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わが国「次世代育成支援対策推進法（次世代法）」

は、企業に行動計画の策定を義務付けている。こ

れまでは、従業員 300 人以下の企業については

「努力義務」にとどまっていた。しかし昨年、次

世代法の一部が改正され、2011 年 4 月以降は 101

～ 300 人の中小企業も対象となる。そうした実情

を踏まえて、本稿では「ワークライフバランス」

（仕事と家庭生活の調和、以下WLB）に関して、

実際に中小企業の現状はどうなのか、また企業業

績にどのような影響を与えるのかを述べたい。

1.「中小企業の職場環境は遅れている」は

間違い

中小企業はWLB しにくい職場環境だとしばし

ば言われる。育児休業制度などWLB に関連する

制度を見ると、確かに中小企業は大企業と比べて

導入が進んでいない。しかし、中小企業は遅れて

いると結論付けるのは早計だ。実は、中小企業だ

からこそWLBしやすい面もある。

これまで筆者は、国内外の企業におけるWLB

の先進的な取り組みをヒアリング調査してきた。

その半数以上が中小企業だ。イギリスを中心とし

た欧米の中小企業 60 社、日本の中小企業 300 社

に及ぶ先進的な事例を見聞してきた。

また、企業アンケート（3,000 サンプル）及び

従業員アンケート（4,500 サンプル）に基づく実

証分析を行った。その結果「中小企業はWLB し

にくい」という通説は一面的な見方で誤りである

ことを明らかにした。なお、研究結果の詳細は、

2006 年度の中小企業白書（第 3 編第 3 章）に掲
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中小企業におけるワークライフバランス
（WLB）

Point
1 中小企業はWLBしにくい職場環境だと言われるが、欧米及び日本の企業調査、企業アンケート調

査、従業員アンケート調査の結果、中小企業だからこそWLBしやすい面もあることが分かった。
2 ドイツではWLBがハイリターンの投資であるという調査結果があるが、日本でも同様の研究が進

められている。
3 WLBには「企業文化の変容」「組織・業務体制の見直し」としての効果があり、「時間当りの生産性」

を高めることで、結果として労働と生活の質が高まる。企業にとっては、優秀な人材を引き留め、惹

き付ける鍵ともなるのである。
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載されたので、関心がある方はそちらもご高覧い

ただきたい。

2.「仕事と育児の両立」に適した中小企業

アンケート調査からは、「仕事と育児の両立」

に関して以下のような中小企業の特長が浮かび上

がった。

①企業規模が小さい企業において、両立が「し

やすい」と回答する割合が高い

②女性社員が出産後、復職する割合が高い

③育児で離職した女性の再就職先の受け皿と

なっている

④両立支援に関する制度は整っていないが、柔

軟に対応している

⑤中小企業の女性従業員ほど子ども数が多い

3. 中小企業で仕事と育児を両立しやすい要因

中小企業で、従業員がWLB しやすい要因を整

理すると、以下の 5つが挙げられる。

①「能力」を評価し、キャリアロスが少ない

②役職の階層がフラット

③職住近接の職場環境

④職場に子どもを連れてこられる雰囲気

⑤女性活用をめぐる多様性

まず①について。企業規模別に従業員が育児休

業や短時間勤務の利用を躊躇してしまう理由を見

ると、中小企業ほどキャリアロスへの懸念は小さ

い。これは、中小企業では、人事評価者と評価さ

れる側とで長期的な人間関係を築いているため能

力を把握したうえで評価されていると考えられ

る。また、中小企業ほど異動周期が長く、転居を

伴う異動が少ないなどの特徴がある。

育休後に職場復帰したとき、休業前の「仕事の

出来」を知っている同僚がいるかどうかは、その

人の「本来の能力」に基づいた処遇を行うための

大きな要素となる。したがって、人事異動が頻繁

に起こらない異動慣行があり、人事評価者が評価

する従業員の「本来の能力」を把握できる中小企

業では、WLB しやすい職場になっていると考え

られる。

続いて②「役職の階層がフラット」という点。

大企業は中小企業に比べるとピラミッド型組織で

役職がより細かく設定されているため、より短い

期間で昇進・昇格し、2、3 年のブランクが影響

してしまう。これに対し、中小企業はおおむね組

織がフラットであり、休業による一時的なブラン

クはキャリアにさほど影響しない。

③「職住近接の職場環境」について。中小企業

の従業員は大企業の従業員に比べれば通勤時間が

短い。

④「職場に子どもを連れてこられる雰囲気」が

ある。中小企業には家族的な面があるため、職場

に気軽に子どもを連れていける場合が少なくな

い。「職育近接」である。

⑤「女性活用をめぐる多様性」である。中小企

業のなかには、従来型の男性中心の企業もあれば、

女性が従業員の大半を占める企業もあり、女性活

用の面では大企業と比べても多様性に富んでい

る。そして、女性社員が多い職場ほど、WLB し

やすい職場環境となっている。これからは「中小

企業モデルのWLB」が有効だ（図表 1）。

4. WLBはハイリターンが約束された投資

ドイツ政府が刊行したレポートによると

「WLB に取り組む企業の財務分析を行った結果、

両立支援に対する投資を利回りに換算すると年率

25 ％のハイリターン投資であった」という。

ここ数年日本でも、WLB が企業業績にプラス

の効果をもたらすという研究が進められている。

筆者が 3,000 社の企業データベースをもとに財務

分析したところ、WLB への取り組みが本格化し

た 1990 年代における売上高の変化を見ると、一

般企業では一企業当たりの売上高が 2割近く減少

しているのに対し、WLB 先進企業ではむしろ売

上高が 3割近く増大している。同様の傾向は、経

常利益についても見られた（図表 2）。
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このように、WLB の取り組みと業績との間に

は高い相関関係があるが、両者の関係には 2つの

因果関係がありえる。すなわち「WLB に取り組

んだから、業績が向上した」あるいは「業績が良

好だから、両立支援に取り組んだ」という 2つの

考え方ができる。

一般企業の経営者は、WLB 先進企業は「業績

が良好だから、WLB に取り組んだ」という見方

をすることが多い。しかしながら、筆者がヒアリ

ングを行った国内外のWLB 先進企業の経営者や

人事労務管理担当者の大半は「WLB に取り組ん

だから、業績が向上した」と認識していた。この

点をきめ細かく計量分析をした結果、「WLBに取

り組んだから、業績が向上した」点が確認された。

筆者は、WLB への取り組みには大きく 3 段階

あると考えている（図表 3）。

最初の段階は、従業員への福利厚生の一環とし

て導入する。その次の段階は、企業の社会的責任

と位置付ける。そして、第 3段階としては経営戦

略の観点から取り組むようになる。

このような 3段階に分けて考えると、第 1段階

では企業業績の向上に寄与することはないが、第

2 段階、第 3 段階と進むにつれて、企業業績の向

上に大きく寄与することになるのである。

WLB が長期的に最も大きな効果をもたらすの

が「企業文化の変容」「組織・業務体制の見直し」

である。すなわち、WLB はロスではなく、周り

の人が業務を見直したり、経営者が組織体制を変

革したりするチャンスだというように考え方の転

換が図られることになる。

育児休業中あるいは勤務時間短縮中は、決して

「仕事をしない期間」ではなく、第三者の視点で

冷静かつ客観的に仕事を見直すことができる「貴

重かつ有益な期間」であるという発想の転換は極

めて重要である。こういう「逆転の発想」を会得

した企業は、人材活用面で貴重な知恵を身に付け

たことになる。こうした企業では、企業文化が大

従来のWLB

WLB

20人 50人 

しやすい 

「中小企業モデル」の 
 新しいWLB

しにくい 

100人 

従業員規模 

300人 1,000人 

出所：筆者作成

図表 1 中小企業モデルのＷＬＢ（イメージ図）
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図表 2 ＷＬＢはハイリターン投資

注：「ＷＬＢ先進企業」とは、ＷＬＢに関する 50 項目に及ぶ企業
データをもとに、合計ポイントが多い企業トップ 120。

出所：経済産業省『企業活動基本調査』各年版、有価証券報告書等
を基に筆者作成
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きく変容する。

すなわち、単に育児中の社員を重宝するだけで

はなく、入社直後の社員や定年後に再雇用した社

員、非正規社員なども重宝しようと考えるように

なるのだ。入社直後の社員を「学生気分が抜け切

らない」と否定的にとらえず「カイシャの常識に

染まっていない新鮮な発想ができる人材」と肯定

的にとらえるし、定年後に再雇用した社員や非正

規社員も「補助的な働き手」と否定的にとらえる

のではなく「複眼的な思考ができる人材」と肯定

的にとらえるようになる。

結果として、様々な属性を持った従業員から知

恵とやる気を引き出すことに成功し、企業業績は

大きく伸びることになる。こうした企業では、子

育てをしている従業員のみならず、子どもを持っ

ていない従業員や様々な年齢の従業員にとっても

働きやすい職場環境がつくられることになる。

また、組織・業務体制の見直しを図ることによ

り、企業業績は大きく伸びる（図表 4）。WLBは、

必ずしも企業経営者や管理職だけの責任ではな

く、企業で働いているメンバー全員で考えていか

なくてはいけない面があると思う。WLB しやす

短期（3年程度） 

中期（5年程度） 

長期（10年程度） 

第１段階 

従業員への  
「福利厚生」 

第2段階 

企業の 
「社会的責任」 

第3段階 

「経営戦略」 
の観点 

優秀な人材の確保 

優秀な従業員の新卒採用が容易
になり、採用コスト節減 
熟練した従業員が長く働き、生
産性が高まる 

企業イメージの向上 

家族や社会貢献を重視する企業
としての宣伝効果が大 
地域の子ども・子育て環境への
貢献が社会から評価 

業績・生産性の向上 

従業員の時間の管理能力や勤務
先企業への忠誠心が向上 
従業員の空きを契機に、組織や
業務体制を効率化 

出所：筆者作成

図表 3 ＷＬＢの発展 3段階

推進 プラスの影響 

組織・業務体制の 
見直し 

両立支援策 企業業績 

出所：筆者作成

図表 4 組織・業務体制の見直しで一石二鳥の効果

中小企業におけるワークライフバランス（WLB）
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い就労環境は業務効率化のバロメーターという側

面がある。

日本経済新聞社が実施した「日経ネットプラ

ス：育児休業に関するアンケート」（2007 年）で、

「育休への対応を通じて、職場でプラスがあった」

と約 3割が答えている。最も多い答えが「人材育

成につながった」というもの。「業務をマニュア

ル化して引き継いだため、業務内容が他の社員に

も一般化された」というメリットがある。

WLB 先進企業では、育休取得者が出ると全社

一斉に業務の棚卸をやる。要員を補充する代わり

に、業務の無駄をなくす改善運動によって空きを

埋めている。こうした地道な取り組みの結果、不

良品発生率をコンマ 3桁落とした企業がある。こ

ういう目に見える形での業績アップの事例もあ

る。

また、別の中小企業メーカーでも、エース研究

者が女性であった。彼女が育児休暇を取得すると

非常に困ってしまう状況だったが、その仕事を難

易度でランク付けして、容易な仕事は派遣社員が

代替し、難しい仕事は同僚ができるように引き継

いだ。こうして育休中を乗り切り、彼女が職場復

帰した後も、容易な仕事は他の人が代替して、難

しい仕事だけに専念できるようにした。その結果、

エース研究者自身の生産性が上がるとともに、そ

ういう働き方を業務全般に広めるなかで、企業全

体の業績も向上した。

こういった事例からも分かるように、育休取得

やWLB をマイナスやコストととらえるのではな

く、ある意味のチャンスととらえ、プラスに転ず

る発想が重要なのである。

WLBは決して「働かないことを推奨すること」

ではない。「時間当たりの生産性」を向上させる

ことで、労働と生活の質を高め、両者の相乗効果

を目指すものだ。従業員に働きやすい環境を提供

することで、中長期的に企業が成長する、ハイリ

ターンが約束された投資という見方が正解だ。

現在、「WLBはコストがかかるから、その余裕

はない」と考えている経営者は、発想の転換を図

るべきだ。経営環境が厳しいときこそ、大胆に

WLB に踏み切るべきである。労働力人口が減少

しているなかで、いかに優秀な人材を引き留め、

惹き付けるかが企業浮沈の鍵となる。これからは

企業のWLB が常識になる。この点に早く気付く

かどうかで、今後の企業業績は大きく明暗を分け

るであろう。
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