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人材獲得の大競争時代が押し寄せている  
本質を理解していないと誤解される ！

ワーク・ライフ・バランスは有給休暇を消化することではない  
部下が育つ機会をつくるワーク・ライフ・バランス　

第4回北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰企業レポート
財団法人厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院
富士通コミュニケーションサービス株式会社 北九州サポートセンター
社会福祉法人敬寿会 美咲ヶ丘

コラム　『ワーク・ライフ・バランスは明日への投資～社員と組織のＷｉｎ－Ｗｉｎを目ざして～』
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北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会・北九州市
http://wlb-kitakyushu.jp

お問合せ 北九州市 産業経済局 産業政策課
Tel:093-582-2299  fax:093-591-2566

北九州市 子ども家庭局 男女共同参画推進部
Tel:093-582-2405  fax:093-582-2624

対 談

引用：中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営マニュアル /中小企業庁（平成21年３月）

北九州市印刷物登録番号　第1009083B号　平成23年 3月発行
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本日は、経営的視点からワーク･ライ
フ･バランスについてのお話を伺い
ます。まずは、導入後、どういった変
化がありましたか？

福沢：平成 20 年にワーク・ライフ･バ
ランス（以下ＷＬＢと記述）に取り組み
始めてから『結婚や出産で辞めないの
が当たり前』という風土に変わりまし
たね。それまでは、何となく女性は結
婚や妊娠をしたら辞めるんだろう－
という雰囲気がありましたから。今や
結婚・出産退社がゼロになりました。

芳野：私たちは平成 16 年の福岡県
子育て応援宣言への参加がきっかけ
です。県内で 18 番目になりますが、
宣言した途端、それまで年間 2 人く
らいだった育児休業の取得者が、平
成 16 年は 6 人となり、それ以降も
年々増加し、現在では、取得率 100％
となりました。

濱村：弊社でも同じように、結婚・
出産をしても辞めない風土が少しず
つできてきました。少し他社と違う
のは、結婚・出産後も働きやすい職
場環境づくりに取り組んだ結果、男
性の結婚率の上昇や 2人目、3人目の
子どもを持つ社員が多く現れてきた
ことです。結婚・出産をしても働き
続けられる社風や、ＷＬＢで子ども
を大事にしましょうということが、
男女を問わず社員一人ひとりの働き
方に影響してきていると思います。

芳野：病院の話になりますが、看護
体制が診療報酬に影響するというこ
とで、全国的に看護師の獲得競争が
行われ、新卒者の採用が難しいとい
う時期がありました。ともかく、今い
る看護師が辞めないようにと、一生
懸命考え、育児休業や短時間勤務、連
続休暇取得奨励規定などの子育て支
援制度を整えてきました。その結果、
看護師の採用増へつながったことが
成果だと考えています。他の経営者

からは WLB の導入に対するコスト
などのことを言われますが、5 年経
つと明確に成果が見えてくることを
実感しています。

福沢：社員が働き方に興味を持って
くれていることを感じます。弊社は
男女比が 9：1 と男性が圧倒的に多
い会社なので、女性だけにフォーカ
スしている訳ではないんです。例え
ば介護は間違いなくこれから深刻な
問題になってきますが、これは女性
だけの問題ではありません。社員一
人ひとりの一生を考えてみると、当
然私生活では、年代ごとにいろんな
顔があり、その変化に対応しながら
働き続けるために、個人はどう働く
か、会社は仕組みを整備しどれだけ
サポートできるか、共に考えるよう
になりました。

芳野：弊社では、ＷＬＢやダイバーシ
ティについて考える、『ダイバーシティ
推進室』（注１）というチームがありま
す。そこでは｢これがいい｣とか、｢こう
いった問題点があるから勉強会をし
ましょう｣と、建設的な話をします。そ
の自発的な雰囲気を見て、ああ、これ
は成功しているなと確信しています。

濱村：そういった活動は職場全体に
活気を生みますよね。

芳野：効果と言えば、男性育児休業
が結構、いい効果を上げているんです
よ。まず家族の絆を深めるんですね、
奥さんはこんなに大変だったんだ
なって。2 人目の子どもの出産で育児
休業をとった男性職員が、赤ちゃんと
上の子どもの世話をしながら、料理、
洗濯、掃除など、今まで一人でやって
いた妻に尊敬と感謝の気持ちが募
り、絆がさらに強まったようです。仕
事面では、家事の経験から『段取り
力』がついたようです。あれやって、
これと手順を効率的に組み立てる家
事は、『段取りのトレーニング』にな
ります。また、その経験から、両立を
頑張っている職場の仲間や患者様の

気持ちが理解でき、以前よりも優し
い気持ちで接することが出来るよう
になったようです。育児休業中の私
生活の経験を通し、他者を思いやり、
受け入れる力が身についた例です。

濱村：自分が充実していたら、自然と
優しくなりますよね。雰囲気のいい病
院やお店は入った時に何となくわかり
ます。私はサービスを提供する側の生
活のあり方が重要だと考えています。

芳野：従業員満足度と顧客満足度は
両輪だと思います。顧客満足度を上
げるには、従業員満足度を上げなく
てはいけない。その取り組みの一つ
がＷＬＢなのです。

必要性を感じながらもＷＬＢの推進に
躊躇する組織もあるようですが。

福沢：それについて、私は持論があ
りまして、経営面からも WLB を絶
対にやらなければいけない時期にき
ていると思っています。2025 年には
労働力人口が大幅に減るというデー
タが出ています。（下記グラフ参照）圧倒
的なスピードで労働力人口が減って
いきます。就業人口からすると、男性
の減少率が高い訳で、男性比率の高
い弊社は、その時どうするんだと。そ
れに備え、これまでやっていない働
き方にトライしていかないとやって

■ワーク･ライフ･バランスは、
　もはや選択肢ではない

Cross Talk

W.L.B.
Work-Life Balanceワーク・ライフ・バランスは

もはや選択肢ではない
企業対談：医療法人寿芳会 芳野病院

北九州市でも、経営戦略としてワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に取り組む企業が増加しています。
経営戦略としてのワーク・ライフ・バランスは、中・長期的な視点で、
従業員一人ひとりがその個性や年代により変化するライフスタイルを尊重しながら、
仕事上の責任を果たしていけるよう、個人の働き方と組織としてのマネジメントを見直し、
企業の活力向上へとつなげていくことです。
早期にワーク・ライフ・バランスに取り組み、
そのメリットを実感している3社に、その効果と好循環をもたらす推進のポイントを伺いました。

対談
対
談

労働力人口の減少と顧客の多様化に対応するために、
企業が取り組むべき経営戦略だ！

■人材獲得の大競争時代が
　押し寄せている
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歳高齢層の就業率が年
0.5％ずつ上昇する場合

※資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2002）」
　総務省「就業構造基本調査（2002）」をもとに中小企業庁作成

（万人）

2010 2025（年）

6,438

6,424

6,198
6,359

5,879

6,078

■労働力人口の推移予測

理事長／院長 芳野 元氏
株式会社 不動産中央情報センター
代表取締役社長 濱村 美和氏

株式会社 新菱
総務人事部長 福沢 純一氏× ×

注１：３社にはそれぞれ、ＷＬＢを推進するための部門間を横断したワーキングチームがあり、推進の課題や施策を話し合っている。
芳野病院：ダイバーシティ推進室　不動産中央情報センター：ひまわりA10（エーテン）　新菱：両立支援プロジェクト
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2010 2025（年）
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6,424

6,198
6,359

5,879

6,078

■労働力人口の推移予測

理事長／院長 芳野 元氏
株式会社 不動産中央情報センター
代表取締役社長 濱村 美和氏

株式会社 新菱
総務人事部長 福沢 純一氏× ×

注１：３社にはそれぞれ、ＷＬＢを推進するための部門間を横断したワーキングチームがあり、推進の課題や施策を話し合っている。
芳野病院：ダイバーシティ推進室　不動産中央情報センター：ひまわりA10（エーテン）　新菱：両立支援プロジェクト
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いけなくなります。2025 年になって
から突然、ＷＬＢで、こんな人もあん
な人も働いてもらいましょう、とい
うのでは間に合わない！介護の問題
もその時になってから大騒ぎするの
ではなく、今できることからやるべ
きなのです。

濱村：人口減少社会は、お客様の数
も働く人の数も減少します。会社は、
人・モノ・お金・時間・情報という
5つの資源で活動していますが、これ
からの最後の決め手は絶対『人』で、
『人』ですべて決まると。どんなに商
品やサービスが良くても、結局、“あ
の会社に誰がいる”が、競争優位につ
ながって行きます。社員の定着率、
サービスや生産性向上は、もう当然
取り組まざるを得ない時代に入って
いると思います。

福沢：そう思いますね。先に始めた
方がおトクだし（笑）。

濱村：労働力人口の問題は必ずやっ

てくる課題ですよね。

芳野：企業間での激しい人材獲得競
争が始まる訳ですから、ＷＬＢをや
らない理由は何もないですよね。
　ＷＬＢの専門家の方から、ＷＬＢ
に取り組んでいるところは業績も上
がっているという話を聞きました。2
番手のポジションにいる企業が、1番
手との差異化を図るためにＷＬＢを
導入し、業績を上げているんですね。
大きな病院は黙っていても人が来る
けど、弊社はそうはいかない。働き手
にとって魅力のある病院とするため
にＷＬＢに取り組み、他の病院との
差異化を図っています。

濱村：この頃は新卒者の説明会で「結
婚して出産しても働き続けている人
が何人いますか？」といった質問が
多いですね。

芳野：今年の学生の人気企業ランキ
ングで、それまでは下位だった企業
が、ＷＬＢに力を入れているという
ことで上位に入ってきた例もありま
す。働き続けられることが企業選び
のポイントになり、企業側も優秀な
人材を集める必要条件になっている
のでしょう。

濱村：不動産業界のＷＬＢへの取り
組みはまだまだなのですが、少しず
つ活動も始まり、私もお手伝いさせ
て頂いてます。

福沢：チャンスですよ。まだ女性が活

W.L.B.
Work-Life Balance

対
談

躍しきれていない業界で、先に女性の
パワーをきちっと取り込めたら。

濱村：男性でも女性でも、個性を活
かした職場をつくりたいと取り組み
を進めていますが、女性の能力を中
小企業はもっと活かすべきだと思っ
ています。なぜなら、依然として続く
閉塞感の中で、突破口を開ける新し
い商品やサービスを生み出せるのは
女性の感性だと思うからです。社内
会議で『女子力営業』というキーワー
ドが出ました。現在のようにお客様
のニーズが多様で複雑な中では、お
客様の想いを一旦受け止めて、対話
の中からお困りごとを解決してい
く、『育む』営業スタイルが求められ
ていて、それには、女性の方が向いて
いるのかなと思います。ですから
WLBを進め、女性が活躍して感性を
活かせる場をつくることが、経営的
なチャンスにつながると思います。

進行：まさに経営戦略としてのＷＬ
Ｂと人材活用ですね。

WLB の推進により、短時間勤務制
度・育児休業制度などの利用者が増
えて、生産性が落ちるなどの声もあ
るようですが？

芳野：ＷＬＢの意味が誤解されてい
ることもありますよね。「ＷＬＢとい

うのは残業を減らして、有給休暇を消
化してということでしょう」とか、「休
みを増やしてもらわないと」という話
を耳にしますが、私たちの考えている
ＷＬＢとはちょっと違っています。

濱村：私も『会社』対『従業員』という
関係ではない―という話をよくする
んです。多くの選択肢の中から私た
ちの事業やサービスを選んで頂くた
めには、会社と従業員が知恵を出し
合い、一体となって活動をしていく
必要があると。ＷＬＢ推進の理由も
同様です。より良いサービスを生み
出すため、個人も組織も働き方を共
に考える必要があると思います。

芳野：ＷＬＢは効率を上げることだ、
というのをみんなにもう少し伝えた
いですね。だから、結局、会社にとって
は利益につながるんですけどね。私
も、「ＷＬＢをやっていて損しない
の？」と言われますが、その時は「もし、
新人が辞めたらその教育費はいくら
の損？辞めずに育児休業を経て戻っ
てきたケースとで時間や費用を計算、
比較してみたら」って言ってます。優
秀な人材を雇用し続けることは、コス
ト削減にもつながると思います。

進行：短時間勤務などを利用している
人の方がむしろ生産性が高いとの指
摘もありますが、実際はどうですか？

福沢：短時間勤務を利用している
人は、勤務時間が短くなるから効率
的に仕事をしますね。場合によって
は、8 割の時間であっても実は 10 割
の人と同じ成果を上げている可能
性があります。

芳野：みんなはじめは難しいとか言
いますけど、飲み会の日とかはやっ
てんじゃない？って（笑）。

濱村：終わり時間が決まっていると
早めに来て段取りをするので、仕事
の効率も圧倒的にいいんですよ。

芳野：それがＷＬＢですよね、働き
手が効率を考え仕事する。育児休業

から職場復帰しても、子どもの迎え
に 5 時半には職場を出ないといけな
い。となると効率アップが必要にな
るので、自然とＷＬＢをやっている
という話です。仕事を効率よく、
ぎゅっと押し詰めて、時間の隙間を
つくる、その隙間の経験が仕事にも
良い相乗効果を生む訳です。

短時間勤務や休暇・休業制度が、能力
開発の機会になるということですか？

濱村：弊社では、人事戦略として、連
続 1 週間のリフレッシュ休暇とアニ
バーサリー休暇を導入しています。1
週間休むためには、その間、他の人に
仕事を任せることになるので、業務改
善と、部門間、部署間の仕事をカバー
し合うことが重要だと気づきます。

福沢：弊社も同様に、部下の成長を促
すための『Grow-up休暇』という名称
で、課長以上の管理職を対象に実施し
ています。『この休暇取得を機に、あな
たがいなくても仕事が回るようにし
なさい』というようにしたんです。

芳野：濱村さんも、以前ラジオで、同
じようなことを言ってましたよね。
訓練になるって。僕もそれを聞いて、
へえー偉大な人がいるなって（笑）。

濱村：上司がいない方が、部下は何
とかしようとするんです。上司は心配
しますが、それが逆に部下の成長の
機会を奪っていることになります。

なので、強制的にここからここまで
休みなさいと（笑）。

芳野：そうですね。最初は出来るはず
がないと、連続休暇に難色を示した管
理者も、体感するとその重要性を理解
できるようです。管理者が理解すると
職場の風土も変化しますからね。

ＷＬＢが組織の成長の源泉となるた
めのキーワードとは？

濱村：世界は大きく変化しています。
アジアでも、マイノリティ、ダイバー
シティという方向に向いています。
だから企業経営者がどういう価値観
を持つかということが凄く大事だと
思うんです。

福沢：マーケットが小さくなる分、
海外に打って出る会社は増えてきま
すね。そういった時に、今のままの組
織形態では脆弱だと思います。また、

医療法人寿芳会 芳野病院　
理事長　院長

芳野 元氏
Hajime Yoshino
業種：医業　所在：若松区本町２丁目１５－６
職員数：２５６人（うち女性１８６名）

株式会社 不動産中央情報センター
代表取締役社長

濱村 美和氏
Miwa Hamamura
業種：不動産サービス業　所在：小倉北区東篠崎１－５－１
社員数：１５２人（うち女性７６人）

■本質を理解していないと
　誤解される！ＷＬＢは有給休暇を
　消化することではない 優秀な人材の

獲得と定着
社員のやる気向上

多様性による
新しい

アイデアの創造

業務改善と
生産性の向上

中長期的な
企業体質強化と業績の向上

■期待できるＷＬＢの経営的効果

■部下が育つ
　機会をつくるＷＬＢ

■トップダウン・ボトムアップ、
　そしてワーキングチーム

グロー　 アップ
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多様性という観点からも、女性が交
渉相手である確率が増えてくる訳で
すから、女性の感性を知っておく必
要があり、多様性をもった組織づく
りは、必要だと思いますね。

芳野：トップダウンとボトムアップ
はセットですが、やっぱりトップの
決断が推進の要です。また、弊社では
様々な提案が職員アンケートや『ダ
イバーシティ推進室』( 注１)からボト
ムアップで行われてきます。

福沢：そこは弊社も共通ですね。トッ
プや総務人事部門だけで―という方
法ではなく、社内に緩やかなワーキン
グチーム『両立支援プロジェクト』（注
１）をつくり、推進しました。

濱村：弊社も｢ひまわり A10｣（注１）と
いうプロジェクトが非常にいい成果を
もたらしています。方針決定はトップ
ですが、ひまわりＡ10が年1回、現場
の悩みや要望についての意識調査を
しています。会社が聞くとダイレクト
な質問であっても、プロジェクトチー

ムという横軸で聞くことにより、結構、
本音が聞けています。

進行：それぞれクッション役のワー
キングチームがあり、良い役割を果
たしているようですね。

濱村：そこは大きいですね。親から
言われるのと近所の人から言われる
のが違うように、会社と社員の双方
向だけだと難しいと思うんですが、
ワンクッション入ることで、柔軟に
変わっていけるように思います。

芳野：自分たちの意見が取り入れら
れる、というのが良いのではないで
しょうか。経営者からも言いやすい
ですよね。「それは自分たち（ボトム
アップ）が言ったんじゃない？」って
（笑）。また、各セクションの管理職の
意識も重要ですね。

進行：お話を伺ってきて、『経営者の
信念と意思表示（トップダウン）』、そ
して『ワーキングチーム等を中心に
従業員自身が働き方を改善するため
に知恵を絞り、提案していくボトム
アップの仕組み』、『セクションの管
理職の理解』が風土を変え、ＷＬＢを
経営戦略として成立させている要因
だと、理解ができました。

福沢：例えば、従業員の代表が「長期
休暇を取得する時期がわかっている
から大丈夫です。生産性を落とさず
にできます」と会社側に言ってくれ
るので、トップも自信が湧いてくる。
また、トップが支援する意思をはっ
きりと示すことで、安心して制度を
利用していいんだと従業員が思うよ
うになります。こういった風土が出
来てくれば、良い循環も生まれてく
るのではと思います。

まず何から始めたらいいのでしょう？

芳野：まずは短時間勤務から始めて
はどうでしょうか。弊社では双方で
話し合いながら、より良いやり方を
探ってきました。夏休みだけ、おばあ

■ＷＬＢを始める企業へ

ワーク・ライフ・バランスは
時代の要請

コ
ラ
ム

ちゃんがいない日だけ等、凄くフレ
キシブルです。

濱村：弊社は、連続 1週間の休暇を
を導入しようというところから始め
ました。

福沢：家族のために働いている、と
いう社員は多いですから、子ども参
観など、自分の働き方を見てもらう
機会も必要だと思います。家族が日
頃の仕事の苦労を理解してくれた
ら、当然やる気は上がるはずです。

芳野：ただ形だけＷＬＢを導入して
も、その本質を理解していないと何
もならない。

濱村：社内でキーワードを共有する
ことは大事ですね。外部の方にＷＬ
Ｂの考え方を講演してもらい、知識
を共有するのも方法として良いと思
います。そして、トップがまずＷＬＢ
の考え方を示して、社内全体を巻き
込んで意見交換しながら施策を決め
るというのはどうでしょう。

福沢：企業の競争力が無くなるよう
なＷＬＢだと、何かが間違っている
んですよね。「私たちも生産性を上
げるために努力をするから、ＷＬＢ
をやってください！」と、社員自ら
が勝ち取るという気持ちも大事だと
思います。

濱村：現場にヒントがあると思うん
です。そこを明らかにするために、対
話することが必要だと思います。ま
た、最初から大きく身構えず、小さく
てもできることから始めて、様子を
見ながら少しずつプラスαしていけ
ば良いのではないでしょうか？

芳野：これまでの仕事のやり方、マ
ニュアルを見直してみるというの
も、立派な取り組みだと思います。い
ずれにせよ WLB の概念について啓
発しながら、企業と従業員が問題を
共有してどんなことからでもいいの
で、少しずつ出来ることから始めて
いくことが、確実であり、一番の早道
だと思います。

　都市計画コンサルタント会社、ＮＰＯ法人理事、会社経営を
経て ( 株 ) クオリアを設立する。ダイバーシティマネジメント
とワークライフバランスに関わる企業のコンサルティング・
調査および、女性の能力開発やキャリア形成、リーダーシップ
の講演、研修を行っている。
　主な共著、「ワークライフバランス入門」（ミネルヴァ書房）「な
ぜあの人は『イキイキ』」としているのか」（プレジデント社）など

株式会社 新菱　
総務人事部長

福沢 純一氏
Junichi Fukuzawa
業種：製造業（化学）　所在：八幡西区黒崎３－９－２４
社員数：８43人（うち女性100人）※グループ企業除く

ワーク・ライフ・バランスは明日への投資
～社員と組織のWin-Win を目ざして～

　ワーク・ライフ・バランス（※以下、ＷＬ

Ｂと記載）に積極的に取り組む企業が増え

ている。その背景には大きく３つの側面が

ある。

　第 1 は少子・高齢化による人材不足への

対応である。人口減少による人材の大獲得

競争時代はすでに始まっている。本当に欲

しい人材が集まらないと嘆く企業にとっ

て、ＷＬＢは優秀な人材を採用・雇用継続

するために不可欠な要素となりつつある。

働く場所や時間等に柔軟性のある職場環境

は、金銭や地位といった報酬以上に働く側

に魅力的な施策として歓迎されている。柔

軟性のある働き方やＷＬＢ施策を提供する

ことで、優秀な人材を惹きつけておくこと

が可能となるのだ。

　第２にあげられるのは企業を取り巻く変

化への対応である。高度情報化社会やグロー

バル化により企業間の競争は激化し、市場や

顧客は常に変化し多様化し続けている。そん

な中、商品やサービスの賞味期限はどんどん

短くなり、独自性・差異性を生み出してもす

ぐに陳腐化してしまう。だからこそ、知恵やア

イデアといった創造性が、新たな価値や違い

を生み出す源泉としてますます重要になる。

このような状況において、従業員が仕事以外

の場で活動し、経験や情報を得る機会につな

がるＷＬＢは、顧客のニーズに対応し、新たな

価値を生み出すために不可欠な要素である。

しかし、従業員の働き方を見ると、仕事一辺

倒で余裕のない生活を送っているのが現状

だ。ある企業の社長は言う。「我が社の社員は

非常に勤勉で朝から晩までよく働く。毎日家

と会社の往復でたまに飲み屋で仲間と憂さ

を晴らす｣この『家→会社→飲み屋→家→会

社→飲み屋』これを『魔のトライアングル』と

言う。このトライアングルにはまると、生活感

を忘れ感性を磨いたり、新たなアイデアを生

み出す機会もなくなってしまい、結果として

新たな価値を創造することすら出来なく

なってしまう。｢だからこそ我が社の社員には

自分のＷＬＢを大事にして、生活感のある感

性豊かな人間となって欲しい｣と。

　第3は、社員のライフスタイル、価値観の

多様化への対応である。ワーキングマザー

や共働きにより家庭責任を担い合う男性社

員、親の介護を担う社員など、何らかの制約

をもって働く社員は増加している。多様化

する社員のニーズに対応したＷＬＢ施策

は、社員のやる気や貢献意欲を高めること

につながる。

　これらの背景を見ていくと、キーワード

として『変化』という言葉があげられる。社

会環境の変化、企業環境の変化、そして個人

の価値観・ライフスタイルの変化。ＷＬＢ

はまさに、『変化への対応』として生まれて

きた経営戦略であり、時代の要請・必然な

のである。

　「ＷＬＢはコストがかかる」「業績や利益

に結びつかない」と考える経営者は多い。し

かし、実際には長期的に継続することで経

常利益にプラスの影響を与えることはデー

タを見ても明らかとなっている。（図1） 

　興味深いのは『安心して長く働ける』とい

う働きやすさを整備するだけでは効果は低

く、活躍する場や機会があるという働きがい

を支援する施策を同時に行うことが必要だ

という点だ。ファミリーフレンドリー度（ＷＬ

Ｂ）と男女活用の均等度の 2軸でみた場合、

両方の取り組みが高い企業ほど、売上げや経

常利益が高いことが明らかとなっている。

　さらに、ＷＬＢがとれていると考える人

ほど会社への貢献意欲が高いという調査

もある。（図2）

　とはいえ、中小企業のなかには制度や仕組

みを整備するコストへの不安から取り組み

に消極的な企業もあるだろう。しかし『中小

企業だからこそ経営効果は高い』と考えて欲

しい。コストをかけずとも、中小企業ならで

はの規模や柔軟性、機敏性を活かした取り組

みをしている企業は多い。ＷＬＢは即効性の

あるものではなく、強い組織にするために体

質改善を促す漢方薬と考え、取り組みを続け

ることで効果を発揮するのだ。

　ＷＬＢを生産性向上や業績向上という

成果につなげるためには、単に制度を導入

するだけでは不十分であり、組織のあり方

や人材活用にまで踏み込んで考える必要

がある。

　企業がＷＬＢを推進する本質的な意義

は、企業と働く社員双方にメリットのある

Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築することにあ

る。企業は社員が仕事と私生活のバランスを

とりながら、持てる能力を最大限に発揮でき

るよう働く場所や時間、働き方を見直し働き

やすい環境を社員に与える。一方、社員は自

律意識をもって時間を有効に活用し、私生活

を充実させる。それにより満足度が高まり、

企業への貢献意欲や仕事への責任、成果への

こだわりが生まれ、結果的に企業の成長・発

展に寄与するという好循環が生まれる。

　ＷＬＢはこのような好循環を組織の中に

生み出す考え方であり、企業にとっては明

日への投資なのである。経営者はそのこと

を意識し、合理的・効率的に活用するため

に働き方の変革や業務効率の改善に取り組

んでいかなければならない。
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■働きやすさと企業業績の関係（図1）
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「明後日の危機に立ち向かえ」日経ビジネス2008年3月10日号
注：データは労働政策研究・研修機構、分析は学習院大学の脇坂明教授が手がけた

■WLBの満足度が高い人ほど
　会社のために努力をいとわない（図2）

東京大学社会科学研究所　
Ｗ.Ｌ.Ｂ.推進研究プロジェクト「働き方とＷ.Ｌ.Ｂ.に関する意識調査」（平成20年12月）
分析：法政大学　武石恵美子教授
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http://www.qualia.vc

ＷＬＢは経営的効果も高い

ＷＬＢは明日への投資
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財団法人厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院

第4回北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰企業レポート

院内保育所が医療スタッフの働き方を変える！
～現場を支える医療スタッフの定着を支援～

　午前 7 時、九州厚生年金病院の院内
保育所『さくら保育園』の朝は少し早く
始まる。
　院内保育所の開設経緯を、多治見院長
はこう説明している。
　「ＷＬＢを難しくとらえず、子どもを
持つ医師や看護師が安心して働き続
けるために必要なこと、そしてできる
ことを考えた結果、以前から要望の
あった保育所を開設しようということ
になりました」
　『さくら保育園』では、２０時までの延長
保育に加え、医療機関ならではの夜勤に
も対応できるよう、毎週金曜日には、終夜
預りを実施している。さらに、病後児保育
の体制も確立し、安心して育児と仕事を
両立させるための工夫がなされている。

　数年来、医療業界は慢性的な人手不足
に悩んでいる。その背景の一つに、熟練
したスタッフが結婚・出産・育児など
を期に退職してしまうなどの『仕事と生

活の両立の課題』が存在している。
　多治見院長は、資格やキャリアを埋
もれさせないことが、一番の解決策に
なると語る。
　｢熟練スタッフの現場からの長期の離
脱は、医療機関にも、患者様にも大きな
痛手です。さらに、離職期間が長くなれ
ば、復帰する本人と、受け入れる職場の
双方が不安や負荷を感じ、復帰のハード
ルはますます高くなります」
　人の健康や命を預かるための高い専
門性と、最新の知識を求められる業界
ゆえに、長期のキャリアロスは、本人に
も組織にも大きな負担となることが理
解できる。

　このような課題を解決するため、九州
厚生年金病院では、育児休業や短時間勤
務制度に加え、平成21年 10月に院内
保育所『さくら保育園』を開設した。
　「事前のアンケート調査で、予め職員
のニーズを把握したことにより、満足度
の高い保育園の仕組みづくりができた」
と、橋本職員課長が準備期を振り返る。
　現在、2名のドクターを含む17名の

医療スタッフが『さくら保育園』を利用
しながら、仕事との両立に取り組んでい
る。平成 23 年度は 6 名の利用希望者
が新たに加わる予定で、さらには現在
25名いる産休・育休中の職員の利用も
予想される。
　島内副看護部長は、「院内保育所の設
置により、結婚を機に退職するスタッフ
が減少しました。また、育児休業からの
早期復帰のニーズに応えることもでき
ています｣と、『さくら保育園効果』を実
感していると語る。
　いつでも安心して子どもを預けられ
る仕組みが身近にあることは、多様な働
き方の選択を可能にするとともに、早期
に優秀な人材を職場に呼び戻し、恒常的
に力のある人材を確保するための有効
な経営戦略となっている。

W.L.B.
Work-Life Balance
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職員課長
橋本裕次さん

院長 多治見司さん

副看護部長
島内俊子さん 院内保育所　さくら保育園

院長：多治見　司
業種：医業
職員数：１０２５（うち女性７７３名）
所在地：八幡西区岸の浦１－８－１
http://www.kyuko-hsp.jp/

命を預かる仕事だからこそ、
安心して子育てと仕事ができる環境を

人手不足の解消は、
キャリアを埋もれさせないこと

院内保育園が結婚退職率を下げた

富士通コミュニケーションサービス 株式会社
北九州サポートセンター

第4回北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰企業レポート

人を“尊重”し、働きやすい職場へ～
～増加するワーキングマザーから拡げるワーク・ライフ・バランス～

　2006 年の事務所の移転をきっかけ
に、『高セキュリティ』『最先端 IT 技術』
『人に優しい職場』をコンセプトに、職場
環境整備を行った富士通コミュニケー
ションサービス（株）北九州サポートセ
ンター。休憩室やリフレッシュルーム、
サイレントルームなど働く人に優しい
設備を整えている。
　ＷＬＢも、働く人に優しい職場環境
整備の一環としてスタートした。特に、
若い女性社員が多いことから、結婚・
出産等のライフイベントがあっても働
き続けることができる環境を作る必要
性を感じたという。「働き続けたいと希
望する社員はスキルも意欲も高いんで
す。安定した運営を考えれば、育児中の
社員が働きやすい環境を整えることは
必然的な流れです」と、吉田センター長
は語る。
　法定を越える育児・介護休業制度や、
その他各種の柔軟な働き方を支援する
制度に加え、北九州サポートセンター
では、自発的に立ち上げられた『子育て
支援ワーキンググループ』の活動が存
在する。育児休業取得第一号の胡眞子

（えびす まさこ）さんを中心に、『育児中の
社員が働き続けるために何が必要か』
を考え、会社に対して提案を行ってい
る。自分たちの手で、ボトムアップ式に
推進していくアクションが、多様な
個々の生活環境を尊重しながらも、働
き続けることのできる職場環境づくり
に寄与している。

　「育児休業や復帰を経験して、会社や
同僚に対する感謝の気持ちが強くなり
ました」とワーキンググループのメン
バー。「制度の利用は、与えられている
権利という見方もあるが、利用させて
もらっている感覚。後輩の社員が安心
して働き続けられるよう役に立ちた
い、職場にも貢献したい」と語るメン
バー。育児との両立は思った以上に大
変だが、仲間がいる！上司がバック
アップしてくれる！だからこそ意欲
が湧くと言う。この言葉から、ＷＬＢ
の推進が、組織への愛着を深め、社員
のやる気を引き出す効果があること
がわかる。

　『できることからスタートすればいい』
が、吉田センター長の持論。コールセン
ターは業務の内容から、ＷＬＢを実現し
にくい職場だといわれているが、少しず
つ進めること、現場や当事者を巻き込ん
でいくことにより、その推進につながっ
ている。実践経験から出る言葉は、必要性
を感じながらも難しさを感じている組織
の人事担当者には心強い。「結婚・出産で
退職する社員は大幅に減りました。育児
中の社員は確かに就労時間の制約等はあ
りますが、仕事への意識と実際の生産性
は高く、同僚からも信頼されています」
と、効果も現れている。
　高いスキルを持った社員が働き続ける
ことは、サービスの質を維持するために必
要な人材戦略であり、経営戦略としても
欠かせない取り組みであることがわかる。

W.L.B.
Work-Life Balance

企業情報

02

センター長 吉田充さん

ワーキンググループの代表 
胡眞子（えびす まさこ）さん 子育て支援ワーキンググループの皆さん

センター長：吉田　充
業種：サービス業（コールセンター）
従業員数：８００名（うち女性４００名）
所在地：小倉北区浅野３－１－６
http://jp.fujitsu.com/csl/

“共に”考え、創造する職場環境

育児は大変だけど、働きたい！
仲間がいるから頑張れる！

できることからはじめること！
それが変化に！

産休・育休からの復帰時の不安を
解消するために、メンバー手作りの
社内報「ＫＯＳＯＤＡＴＥ＋」を発行

市長賞 市長賞
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W.L.B.
Work-Life Balance

企業情報
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センター長 吉田充さん

ワーキンググループの代表 
胡眞子（えびす まさこ）さん 子育て支援ワーキンググループの皆さん

センター長：吉田　充
業種：サービス業（コールセンター）
従業員数：８００名（うち女性４００名）
所在地：小倉北区浅野３－１－６
http://jp.fujitsu.com/csl/

“共に”考え、創造する職場環境

育児は大変だけど、働きたい！
仲間がいるから頑張れる！

できることからはじめること！
それが変化に！

産休・育休からの復帰時の不安を
解消するために、メンバー手作りの
社内報「ＫＯＳＯＤＡＴＥ＋」を発行

市長賞 市長賞
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社会福祉法人敬寿会 美咲ヶ丘

第4回北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰企業レポート

法定内の制度でワーク・ライフ・バランスは実現できる！
～定着率が課題である福祉業界で、人材の定着と介護技術の質の向上を実現～

　｢実は、ＷＬＢを特別に意識し、取り
組みを進めた訳ではないんです｣と、村
口理事長と田中施設長は語る。組織と
して社会的責任を果たすことを意識
し、職員に対する公平・公正な処遇や
働きやすい職場環境の実現に取り組ん
できただけ、その結果が、ＷＬＢの推進
につながったという。また、その内容も
法定内の制度の中で運用しているとい
うから、驚きである。
　WLBは、近年、取り組みへの意識が
加速し、法定以上の制度を整える企業
が増えている。しかし、それでも思うよ
うに成果が上がらないとの声も多い
中、美咲ヶ丘では、職員のWLBが進み、
経営的にも好循環をもたらしている。

　｢私達の仕事は人の気持ちにふれる
仕事。職員を尊重しなくて、利用者が満
足するはずが無い。子どもや家族のケ
アをすることは人として当たり前のこ
と。それができない環境で“ 笑顔で丁
寧なサービス”が実現するはずがない」

と村口理事長。その思いから人事面で
も公平な評価・安定した処遇や出産・
育児・家族の介護などのライフイベン
トがあっても働き続けられる職場環境
づくりを推進している。福祉業界では、
職員の定着率の低さが課題であるが、
美咲ヶ丘では、８割以上の正職員が、開
設以来 10年以上、継続して就業してい
る。また、その中で入職 10 年前後の中
堅職員の多くは、育児休業等を利用し
ながら勤務を続けている。長年の勤務
で得たその技能や経験は、組織にとっ
て財産である。育児を理由に退職をす
るのは、組織にとっても大きな損失で
あるという指摘はもっともだ。
　また、育児など生活者としての経験
は、仕事において思わぬ波及効果を生じ
ることも多い。夫婦で勤務する野田喜裕
さんは、育児を経験し「利用者のペース
に合わせる、待つ、という感覚が、さらに
磨かれたと感じます」と語る。

　美咲ヶ丘では、各職場の事業部長を中
心に、自分の職域や責任を理解し、自発的

に行動する風土がある。同時に、育児休
業者には、『お互い様』の精神で部署を越
えての支援が実践されている。よりよい
サービスの提供と充実した職場環境を
つくるため、全員が自律的に行動すると
いう点に、ＷＬＢ実現のヒントが見える。

　この取り組みを進め、人材の定着とそ
れにより介護サービスの質の向上が実
現している。その結果、採用・教育コス
トなどが抑えられ、財務面での効果も表
れているという。
　また、近年では、そのサービスの質の
高さが評価され、遠方からも利用したい
という問い合わせが増えるなど、経営面
への効果も要所で確認できる。ＷＬＢに
よる長期的な就業の実現は、質の高い介
護技術を持つ“ チーム ”をつくりあげ
る経営戦略につながっている。

W.L.B.
Work-Life Balance
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理事長
村口年治さん

スタッフと利用者の様子

施設長
田中康貴さん

職員の野田喜裕さん・美穂子さん・長男の宗慈君

スタートは社会的責任（ＣＳＲ）

利用者の満足（ＣＳ）は
従業員満足（ＥＳ）である！

自律した職員が『お互い様』の精神で
部署を越えての支援を実現する

社会からの評価と経営的効果

野田さんは、現在、育児休業中である美穂子さんとリレー方式で５月から半年の育児休業に入る予定である。

企業情報

理事長：村口　年治
業種：高齢者福祉事業
職員数：８４名（うち女性６８名）
所在地：小倉南区大字新道寺1085ー 1
http://www.misakigaoka.com/  

ワーク・ライフ・バランス推進のための
各種支援・助成制度のご案内
掲載企業のレポートからもご理解いただけるよう、ワーク・ライフ・バランスは、
変化の時代に対応するための経営戦略としても有効です。
推進の際には、国や各種団体の支援制度を利用することができます。ぜひ、ご活用ください。
なお、制度の内容や問合せ先は変更になる場合がありますので、詳しくは各ホームページや〈お問合せ先〉にご確認ください。

当社はこれ
を

利用
しました！

育児・介護雇用
安定等助成金
（両立支援レベルアップ助成金）

『代替要員確保コース』

（財）２１世紀職業財団　福岡事務所　
TEL：092-431-7701　
http://www.jiwe.or.jp/

当院では、職員が
育児休業時や復帰時に

上記の制度を利用しています！
『医療法人寿芳会　芳野病院』

詳しくは、別紙の
『支援・助成制度の

ご案内』を
ご参照ください

育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を
原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成する制度です。

『休業中能力アップコース』
育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職
場適応性や職業能力の維持回復を図る職場復帰プログラムを実
施した事業主・事業主団体に支給されます。

育児休業の代替要員や復帰時の社員のトレーニングが必要！

＜お問合せ先＞

当社はこれ
を

利用
しました！

厚生労働省　
『次世代認定マーク
　　　　（くるみん）』

福岡労働局雇用均等室
TEL：092-411-4894
http://www.fukuoka-plb.go.jp/
12kinto/index.html

厚生労働省が定める基準を満たした企業や団体など
が認定され、取得後はそのマークを企業の広告や商
品、会社案内（パンフレット・ホームページなど）、役務
上で用いるもの（名刺・制服・車両など）や、求人募集
広告などの案内文書などに添付することができます。

ワーク・ライフ・バランスや次世代育成支援に
力を入れていることを、広く知ってもらいたい！

＜お問合せ先＞

当社はこれ
を

利用
しました！

育児・介護雇用
安定等助成金
（両立支援レベルアップ助成金）

『育児・介護費用等補助コース』

（財）２１世紀職業財団　福岡事務所　
TEL：092-431-7701　http://www.jiwe.or.jp/

当院も利用する予定です！
『財団法人　

厚生年金事業振興団　
九州厚生年金病院』

事業主が労働者のために一定の要件を満たした事業所内託児施設を運
営している場合、事業主に対し、保育士の人件費及び建物の賃借料につ
いて、利用した労働者数に応じて一定割合を助成する制度です。

事業所内託児所を設置したい！

＜お問合せ先＞

＊現在申請中です

復帰時の面接の様子

市長賞

※平成23年9月以降は下記となる予定です。
　福岡労働局雇用均等室　TEL : 092-411-4894

※平成23年9月以降は下記となる予定です。
　福岡労働局雇用均等室　TEL : 092-411-4894

当社では、
次世代認定マーク

（くるみん）の認証を受け、
名刺などに

掲載しています！
『株式会社　新菱』
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営している場合、事業主に対し、保育士の人件費及び建物の賃借料につ
いて、利用した労働者数に応じて一定割合を助成する制度です。

事業所内託児所を設置したい！

＜お問合せ先＞

＊現在申請中です

復帰時の面接の様子

市長賞

※平成23年9月以降は下記となる予定です。
　福岡労働局雇用均等室　TEL : 092-411-4894

※平成23年9月以降は下記となる予定です。
　福岡労働局雇用均等室　TEL : 092-411-4894

当社では、
次世代認定マーク

（くるみん）の認証を受け、
名刺などに

掲載しています！
『株式会社　新菱』



　そのようなことはありません。性別に関わら
ず、全ての従業員に関係のあるものです。

　ワーク・ライフ・バランスは、生産性の向上
や業務の効率化が取組の第一歩であることか

らも、性別、年齢、未婚、既婚に関わらず、全従業
員が対象であると言えます。更に、少子高齢化

が進み、

労働力人口が減少していく中、女性の労働力
をいかに活用するかは企業の将来の成長にと

って重要

な鍵となってきます。長期的な視点で考えると
、あらゆる企業にとって共通の重要な経営課

題です。

うちの会社に女性従業員はいないから、

ワーク・ライフ・バランスは関係ない？Q4
A
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菱

人材獲得の大競争時代が押し寄せている  
本質を理解していないと誤解される ！

ワーク・ライフ・バランスは有給休暇を消化することではない  
部下が育つ機会をつくるワーク・ライフ・バランス　

第4回北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰企業レポート
財団法人厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院
富士通コミュニケーションサービス株式会社 北九州サポートセンター
社会福祉法人敬寿会 美咲ヶ丘

コラム　『ワーク・ライフ・バランスは明日への投資～社員と組織のＷｉｎ－Ｗｉｎを目ざして～』

戦
略

実践
　そのようなことはありません。長期的な視点

でも経営に良い影響を与えます。

　ワーク・ライフ・バランス対応経営はまず
、「業務の見直し」や「ムダを省く」ことから

始

まります。例えば、従業員の休暇取得を促進す
ることなどは、表面的にはコスト増に見えます

。しかし、

従業員が意欲的に仕事に取り組むことで、長
期的な視点でも生産性向上が達成されます。

また、仕

事以外の活動を通して仕事に新たな発想を取
り入れることもでき、経営にプラスの影響が

もたらさ

れます。加えて、生きがい、働きがいを真剣
に考える良い人材からのアプローチにもつな

がります。

ワーク・ライフ・バランスなんてコストがかかって

かえって経営が苦しくなるのでは？Q1
A

　会社が抱える課題を共有することで防げます。日頃からの十分なコミュニケーションが成
功への鍵となります。

　ワーク・ライフ・バランス対応経営は、経営者が従業員の主張を聞くだけのものではなく、お互

いにコミュニケーションを取りながら、仕事の在り方や業務の見直しを行うことによって、双方が
メリットを享受することが出来るものです。経営者が日頃から従業員とのコミュニケーションをと
ることで、会社が抱える課題を従業員にも「会社の問題は自分の問題」として考えられるような風
土を作ることができます。

ワーク・ライフ・バランス対応経営を導入したら、
権利の主張ばかりをする従業員が増えませんか？Q2

A

　休暇を増やしたり労働時間を見直す前に必ず業務の見直しを行う必要があります。業務見直しにより生産性が向上します。
　休暇取得の促進や労働時間の削減を考える時には必ず業務の見直しを併せて行うことが大切です。業務の効率化により労働時間が短縮されることで、従業員が家族との触れ合いや自己啓発などを通して様々な経験をすることが可能になります。このことが、仕事においても、新しい発想につながり業績が向上するなど、「経営にとってプラスのサイクル」を生み出すことも十分に考えられます。

休暇を増やしたり、労働時間を削減したら、
仕事が進まなくなってしまうのでは？

Q3
A

北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会・北九州市
http://wlb-kitakyushu.jp

お問合せ 北九州市 産業経済局 産業政策課
Tel:093-582-2299  fax:093-591-2566

北九州市 子ども家庭局 男女共同参画推進部
Tel:093-582-2405  fax:093-582-2624

対 談

引用：中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営マニュアル /中小企業庁（平成21年３月）

北九州市印刷物登録番号　第1009083B号　平成23年 3月発行
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