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ワーク・ライフ・バランスをどう表現するか
ワーク・ライフ・バランス（以下WLB）を会

社オリジナルでどう表現し社内に発信するかは重
要だ。その表現がWLBを具体的に推進する上で
の根底となるからだ。
弊社が支援しているある大手食品会社では、

WLBの概念をこう表現している（図表1）。

会社は「多様性の理解と柔軟な労働環境・選択
肢や教育機会等の提供による支援」を行い、従業
員は「能力発揮、新たな価値創造による会社への
貢献」を行う。会社と従業員は「支援と貢献の関係」
で成り立っており、共に成長していけることが、
WLBであると定義付けている。このWLBの概
念を他社のWLBセミナーで紹介すると、腹落ち

感がとても良い。それは、WLBを、従業員が会社
に権利を主張するなら義務も果たせというプラス
とマイナスをイメージさせる言葉の組み合わせで
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図表 1　従業員と会社は「支援と貢献」の関係に

能力発揮、新たな価値創造による会社への貢献

多様性の理解と柔軟な労働環境・選択肢や
教育機会等の提供による支援

従業員 会　社
共に
成長

出所：ある大手食品会社の資料をもとに筆者作成
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はなく、支援と貢献というどちらもプラスな言葉
の組み合わせで表現しており、会社が従業員をサ
ポートするような一方向ではなく、従業員も会社
も一緒に成長するという上昇志向のベクトルが心
地よいのが理由だろう。
さらに、支援と貢献の関係について当該会社の

具体的なイメージはこうだ。従業員一人ひとりに
は「理想の人生」があり、人生で大きなウエート
を占める会社、とりわけ職場については、充実し
た生活が送れる「理想的な職場」であるべきであ
る。各職場では、従業員の考える幸せと会社の
ミッション・ビジョンが同時に達成できる「理想
の働き方」を目指して、お互いに助け合いながら
チーム力を最大限発揮し、働きがいややりがいを
感じてほしい。そして、こうした職場から従業員
が退職するとき、“あぁ、この会社で働いてよかっ
た！”と思ってほしいということなのだ（図表2）。
給与を払っているのだから、従業員の生活はあ

る程度犠牲にしてでも会社の利益目標を達成しな
さい、という考えの会社とは雲泥の差だ。

理想の職場はどのようにつくるのか
とはいえ、働く上では「理想」と「現実」には

ギャップがあるものだ。個人の努力でそのギャッ
プを埋めるにも限界がある。多くの仕事はチーム
で行っていることが多いからだ。では、「理想の職
場」はどのように実現していったらよいのだろう。
そもそも「理想の職場」「理想の人生」「理想の

働き方」における「理想」というのは職場メンバー
によってそれぞれ違うはずだ。まずこの違いをお
互いに認識し、認め合うことから始めなければい
けない。
そこで、職場であっても、仕事だけでなく、仕

事以外の部分を含めた職場メンバー同士の「自己
開示と他者受容」が重要になってくる。職場メン
バーが一堂に集まり、自分の考える幸せな人生と
は何か、それを達成するための理想のライフや理
想のワークとはどんなものかを互いに披露して、
それを受け入れ合うのである。これがなければ、

「理想の職場」や「理想の働き方」の実現といって
もどこを目指してよいのかわからなくなる。
　
ワークショップのススメ
そこで通常の会議や打ち合わせとは異なるワー

クショップという場が効果を発揮する。
ワークショップとは、直訳すると工房・仕事場・

作業場となるが、そこから転じて「主体的に参加
したメンバーが協働体験を通じて創造と学習を生
み出す場」を言う。
先述の大手食品会社の例をとれば、支援と貢献

の関係をワークを通じて体感してもらう設計と
なっている（図表2）。

図表 2　「支援と貢献の関係」とワークショップ全体像
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出所：ある大手食品会社の資料をもとに筆者作成

ワークショップ導入はロールプレーイングから
始まり、支援のワークとして、ワークライフシー
トの共有、働き方を変えざるを得ないパーソナル
イベントの共有とチームビルディングを行う。一
方、貢献のワークとして、職場に届いた感謝の手
紙、職場のミッション・ビジョンと日常業務のひ
も付け、そして総まとめに、理想の職場の実現に
向けたアクションプランを作成する、という流れ
になっている。

外部ファシリテーターが入るメリット
WLB推進ワークショップでは、「教える」こと

を目的として研修を進めるインストラクター（講
師）は必要ない。なぜなら、ワークショップその
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ものは、講師が一方的に「教える」ことを目的と
していないからだ。一方、ワークショップでは、
参加者の学びや気付きを促進するファシリテー
ターが必要となってくる。ファシリテーターには、
中立的な立場で参加者同士の発言や活動のプロセ
スを管理し、チームワークを引き出し、その成果
が最大化するよう「支援する」ことが期待役割で
ある。ファシリテーターは社内の人間でも行うこ
とが可能であるが、WLB推進ワークショップで
は、プライベートな話題や職場の課題が数多く出
てくる。その際に、参加者同士のなれ合いによる
結論の先送りを避け、プログラムに添って、限ら
れた時間内で成果を出すには、ファシリテーター
は外部の第三者が入るほうがよいのではないかと
考える。ただし、外部として入るからには、参加
者が安心してワークショップに臨める工夫が必要
となってくる。

限られた時間で大きな効果を発揮する工夫
先述の大手食品会社で行っているワークショッ

プでは以下の工夫を行っている。

（1）安心の場づくり
ワークショップが、個々人の思いや意見を遠慮

せずに言える安心の場でなければ効果は限定的と
なってしまう。そこで、ワークショップでは、ま
ずその場の約束事である「グランドルール」を提
示する。例えば、「相手を非難しない、相手の話を
よく聞く、思い込みを捨てる、他言無用」といっ
た4つだ。これは口頭だけでなく、会場の壁に貼
り、常に見えるように工夫し、少しでも参加者の
中でルールを無視した行動があれば、ファシリ
テーターはもちろん、その都度参加者同士で指摘
できるようにしておく。
また、ワークショップの冒頭、メンバー同士が

呼び合うニックネームを決め、ネームプレートに
書いて胸に貼ってもらう。このとき職位・役職名
は禁止とする。つまり、役職のよろいを外しても
らい職場での上下関係をワーク中ではフラットな

関係に構築しなおす。それにより、上司や部下と
しての発言ではなく、一個人としての発言となり、
自己開示・他者受容がよりしやすくなる。
さらに、ワークでは、職場の課題や解決策など

を参加者全員で共有するときに付箋をよく利用す
る。ただ発言されるだけだと、声の大きい人が場
を支配してしまうことがある。全員参加を促すに
は、一定時間内に自分の意見を付箋に書いて皆で
張り出して見せ合うというのが有効だ。また、職
場だと、上司の言った意見が通りやすいとか先輩
のアイデアは尊重したいとかいう感情が働きやす
く、フラットな関係ではいられなくなる。しかし
付箋には書いた人の名前は書かないので、模造紙
に貼った瞬間に属人性が消え、1つの課題やアイ
デアとして扱われる。付箋に書かれた内容で、分
類をしたり、優先順位を付けたりするときに、余
計な気遣いが消えて、純粋にワークの成果を上げ
やすくなる（写真1）（写真 2）。

写真 1　全体共有のイメージ

出所：筆者撮影

写真 2　付箋と模造紙のイメージ

出所：筆者撮影

特別レポート



2013.3　経営センサー
77

ワークショップが長時間にわたる場合は、気軽
に口にできるお菓子や飲み物を用意している。リ
ラックスしながらワークを行うことができるよう
にするためだ（写真3）。

写真 3　ワークショップの道具

出所：筆者撮影

（2）事前課題
WLBを考える際、「自分は人生で何を大切に生

きていきたいか」という根本的な部分を明確にす
ることが大切だ。そうでないと、目の前の仕事に
追われ、時間が次々と失われていきWLB実現か
ら遠ざかってしまうことになる。自分にとって幸
せな人生とは何か、理想のライフとは、理想の
ワークとは、などといったものは、静かに内省す
る時間が必要だ。よって、2週間前に事前課題と
して参加者に与え、じっくりと課題に向き合って
臨んでもらうことにしている。日常生活の中では
なかなか行わないこの時間をワークショップ当日
までの宿題として行ってきてもらう。

（3）ロールプレーイング
ワークショップの冒頭のワークから、“あなたの

幸せな人生とは何かを披露し合ってください！”、
といっても抵抗感があるのは当然である。そこで、
なぜ仕事以外の自己開示が必要なのかをあるロー
ルプレーイングを使って体感するように工夫して
いる。

このロールプレーイングの設定は、上司と職員
4人の職場で、定時5分前に緊急事案（ただし難
易度は高くない）が舞い込んできたため、上司は
残業するメンバー 2人を選びなさいというもの
だ。上司や職員4名の役割はくじ引きで選ぶ。第
一回目ワークの職員役には、自分の定時後の予定
だけの情報が与えられ、上司には、部下の能力情
報だけが与えられる。よって、上司役は大抵、能
力の高い順に残業2人を選ぶ傾向にある。しかし
残業するよう命令された部下は定時後の予定があ
るので、残業はできない、と上司に伝えることが
多い。第二回目のワークでは、上司役には第一回
目の情報に加え、部下の定時後の予定まで情報を
提供する。すると上司は、定時後の予定を見て、
残業できそうな部下を選ぶ。定時後にジョギング
なんて記載があれば、ジョギングなら残業しても
よいだろうと考えるし、保育園の迎えなどの記載
があれば、残業は無理だと判断する傾向にある。
ところが、ジョギングの部下に残業を命令すると、
今日だけは勘弁してほしいと上司へ抵抗し、逆に
保育園の迎えが必要な部下は、私が代わりに残業
します、といった回答が帰ってくる。そこで上司
役は困惑する。実は、部下役には自分の定時後の
情報だけでなく、メンバー間の詳しい情報も与え
ている。つまり、部下同士は仲がとてもよいとい
う設定だ。ジョギングの部下役は実はマラソンに
命をかけており、翌日に最も大切な大会を控えて
いて前日の体調管理が鍵であり、今回の大会で好
成績を残せることを職場のメンバー全員が応援し
ている。一方、保育園の迎えが必要な部下役は、
親戚が近所に住んでいて急な残業でも親戚にお願
いできるから平気だという設定だ。もし、ここま
での情報を上司が最初から知っていたら、ジョギ
ングの部下には残業させず、保育園の迎えの部下
にお願いするだろう。つまり、定時後の情報だけ
でなく、部下の価値観まで知っていないと、上司
として適切な判断ができないわけだ。ただ、この
ロールプレーイングは、残業として発生した緊急
事案は4名の部下の能力なら誰でも対応可能であ
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ることが前提であるのがポイントだ。実際の現場
では、ジョギングの部下にしかできない緊急業務
が発生したら、ジョギングの部下に頼むほかな
い。そうだとしても、事情を全く知らない上司か
ら「残業頼む」と言われるのと、事情を知ってい
る上司が「明日に大切な大会があるところ大変申
し訳ないが…」と親身になって残業を頼まれるの
では、同じ残業をするにしても信頼関係やモチ
ベーションが大きく異なるのではないだろうか。
つまり、大切なのは3つである。第一に、職場

の課題解決だけを最優先するのではなく、ライフ
の情報も考慮した上で、職場の課題解決もメン
バーのライフの実現も共に図れる方法を検討して
みること。第二に、ライフの情報だけでなく、互
いの価値観も共有しておくとメンバー同士の協力
し合う風土がつくられやすいこと。第三に、自己
開示・他者受容が会社にも個人にもメリットとな
りうる、という3点だ。
このロールプレーイングを冒頭にやると、自分

のライフ情報や価値観について職場メンバーに披
露するハードルは低くなっていることが多い。

（4）アクションプランまで作成
通常業務の手を止めて、ワークショップにある

程度長い時間をかけるため、成果物が欲しいとこ
ろだ。そこで、ファイナルワークとして、WLB実
現のためのアクションプランを参加者全員で作成
してもらう。その際に、明日からでも簡単にでき
ること、継続できることを条件に検討してもら
う。これまでのさまざまなワークを通じて、職場
の課題が数多く出てくるが、全てを解決するため
に完璧なものをアクションプランにしようとする
と、逆に何も決まらなくなる。それぞれの課題は
職場に帰って慎重に検討してもらうとして、ワー
クショップ中は、時間も限られているため、初め
の一歩をみんなで決める。その際に、コンセンサ
スを取ること、優先順位を2軸で決めることがポ
イントとなる。トップダウンで上から命令されて
やるものは “やらされ感” が大きく、続かないこ

とも多い。コンセンサスは、決定プロセスに全員
が関与して決めていくため、自分たちで決めたこ
とは続けられることが多い。まず個人レベルでア
クションプランを作成してもらい、みんなでアク
ションプランを披露し合う。この時点で自分のア
イデアもメンバーのアイデアも共に理解した状態
になる。次に1つにまとめる必要があるのだが、
優先順位をつけてメンバーのアイデアをふるい落
とす必要性が出てくる。ここでいろいろな要素を
加味して決めようとすると時間内に決まらないた
め決定に必要な要素を2つだけ決めてもらい、そ
の2つの条件でメンバー同士のアイデアに優先順
位付けしてもらう。継続できるためには「気軽に
できること」「楽しくできること」などが軸に挙がっ
てくることが多い。軸は参加者全員で決める。メ
ンバーのアイデアをこの2つの軸でプロットして
いく。どちらも満たすアイデアだけが残り、残っ
たアイデアを合わせたり分解したりしながら1つ
のプランを作成する。

（5）参加者の感想
WLB推進ワークショップにこれまで参加した

方々の感想を一部紹介する。
＜参加者の声＞
・�職場の仲間を深く理解し、会社、組織のゴール
に向かう課題と解決の方向性を導き出すことが
できた
・�普段はこのようなことを話す機会もなかなかな
いので、みんなが考えていることが共有できて
良かった
・�各人の価値観・考え方の共有が図れ、お互いを
尊重する雰囲気が醸成された
・�自組織の役割を、職位を越えて共に考えること
ができ、個人ではなく、組織の必要性を再認識
できた
・�理想だけでなく、今後の具体的な取り組みまで
決定できたことが良かった
・�時間の長さを全く感じず、スムーズに楽しく、
皆でやることを決める導きは素晴らしかった
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（6）まとめ
WLB実現のためには、個々人の意識や働き方

の見直しでは足りず、職場メンバー全員で取り組
むことが大切だ。そのためには、職場メンバーに
適したアクションを継続的に行うことで実現でき
ることが多い。そしてワークショップは1回に限
らず、定期的に行うことでそれぞれの最新の情報
を更新したり、メンバーが異動する都度、行うこ
とが大切である。『お互いに助け合う風土はお互い
を知るところから始まる』のではないだろうか。
みなさんの職場でも取り組んでみてはいかがだろ
うか。
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