやや上昇）､ 効率化の意識づけとその実践が少しずつ実を結
んでいるといえよう｡

特に､ ライフサポート休暇に関する社員の反響は大きく､
・ 連続休暇は､「同期間ならではの過ごし方をする」ことを前提に取得するので、

普段の " 細切れ " の休みとは異なり､ いろいろ考えや計画を巡らせることに
なり新鮮

・まとまって休むため､ 周囲への声掛け､ 連携が必要不可欠｡ 職場のメンバー
同士が効率よく仕事を回す､ 引き継ぎ合うという意識が自然に芽生え､ これ
までの仕事の姿勢を再考するきっかけにもなった

――など､ まさにこうした取り組み実績を裏打ちする､ 高い意識に基づく声が
多く聞かれたという｡

●多様に展開する WLB 推進策
これまで触れたように､ 休暇取得の改善に向けた同社の取り組みは､ WLB 推進

という大きな目的と結び付いている｡ すでに社内に定着しているライフサポート
休暇は､ 休暇活用の幅を広げて､ オフの充実を図る一策として成果を上げている
が､ 同社の施策はこれのみにとどまらない｡

オフの時間の活用を前向きに支援する――とりわけ社会貢献活動を推奨する観
点から､ 同社では､ ボランティア休暇・休職制度､ 骨髄提供のためのドナー休暇

3. 三菱化学
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などの制度も構えている［図表］｡ 昨年の東日本大震災の発生後には､ 年５日間
付与されるボランティア休暇の利用を社員に推奨するとともに､ 会社からの呼び
掛けで被災地ボランティアの支援活動を実施。NPO 法人と連携して､ ７月から
12 月にかけて岩手県一関市を中心に行った支援活動に参加した社員の数は延べ
約 200 人に上っている｡

また､ 休暇制度以外の取り組みでは､「必要となったとき､ 利用できる仕組み
があることが重要」（高原氏） という観点から､ 育児や介護といったライフイベン
ト､ 配偶者の転勤など家庭事情の変化に対応して､ 同社で働き続けられるよう支
援するための制度を充実させている｡

例えば､ 法で義務づけられている育児・介護に伴う休職等の制度については、［図
表］に見るように､ いずれも法定を上回る手厚い内容で設定｡ さらに､ 社員から
要望の多かった結婚､ 共働きに伴うキャリア継続上の不安を解消するための施策
として､ ①育児期間中に最長３年まで転居を伴う異動を留保する「転勤一時見合
わせ制度」､ ②離れて住んでいる配偶者の居住地への異動申告を認める「勤務地
自己申告制度」､ ③３年を上限とする「海外転勤同行休職制度」を 2010 年４月か
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ら導入している｡
こうした両立支援の取り組みは社

外からも高く評価され､ ワーク・ラ
イフ・バランス推進会議が主催して
いる「第５回ワーク・ライフ・バラ
ンス大賞」（2011 年） では優秀賞の表
彰を受けている｡
「女性でも､ 働き方のスタンスは人それぞれですが､『仕事を続けたい』と思っ

ている人に､ より能力発揮が可能となる場を提供する｡ さらには､ 個々の価値観
の違い､ あるいは同じ人でも育児や介護など､ ライフステージで異なる最適な支
援を､ 広い意味で『オン／オフのメリハリある働き方』を促す仕組みとして提供
したい､ ということです」（高原氏）

●今後も各制度の活用を促す働き掛けを推進
一連の取り組みの進捗について､ 前川氏は次のように振り返る｡

「現行では､ ライフサポート休暇をはじめ､ 女性を中心とした支援制度や労働
時間削減策など、仕組み自体は整ってきていると考えています｡ 当面は､ より導
入の趣旨に沿った形での活用を促し､ 定着させていくことを最優先に取り組む方
針です」
「例えば､ 年休取得率が８割あるといっても､ それは裏を返せば､ ２割は取得

しきれていないということ｡ また､ 管理職は一般社員に比べて依然取得率が低く
（５割台）､ 一般社員についても､ 個人ごとの取得のバラつきは十分に解消できて
いません｡ 部署間にも同様の課題が残っています｡ ただ､ 一連の取り組みで､ こ
うした状況がより浮き彫りになったと言えますので､ 今後はこれらの層に重点的
に､ 年休であれば取得を妨げる要因は何か､ それを除去する打ち手はどうあるべ
きか等､ 検討していくことになるでしょう」
「これまでの取り組みから､ 顕著な効果として感じるのは､ 全社的に働き方の

マインドチェンジが着実に進んでいることです｡『労働時間を減らす』『休みを増
やす』意義をくみ取り､ 社員がそれぞれの立場で考え､ 実践する風土が徐々に根
付きつつあります｡ もちろん､ 直ちに具体的な成果が期待できるわけではありま
せんが､ まずは個々の社員､ 各職場単位でオンとオフの切り替えが徹底されれば、
高いレベルでの WLB が実現し､ 会社としても直接的な業績への貢献以上に得る
ものが大きいと考えています」

人事部
労制グループ
高原寿人氏

3. 三菱化学
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●マネージャーから年休取得の声掛け
「○○君、来月の 20 日あたりでいまの案件が一段落しそうだから、このへんに

休みを充てたらどうだろう？」
プロジェクトを束ねるマネージャーからメンバーへの一声。皆さんの職場では

日常、こうした会話が交わされることはあるだろうか？どちらかと言えば、「金
曜日に悪いけど残業してくれないか？」とか「大詰めなので今度の連休は出社し
てほしい…」といったケースがほとんどではないだろうか。

今回紹介する NEC ソフトは、大手総合電機メーカー NEC の 100％子会社で、
グループの中核を担うソフトウェア会社。もちろん、残業や休日出勤がないわけ
ではなく、むしろ顧客対応やプロジェクトの進行フェーズによっては、残業続き
となることも決して珍しくはない業態である。

「プロジェクト休暇」制度：業務が一段落する節目のタイミングにマネージャーが
声掛け・調整をして、年次有給休暇の取得を促進

年休の計画取得：年休を充てて 5 日間の休暇を取る夏季休暇、各人が年 2 日の休み
を自由に設定する「アニバーサリー休暇」により、年休の計画的な取得を推進

取得促進への意識付け：マネージャー以上の管理職に、毎年、マネジメント研修を
実施。事業部の積極的な取り組みをたたえる表彰制度も創設

4.

会社概要：NEC グループの中核を担うソフトウェア企業。システム構築
や保守・運用などの IT サービス提供、各種ソフトウェアの開発を通じ、
顧客の「知的価値創造」への貢献を目指す
http://www.necsoft.co.jp/
本社：東京都江東区新木場 1 － 18 － 7
設立：1975 年 9 月
従業員数：4898 人（2012 年 3 月末現在）
平均年齢：39.0 歳
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とかく休みが取りづらいイメージが先行しがちな情報サービス業界にあって、
同社の年休取得率は 2011 年度の実績で、実に 75.0％に達している。その背景に
は、冒頭の対話のような年休取得を推し進める施策、事業部トップから現場のマ
ネージャーまでに休暇取得への意識付けを図る取り組み、そして情報共有と対話
を絶やさず、課題と対策をともに考える労使の取り組みがある。その幾つかには、
効果的な休暇取得策のアイデアに悩む企業にとって、ヒントとなるものがありそ
うだ。

●各人の有給休暇の「取り方」を工夫して休暇取得の促進につなげる
有給休暇の取得率がなかなか上がらない企業では、何らか特定の対象や事由に

合わせて特別休暇を新設し、休暇の取得促進につなげようという例も少なくない。
これに対して、同社の取り組みで特徴的なのは、各人にもともと付与されている
年次有給休暇の「取り方」を工夫することによって、効果的に取得率を高めてい
る点である。当然、新しい制度を設けるのに比べてほとんどコストもかからない
ため、会社にとってのメリットも大きい。

そうした工夫の一つに挙げられるのが、冒頭のマネージャーからの呼び掛けの
例で示した「プロジェクト休暇」制度だ。2007 年の 6 月に導入されたこの制度は、
案件ごとのプロジェクト単位で動いていく業務の特性に合わせ、業務が一段落す
る節目のタイミングに年休を活用して連続休暇を取得する、というものである。

同制度を導入した 2007 年に、同社はワーク・ライフ・バランス推進に向けた
取り組みを強化する狙いから、タイムマネジメント改善のための施策を相次いで

4. ＮＥＣソフト
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打ち出した。課題とされた時間外削減については、労使で協定した定時退社奨励
日に、社内放送や職場パトロール、メール通知などによって退社を徹底する取り
組みを実施。一方、年休取得に関しては、積極的に休みを取る社内風土がすでに
ある程度根付いていたものの、業務の繁忙や部署によっては休みづらい事情など
もあり、当時の取得率は 60％台で推移していた［図表 1］。

年休をより活用してもらうためにはどんな手だてが有効か。毎月 1 回、定例的
に行われる労使協議の場でも、この問題について時間をかけた議論が行われ、そ
こから「上司の計画に基づいて休暇取得を図る」という結論に至ったわけである。

●プロジェクトの節目に合わせて休暇を調整し、マネージャーが自ら申請
同社の社員構成は、スタッフ部門の人数が全体の約 1 割強。残りの約 9 割弱は

ソフトウェア開発やシステムインテグレーションのサービスに従事する SE・技術
者等が占める。それぞれが属するプロジェクトの終了時や進行フェーズの大きな
節目に、マネージャーの計画・調整によって休暇を取得。それによりメンバーが
節目を共有して心身を休め、次への活力を養う――というのがプロジェクト休暇
の狙いだ。

休暇制度と銘打っているものの、さほど細かなルールや制約はない。前記のよ
うな仕事の節目を捉えて 1 日以上の年休を取得し、原則として土日の休みに接続
して連続休暇とすること。各人の年休を充てるため、「○日以内」といった決ま
りもなく、付与されている年休の残日数の範囲で、業務運営上の問題等もなけれ
ば「連続で 1 週間」といった取り方も可能だ。加えて、「プロジェクト休暇を年
○日取るように」といった目標値の定めもない。ちなみに、同社の年休付与日数
は入社とともに 20 日が付与され、勤続満 5 年で 21 日、満 15 年以上は 22 日と
定められている。

こうして見れば、まさに取り方を変えただけで、通常の年休取得とどう違うの
か？――ということになるが、ポイントとなるのはマネージャーの役割だ。プロ
ジェクトの計画と進行に合わせて節目を見て取り、A さんはこの時期に、B さん
はこの時期に…という具合に、同時期の集中を避けながら各人に呼び掛けて話し
合い、いつプロジェクト休暇として休みを取るかを設定していく。
「休暇計画の立て方は、プロジェクトの事情に合わせて決めるよう、各マネー

ジャーに任せています。中にはプロジェクトがスタートする段階で、メンバーの
プロジェクト休暇の取得予定を織り込んで全体スケジュールを決めているケース
もあります」（人事総務部  労務厚生グループ  リーダー　丸岡  晶氏）
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この制度の導入当初は、休暇計画の設定・調整だけでなく、メンバーが取得す
るプロジェクト休暇の申請もマネージャーが行うというユニークな運用がなされ
ていた。その後、マネージャーの業務量の見直しや、申請方法の更新等により、
休暇申請自体はメンバー各人が行うよう改められたが、そのほかについては導入
以来大きく変更された点はない。

●休みの取りやすさだけでなく、
　職場内のコミュニケーションを高める効果も

制度導入からのプロジェクト休暇申請件数（2011 年度の途中からは取得件数
を計上）　は［図表 2］のように推移している。直近の 2011 年度は全社で 1004
件、年度途中からの導入となった 2007 年度との比較でも 1.5 倍余りに増加。特に、
制度導入以前に休暇取得が伸び悩んでいた部門での利用が増えており、全社で見
た年休取得率アップへの貢献も大きい。

制度導入後のメリットとしてまず挙げられるのが、周囲への気兼ねが減り、連
続休暇が取りやすくなった点。以前から休みが取りやすい風土がある程度根付い
ていた同社でも、忙しい職場では、自分の仕事が一段落しても周りが忙しくして
いる中では、やはり休暇申請を切り出しづらい雰囲気があった。そうした中でも
プロジェクト休暇は、マネージャーが自ら調整してメンバーに呼び掛ける、いわ
ば " お墨付き " の連続休暇であり、休む側にとっても心理的な負担の軽減につな
がっている。

また、業務計画に休暇予定が事前に織り込まれ、周囲への " 見える化 " が図ら
れることにより、マネージャーや同僚と、業務の分担やお互いの仕事をフォロー
するために話し合いを持つ機会が増え、コミュニケーションの活発化にもつな
がっている。

区　分

2007 年度

2008

2009

2010

2011

申請日数

645 日

945 　

1,062 　 

778 　

1,004 　

[ 注 ] 管理方式の変更により､2011 年度の途中から
　　 ｢取得｣実績を計上している｡

4. ＮＥＣソフト
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ちなみに、プロジェクト休暇は全社的な取り組みとして導入されており、主な
対象は SE などの技術者を想定しているが、それ以外の部署、例えば本社スタッ
フ部門でも利用することができる。人事総務部では、昨年から取り組んできた新
しい勤怠管理システムの導入が 2012 年 3 月に完了し、一段落した節目を捉えて
4 月中旬に連続休暇を取得した例などがあるという。

●夏季休暇は年休 5 日を計画取得、取得状況は労使でチェック
同社の休暇制度では、前記のプロジェクト休暇のほか、各人の年休を充てて運

用しているものがさらに二つある。そのうちの一つが、プロジェクト休暇より以
前から設けられている夏季休暇の制度である。

同社では、全社一斉の夏季休暇は設けておらず、毎年 7 月から 9 月末までの 3
カ月間に、各人の年休を充てて 5 日の休みを取ることを労使協定で定めている。
取得時期の選択は自由で、連続取得を義務付けるルール等はないが、土日と合わ
せて 9 連休とすることを推奨している。この休暇に充てる日数は従来 4 日とされ
ていたが、年休の取得促進を図るため、2009 年度から 5 日に引き上げられている。

時期を区切って取得するルールであるため、　業務の繁忙などによって、5 日の
休みを取りきれない人も中には出てくる。人事総務部では毎年 10 月に取得状況
をチェックし、未取得があった場合は各事業部に連絡し、「その分の休みをこの
時期に取ります」と宣言してもらい、その内容を労組と共有している。無論、指
定の期間中に休みが取れなかったからといって罰則があるわけではないが、その
分の休みは確実に取得してリフレッシュに充ててもらえるよう、フォローには力
を入れているという。

● 各人が年 2 日の休みを自由に設定する「アニバーサリー休暇」
もう一つ、年休を利用したリフレッシュの施策として取り入れたのが「アニバー

サリー休暇」だ。2010 年 4 月から導入されたこの制度は、その名前のとおり、
各人が決めた「記念日」に充てて年休 2 日を計画的に取得するというもの。

先のプロジェクト休暇は、それぞれの業務の都合により、取得日を早い時期に
特定できないケースも少なくないが、アニバーサリー休暇は事前に「記念日」と
して「いつ休むか」を宣言することができる。いわば自分で " 見える化 " する休
暇であり、人事総務部からは毎年度末のタイミングで全社に通知を出し、新年度
のアニバーサリー休暇をいつ取得するかを設定するよう呼び掛けているという。
「休暇に充てる記念日の例としては、本人や配偶者、子どもや父母など家族の
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誕生日、結婚記念日などを挙げていますが、厳密に『こういう記念日でないとダメ』
といったルールは設けていません。自分にとってその日が何かの記念日だと思う
日や、あるいはその翌日でも OK です」
「全社で見たアニバーサリー休暇の取得状況は、2011 年度の実績で延べ 3400

日余り。全社的な年休取得率アップへの貢献度は、実際にはまだ微々たるもので
す。それでも、何かのきっかけで、周りに気兼ねなく休暇を申請できるようにす
ること。そうしたことを会社が勧める姿勢を示すことで、より年休が取りやすい
雰囲気が職場に生まれてくれば、それでよいだろうと考えています」（丸岡氏）

●年休以外に特定の事由で年 5 日の特別休暇が利用できる
　「クローバー休暇」

以上に紹介した三つの制度が、年休の「取り方」を工夫して取得率アップにつ
なげている同社独自の施策である。

ところで、企業で働く人が年休を取る場合、　その目的・理由は、旅行・レジャー
もさることながら、自分や家族の病気、あるいは子どもの学校行事などの事情で
申請するケースが多いと思われる。そのために、「いざというとき年休が残って
いないと困る」「みんな忙しい中、家族の事情では休みを切り出しづらい」といっ
た心理から年休取得が進みにくい――ということも多いだろう。

同社が属する NEC グループでは、こうした社員本人の病気や、家族の看護の際
に利用できる特別休暇として 1992 年に「医療看護休暇」を導入。さらに 2002
年には、ワーク・ライフ・バランス推進の視点から、家族介護や子どもの学校行
事参加、ボランティア活動、自己啓発などにまで利用可能な事由を広げた「ファ
ミリーフレンドリー休暇」へと改めている。

この制度は現在、NEC グループ全社で取り入れられているが、同社では名称だ
け独自に「クローバー休暇」と名付けて導入している。社員本人と家族と社会の
ため、多目的に利用できるというイメージを、幸福の象徴であるクローバーの " 四
つ葉 " になぞらえたものだ。

クローバー休暇は、年休とは別に年 5 日、有給の特別休暇として付与され、年
度内に利用しなかった場合には最高で 4 年間、日数で 20 日まで繰り越すことが
できる。前記のように、「こういう場合に利用できる」という事由は特定されて
いるが、通常の年休とどちらを優先して取得するかは特にルールとして決められ
ておらず、社員各人の判断に委ねられている。2011 年度の実績で見たクローバー
休暇の取得日数は全社平均で 1 人当たり 1.8 日となっており、本人または家族の

4. ＮＥＣソフト



48 Part １　企業事例編　先進 8社の「休暇取得促進」ケーススタディ

病気による取得が多いという。

●仕事を離れた社員同士のつながりが
　休みを取りやすい風土づくりにつながる

前述のとおり、同社の年休取得率は 2011 年度平均で 75.0％と高水準に達して
いる。これまで紹介した各種制度の効果もさることながら、企業風土として根付
いた " 休みの取りやすさ " がそこに見て取れる。
「社員の間でも『休みの取りやすい会社』という評価が根付いていますし、そ

れは当社独自の " 文化 " とも言えると思います。さらに、プロジェクト休暇など
の制度を入れたことにより、『休みの計画を立てるのが楽しいし、仕事へのモチ
ベーションが上がった』といった声も社員からは聞かれています」
「休みを取りたい時期に取れるよう、うまく仕事を回していくには、当然、制

度や計画だけではなく、お互いにフォローしあう社員同士のコミュニケーション
が大切です。その点、当社はグループ企業の中でも文化・体育活動が特に活発で、
仕事以外の部分でも仲間意識が育まれる機会が多いのだと思います。社内イベン
トも活発に行っていて、労使共催の球技大会は会社創立期以来の定例行事として
定着していますし、社内サークルも活発に活動しています。社員同士だけでなく、
家族の顔まで見えるようなつながりの深さが、休みを取ることへの理解や企業風
土にも結び付いているのだと思います」（丸岡氏）

●事業部のトップから現場のマネージャーまで、
　休暇取得促進への意識付けを徹底

こうした風土の下でもやはり多忙な日常、仕事と休みのメリハリを考えながら
職場を回していくには、やはり管理職の意識と行動がカギとなる。

まず、部長クラス以上に対しては、年 4 回行われる幹部会議の 4 月・10 月の
開催時に、休暇取得実績をはじめとする勤務状況のデータを開示し、取得率が低
迷している事業部については改善策を検討してもらうよう、人事総務部からメッ
セージを発している。

こうした事業部レベルでの取り組みの、いわば後方支援策となっているのが、
プロジェクト休暇と同じ 2007 年からスタートした「ワーク・ライフ・バランス
推進部門表彰制度」だ。

この制度は、全社平均値を基準として、①休暇取得実績、②定時退社奨励日の
退社時間、③時間外勤務時間等の実績を測って事業部単位で順位付けし、上位の
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事業部を表彰するというもの。特に、プロジェクト休暇やアニバーサリー休暇の
取得実績が高いウエートで評価される形となっており、各事業部での取り組みを
促すインセンティブとなっている。

一方、マネージャー以上の管理職には、毎年 1 回、全員に参加を義務付けるマ
ネジメント研修を行っており、その機会を利用して休暇取得促進への意識付けを
進めている。
「研修のテーマは人事総務に関するもののほか、CSR や調達など多岐にわたる

のですが、ワーク・ライフ・バランスに関する講義も必ず盛り込むようにしてい
ます」
「ただ、多彩なテーマを詰め込み型の講義で勉強してもらうのには限度がある

ので、昨年の研修からは人事総務関係のテーマに絞り、参加者同士でのディスカッ
ションを入れたり、社長からのメッセージを流したりするなど、理解を深めても
らうよう工夫を凝らしています」（丸岡氏）

●メリハリある働き方が、社員のリフレッシュだけでなく
　職場の経験値アップにもつながる

最後に、同社としての休暇取得促進への考え方とこれからの課題について尋
ねた。
「休暇の取得促進は、全社を挙げて取り組んでいるワーク・ライフ・バランス

推進の一環として、これからも力を入れていきたいと考えています。休みを取る
人が増えるということは、ある意味、現場の稼働が下がるというふうに受け止め
る人もいるかもしれませんが、ポイントはメリハリある働き方を実現することで
す。当社のような IT 業界ではどうしても、働くときは目いっぱい働くことが求め
られるので、やはり休むときはしっかり休んで、健康を守ってもらいたいと思い
ます」
「休みを取ってリフレッシュして新しい経験をすることが、何かすぐに仕事に

役に立つかと言えば、ちょっと評価が難しいところです。それでも、休暇でリ
セットしたクリアな頭でものを考えて仕事に取り組んでもらうことは、やはりど
んな職場でも大切でしょう。職場に関して言えば、メンバーやマネージャーの休
みを織り込んでプロジェクトをうまく回していくにはどうすればよいか。それを、
頭で考えるだけでなく、時には権限の一部を新しい人に委譲して、これまでとは
違う仕事の回し方を実践することも必要です。そうしたことが職場全体の経験値
アップにつながると思いますし、休暇取得から生まれる会社にとってのメリット

4. ＮＥＣソフト



50 Part １　企業事例編　先進 8社の「休暇取得促進」ケーススタディ

と言えると思います」
「休暇の取得促進に関しては、これ

までも『できることは何でもやろう』
というスタンスで取り組んできまし
たし、今後もそれは変わりありませ
ん。ただ、これから取り組むべきなの
は、現在の取得率 75％をどう 100％
に引き上げるかではなく、いま休みを取れていない人をどう改善していくかがポ
イントです。もちろん、『これだけ休めれば十分』という人もいますから一律に
強制できることではありませんが、問題がある部分は改善していけるように努め
ていきたいと思います」（丸岡氏）

人事総務部
労務厚生グループ
リーダー
丸岡  晶氏
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●有休取得率は 10 年連続で 90％超
企業に勤める人が「働きやすい」と感じる職場環境とはどのようなものだろう。

労働時間の長さや、評価の公平性、賃金・処遇の内容、人材育成の充実度…など
さまざま挙げられるが、当然「休暇の取りやすさ」も大きな要素の一つに挙げら
れる。

先ごろ厚生労働省が公表した「2012 年就労条件総合調査」によると、全産業
1 人当たり平均で見た年次有給休暇の取得率（新規付与分に対する取得日数の割
合）　は 49.3％。ここ 10 年間では最も高い割合となったが、現状ではなお 50％
にも満たない。そうした中でも、業務運営の工夫や社内風土の改善、労使による
継続的な取り組みなどによって、100％近い有休取得率を達成している企業もあ
る。今回、取材で訪ねたダイキン工業もそうした数少ない企業のうちの 1 社だ。

“ 休みを取る " 風土：90 年代前半に時短推進のためのアクションプログラムを展開。
徹底した労使の取り組みにより、休暇の取りやすい職場風土が定着

思い切って働き、思い切って休む：「休みが取りやすいこと＝優しくて “ 働きやすい ”
会社」とは考えていない。自分の成長を目指して思い切り働き、それを続けるた
めに、休むときは思い切って休むことができる。それを当たり前に実行できるよ
う、お互いにフォローし合える環境が目指すべき「働きやすい会社」の姿

5.

会社概要：空調機事業の売上高で世界首位の規模を誇る大手メーカー。
人材力の強化を戦略の核とする「人に基軸を置いた経営」をグループ全
体で実践し、グローバルに事業を展開
http://www.daikin.co.jp/
本社：大阪府大阪市北区中崎西 2 － 4 － 12
設立：1924 年 10 月
従業員数：7679 人（2012 年 3 月末現在）
平均年齢：40.3 歳
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［図表 1］をご覧いただきたい。同社の有休取得率は、直近の 11 年まで、ちょ
うど 10 年続けて 90％超の水準で推移。この間、03 年には 104.6％と、100％超
にも達している（編注：「当年度取得日数（繰り越し分を含む）÷当年度新規付
与日数」で計算するため、取得率が 100％を超える場合がある）。

企業の人事・労務関連施策の充実度を独自に評価して、日本経済新聞社が毎年
公表している「働きやすい会社」調査の総合ランキングで、同社はここ 4 年間連
続でベスト 10 以内に入っており、直近の 12 年調査では過去最高の 4 位にラン
クされている。総合評価のさまざまな要素の中でも、ビジネスパーソンが重視す
る「休暇の取りやすさ」の面で、高く評価されている証しと言えるだろう。

実際に、どのような取り組みがこうした「休暇の取りやすい職場」を支えてい
るのかを同社に尋ねてみた。

●すでに定着した " 休みを取る " 風土
取材に対応していただいた、同社人事本部の増田嘉信氏（人事・労政・労務グルー
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プ担当課長）は、少し困ったようにこう語る。
『有休取得のためにどんな工夫をしているのですか？』とよく聞かれるのです

が、正直なところいま現在、全社的な取り組みというのは特に何もやっていない
のです」
「世の中で時短が声高に言われていた 90 年代の初めごろ、当社もまだ長時間労

働が常態化していましたし、有休も今の世間の平均並み、5 割そこそこくらいし
か取れていませんでした。それを改善するため、時短を計画的に進めるためのプ
ログラムを作ったのです。時間外の削減、所定労働時間の短縮、休暇の日数増に
取得促進と、労使でガンガン議論をして徹底的にやりました」
「労働時間管理に関しては、現在もまだ取り組むべき課題は残されていますが、

有休取得に関しては、当時の取り組み成果がいまは当たり前のこととして職場に
定着しています。休みを取る側だけでなく、上司の側にも " 取らせなければいけ
ないもの " という認識が浸透しているので、あらためて人事から取得促進の働き
掛けを行うようなことはしておりません」（増田氏）

コメントにあるように、同社では 91 年度から 95 年度までの 5 年間を対象期
間として、時短推進のためのアクションプログラムを展開。そこで取り入れられ
た休暇関連制度は現在も引き継がれ、一部はさらに拡充が図られている。そして
何より、有休取得に関して労使が当時最も力を入れた、計画的な取得の管理が各
職場に完全に根付き、" 休暇の取りやすい " 職場風土を支える大きな要素となって
いるのだ。

そこで、制度と運用面を中心に、取り組みが行われた当時からの経緯を振り返っ
てみよう。

● 5 年間で時間外 55％減、有休取得はほぼ倍増で
　総労働時間 1880 時間台を達成

92 年 3 月に策定された同社の「年間総労働時間中期アクションプログラム」（以
下「時短アクションプログラム」と略）は［図表 2］のような内容となっていた。

ここに見るように、総労働時間短縮への取り組みの柱に据えられていたのは、
時間外労働の削減と有給休暇取得日数の引き上げの二つ。それぞれについて、単
年度ごとに設定した目標の達成を通じ、93 年度に総労働時間 2000 時間、計画最
終年の 95 年度に 1880 時間の達成を目指すというものであった。

実際の計画遂行は、各部門での取り組みの実情に合わせて一部見直しを行いな
がら進められたが、有休に関してはこの間に付与基準を段階的に見直し、92 年

5. ダイキン工業
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には初年度（入社 2 カ月経過後、以下同じ）付与日数を 9 日に改定。95 年には
初年度 14 日、2 年目以降 22 日（現行も同基準）へと改めている。

さらに後述する有休取得促進策の新設や、各部門を軸にした目標達成への働
き掛けにより、計画最終年度の 95 年度には 1 人当たり平均取得日数 19.4 日と、
90 年度実績（9.8 日）からほぼ倍増し、取得率も 90％超に到達。時間外労働の
削減は、95 年度実績で 168 時間（90 年度比で約 55％減）と目標を上回る水準
に達し、これらを加味した総労働時間は 1886 時間と、当初目標の 1880 時間に
ほぼ近い水準まで到達する結果となった。

●有休取得を後押しした三つの施策
上記の計画期間中に取り入れられ、現在も運用されている有休取得促進策の内

容は以下のようなものである。

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
目
標

年　度
所定内 時間外 有休取得

1990実績 2,273Ｈ
休日118 日
1,976Ｈ
8Ｈ/ 日

375Ｈ △ 78Ｈ
（ 9.8 日）

2,180Ｈ
（△ 93Ｈ）

休日122 日
1,944Ｈ
8Ｈ/ 日

330Ｈ △ 94Ｈ
（11.8 日）

2,080Ｈ
（△100Ｈ）

休日122 日
1,944Ｈ
8Ｈ/ 日

265Ｈ △ 129Ｈ
（16.1 日）

2,000Ｈ
（△ 80Ｈ）

休日124 日
1,928Ｈ
8Ｈ/ 日

209Ｈ △ 137Ｈ
（17.1 日）

1,920Ｈ
（△ 80Ｈ）

休日124 日
1,868Ｈ

7.75Ｈ/ 日
200Ｈ △ 148Ｈ

（19.1 日）

1,880Ｈ
（△ 40Ｈ）

休日126 日
1,852Ｈ

7.75Ｈ/ 日
190Ｈ △ 162Ｈ

（20.9 日）

1,886Ｈ
休日124 日
1,868Ｈ

7.75Ｈ/ 日
168Ｈ △ 150Ｈ

（19.4 日）

1991

1992

1993

1994

1995

1995実績

年間総労働時間（時間）

○夏季休日と合わせた有休の計画的取得を導入

○有休付与日数の増（勤続１～11年平均3.4日増）
○個人別有休５日連続取得制度の導入

○所定休日２日増
○半日有休取得制度の導入

○有休付与日数の増
　（勤続１～４年３日増､同５～６年２日増､同７年１日増）

○１日の所定労働時間 15 分短縮
○有給休暇一律 22 日付与

【1990 年度実績比】
総労働時間：387時間減    所定労働時間15分/日減
時間外 207 時間減  有休取得 9.6 日増

○所定休日４日増
○時短の前提条件｢柔軟な勤務の積極的導入｣
○｢労使時短研究会｣の設置
○｢部門別時短推進委員会｣の設置

取り組み期間中に実際に行った時間短縮の内容

[ 注 ] 同社資料を一部加工・整理して示したもの。  △ はマイナスを表す｡
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①夏季休暇に合わせた有休の計画取得
時短アクションプログラムがスタートする前、同社の夏季休暇は 8 月の旧盆に

当たる週の 3 日間を、全社カレンダーで一斉休暇とする形で決められていた。90
年からは、労使協定による有休の計画取得 2 日分をこれに接続し、前後の土日と
合わせて 9 日間の連続休暇に改められている。

その後、国民の祝日を月曜へ移動する祝日法の改正に伴い、年間カレンダーの
調整の都合から、「所定休日 2 日＋計画取得 3 日」へと変更して現在も運用され
ている。
②個人別の有休 5日連続取得の制度化

92 年に制度化された個人別の有休 5 日連続取得は、社内では略して「5 連休」
と呼ばれ、現在ではすっかり定着している。入社 2 年目以降の社員を対象に、年
1 回、各人の有休を計画的に 5 日連続で取得するというもので、前後の土日と接
続して最長 9 日間の連続休暇が可能となる。

制度導入の狙いは、有給休暇の取得促進と連続休暇による社員のリフレッシュ。
それに加えて大きなポイントとされたのは、長期の業務計画に各人の休暇予定を
織り込み、確実な休暇取得を図りつつ、仕事を計画的・効率的に進める風土を職
場に定着させることであった。そのために、制度導入当初は職場ごとに、5 日の
連続休暇は年間ベースで、それ以外の個々の有休取得は月単位で、メンバーから
希望日を申請させて休暇計画を立て、全員分を人事部門に提出するよう義務付け
ていた［図表 3］。
「メンバー全員が休暇を取ることを前提に業務計画を作り、それを基に実際の

業務を調整する形をとったことで、上司にも『必ず休暇は取るもの』という意識
が定着していきました。今は " 休暇を取ることが当たり前 " という風土がどの職
場にも根付いています。制度を入れた当初は、年齢の高い層から『5 日も休んで
どう過ごせばいいのか』という声も聞かれたのですが、労組が機関紙で休暇活用
の事例を紹介したり、有休への意識改革に力を入れたことなどが功を奏して、い
まではどの層にもポジティブに受け入れられています」
「もちろん、休暇を織り込んだ業務計画管理はどの職場でも続けていますが、

共通の様式で管理したり、人事へ計画内容を申告させたりということは行ってい
ません。人数の多い職場ではやはり計画表で管理していると思いますし、それぞ
れの規模や業務にマッチしたやり方で進めるよう管理者に委ねています。ポイン
トは業務計画と各人の休暇をしっかり見える化して、休暇を取る側は予定どおり
休めるよう、どう仕事をこなしていけばよいかをしっかり考えて実行すること。

5. ダイキン工業
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上司や周りのメンバーは、業務分担やフォローなど、どのような体制づくりが必
要か、何をすべきかを確認して実行することです」
③半日有休付与制度

有休をより柔軟に取得しやすくするため、93 年から半日単位の有休取得を制
度化した。取得目的は特に問わず、導入当初は各人の有休 3 日分・年 6 回までを
上限として設定。
「制度導入以来、半日単位で取得する場合は子どもの急な病気や、自分や家族

の通院などに利用する例が多かったのですが、近年は親の介護で休むケースも増
えています。そのほか、学校行事や地域行事に参加する社員も増えているので、
労使で協議して 2012 年から制度を見直し、上限を有休 6 日分・年 12 回までに
変更しています」
「ただし、『心身ともにリフレッシュする』という有休の本来の目的からすれば、

1 日単位での取得が基本だと考えています。『働くときは思い切って働き、休むと

31302928272625242322212019181716151413121110987654321
日

月

4

5

6

7

8

9
Ｋさん

Gさん

ＬさんＩさん

Ｊさん Ｍさん

Hさん

Fさん

Eさん

Dさん

Ｂさん

Ａさん

Ｃさん

夏期休暇

は会社休日

[ 注 ]   1. 2012 年度の同社製造部門のカレンダーに､仮想の休暇予定を示したもの ( 実際に同社内で設定された計画とは異なる )｡
　　　2. 原則として土日および国民の祝日が会社休日に当たるが､生産の都合または設備点検等の都合で休日を移動して調整して
　　　　いる部分がある｡
　　　3. メーデー (５月１日 ) は会社休日｡８月 11～19 日は全社一斉の夏季休暇 ( 有休の計画取得３日分含む )｡
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きは思い切って休む』というメリハリある働き方を重視して、その中で生産性を
向上させていく。そうした仕事の仕方の改革が相まってこそ、長時間労働排除の
取り組みが進むものと思っています」増田氏）

●部門ごとの時短推進委員会が取り組みを推進
以上のような時短アクションプログラムを社内に展開し、強力な推進役を果た

したのが各部門に設置された時短推進委員会だ。部門ごとに異なる業務の内容・
性質、繁閑度合い等を踏まえて、計画推進のための目標と取り組みを独自に立案・
展開していった。

各委員会は定期的に会合を行い、設定した目標に対する時間外労働削減の進捗
度合い、有休取得の実績などをチェックして翌月以降の取り組みを検討するサイ
クルを重ねていった。さらに、こうした部門ごとの進捗をチェックする労使会議
も定期的に行われ、実績が伸び悩む部門に対しては厳しく改善を迫るケースもし
ばしばあったという。

プログラムの計画期間終了後、時短推進委員会は発展的に解消され、現在は部・
課の単位で独自に目標を定め、計画立案して取り組む流れへと引き継がれている。

●思い切って働く、思い切って休む
90 年代からの取り組みが現在まで社内に息づき、新しい世代の社員にも " 休み

が取りやすい会社 " とポジティブに捉えられている同社。休暇の活用も、国内外
への旅行など趣味やリフレッシュにとどまらず、地域の活動や自己啓発など、年
を追ってその幅は広がりつつある様子だ。冒頭に紹介したランキングの評価に見
られるように、「働きやすい会社」に求められる一面が、ごく自然に体現されて
いると言ってもいいだろう。
「『働きやすい会社』と評価いただくのは大変ありがたいことと思いますが、" 働

きやすい＝労働条件面で手厚い、甘い、優しい "　とか、言葉は少し悪いですが
" 生ぬるい会社 " というふうには見られたくない――というのが本音のところな
のです」

増田氏は次のように続ける。
「当社は休みが取りやすいと言っても、それは『思い切って休みを取る』とい

うだけのことです。思い切って休むときは休めばいい。けれどもその前提とし
て働くときは思い切って働く――そのメリハリ感がとても大事なのだと考えて
います」

5. ダイキン工業
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「仕事は年を追ってどんどん増えて
いますし、その中身はより複雑化し
ています。増えていくものに対して、
いつまでも同じやり方をしていては
通用しませんし、どうやって生産性
を高めていくか、時間を短縮してい
くか、という発想と取り組みが不可
欠です。でも、それを突き詰めてやっていくだけでは身体が持たなくなりますか
ら、休むときは思い切って休む。逆にやるべきときは極端な話、徹夜してでもや
り遂げるくらいに思い切って働く。ハードワークと休暇のメリハリが、働き方と
してあるべき姿なのだと私たちは考えています。ですから、" 休めるから『働き
やすい会社』" という見方は決して正しくありません」
「これまで社内でも、『働きやすい会社ってどんなものだろう？』という議論を

かなり重ねてきました。ビジネスパーソンにとって、人生で眠っている間を除い
て、一番長い時間を過ごす場所は会社です。そこで仕事を通じていかに成長し、
成果を生み出し、それを自分の喜びにつなげていくか。そうした成長や成果が利
益につながり、会社が成長して本人にも報酬として還元される。そこからまた新
しいトライができる――ということの繰り返しなのだと思います」
「ですから、自分の成長を目指して思い切り働くことができる。それを続けて

いくために、休む時は思い切って休むことができる。それを当たり前のこととし
てみんなが実行できるよう、職場のメンバーがしっかりお互いをフォローしてい
く。それが『働きやすい会社』の姿なのだと思います。そうした考え方は、労組
や社員の間でも共有できていると思いますし、これからもそういう姿を目指して
取り組んでいきたいと考えています」（増田氏）

人事・労政・労務グループ
担当課長
増田嘉信氏



59

●「よく生きる」ための休暇制度
Benesse――ラテン語の「bene」（良い。正しい）と「esse」（生きる）を組み合わせ、

「よく生きる」を意味する言葉。同社が 1990 年に導入した CI により生み出され
たキーワードだ。95 年から同社の社名にも冠され、現在、グループ全体の企業
理念と行動指針にもこの言葉がうたわれている。

事業活動全体に通底する「『よく生きる』を実現する」という考え方。それは
顧客のみではなく、ベネッセグループで働く社員全体に向けられたものでもある。
社員自身が自分の強みを見いだして伸ばし、成長を重ねて長く活躍していくこと。
そうした「よく生きる」をサポートしていくために、会社は成長と育成の機会を
提供し、自律的に働く社員が長く活躍し続けられる仕事環境を整備する。

同社が現在運用しているさまざまな人事制度はこうした考え方を根幹に置いて

ワークライフマネジメント：仕事と私生活をはかりに掛けてバランスを取るのでは
なく、各人が自分の裁量で仕事と生活を統合しながらマネジメントしていくこと
が基本

ベネッセ休暇：従来運用していたリフレッシュ休暇制度を大幅に拡充。節目の年に、
特別休暇と支援金を支給

休暇取得の促進：期初の面談で、休暇予定を織り込んで上司と話し合い、業務の見通
しを立てる。休暇取得後にはレポートを提出させ、自分と職場を振り返ってもらう

6.

会社概要：ベネッセグループの中核として、国内・海外の教育事業と生
活事業を展開。企業理念である「よく生きる」の実現に向け、あらゆる
ライフステージで商品・サービスを提供。
http://www.benesse.co.jp/
本社：岡山県岡山市北区南方 3 － 7 － 17
設立：1955 年 1 月
従業員数：2842 人（2012 年 3 月末現在）
平均年齢：36 歳
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おり、今回紹介する「ベネッセ休暇」もそのうちの一つ、「よく生きる」を支援
する休暇制度として位置付けられている。

●社員の「ワークライフマネジメント」をサポートする
「ベネッセ休暇」がスタートしたのは 2009 年。同社はこの年に、それまで 6

段階で運用していた等級制度を三つのグレードにくくり直す大幅な人事処遇制度
改革を実施し、これと同時に、従来運用していたリフレッシュ休暇制度を大幅に
拡充する形で「ベネッセ休暇」を新設した。その狙いについて、同社人財部労務
課課長の森  克義氏は次のように語る。
「2009 年の人事制度改定で、大きな目的に掲げたのは社員の成長を通じて事業

の成長を実現すること。それに向けて、社員一人ひとりに実現してほしいことと、
会社が何を実現するか――ということを整理して社内に提示しました」
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「社員の皆さんに求めることとして掲げたのは、要約して言うと、①仕事の中
で強みを伸ばして貢献していくこと、②自分の強みと事業の方向性をすり合わせ
て、自らが活躍していく方向性を主体的に選択していくこと、③仕事や仕事以外
での地域・社会とのつながりから気づきを得て視野を広げていくこと――という
三つです。これと併せて、会社が実現することとしては、強みを生かす機会の提
供や、仕事を通じた育成、多様な貢献に対してフェアに報いる評価・報酬、そし
て健康・元気で活躍し続けられる仕事環境づくり――というポイントを示しまし
た。この仕事環境づくりの一環として、併せて打ち出したのが『ワークライフマ
ネジメント』という考え方です」［図表 1］
「ワーク・ライフ・バランスという言葉が一般的ですが、それは仕事と私生活

をはかりに掛けてバランスを取るというイメージが強いように思われます。当社
の考えは、単にバランスを取る――ということでなく、社員各人が自分の裁量で
仕事と生活を統合しながらマネジメントしていくことを基本に置いています」
「例えば、成果を上げるために一心に働くときがあれば、育児や介護など、ラ

イフイベントが巡ってきたときには少し働き方のペースを変えなければならな
い。長い職業人生には必ずそうしたサイクルがありますから、それを長い目で見
通して、メリハリをつけてセルフマネジメントしていく。それが結果として、一
人ひとりが健康・元気で長く活躍し続けることにつながり、事業の発展に結びつ
いていく――というのが、私たちが目指すワークライフマネジメントの姿です。
94 年から運用しているスーパーフレックス制（コアタイムのないフレックスタ
イム）などの柔軟な働き方や、メリハリある働き方を狙いにした在宅勤務、そし
てベネッセ休暇も、こうしたワークライフマネジメントをサポートする施策の一
つとして位置付けています」

●「よく生きる」を支援する目的から、
　休暇の付与回数・日数を大幅に拡充

厚生労働省が実施した「2012 年就労条件総合調査」によると、「リフレッシュ
休暇」の導入割合は 1000 人以上規模で 40.8％（中堅・中小企業を含む規模計で
は 10.9％）に上り、大手企業では比較的ポピュラーな制度と言える。勤続 10 年・
20 年などの節目ごとにまとまった休暇を付与し、仕事から離れてリフレッシュ
する機会を設ける、というのが一般的な運用で、旅行など休暇活用に役立てても
らう目的で、定額の支援金等を支給する例もしばしば見られる。

2009 年の改定以前に同社が運用していたリフレッシュ休暇制度も、こうした

6. ベネッセコーポレーション
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一般的な例と同様の枠組みで、勤続 10 年目に特別休暇 3 日と支援金 3 万円を支給。
勤続 20 年目は 5 日の休暇と、支援金 15 万円を支給していた。

これに対し、現在運用されているベネッセ休暇の付与内容を見ると［図表 2］、
まず付与対象となる節目のポイントは、勤続 5 年目から 30 年目までの 5 年刻み（計
6 回）に変更。付与される特別休暇の日数は、最も少ない年次でも 5 日に増やされ、
土日の週休日と合わせて合計 9 日の連続休暇が可能となった。さらに最高付与日
数も旧制度の 5 日（勤続 20 年目）から 15 日（勤続 30 年目）へ大幅に増やされ
ている。
「ワークライフマネジメントの考え方に掲げたように、地域や社会とつながり

を持つ機会を増やして気づきにつなげる、あるいは少し大げさですが、自分のそ
れまでの人生を振り返るといった目的で活用してもらうには、10 年ごとの付与
では少し間が長すぎると考えたのです。名称のとおり『よく生きる』ための休暇、
という目的を達成するため、20 年目、30 年目といった節目に当たるタイミング
の付与日数も、思い切って大幅に増やしました」（森氏）

●期初に当年度の休暇予定を織り込み、
　上司と本人の面談で業務の見通しを立てる

ベネッセ休暇の取得は次のような流れで行われる。
①休暇の対象者は期初に行う面談で、いつごろに休暇を取得するかを織り込んで

上司と話し合い、当年度の業務の見通しを立てる
②予定時期が近づいた段階で、休暇中の業務の調整などを上司と話し合い、予定

が決まり次第、本人から速やかに申請
③休暇を取得した後、本人が取得申請を行い、併せて「どのように休暇を過ごし

5
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5 　　
5〈 3〉

5　 　
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5　 　
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3  　　
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[ 注 ] 右欄〈　〉内は旧リフレッシュ休暇制度の付与内容｡

勤続（年目） 休暇付与（日） 支援金（万円）
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たか、休暇を通じて考えたこと」などを簡単なレポートとして提出
④③の手続きが終了した後、翌月の給与と併せて支援金を支給

まず期初に、各部門の管理者へ当年度のベネッセ休暇対象者が伝達され、対象
者本人にも休暇申請・取得に当たっての留意点と併せて通知が行われる。対象と
なる勤続年数のカウント基準は、休職期間を除いた実勤続年数を用いている。

同社では毎期初に、社員各人と上司が当期の取り組むべきミッション、それに
基づく給与を確認する面談と、当期目標を設定する面談を合わせて 2 回行う。期
初に上司と本人の双方へ、ベネッセ休暇の対象であることを伝えるのは、単なる
リマインドだけではなく、休暇取得予定を織り込んで、年度中の業務遂行や職場
体制について話し合いを持ち、見通しを立ててもらう狙いがある。

休暇取得後に取得申請を行い、申請を受けて支援金を支給する流れは、改定前
のリフレッシュ休暇制度から同じように行われている。この申請と併せて各人が
提出するレポートは、申請用の社内システムに設けられた記入欄に直接書き込む
形となっており、文字数や様式などの細かな指定はない。短く箇条書きで記入す
る人から、休暇を機にそれまでの働き方を振り返り、感じたことを書き記す人な
どさまざまであるという。

●年休などと組み合わせて
　20 日以上の連続休暇を取る例も少なくない

実際の休暇取得に当たっては、①付与された休暇を連続で取得すること（分割
取得や一部を残しての取得は不可）、②原則として当年度中に取得すること――
が基本的なルールとなっている。

ベネッセ休暇は、各人の年休（新卒初年度 12 日～最高 24 日付与）はもちろん、
夏季休暇（6 ～ 9 月末までに特別休暇 3 日を付与）や年末年始休日と組み合わせ
て取得することもできる。取得実績を見ても、夏休み時期の8月、年末に近い12月、
年度末の 3 月に取得する人が多い。この機会を利用して 20 日以上の長期休暇を
取る人も少なくなく、最も長い例では 29 日間の休みを取った人もいるという。

ベネッセ休暇の取得は、付与対象となった年度中が原則とされているが、すで
に予定していた休暇を特別な事情で取得できなかった場合に限り、特例として翌
年度に繰り越すことが認められている。具体例としては、2011 年に起きた東日
本大震災への対応などのため、3 月に予定していた休暇が取得できず、翌年度に
持ち越した例がある。

6. ベネッセコーポレーション
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●制度の定着が職場のチームワーク強化にもつながる
ベネッセ休暇導入以降の取得率を見ると、2009 年度が 89％、2010 年度と

2011 年度はともに 92％と 9 割前後で推移している。制度改定前のリフレッシュ
休暇も、取得率は 9 割に達していたが、付与対象者が大幅に増えた現行制度でも
大きな変化はなく、社内に順調に定着していることの現れと言えるだろう。一方、
通常付与される年休の取得率も制度改定前から現在まで 60％前後で推移してお
り、大手企業の平均（厚生労働省調査・1000 人以上で 56.5％）を上回っている。
こうしたところからも、各人のメリハリある働き方をサポートする職場体制がう
まく形作られている様子がうかがわれる。
「ベネッセ休暇の目的や意義については、制度導入以降も毎年絶えずアナウン

スを続けていますが、『職場でこうしたサポートをしてください』など具体的な
ルールを示して部門長にお願いすることは行っていません」
「やはり、自分の休暇をスケジュールに織り込んで、期初の段階で上長としっ

かり握り合い、業務の見通しを立てることが運用のキモだと思います。そのスケ
ジュールに沿って周りと協力しながら業務をうまく進めていくために、自分の業
務をもう一度見直し、他のメンバーにも分かりやすく可視化していく。あるいは
それまでの業務フローを見直すなど、効率化につながる取り組みが生まれてきま
す。それを各人が進めることで、お互いにサポートし合う雰囲気ができてきます
し、チームワークの強化にもつながっていると思います」（森氏）

●旅行から自己啓発まで。まとまった休みを幅広く活用
一方、ベネッセ休暇を取得する側の社員は、この機会をどのように活用して

いるのだろうか。その様子は、取得申請時に提出する各人のレポートから垣間
見える。
「休みの過ごし方では、やはり連続休暇を利用して旅行に出掛ける人が多いで

す。海外で異文化に接して感動したというレポートもあります。また国内では、
ベネッセホールディングスがアートプロジェクトを展開している瀬戸内海の直島
を訪れる人が比較的多く見られます。宿泊施設と隣接した数々の美術館や現代
アートが楽しめるところですが、当社の社員は入社時研修等で必ず一度は直島を
訪れる機会があるのです。それ以来久しぶりに訪ねてみたい、ということで出向
く人が多いようです」
「旅行以外では、単身赴任で離れていた家族と向き合ってじっくり過ごした、

という人もいました。また、離れて住んでいる親の介護や身の回りの手伝いをし
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人財部
労務課  課長
森  克義氏

てきた、という人も最近増えてきて
いるように思います」
「まとまった休みを利用して自己啓

発に取り組む人も増えています。当
社では、1 年 1 人当たり 10 万円分を
100 ポイントに換算して、希望する
セミナーや講座の受講料に充てるこ
とができる能力開発ポイント制度を
設けています。この制度を利用して、資格取得の勉強をしたり、グループ会社の
ベルリッツへ短期留学した人もいます。カテゴリーで分けてみると、やはり語学
の勉強に取り組む人が多いようです」（森氏）

●休暇後のレポート提出が自分と職場を振り返るきっかけづくりに
社員のレポートには、休暇中の過ごし方や出来事を伝えるものだけでなく、休

みを取ってあらためて考えたこと、仕事や職場を振り返って感じたことを記した
ものも少なくない。
「レポートに目を通すと、『こんなふうに過ごしました』という報告と併せて、

『いままでの働き方を見つめ直して、自分自身を振り返ることができた』とか、『こ
れからのキャリアや働き方を考える機会になった』という感想を書いている人が
数多くいます。中には、『この先の老後までを考える機会になった』という人も
いました」
「こうした自分自身の振り返りとともに、多くの人が書いているのが、休みの

間を支えてくれる職場のメンバーへの感謝の気持ちです。『長い休暇を取って、
いかに自分が周りに支えられているかが分かった』『他のメンバーが休むとき、
今度は自分がしっかりサポートしたい』というレポートが多く寄せられています。
このように、休暇取得後にレポートを書いてもらうことが、振り返りのための良
い機会づくりにつながっていると感じますし、職場に戻った後の仕事の面でも
きっとプラスになっていると思います」（森氏）

●休暇取得の実情を課題解決への切り口として捉える
ワークライフマネジメントという視野の広い取り組みの中で、導入から 4 年目

を迎えたベネッセ休暇はおおむね順調に定着しつつある。最後に、制度運用の今
後について森氏に尋ねてみた。

6. ベネッセコーポレーション
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「取得率が 9 割前後で推移していることは、社内でも趣旨への理解が進み、制
度として定着していることの現れだと思います。ここからさらに何を改善してい
くかについて、例えば制度取得の枠を広げようとか、休暇日数をもっと増やすと
いったことは現時点では考えていません」
「取得率 9 割超ということは、裏返してみれば全社でまだ 1 割弱の人はベネッ

セ休暇を取れていないわけです。そこで、『どうやって取得率をもっと上げるか？』
ということよりも、その現状から、休みが取れていない社員や職場の課題を掘り
下げて考えることが大切だと思います。いわば、ベネッセ休暇を職場の問題を捉
える一つの切り口として、休みが十分取れない背景にある課題に対し、職場と人
事が一緒になって手を打っていくことが必要と考えています」
「これまで、ベネッセ休暇だけを捉えた課題の分析はまだあまり行っていない

のですが、　傾向としては、対象者数が多い勤続 5 年目の社員の取得率がやや低
いように見受けられます。また、グループ会社へ出向している人も制度の適用対
象となりますが、職場風土の違いもあって、長期の休暇が取りづらい様子も見ら
れます。こうした部分をどう改善していくかも今後に向けた課題の一つです」
「部署ごとの問題を掘り下げてみていくと、おそらくベネッセ休暇の取得だけ

ではなく、年休取得や残業、長時間労働などほかの問題も何らか浮かび上がって
くると思います。また、当社では『GAMBA』と名付けた組織診断調査を毎年行っ
ており、経営や職場マネジメント、コンプライアンス、社員としての働きがいな
どの側面から、社員が感じている実情や課題を見て取ることができます。休暇取
得の背景にある課題と、こうした経年的な調査結果から浮かび上がる課題とを掛
け合わせて捉え、今後の取り組みに役立てていきたいと考えています」
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●顧客と社員の " 快適 " を企業の価値観と捉える
さまざまな企業の休暇取得促進の取り組みを追う本シリーズの取材で、必ず尋

ねる質問がある。それは、「社員の休暇取得を促すことは、御社（企業）にとっ
てどのようなメリットにつながるのでしょうか」というものだ。

その答えはこれまでの事例で紹介してきたとおり、社員のリフレッシュ、メリ
ハリある働き方の実践を通じた生産性の向上。ワーク・ライフ・バランスの推進
による社員の定着促進やエンゲージメントの向上。業務（休暇）計画の " 見える
化 " を通じた部署と個人の業務効率化促進。お互いをフォローし合うコミュニケー
ションの広がりとチームワークの向上。さらには、連続休暇で会社生活を離れ、
旅行・レジャーや地域との交流など " 非日常 " を体験することから、仕事への新
たな発想が生まれる――といった声も聞かれた。

価値観の共有：「より快適な毎日を、より多くの方々に」という企業理念と、それに
基づく人事理念、ビジネス理念を重視。これらが休暇を尊重する風土につながって
いる

各人の休暇取得を尊重：部門の繁閑に合わせて、各人が休暇プランを設定。マネ
ジャーは、率先して年休を取得する。また、全社のシフトづくりを担当する「スタッ
フプランナー」が、各部門の残業や年休消化率などをチェック

家族のための休暇制度：「家族が一番大切」という価値観から、充実した制度を整備

7.

会社概要：家具・インテリア・生活用品などホームファニッシング製品
の製造・販売で世界トップクラスの売り上げを誇るイケアの日本法人。
2006 年に国内第 1 号店をオープンし、5 年間で関東・関西・九州など
計 6 カ所に大型店舗を展開。年間の総来客数は約 2100 万人以上に上る。
http://www.IKEA.jp
本社：千葉県船橋市浜町 2 － 3 － 30
設立：2002 年 7 月
従業員数：約 2900 人（2012 年 11 月末現在）
平均年齢：35 歳
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こうした企業にとってのメリットは、おそらく必ずしもすべてが、各社の取り
組み当初から予定調和的に考えられていたものばかりではないだろう。休暇を軸
にした働き方の見直しが、社員と職場に新たな気づきをもたらし、変革が新しい
風土となって社内へ広がっていく。

一方、そうした " 働きやすさ " を生み出していくことを、「変革」ではなく、存
立し成長していくために守るべき「価値観」と考える企業もある。今回訪れたイ
ケア・ジャパンがグループ全体の理想として掲げるのは「より快適な毎日を、よ
り多くの方々に」。それは顧客だけではなく、同社で働く人々に対しても実現を
目指していく大切なビジョンであるという。

休暇は、" 快適な毎日 " を形作る要素の一部分だが、制度面から見ると、現在
同社には特別な連続休暇もなく、一斉の夏季休暇やまとまった年末年始休暇もな
い。それでも、年次有給休暇の取得率は平均約 70％に上り、2 年間の行使期間中
に消化できず失効する人はほとんどいない。さらに、年休を活用して 2 週間近く
の連続休暇を年数回取る人も少なくないという。そうした働き方・休み方がどの
ような考え方、職場風土に支えられて成り立っているのかを今回尋ねてみた。

●国内店舗の合計で、年約 2100 万人が来店
働き方や休暇に関する考え方に触れる前に、同社のプロフィールを少し紹介し

よう。
同社の母体であるグローバルチェーンのイケアが創業したのは 1943 年。ス

ウェーデンの小さな村に住んでいた当時 17 歳の創業者イングヴァル・カンプラー
ドが、父親からの小遣いを元手に始めた雑貨商がその発祥だ。

50 年代から、今日に続く家具のカタログ販売を手掛け、60 年代には北欧を中
心に大型店舗イケアストアを展開。80 年代以降は欧米、東欧、アジアと販売拠
点を広げ、今日の出店先は世界 38 カ国の国・地域（フランチャイズ含む）に及び、
320 を超える店舗で約 13 万人の従業員が働いている。

日本法人は 2002 年に設立され、06 年に第 1 号店が千葉県船橋市にオープン。
それから 5 年あまりの間に神奈川・兵庫・大阪・埼玉・福岡と店舗を増やしてきた。
全国の店舗を合わせた年間の総来客数は約 2100 万人に上り、世界で展開するイ
ケアグループの中でも、オープン以来の来客ペースはトップクラスにあるという。

●全従業員が共有する価値観＝イケア・バリュー
日本法人の 1 店舗当たりの従業員数は約 450 人で、その 3 分の 2 をパートや
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アルバイトなどの非正規社員が占める。同社では、そうした雇用形態の違いや役
職の上下にかかわらず、従業員全体を、" 共に働く人 " を意味する「コワーカー

（Co-worker）」と呼んでいる。そして、コワーカーがイケアの一員として働く中で、
常に考え共有していくものと位置付けられているのが「イケア・バリュー」という、
同社が事業の根幹とする価値観である。

イ ケ ア・ バ リ ュ ー の 大 本 に あ る の は 創 業 者 の カ ン プ ラ ー ド 氏 が「The 
Testament of a Furniture Dealer」（ある家具商人の言葉）と題して全社に示した、
同社としてのビジネスと企業文化の在り方だ。その冒頭には「To create a better 
everyday life for the many people（より快適な毎日を、より多くの方々に）」と
いう同社の理念がうたわれ、それを追究していくためにすべてのコワーカーが共
有・実践すべき 9 カ条（The 9 points）が示されている。

これらを礎として生み出された、組織とビジネスを方向づけるさまざまな理念・
価値観を総称したものがイケア・バリューであり、次に紹介する同社の人事理念
もその一つに当たる。同社では、こうした価値観に共感し、コワーカーの一員と
して実践していけることを社員採用の段階から重視しており、入社後の研修も、
まずはイケア・バリューを学ぶところからスタートする。

では、こうした同社の価値観が、社員の働き方やその仕組みとどのように結び
付いているのかを次に見ていこう。

●ビジョン・人事・ビジネスの三つの理念が支え合う
以下では、今回取材に応じていただいた、藤野奈千子氏（カントリー HR オペレー

ションマネジャー）のお話を中心に紹介する。

今回は休暇にまつわるお取り組みを中心にうかがいたいと思いますが、
まずはベースにある御社のお考えについてお聞かせください
当社に入社した従業員に、最初のトレーニングで伝えているのがイケアの理

想と人事理念、ビジネス理念の三つが支え合って成り立つという考え方です。全
員に配布する「Our Human Resource Idea」という小冊子があり、その中にはイ
ケアのコンセプトや理念がすべて盛り込まれているのですが、表紙には最も基本
となる「より快適な毎日を、より多くの方々に」というビジョンの実現のために
大切なのがビジネス理念と人事理念である――という三角形の姿を示しています

［図表］。
その人事理念では、「社員全員が協力して、お客様はもちろん自分たちのため

7. イケア・ジャパン
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にもより快適な毎日を創り出すこと」と述べています。この考えの中に、仕事を
通じた社員自身の成長やワーク・ライフ・バランス、さらには休暇を活用してリ
フレッシュすることも含まれている――と説明しています。

●部門の繁閑に合わせて年間の休暇プランを各人が設定

店舗部門では、一般にまとまった休みが取りづらい感もありますが、
休日の決め方はどのようになっていますか
全社一斉の休業日は 1 月 1 日だけで、店舗ごとに個人別のシフトを組んで休み

を決めています。年間休日は 127 日（うるう年は 128 日）で、毎年 9 月からの
新年度がスタートする前に、月当たり 10 ～ 11 日の休日を部門の繁閑時期に合わ
せて割り振り、それから個人別のシフトを決めます。例えば、営業部門はゴール
デンウィークの 5 月が忙しいので月間の休日は 10 日。その 10 日分の休みをメ
ンバー間で重なりすぎないよう調整してシフトを組みます。

1 カ月単位の変形労働時間制を活用して、出勤日の勤務時間も、週当たりの勤
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務日数も、繁閑の事情などに合わせてフレキシブルに決めています。

年休の付与日数と取得率はどのくらいですか
新規入社の場合は初年度が 15 日、最高付与日数は 20 日です。1 年ごとに見た

取得率はだいたい 70％ほどで推移していますが、当社では 100％取得を全社に
推奨しており、実際に 2 年の行使期間中に年休を取りきれず失効してしまうケー
スはほとんどありません。

年休の取得予定も計画化していますか
各店舗には、新年度がスタートする前に、メンバーの 1 年間の年休取得プラン

をまとめてもらうように勧めています。もちろん、予定が後で変更になる場合も
ありますが、前もって予定を決めていれば、そこで必ず休むためにあらかじめ段
取りを準備する動きにもつながります。

それぞれの繁閑に合わせて各人が計画を決めるわけですね
店舗に関しては、1 年の中で人の移動が多い春の 3 ～ 4 月、5 月のゴールデン

ウィーク、　お盆を挟んだ夏休み時期、9 月の祝祭日が続くシルバーウィークの時
期が繁忙期に当たります。一方、お店の客足が落ち着く夏休み前の時期は、年 1
回のカタログ発刊を準備する部署では忙しさがピークになるなど、繁閑にもそれ
ぞれバラつきがあります。

こうした合間を上手に利用して、世間の休暇時期より前倒しで年休をまとめて
取ったり、3 月のピークに備えて 2 月に 2 週間くらいの長期休暇を取り、忙しい
時期に頑張って働けるようにしよう――という具合に各人がプランを立てていま
す。年に数回、年休をまとめて長期休暇を取る人も少なくありませんし、私自身
も休日を絡めて 12 ～ 13 日くらいの連続休暇を年に 3 回ほど取っています。

●各人の休暇を尊重する社内風土

年休の 100％取得を推奨されているということですが、
気兼ねなく休みが取れるような工夫は何かされていますか
一つはマネジャー自身の行動です。当社のバリューの一つなのですが「Lead by 

example」といって、マネジャーが率先して実行しメンバーをリードしていくこ
とを求めています。年休を活用してリフレッシュすることについても、マネジャー

7. イケア・ジャパン
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自身が率先して行うという点が他社と違うところだと思います。
もう一つ、一番カギになっているのはやはり社内の風土です。私は 5 年前、当

社に中途入社したのですが、入社直後の研修中に、ある店舗で見学したミーティ
ングの様子がとても印象的でした。

そのときは店舗でデータの分析をすることになっていたのですが、ストアマネ
ジャーが「必要なデータは A さんに提出するように。ただ、A さんは明日から 2
週間休暇を取るので、その間は B さんに提出するように」とごく当たり前のこと
として指示していたのです。メンバーも皆当たり前にうなずいていて、「こんな
時期に休むんですか？」というふうな反応はまったくありませんでした。

当時私も入社したばかりで驚いたのですが、こうしたやりとりが当然のことと
して交わされる風土というのは、どんな制度よりも構築することが難しいものだ
と思います。

●メンバーに責任を委ね、失敗も " チャレンジ " として歓迎する

一方、長い休暇を取られる場合、その間の仕事を周りがどうフォローするかと
いう点も課題としてあるのではないでしょうか
どうフォローするか、という具体的なルールは特にありませんが、メンバーの

休暇予定は勤怠システム上で早い時期から分かるので、必要な引き継ぎは自然と
前もってしっかり行うようになっています。

もし、たまたま他の部署の人が「来週、重要な案件でミーティングを持ちたい」
と呼び掛けたとしても、その相手方が来週は 1 週間休暇予定を入れていると言う
と、「あ、それは失礼しました」ということで、「どうにか休暇を動かしてもらえ
ないか…」と頼むような例は聞いたことがありません。こうしたケースはむしろ
例外で、ほとんどの場合は部署内でも部署間でも、休暇に入る前から早めにきち
んと引き継ぎや調整が行われています。

また、当社のバリューの一つに「Take and give own responsibility」というも
のがあります。これは、責任を委ねられたコワーカーが自ら判断すること、仮に
それで失敗したとしてもチャレンジとして歓迎する――という考え方です。マネ
ジャーがいない間、その責任を任されたメンバーには、もちろんほかのマネジャー
がサポートやアドバイスをすることもありますが、もし結果として下した判断が
たまたま間違っていたとしても、そのことで当人が責められることはありません。
むしろそうした経験は、本人にとっては成長をつかむ機会にもなりますし、長期
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休暇から戻ったマネジャーがメンバー
の成長を実感することも少なくないよ
うです。

こうしたバックアップによって、
だれかがいないと決められないとか
事が進まないということが極力生じ
ないようにしていますので、それが
安心して休みを取れる環境づくりにもつながっていると思います。

各部署で計画どおり休暇が取得できるようチェックするような仕組みは
何か設けられていますか
2 年ほど前から、全社のシフト作りを担当するスタッフプランナーという役割

を設けました。その目的の一つは、売上計画や店舗の繁閑見通しに合わせて、お
客様が快適にショッピングを楽しんでいただけるよう、過不足のない要員計画を
立てること。もう一つは、きちんとプランに沿ってコワーカーが休暇を取れ、な
おかつ残業などが極力発生しないようにシフトの調整を図ることです。

スタッフプランナーは、曜日単位の必要人員や休暇のプランに照らしてシフト
表のモデル案を作成し、現場のマネジャーとすり合わせて調整を行った上で最終
的なシフトを決定します。それと併せて、各部門で残業がどのくらい発生したか、
年休の消化率がどの程度だったかについて、月ごとに人事へレポートしてもらっ
ています。その内容をチェックして、例えばある部門の 9 月の休暇予定がメンバー
の合計で 30 日のプランとなっていたところ、25 日しか消化できていなかったよ
うな場合は、人事から状況を確認したり、取得の働き掛けを行うといったフォロー
をしています。

●家族のための充実した休暇制度

年休取得を中心にうかがってきましたが、
年休以外に特別休暇の制度などは設けられていますか
当社は「家族が一番大切である」という価値観を持っていて、それを支援する

ための休暇制度をいくつか設けています。例えば子の看護休暇は、子どもが 12
歳に達する日まで、1 年当たり 12 日間取得することができます。また、男性社
員の配偶者が出産したときは、有給の特別休暇を 15 日間付与する制度も設けて

カントリー HR
オペレーションマネジャー
藤野奈千子氏

7. イケア・ジャパン
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います。
このほか、年 25 日まで取得できる有給の私傷病休暇制度も設けています。よ

く日本の会社では、「病気になったときに年休が残っていないと大変だ」という
話が聞かれますが、風邪などの病気やけがで休むときにはこの休暇を充ててもら
い、個人の年休はしっかりリフレッシュに活用できるようにしています。

●課題は理念と風土をしっかり守り続けること

最後に、これまでうかがった休暇の在り方や働き方について、今後の課題と考
えられている点はありますか
休暇だけにとどまることではありませんが、一番大きな課題は、今の私たちの

会社の風土をしっかり維持していくことだと考えています。
これからさらに店舗を広げていく中で、新任のマネジャーもどんどん登用され

ていきます。そうした中で、例えば 1 年たった後、1 週間の休暇を予定しているコ
ワーカーに、「大事なミーティングがあるので 2 日だけ出てきてくれないか？」と
頼むようなマネジャーが決して現れてはいけないと考えています。先にもお話し
したように、風土を作り定着させることは非常に難しいことで、もし今の風土が
壊れてしまったら、それを元に戻すのにはおそらく大変な労力がかかるでしょう。

もしだれかが間違った方向に進んでしまったとしたら、これも当社の考え方の
一つですが、きちんと問題をフィードバックして、あらためてその人たちの成長
をサポートしていく。そうして今の風土をしっかり守り、私たちの理念を伝えて
いくことがこれからの大きな課題だと思います。

具体的に、風土や理念を守り伝えるための取り組みとして行われていることが
あればお聞かせください
冒頭お話しした入社時のトレーニングのほか、毎年行う面談の機会に、「Our　

Human Resource Idea」の冊子をマネジャーとメンバーが持ち寄って、振り返り
を行うように働き掛けています。

当社では年 1 回の評価面談のほか、今後の成長のために、パートタイマーを含
む全従業員と上司のマネジャーが 1 対 1 で話し合う「Development Talk」という
面談を、年に最低 2 回は行うことにしています。1 回当たりの面談時間は短くて
も 1 人当たり 1 時間から 1.5 時間、長い場合は 2 時間くらいかけてじっくり話し
合いを行います。



75

その機会に、人事理念やイケアのバリューをもう一度振り返って、「こういう
ことに自分はどう取り組んできたか」「これについてもっと改善できるところは
なかったか」という対話を通じて、原点にある私たちのビジョンや考えをリマイ
ンドしてもらう。そうしたやりとりを重ねて、これからの行動や成長、そして今
の風土を守り伝えていくことに役立ててほしいと考えています。

7. イケア・ジャパン
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● " ポジティブな休み方 " を広げる取り組みをスタート
今日、企業が設けている休暇制度を見渡してみると、その種類や名称は実に多

彩だ。リフレッシュ休暇やメモリアル休暇、ボランティア休暇、自己啓発休暇…
など。社会の変化と社員のニーズに対応するために、あるいは企業が社員のさま
ざまな活動を積極的に支援する施策の一環として、休暇制度の種類や仕組みは、
年を追って多様化してきた。

こうした変化は、おそらく多くのビジネスパーソンに肯定的に捉えられている
はず。しかしその一方で「休暇に何らかの名目が付いていないと休みが取りづら
い」という変わらない現実を映しているようにも思える。

会社がお墨付きで制度化した「○○休暇」なら、上司の視線も気にならず、職

労使一体の取り組み：毎年 10 ～ 12 月を「時短推進強化月間」と定め、労使一体と
なって、残業・休日出勤の抑制、長時間残業者の業務改善、健康面のフォローな
どを展開

ポジティブ・オフ休暇：以前から設けていた年休取得制度を「ポジティブ・オフ休暇」
として集約。細かなルール・制約はなく、ポジティブに年休を使う際に、「ポジティ
ブ・オフで休む」と宣言すればよい

イントラネットの活用：イントラネット上の「時短ポータル」サイトでポジティブ・
オフ休暇の活用事例を紹介する特設コーナーを設置し、制度への理解と活用を促す

8.

会社概要：2010 年 10 月に日立ソフトウェアエンジニアリングと日立シ
ステムアンドサービスの合併により発足。事業分野別のカンパニー制を
展開する日立グループの「情報・通信システム社」の中核企業として幅
広くソリューションを提供。
http://www.hitachi-solutions.co.jp/
本社：品川区東品川 4 － 12 － 7
設立：1970 年 9 月
従業員数：1 万 389 人（2012 年 9 月末現在）
平均年齢：38.9 歳
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場の同僚にも気兼ねなく申請できる。でも普段の年休は『何で休むの？』と聞か
れるわけではないけれど、皆が忙しく働いている職場ではとても言い出しにくい
…。ワーク・ライフ・バランスの推進が声高に叫ばれる今日でも、こうした心理
的なハードルを越えることは、なかなか容易ではない様子だ。

そうした中で、日立グループの中核的なシステムインテグレーション企業であ
る日立ソリューションズは、2012 年 10 月から新しい休暇制度の取り組みをス
タートした。その名称は「ポジティブ・オフ休暇」。

細かなルールや休みを取る名目にこだわらず、" あなたがポジティブに休暇を使
うのならば、それがポジティブ・オフ " というスタンスで休み方の幅を広げ、生活
の充実に年休をもっと生かしていこうという取り組みだ。こうした会社からの呼び
掛けにより、社員のオフがどのように変わりつつあるのか、その様子を追ってみた。

●より自律的な働き方を目指す
同社では毎年 10 ～ 11 月の 2 カ月間を「時短推進強化月間」と定め、労使一

体となって残業・休日出勤の抑制、長時間残業者の業務改善、健康面のフォロー
アップなど全社的な取り組みを展開している。今回紹介するポジティブ・オフ休
暇は、2012 年度の強化月間の展開に当たり、より自律的でメリハリある働き方
の実現を目指す施策の一つとしてラインアップされたものだ。

これまで同社は、プロジェクト業務の進行トラブルや、特定個人への業務の偏
りなどによる長時間残業の発生、あるいは月 40 ～ 50 時間水準の恒常的な残業な
ど IT 企業特有の問題に対し、経営トップの強力なリーダーシップの下で、さまざ
まな対応策を講じてきた。特に、強化月間の取り組みでは、残業ゼロ・休日出勤
ゼロ日の設定、役員や労使担当者による職場巡視の実施、執行役員会での長時間
残業者報告、長時間残業が一定レベルを超えた者に対する警告メールの発信など、
いわばトップダウンで残業規制のキャップ（上限）をはめ込み、是正を図る手だ
てが中心になっていたという。

こうした取り組みは、旧 2 社の合併以前から行われてきたものだが、その流れ
をくみながらも、2012 年度の強化月間実施に当たって同社は、新たな狙いを構
えて施策を組み立てることとした。その狙いとは、働きやすい職場づくりに向け
た「自律的なタイムマネジメント意識」の醸成を図ることにあった。

●トップダウンから職場主導へ
同社労政部の鵜原靖夫氏（労政グループ部長代理）は次のように語る。

8. 日立ソリューションズ
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「長時間残業者のケアに関しては、やはり健康が第一という視点から、2012 年
度もトップダウンによるアラーム発信やフォローという施策を継続し、さらに強
化して取り組みました。一方、全社の雰囲気づくりに関する部分については、トッ
プダウンから職場主導へ、自主自律というキーワードが実感できる取り組みへ改
めることにしたのです」
「職場によって業務内容は当然異なりますし、仕事ごとの繁閑の違いもありま

す。そんな中で一律に残業は何時間まで、とキャップをはめても実態にはなかな
かマッチしません。働き方の見直しや生産性の向上は、本来は個人やチーム単位
で意識して行うもの。これまでの取り組みでは、トップダウンでやらされている
2 カ月の強化月間中はそれなりに成果が上がるものの、期間が過ぎると元に戻っ
てしまう――といった問題がありました。

そこで全社に向けては、画一的に時短を強化するのではなく、主体的な取り
組みを通じてより働きやすい職場づくりが意識され、労働時間を自律的にコント
ロールしている実感につながるような施策にポイントを置いて組み立てることに
したわけです」

こうした考えに基づいて、2012 年度の推進施策には［図表 1］に見るような
六つの具体策が挙げられ、それぞれ実行に移された。これまで、全社一律のルー
ルで実施していた残業ゼロ日の設定と職場巡視は、それぞれ職場の実勢に合わせ
て自主的に決めたルールで行うよう改め、実施内容を全社で共有することとした。
また、「効率化に役立つような情報を提供してほしい」という職場からの要望に
応え、イントラネット上に設けた「時短ポータル」サイトを通じて、タイムマネ
ジメントに活用できる WEB ツールの提供や、プロジェクトの成功事例に見るタ
イムマネジメントのナレッジ共有なども行われている。

こうした取り組みと併せて、各人がより計画的に休暇を活用し、メリハリある
働き方を実現していく狙いから取り入れられたのがポジティブ・オフ休暇である。

●従来構えていた「プロジェクト休暇」などの年休制度を
　ポジティブ・オフ休暇に集約

ポジティブ・オフ休暇は、特別休暇として新設したものではなく、以前から設
けていた年休活用策を引き継ぎ、新しい視点で社内に訴求することを狙って打ち
出したものである。

ちなみに同社の年休付与日数は、新卒入社初年度は 22 日、2 年目以降は毎年
24 日付与される。このうち 5 日分は全社一斉の夏季休暇に充てられ、このほか
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3 日分は年度初めに各人が予定を決めて計画的に取得するルールが設けられてい
る。年休取得率は近年 70％前後で推移しており、以前から休暇取得には比較的
積極的な社風であるという。

こうした年休をより気兼ねなく取得できるよう、同社ではこれまで、［図表 2］
の表に見るような四つの年休制度を設けていた。このうちボランティア休暇は、
2 年間の行使期間後に失効してしまう分の年休を、年当たり 4 日・最高 20 日ま
で積み立て、特定の事由で休む際に利用できる積立年休の制度によるもの。

このほかは通常の年休の「取り方」を工夫したもので、例えば「プロジェクト
休暇」は、個々のプロジェクト進行の山と谷に合わせて、業務が一段落したタイ
ミングで土日の休みと接続した年休取得を推奨するというものであった。

同社はこうした従来の仕組みをまとめて、ポジティブ・オフ休暇と総称し、社
員の前向きな休暇取得をサポートしていくことを 2012 年 9 月に社内へ通達した。
このように改めた背景の一つには、まず年休活用策の利用への意識付けをより強

【2012 年度施策のポイント】
｢自律的なタイムマネジメント意識｣醸成の視点から､トップダウン型ではなく､職場主導で活
かせる施策の枠組みに変更

■取り組みの観点
恒常的残業者へのケア／メリハリある働き方､生産性の底上げ
■具体的な施策
①職場の自主巡視
● ｢残業ゼロ｣の日を本部単位で決定
● 実施責任者､実施方法 ( 巡視､朝礼など ) も職場で決め､全社に内容を公表
②ポジティブ・オフ
● ｢ポジティブに休む｣事例を展開
● 従来よりあったプロジェクト休暇､メモリアル休暇などを｢ポジティブ・オフ休暇｣と銘打ち
　 PR⇒｢計画的に休む｣ことへの意識醸成を図る
③ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催
｢介護｣をテーマとすることで､性別､職位に関係なく､誰もが当事者となり得るテーマを設定
することで､働き方見直しの必要性を訴求
④タイムマネジメント支援ルールの紹介
作業・勤務の見える化､共有化によって段取り違いや無駄の発見､改善につなぐ
⑤タイムマネジメント事例の紹介
成功プロジェクトにおける事例を紹介し､職場における気付き､改善につなぐ
⑥トップメッセージの発信
日立社長､当社役員からのメッセージを通じ､働き方の見直しに向けた後押しを図る

※長時間残業者への対応については､長時間残業協定の審査強化､｢健康アラームメール｣など健康重視の観  
　点からの施策を別途展開

8. 日立ソリューションズ
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める狙いがあった。
2010 年の合併から、同社はさまざまな人事制度の統合を進めてきたが、四つ

の年休制度についてはそれぞれの旧会社のみで運用していたものもあり、合併後
に「どんなときに制度が利用できるのかが分かりづらい」といった声も一部で聞
かれていたという。そこで、従来の年休制度すべてと、さらにそれ以外の目的の
場合も含めて「自分が前向きな休み方と考えるものは、『ポジティブ・オフ休暇』
と捉えてください」というアピールを発信したわけである。

また、同社が 2012 年 2 月に賛同表明した、観光庁主唱の「ポジティブ・オフ」
運動の考え方を社内に展開し、休暇を前向きに活用する風土づくりにつなげてい
くことも制度導入の大きな狙いとされていた。「○○休暇」という制度の名目に
こだわらず、気兼ねなく休暇を利用でき、それをメリハリある働き方へつなげて
いく。そうした職場風土づくりが同社にとってのこれからの一つの目標でもある。

１. ポジティブ・オフについて
｢ポジティブ・オフ｣とは､休暇を取得して外出や旅行等を楽しむことを積極的に促進し､休暇
( オフ ) を前向き ( ポジティブ ) にとらえて楽しもう､という主旨で､内閣府､厚生労働省､経済
産業省が共同で提唱・推進する運動です｡当社も｢ポジティブ・オフ｣運動に賛同しています

２. ポジティブ・オフの目的
● 休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと
● それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること
● 長期的にワーク・ライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの｢ライフス
　タイル・イノベーション｣につなげていくこと

３. ポジティブ・オフ休暇について
上記ポジティブ・オフ運動の目的を踏まえ､当社独自の取り組みとして旧会社で導入されてい
た各種年休制度を｢ポジティブ・オフ休暇｣と総称し､前向きな休暇取得をサポートします｡

４. ポジティブ・オフ休暇の種類

積立
年休

年休

ボランティア休暇

休暇名称

プロジェクト終了時や繁忙期終了時に心身のリフレッシュを図る

メモリアル休暇

プロジェクト休暇

概　　　要

子育て休暇

ボランティア活動に参加する場合に､一般年休に先んじて積立年休を行使
できるもの

子どもの予防接種､定期健診､看護､通院､入学・卒業式､授業参観､個人面談､
不妊治療等､子どもに関することで年休が必要な場合に取得する

各種記念日を年休とする ( 誕生日､結婚記念日など )
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●「ポジティブ・オフ」を宣言して休む
ポジティブ・オフ休暇の利用に関して、現在細かなルールはほとんど設けられ

ておらず、勤怠システム上での申請方法も通常の年休取得の場合と変わらない。
もちろん、各人に付与されている当年度の年休日数の範囲であれば利用回数の制
限もなく、連続休暇として取得するなどの縛りもない。あえて通常の年休との違
いを挙げれば、「ポジティブ・オフで休みます」と宣言することのみといってよい。
「宣言の仕方は、いまのところどんな方法でもよいことにしています。職場の

メンバーに口頭やメールで『明日はポジティブ・オフで休みます』と伝える形で
も OK です。私の場合は、社内で共有しているスケジューラに表示される『年休』
のサインのそばに、『ポジティブ・オフで勉強に行っています』というふうに書
き込んだりしています」（ダイバーシティ推進センタ  センタ長  久永美砂氏）

宣言する際に「どんな使い方で休む」ことまで知らせる義務付けはないが、よ
りオープンに制度が利用されていくことに同社では期待を寄せている。
「スケジューラで『○○さんは、この日はこんな理由でポジティブ・オフなん

だね』と分かるように、オープンに休む人がどんどん増えていけば、休暇を活用
する考え方にも広がりが出てきますし、職場の中での休みやすさも必ず高まって
くると思います」（久永氏）

●「わたしの POSITIVE OFF」をイントラネットで全社に紹介
ポジティブ・オフ休暇は各職場でどのように受け入れられたのか。10月にスター

トした強化月間中の取得実績で見ると、それ以前の四つの年休制度を合わせた利
用者数が月当たり全社で 20 人程度だったのに対し、ポジティブ・オフ休暇導入
後の取得者数は月当たり約 60 人と 3 倍に増加している。これまで通常の年休と
して取得していたものを「ポジティブ・オフ」宣言をして休む人が増えているよ
うに見受けられ、制度の定着という意味では順調に進んでいるようだ。

こうした利用者数アップの背景には、強化月間のスタートとともに、同社が最
も力を入れた制度広報の活動が功を奏している。
「『自分でポジティブな休み方と考えるものはポジティブ・オフと捉えてほしい』

と伝えても、社員にはなかなかピンときません。そこで、『時短ポータル』のサ
イトに事例紹介の特設コーナーを設けて、実際にポジティブ・オフ休暇を利用し
た人の具体例をなるべく数多く紹介するようにしたのです」（ダイバーシティ推
進センタ  部長代理  小嶋美代子氏）

強化月間の終了後もイントラネットに常設されている「時短ポータル」には、「わ

8. 日立ソリューションズ
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たしの POSITIVE  OFF」と題した事例紹介コーナーがあり、現在 12 人のポジティ
ブ・オフが紹介されている。掲載されている内容は、ダイバーシティ推進センタ
のスタッフが直接社員に取材してまとめたもので、①どのように休みを過ごした
のか、②休日以外にポジティブな時間の使い方をしている具体例、③ポジティブ・
オフでどんな変化があったか、④職場の人々の反応はどうか、⑤これからのポジ
ティブ・オフ予定、⑥ポジティブ・オフについて一言――という項目に沿って、
社員の生の声がつづられている。

紹介されている休みの過ごし方は実にさまざまだ。いくつか挙げると、
・土日の休みと合わせて NPO 法人が支援する生態系保護のボランティア活動

に参加
・誕生日に休みを取ってメディアで評判の人気レストランを訪れ自分にご褒美
・企業に勤めるゴルファーの競技大会に出場し上位に入賞
――という具合に、皆それぞれの前向きなオフを過ごしている。

「取材にうかがった中には、まだ要介護認定を受けていないご両親の通院サポー
トをポジティブ・オフと捉えて休暇を利用している方もいました（［事例］参照）。
早めに計画を立てて休みを取り、両親と一緒に通院することが自分にとってはリ
フレッシュになるし、家族との絆もより強まる。それが自分にとっての " ポジティ
ブな休み方 "　なんです――というお話でした。介護は働く人にとって重いテー
マの一つですが、意識や考え方によって、より前向きに捉えることもできるのだ
と感じました」（小嶋氏）

●ポジティブ・オフを通じて SNS のつながりが
　リアルなコミュニケーションに

ポジティブ・オフ休暇を取り入れたことで、職場を越えた社員のつながりの輪
が広がった例もある。
「当社では社内 SNS を運用していて、仕事上のナレッジの共有や、技術的な問

題について急いで誰かに問い合わせたいといったケースでもよく活用されている
のですが、仕事以外の趣味の分野でもたくさんのコミュニティが活動しています。
例えば、企業間の大会でも好成績を挙げている囲碁部や、韓国旅行や料理の情報
交換をしているサークル、焼きたてパンを食べながら会社について語り合うパン
コミュニティといったユニークなものもあります」
「ネット上で情報交換をするのも楽しいのですが、やはり旅行などは 1 人より

仲間と一緒のほうがもっと楽しい…ということで、コミュニティのメンバーがポ
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ジティブ・オフ休暇を利用して、一緒に出掛けたり活動したりする例も最近では
増えてきています。そうした社員同士のつながりが、一緒に仕事をするときに良
い成果につながる例もしばしば見られますし、制度導入による相乗効果として、
これからの広がりに期待しているところです」（小嶋氏）

●「すいません」と断って休む職場を変えていきたい
ポジティブ・オフ休暇の導入を契機に、同社内での休暇に対する意識は確実に

変わり始めているように見受けられる。これからさらにどのような変化を目指し
ていくのかを尋ねてみた。
「『すいません』と断って休みを取る――今ではまだ当たり前になっていること

をこれから変えていければと思います。自分も休みを取るし、職場の誰かも別の
ときに休む。お互いさまのことですが、みんなが年に何日か計画的に休みを取り、
時には誰かがまとまった休みを取ったとしても、職場では当たり前に仕事が回せ

第２回　次代につなぐ三世代オフ

吉田さんは､研究開発の計画・予実算管理を担当しておられます｡休暇を活用してご両親の介護をサポート
したり､お孫さんを交えた三世代で旅行を楽しんでおられます｡
今回は次世代につなぐ三世代オフの過ごし方を聞いてみました｡

■ どのようにポジティブ・オフを過ごされているのでしょうか？
定期的に通院の必要がある両親をサポートするためにお休みを取っています｡普段はデイサービスを利用し
て夫婦二人で生活している両親ですが､月に一度の通院の際には私が積極的に介護のサポートをしています｡
このほか､娘夫婦と孫の三世代で旅行に出掛けています｡

■ ポジティブ・オフでどんな変化がありましたか？
これまで以上にスケジュール管理をしなければ､と思うようになりました｡そしてしっかり休めるように仕事
の効率を上げることを心掛けています｡旅行の予定が近くなると､絶対に休むぞ！と意気込みが上がるので､
業務効率がとても高くなるんです｡そして心身ともにリフレッシュして帰ってくる｡このメリハリが仕事にも
いい影響を与えていると感じています｡

■ 職場の方々の反応はいかがですか？
上長には､面談の場などで自分の置かれている状況をオープンに話すようにしています｡職場には同じように
介護をしている同僚もいるので､お互いに情報交換をしたりしています｡その上で､職場の人たちには自分の
休暇予定がすぐ分かるようにしています｡

■ 最後に､ポジティブ・オフについて一言お願いします｡
ポジティブ・オフは､何か｢特別な休暇｣のように思っていましたが､実は過ごし方に対する意識の問題ではな
いかと思うようになりました｡例えば､誰か ( 両親や子ども､孫など ) が喜んでくれる対応ができたり､また､
多忙な日常との切り替えができる休暇であれば､それをポジティブ・オフと呼べるのではないでしょうか｡今
後もポジティブ・オフをうまく取り入れて､生活にメリハリをつけていきたいと思います｡

※同社イントラネット掲載のレポートから抜粋・編集

8. 日立ソリューションズ
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るという状態を作っていかなければいけないと思います」
「これからは介護が大きくクローズアップされる時代ですし、部課長がまとまっ

て何日も職場を離れるというリスクもあります。育児に関しても、子どもが熱を
出すのは日常茶飯事ですし、それでまた誰かが休むこともある。そうした状況に
まったく耐性のない職場というのは、これからダイバーシティを指向する組織
にはなり得ないと思いますし、大きな視点で見れば企業としての競争力にもかか
わってくる問題です。休むときは休んで、それでもきちんと結果を出せる。そう
したコントロールがうまくできる組織でなければ、これからはなかなか立ちいき
ません。ですので、休みやすさについては、働きやすさや働き方のメリハリの一
部という認識で、これからも取り組みを考えていきたいと思います」（鵜原氏）

取材にご協力いただいた、同社人事総務統括本部の皆さん
（写真左より）労政部  担当部長／ダイバーシティ推進センタ  センタ長　久永美砂氏　

　　　　　　　労政部  労政グループ  部長代理　鵜原靖夫氏
　　　　　　　ダイバーシティ推進センタ  部長代理　小嶋美代子氏




