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東レ経営研究所では、ワークライフバランス

研究部を発足し、2009 年から同分野での活動を

開始しています。今回は、同分野の先駆けとな

る株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役

社長小室淑恵氏に、ご自身の実践の様子などを

お伺いします。

自身のワークライフバランス

佐々木：小室さんは、3 歳のお子さんがいらっ

しゃる上、株式会社ワーク・ライフバランスの

代表も務められているということで、非常にお

忙しいはずですが、まずご自身のワークライフ

バランスの状況について教えてください。

小室：私自身の家庭生活の部分についてお話し

しますと、まず 1 日のうち朝の家事・育事は夫

が担当です。そして夜は私が担当です。もちろ

ん最初からではなく、話し合いを経て、ちょっ

と朝ご飯を作るというところから始めました。

夫は官僚で、当初は夜中の 1 時や 2 時に帰って

くる人でした。それが皆の中で平均だという感

覚だったんですね。それを 3 時間早く帰ってく

る決断をした、それでも 11 時なんですが。そし

て、単に 3 時間早く帰ってくるだけではなくて、

その分 3 時間早く起きるようになりました。そ

れまでは 8 時半に飛び起きたらご飯も食べず自

分の支度だけして飛び出していく人で、夫が出

ていったあとに家を片付けるのも私、子供の面

倒を見るのも私で、自分の支度もしてという三

重苦みたいになっていました。それが、3 時間早

く寝る分、3 時間早く起きて、朝ご飯を作るとい

うところから徐々に広がって、朝のうちに子供

をお風呂に入れてくれるようになって、今では

保育園への送りも夫がやってくれます。そのお

かげで、私は 5 時半ぐらいに起きたら 30 分ぐら

い走ったり、ヨガをしたりしてまず体を動かし

て、そのあとお風呂でのんびり半身浴をして美

容雑誌を読んだりして、そのうちに夫が朝ご飯

を作っておいてくれますので、朝食を食べると

いう。
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佐々木：それは、すごいですね。しかし、今ま

でそうではなかった人をそんなふうに変化させ

るなんて簡単なことではないと思いますが、ど

うやって彼を変化させたんですか？

小室：少しずつなんですよ。最初は、彼が

ちょっと家事に手を出すと、やっぱり少し下手

なんですね。独身時代はコンビニとお友達で、

料理も作れなかった人だったので。でも、とに

かく料理も家事も褒めました。もう 1 つ 1 つの

ことに感激しながら。

佐々木：褒めて、育てられたのですね。

小室：転機となったのが子供の離乳食でした。

最初にスープを飲ませる時、私が「この最初の

野菜スープの味で一生の味覚が決まるらしいよ」

なんて言って（笑）。そうしたら夫が、有機野菜

をたくさん買い込んで来て、それで初めて一所

懸命野菜スープを作ったんです。そして、その

上澄みを子供に飲ませたら、すごくおいしいっ

て顔をしたんですね。すると夫は、「俺のスープ

を飲ませてこんなに眉毛が上がって喜んでる」

と。それから一所懸命離乳食を作りはじめまし

た。ほうれんそうなんかをペーストして、小さ

な密閉容器に入れてぎっしり冷凍庫に並べてく

れました。

この、離乳食から作ったというのがポイント

で、最初が丁度だしをとるとかペーストすると

かという基本になりますよね、離乳食って。そ

のせいで料理の手順が基礎からできるように

なって、それをその都度おいしいおいしいと食

べてくれる存在がいて、その子がだんだん大き

いものが食べられるようになったり、味が分

かったり食べ物の名前が分かったりしてくるも

のですから、徐々にウェイトトレーニングのお

もりを重くしていくような感じで、とても自然

に上達していきました。

1 つ上手になると、自分は家事ができるという

自信になったようで、次には掃除も始めました。

最初は、夫が掃除したと言うあとにたくさんゴ

ミが落ちているので、何をどうやって掃除した

んだろうと、本当に不思議だったのですが、今

では私よりもずっと速く効率的に掃除機をかけ

てくれるようになりました。

佐々木：それは育児とか家事の楽しみを知った

ということですか。

小室：うまくできることって積極的になってい

くというスパイラルが起きますよね。逆に最初

はうまくできない、更に失敗を指摘されるのが

嫌でやりたくないという負のスパイラルも。私

自身も最初悪いところがあって、残っているゴ

ミをいちいち指摘していたんです。「どういう掃

除機のかけ方したらこんなになるのかしら」と

か言っていたんです。でも、そういうことがや

る気を失わせるのだと気づいて、工夫したとこ

ろを褒めるようにしました。

佐々木：奥さんは、家事、育児の門番になる

なっていう話もありますね。

小室：安藤哲也のお話さんですよね。

佐々木：そうそう。門番やるから、男は家の中

に入り辛いんだと。

小室：私もかつては典型的な門番だったと思い

ますね。ただ、自分が初めて家事をやった頃を

思い出すと確かにそうそう上手くはできなかっ

たですよね。日々進歩するものですから。今で

は毎朝夫が保育園の支度も全部して、保育園の

お便り帳も書いて子供を送っていってくれるの

で、私は朝の食器の片付けをして洗うぐらいで、

あとは片手間に洗濯物をたたんで、掃除機をか

けるくらい。



佐々木：ご主人は、夜の 10 時、11 時まで働いて

お疲れでしょう。

小室：深夜の 1 時 2 時が普通だったので、割と

タフです。2 時に帰った頃に比べれば、今がすご

く健康的な生活というイメージみたいです（笑）。

もちろんもっと早く帰って来るために今も少し

ずつ努力してくれていますし、今では保育園の

お迎えを週に 1 回行ってくれています。

企業の風景

佐々木：ワークライフバランスというとわりと

女性が育児で忙しいとか、そういうことに目が

いきますが、男性のワークバランスの有り様と、

それに対する小室さんなりの感じ方、考え方に

ついて、教えてください。

小室：日本人の残業の根底には、仕事の成果の

捉え方という問題があると思います。積み上げ

た山の高さを競うという現在の評価方法で競争

している限り、夜のうちに小人のように働いて、

朝上司の机に大量の成果を積んでどうこうする、

そういう出し抜き合戦みたいなことを続けるこ

とになる。でも実際にそれをコストで見たら、

本人の残業代＋光熱費＋深夜に帰るタクシー代

から何からいろいろ掛かっているわけです。

これからは、第一に、この評価の機軸を「時

間当たり生産性」に置き換えるべきです。ただ、

この「時間当たり生産性を計る」という当たり

前のことに、「そんなのどうやって計るの？」と

いう反応を多くの方から受けます。これは、か

けた時間で割ればいいという単純なものですが、

従来の成果の測り方では、かかった時間という

ものを正確に把握していなかっただけなんです

ね。

それを時間当たり生産性という点で見ていく

と、業務に長い時間を掛けている人はそれだけ

で時間当たりの生産性が低いということになり

ますので非常に判断しやすくなります。

佐々木：シビアですね。

小室：働く方にとっては非常にシビアですね。

コンサルをして本当に時間当たり生産性の評価

に変えた部署では最初の 3 カ月はストレス度が

かなり上がります。「ワークライフバランスって

楽しいものだと思ってたけど厳しいですね」「僕

たちは前みたいに自由に残業させてもらいた

い」、気楽に仕事をさせてもらいたいと言われる

こともよくあります。

佐々木：それは 1 つ 1 つの仕事の測定がしんど

いからということですか。

小室：そうです。同じ時間の中で仕事量はもち

ろん変わりませんので、それを効率よくやろう

とすると手当たり次第に目に付いた順に仕事を

するわけにもいかなくなりますし、優先順位も

いちいち考えなければいけない。例えば今日の

仕事でつまづいた理由がエクセルの関数ならば、

すぐ今日のうちに勉強して、ということをやら

なければならなくなる。日々勉強しなければい

けないし、業務時間中に気を抜かず集中してい

なければいけない。実は自分のペースで仕事が
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今後の景気の焦点は設備投資の持続力ワークライフバランス

できて今までが楽だったんだと気付く方も多い

ですね。

実際のコンサル風景

佐々木：実際のコンサルの現場というのは、ど

のようなものですか？

小室：先日も、ある IT 系の企業様にコンサル

ティングに入らせていただきました。そこは社

員もトップもかなり手強い所でしたが、8 カ月後

にはワークライフバランスということが当たり

前になりましたね。

佐々木：でも、わざわざコンサルを依頼される

位ですから、トップは前向きということじゃな

いんですか？

小室：当初はワークライフバランスを大きく誤

解されていました。そのトップとは 3 回ぐらい

対談して、徐々にワークライフバランスの本当

の意味というものを理解していただきました。

佐々木：民間企業のコンサルをされる時は、ど

んな要望があるのですか？　要するに残業を減

らしてくださいとかそういう要望なんでしょう

か？

小室：それぞれの企業で目指す方向が違います。

先ほどの企業では、あくまでも成果に結び付く

ことをやりたいということでしたので、参考と

して、その企業が常日頃から、ライバルとして

意識しているある企業の 1 人当たりの時間当た

り生産性を調べました。そうしたら何と、3 倍も

差があったんです。

佐々木：引き離されていたわけですね。

小室：そうです。1 人で 3 倍稼いでいる企業と

戦っている状況でした。その状況で、これまで

のように時間に頓着せず、ただ頑張って 3 倍

やって追いつこうという発想でできるのか、無

理ですよね。これまでと違った斬新なアイディ

アや発想が浮かぶような社員にするということ

が大前提となります。そうすると若手の社員も、

今までのような、営業成績を出すために残業し

ているんだからという言い訳もだんだんなく

なってきました。管理職向けの研修としても、

全管理職に同じ研修を聞いていただくまでセミ

ナーを行いました。

40代50代の切実な問題は介護

佐々木：そうでしたか。ただ、私のような年齢

の人間から見ると、横文字のワークライフバラ

ンスなんていって、小室さんみたいな若い人が

出てきてレクチャーされてもどうも現実味がな

いと思ってしまうところがあります。40 代 50 代

の方々から、そんなこと言ったって男は仕事だ

ろうとか、反発されることはありませんか。素

直に聞いてもらえますか？

小室：もちろん簡単ではありません。ただ、一

つのテーマとして、介護の問題があります。我

が社ではセミナー後は、毎回アンケートをとり

ますので、年代別の満足度というのを 1 年間通

してすべて把握しています。創業当時はワーク

ライフバランスの話をすると、40 代、50 代の男

性の方の支持は低かった。そうすると、やっぱ

りこの 40 代 50 代の方に共感いただけるような

ワークライフバランスの事例が入っていなくて

はならないと考えました。そこで調べ尽くした

結果、その年代の方たちにとってワークライフ

バランスの面で一番重要な要素は介護だという

ことが分かったんです。そして介護について調

べていくうちに、これは思っていた以上の脅威

だということに気付きました。

佐々木：先日、小室さんがトヨタ自動車の例を

出されましたね。今 6 万 8,000 人の従業員がいて、
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あと何年かしたら、そのうち介護で悩む人が 1

万 4,000 人になるだろうと。今から何年後ですか。

小室： 15 年後という話を 3 年前に聞きましたの

で、もう約 10 年後ということですね。

佐々木：すごいことですよ。しかしそういう

データがあるというのがまたすごい。

小室：トヨタもそういった試算をされていると

ころが先見の明ですよね。

佐々木：皆驚きますよ。6 万 8,000 人のうち 1 万

4,000 人が介護の問題を抱えると言われると。

小室：しかも累積していきます。介護の宿泊型

施設は全く足りませんから、デイサービスにお

願いせざるを得ませんが、18 時に家の前にバス

で送り届けられる親を迎え入れなければならい。

そうすると、チーム内で 1 人短時間勤務、はい 2

人短時間勤務、はい 3 人目ってどんどんどんど

ん時間制約付きになっていくわけです。そのう

ち何人かは突然休業して、親御さんの病院につ

いていって 1 カ月ぐらい会社に出勤もできない

といったことが起きます。

佐々木：先日テレビで報道されていましたが、4

年前に介護退職者数が 5 万人だったそうです。

それが今 10 万人になったっていうんですよ。

たった 4 年間で。データが取れる範囲でそうな

のですから、取れないものまで入れたら 20 万人

とかそういうオーダーになるはずです。わずか 4

年で倍になるという、この恐ろしさです。まだ

まだ働けるのに退職する人の数ですからね。働

きながら介護している人なんて、もっとその何

倍もいるわけで、すさまじい話です。

小室：親の介護を抱えたら「会社を辞める」と

いう発想は、男性ですごく実力のあった人ほど

向かいやすい。そういう方はそれまで時間に制

約のある人間は使えないと自分が公言してきた

わけです。家庭を持つ女性に対して厳しい態度

を取ってきた人が、自分に制約ができた時に矛

盾を抱えてしまう。黒白はっきりつけなければ

いけないと自分で思い込んでしまう。本当は仕

事を続けながら、日中だけヘルパーさんやデイ

ケアに頼むという選択もあるのに、6 時に帰って

申し訳ないと頭を下げるとか、そういった制約

のある自分を認めることができずに仕事を辞め

るという選択をする。

佐々木：誰かに相談すればいいのにと思います

が。自分一人で悩んで決断して、辞めてしまう

んですね。これは確かに問題だ。

いい話をお聞きしました。40 代 50 代男性の

キーワードは介護ですね。

相互に助け合う社会へ

佐々木：話は変わりますが、私はこのごろ、日

本の家族のあり方を考え直さなければいけない

なと思っています。少子高齢化社会では、家族

だけで家族を守るのはもう無理ですよ。子供 1

人しかいない時に、介護って言ってもとても足

りない。だから地域とか友達とか、そういう枠

組みでヘルパーさんみたいな人をもう少し安く

提供するシステムを作らないと日本は立ち行か
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ないのではないでしょうか。

小室：本当にそう思います。日本はいつのまに

か家族の問題で人に頼ることを恥ずべきことと

するような風潮になってしまい、本当にもった

いないですね。この風潮のままでは日本社会に

限界がおとずれると思います。

佐々木：小室さんはお忙しいと思いますが、お

子さんにベビーシッターをつけないんですか。

小室：頼むときもありますよ。ただ、学生の子

たちがやってくれているんです。私は 9 年ほど

前から学生向けにボランティアでプレゼンテー

ションの指導を続けてきましたが、3 年前に出産

し、子育てで時間の制約ができたので、学生に

講座をお休みするかもしれないと相談しました。

そうしたら、「自分たちがベビーシッターします

から続けてください」と言ってくれたんです。

そしてメーリングリストを作って、そこにシッ

ターをやりたい子がどんどん登録するもので、

今なんと 200 人の学生がシッターとして登録さ

れています。半数は男子学生なんですよ。

佐々木：それはすごく面白い話ですね。これは

何か応用しないといけないですね、世のため人

のため。

小室：学生たちが、なぜ積極的にベビーシッ

ターに来てくれるかといえば、やはり目的があ

ります。毎回、プレゼン講座で私がフィード

バックしてあげられるのはほんの 3 名なのです。

月に 3 名。自分でプレゼンした人間だけが私の

フィードバックを得られます。また、懇親会で

も 30 分程で私は帰ってしまいますから、細かい

話もなかなか難しい。ところがベビーシッター

に来て、うまく子どもを寝かしつけておくと、

帰ってきた私に 1 時間ぐらい指導してもらえる

んです。そこで、「今度ゼミで発表する資料なん

ですけど」とか、「○○企業のエントリーシート

なんですけど」と始まります。私も、子どもを

寝かしつけておいてくれたり、「今日はたっちゃ

んが『あ』って書けるように教えておきました」

とか言ってくれたりすると、「いやーありがとう、

エントリーシート？いいよいいよ見てあげるよ」

と言って、1 時間ぐらい熱心に見てあげることに

なります。そうやって私の指導を 1 時間独り占

めにできる、プライベートレッスンが無料で受

けられるというのもあって、皆、争奪戦でベ

ビーシッターしてくれます。エントリーシート

を出す時期になるとものすごくて、家に帰った

ら 10 人ぐらい学生がいたりします（笑）。

佐々木：それはすごいですねぇ。

新規事業

佐々木：今後何か新しいこと、何か考えている

事業というのはありますか？

小室：オープン予定の新規事業があります。ま

ず、弊社の事業をご紹介しますと、育児・介

護・メンタルで休業されている方の職場復帰支

援プログラム armo【アルモ】があり、ワークラ

イフバランスコンサルティング事業と、講演・

研修事業、ワークライフバランスコンサルタン

ト養成講座、それからワークライフバランス組

織診断という 5 本が大きな柱です。

佐々木：ワークライフバランス養成講座には、

うちの社員も参加していますね。

小室：ありがとうございます。今、非常に人気

をいただいています。

その 5 本柱でやってきましたが、ここに 1 つ

プラスして、モバイルサイトをオープンさせる

予定です。弊社では初の B to C ビジネスで、働

きすぎのビジネスパーソンをコアターゲットと

しているものです。
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自分の時間管理方法について、どこが自分の

課題なのか、あるいは他の人はどういうふうに

短い時間で仕事の生産性を上げているのか知り

たい、という要望に応えるため、携帯のサイト

上のコミュニティを月額 310 円程度の安い登録

料で展開しようと考えています。優先順位や所

要時間を正確に見込んで 1 日のスケジュールを

たてて上司や同僚に送るメールを「朝メール」

と弊社では読んでいるのですが、これを携帯の

画面で作ることができ、実際の状況とどのよう

にずれたのかということを分析することができ

たり、私から励ましや叱りのコメントが送られ

てきたり（笑）、効率的に仕事をするコツがコラ

ムで読めたりという仕組みになっています。自

分の職場だけを見ると、こうこうと電気がつい

て皆残業している、それがスタンダードだと

思ってしまうわけですが、このモバイルサイト

上の掲示板では皆が努力して予定通りに帰って

いることや、そのために工夫していることが分

かりますから、お互いに刺激を受けあう効果も

あると思います。「ああ、努力してる人たちは皆

できてるんだ、まずい」ということで急いで片

付けて帰るというようなことを、お互いにこの

モバイルサイト上で励まし合って実践していこ

う、ということを考えています。

ぜひ佐々木さんのコメントなどもいただいて、

コラボレーションできると嬉しいんですが。も

う勝手に仕様書に書いてあるんです（笑）。

佐々木：いいですよ。

小室：本当ですか、ありがとうございます！

佐々木：コラボレーションできるものは何でも

やります。

小室：恐らく男性のビジネスパーソンからして

みると佐々木さんの言葉の方が、私たちよりも

ずっと説得力があると思うんです。やっぱり企

業のトップになられた方で、男性でというとこ

ろで。少しでいいですから、毎月コメントをい

ただけると嬉しいです（笑）! !

佐々木：毎月ですか。これは大変ですね。わか

りました。

ワークライフバランスの難しさ

佐々木：新しい事業についていろいろと挑戦さ

れるということをお聞きしてきましたが、ワー

クライフバランスの仕事といえば難しいことも

いろいろありますよね。

小室：私が一番問題意識を持っているのは、

ワークライフバランスの正しい意味や取り組み

方がきちんと伝わらないことで、地方の中小企

業などで正しく取り組まれず、ワークライフバ

ランスは効果がないと思われてしまうことです。

つまり、弊社は同業他社と戦うという意識はな

く、ワークライフバランスへの無知・誤解と

戦っているという意識を持っています。ですか

ら、ワークライフバランスの正しい知識を持ち、

正しいコンサルティングができる人を日本全国

に作ることだと考え、ワークライフバランスコ

ンサルタント養成講座を積極的に展開していま

す。「自社のノウハウをそんなに出して、ライバ

ルを全国に作るような行為をわざわざするなん

て」とも言われますが、日本社会を変えるとい

うことが弊社の一番の目的なのです。

佐々木：なるほど。それで、そのワークライフ

バランスビジネスの中で一番上にいればいい、

一番レベルの高いところにいれば勝てるという

ことですね。

会社設立の経緯

佐々木：それにしても、そもそもワークライフ

バランスという日本では全く未知の分野の新し

い会社を作るという決断は、どうやってなされ
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たのですか？

小室：私も 34 歳で、これから何十年と社会人と

して過ごすことになりますが、これから日本社

会はどうなるのかなと考えたとき、2007 年問題

と言われる労働人口の激減の後、雇用の確保と

いうことに対して何もアクションを起こさない

ことはとても怖いことだと感じました。労働人

口が減ってからも、働ける女性に仕事が割り当

てられない、あるいは介護でいきなり働き盛り

の 40 代 50 代の人たちがバタバタと会社を辞め

るということが何十年も続けば、日本の産業全

部が立ち行かなくなります。また、年金制度が

崩壊して、老後が全く成り立たないといった問

題が放置されていることも、ものすごく自分の

問題として怖い、そういう危機感がありました。

そういうことに対して何かできることがあれ

ばやりたいと考えて会社を設立しました。NPO

でも良かったのですが、株式会社にした方が良

かった点は、きちんと利益を追求できることに

あります。クライアントとなる企業にきちんと

報酬をいただく、すなわち相手にもしっかりと

した価値を認めていただくという 1 つのハード

ルを自分たちに課す必要があると思いました。

日本では大企業を変えていかないと、社会全体

はなかなか変わりませんよね。そういった大企

業にしっかり発言する際に、こちらが NPO では

難しいのではないかと考えたわけです。

ワークライフバランスの必要性

佐々木：最初は多少、背伸びしてでも会社とす

る必要があったのですね。私もいろいろなとこ

ろに呼ばれて講演しますが、ワークライフバラ

ンスの必要性というのは、本当に強く感じます。

先日も栃木県の障害者の大会で講演して、熱心

に聴いていただきました。皆さん、家庭と仕事

の両立に悩んでおられる。特に家庭に事情のあ

る方が。

私は、自分の息子のことがあるので、いつか

会社勤めが終わって時間ができたら、横浜市の

自閉症の親の会にまた参加して、横浜市の自閉

症のために何かしようと考えていたのですが、

それを見ているとだんだん考えが変わってきま

した。どこどこ市とか、何の病気とか、そうい

うことにこだわる必要はないのかもしれないな

と。別に障害を特定しなくても、自閉症以外に

もダウン症だってあるし、統合失調症だってあ

る。いろいろな障害を皆持っているのだから、

全部ひっくるめたコラボレーションというもの

ができるのではないかと。地域も自分が住んで

いるから横浜ということでなく、全国でいい

じゃないかと。そういう気持ちになりました。

皆、恐らく孤独で闘っていると思いますよ。障

害を持っている家族を持つ人というのはね。だ

から家族の問題で立ち行かなくなるというのは、

育児や介護だけではなくて、いろんな問題が絡

み合っている。そこでは人間それぞれ助け合わ

ないといけないですよ。

小室：先日、弊社のワーク・ライフバランスコ

ンサルタント養成講座を受けに来て下さった女

性がいます。彼女はお子さんが自閉症で悩んで

いましたが、今は、我が社の養成講座を受けて

コンサルティング能力を身につけることで、社

会を変える側に回るという決断をされました。

私たちも感動しました。

佐々木：それは、すごい決断ですね。私は先日、

高機能の自閉症、アスペルガー症候群の子供を

もつお母さんから手紙をもらいました。そこに

は、その子の悩み、自分の旦那さんに理解がな

い悩み、また、この子を残して私たちが死んだ

らどうなるんだろうかなどといったことが、

綿々と続きます。要するに世界のありとあらゆ

る悲劇が自分のところに来たような、悲しみを

すべて自分が背負ったような書き方です。

私は人間の幸不幸というのは体重計とか血圧

計で計れるものではない、それぞれ皆同じ重さ
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の荷物を担いでいると思います。でもその手紙

のお母さんは、恐らく私の 5 倍ぐらいの不幸を

感じている。一方で、その養成講座を受けにき

た方はそうではない。誰もが、そう強い人にな

れるわけではないけれど、それでもその分かれ

目は、その人の持つ意志ではないでしょうか。

こういうハンディを持っているからやれないと

いうことではなく、その人自身がどういうとこ

ろを目指して、どういう生き方をしたいかとい

うことで決まる。そういう、頑張れる人はどん

どんやってもらいたいし、我々がそのお手伝い

ができるなら、すばらしいと思いますね。

小室：本当にそうですね。

佐々木：でも一方で、ワークライフバランスと

いうのは、人間の生き方ですからね。なかなか

真意が伝わらず、講演をしても反感をもたれる

こともあります。何でも皆同じ方向に感じても

らうというのは期待する方が無理なんでしょう

ね。いろんなところで講演するにしても、多く

の反発があるという覚悟は必要ですね。

小室：はい。アンケートの満足度も 100 ％には

なかなかならないですね。年間 250 回講演して

も、100 ％の満足度をいただけるのは 6、7 回で

すね。

佐々木：年間 250 回もされるのですか？

小室：気づいたらしていました（笑）。会社全体

での講演数は 300 回を超えます。

佐々木：体調管理が大変ではないですか？

小室：風邪をひいても、講演すると元気になる

んです。39 度の熱でも話し終わったら熱が引い

ていたということもあります（笑）。話を聞いて

くださる方の元気をいただけるようです。

佐々木：講演さえしていれば、元気になれるん

ですね。

小室：はい。でも、アンケートを見ると否定的

な意見を書かれる方もいらっしゃるので、最初

の頃は見るのが辛かったですね。ただ、その厳

しい意見の中にこそ、どこを変えればよかった

のかという、改善の余地が眠っていると考えて

います。もらってきたアンケートは社内全員で

回覧して、即座にフィードバックし合って改善

を加えるというのを継続しています。

ワークライフバランスという話に賛否両論が

出るのは当たり前です。ですが、私ども高いお

金をいただいているセミナーのプロなので、

ワークライフバランスというものに反感をもつ

方に、自分は何が届けられるのかを追及し、こ

の部分は取り入れられそうだということを 1 つ

でも持って帰っていただくべきだと考えていま

す。例えば、自分の経験談ですと、40 代 50 代の

人まで声が届かないのならば、経験談＋現在の

データ＋未来予測など付け足して、工夫してい

ます。

今後もワークライフバランスを実践

佐々木：なるほど。反感を持たれる、あるいは

理解されないということを、課題として持ち

帰って、次につなげている訳ですね。でも、そ

んなに講演されているとは驚きました。お子さ

んの育児もあるのに。

小室：いえいえ、18 時以降は家に帰って子ども

はゆっくり過ごせていますから大丈夫ですよ。2

人目も早くほしいですね。3 人まで欲しいですし。

後ろがつまっているから早く産休取ってくれと、

他の女性スタッフにも言われています（笑）。

佐々木：人生設計をしているわけですね。

小室：少子化と言いますが、私の会社だと確実
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に 18 時に仕事を終えられるので、皆 2 人目 3 人

目が欲しいと言っていますね。長時間労働は少

子化の大きな要因ですから。

佐々木：なるほど。更に少子化の要因には、経

済的な面も大きいようですね。

小室：そうですね。今の子育て世代の家庭では

夫一人の収入で子育てしようとすると一人で精

一杯ですが、妻の収入もあれば保育費を差し引

いても 2 人以上が可能になります。日本が今こ

の経済背景の中で 2 人以上子供をもつのが当た

り前という国になるためには、家庭の収入自体

を増やすしかありません。男性 1 人ではとても

そこまで増やせませんが、妻の収入が増えれば

可能ですし、家計の柱が 2 本になることで安定

します。

佐々木：小室さんは、これからも、ワークライ

フバランスを自ら実践しつつ、活動を広げてい

かれるわけですね。わが社も、良き戦友、良き

ライバルとして活動していければと思います。

小室：はい。コラボレーションの件もあります

し（笑）、よろしくお願いします。

佐々木：本日は、どうもありがとうございまし

た。




