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はじめに
経済産業省は常用労働者の賃金を 2014 年度に

引き上げた大企業のうち、ベースアップを実施し
た企業割合が 45.7%（一部上場企業 1,034 社から
の回答）に達したとする調査結果を 9 月末にまと
めた。前年度の 7.6％から 6 倍に増えた計算にな
る。経済の好循環実現を目指す安倍政権の意向が
色濃く反映されたといえる。景気は回復基調に
あって企業の雇用意欲は高まっており、直近 9 月
の有効求人倍率をみても 1 を超えている。企業は
優秀な社員の採用から始まり、社員に対する金銭
的な報酬のみならず、能力開発機会の提供や労働
環境の整備、強いては働きがいややりがいなどを

示す必要性に迫られている。
バブル崩壊以降、日本企業は、雇用の調整弁と

して非正規社員を増やすことで、人件費を抑制し
利益を出してきた。安易にリストラできない正社
員に対しては、長時間労働を強いている。非正規
社員は業績悪化の際には、「雇い止め」と称して、「使
い捨て」人材と化していた。しかしながら某牛丼
チェーン店の報道をみれば、そうしたやり方は限
界を迎えていることは周知の事実であろう。「人材
の使い捨て」から「人を活かす」経営をどのよう
に行っていけばよいのか？　その答えを、各社の
取り組みの中から見ていきたい。

働きがいのある企業の条件とは
— 高まるイノベーション創出効果への期待—

Point
❶	 	景気は回復基調にあり、企業の雇用意欲は高まってきている。今年 9 月末の雇用者総数は総務省が

統計を取り始めた 1953 年 1 月以来最大の 5,626 万人である。その要因は女性や高齢者の労働
市場への参入だ。一方で人手不足感は強く、特に建設業や宿泊・飲食サービス業などで顕著だ。今
後慢性的な人手不足時代が到来する可能性は高い。

❷	 	企業は、優秀な社員をいかに採用し、企業内で十分な成果を発揮してもらいつつ、長期間働いても
らえるか、真剣に考える時代になってきた。専業主婦や高齢者、障害者などこれまで労働市場に参
画してこなかった人材にも参画してもらう必要があり、「時間制約」を抱えるそうした人材を活か
す人事制度の見直しが必須だ。

❸	 	そもそも、従業員にとって「働きがい」とは何か？　その鍵は最近「働きやすさ」を表彰する国や
自治体などの認定制度に名前の挙がっている企業にヒントがある。具体的に実践している企業事例
を本稿で紹介する。
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1．景気は回復基調にあり労働力不足が顕在化
異常気象の影響からか、ここ数年「猛暑」が続

いたかと思うと、急に寒くなり秋の気配を味わう
期間が短くなったと感じられる。気温の急激な変
化は体調面にも影響を及ぼすといわれ、前日との
気温差が 5 度以上になると高齢者など体調を崩し
やすくなるようだ。日本経済においても、リーマ
ンショック後、リストラの嵐が吹き荒れたかと思
いきや、景気は回復基調にあり人手不足が顕著に
なった。これは景気拡大による短期的な現象では
なく、人口減少を背景とした長期的・構造的な問
題といえる。これからも人手不足はますます強ま
ることを前提としたうえで、企業は優秀な人材に
いかに長く働いてもらうかを念頭に採用活動を進
めていくべきであろう。

安倍政権誕生前の 2012 年 11 月に 0.82 倍だっ
た有効求人倍率は今年 8 月には 1.1 倍となり、失
業率も 4.1％から同 8 月では 3.5％に低下してい
る。1 倍超の求人倍率は全体としての労働需要が
供給を上回ったことを意味し、現在の失業率は、
ほぼミスマッチ（希望や条件のずれ）によるだけ
となっている。実質的にも建設労働者の不足が自
治体における公共投資の入札に影響を及ぼしてお
り、アルバイトに頼っていた外食チェーン店も閉
店に追い込まれるなど、事業展開が困難になった
事態が生じている。

国立人口問題研究所の将来予測を見ても、今
後、生産年齢人口はさらに減少する。女性や高齢
者、障害者などの労働参加がある程度進んだとし
ても、労働力人口の減少は避けられない。労働力
不足が強まれば、労働者はより貴重な経営資源と
なることから、労働条件は改善するであろうし、
“ブラック企業” など労働者を大切にしない企業経
営者は政府が規制などしなくても自然に淘汰され
ていくはずだ。最近では、“ブラック企業ランキン
グ” などを公表している団体もあり、そうした企
業に優秀な学生や中途社員が数多く集まるとは考
えにくい。ある大学のキャリアセンターでは、「親
子で勝ち取る就活講座」などを開催し、「働きがい
のある企業」を紹介する一方で、“ブラック企業”
には間違っても入社しないよう、親が積極的に関
与しているらしい。子どもが苦労する姿を見たく
ないのは世の東西を問わず、当たり前の光景だ。
では、いかにそのような企業を選ぶのか、次項で
述べたい。

2．		人を活かす企業ランキングから見た	
「働きやすさ」とは

「働きやすさ」を表す指標はさまざまであるが、
日本経済新聞社がまとめた 2014 年の「人を活か
す会社」調査がヒントになる。調査は上場かつ連
結従業員数 1,000 人以上の企業とそれに準じる有
力企業 439 社が対象。「雇用・キャリア」「ダイバー
シティ（人材の多様性）」「育児・介護」「職場環境・
コミュニケーション」の四つの評価軸に基づいて
社内制度や仕組みなどを競う。本年度は図表 2 の
通り、ソフト開発大手の SCSK 社が首位となっ
た。

一方で、ビジネスパーソンが考える「人を活か
す会社」の条件とは何か？　同じく日経新聞社の
アンケート結果では、休暇や労働時間の適正な運
用を重視していることがわかった。
「休暇の取りやすさ」を非常に重要視する割合が

43.1％と最も多く、次に「労働時間の適正化」が
37.9％と続く。背景には働く人が十分な休暇をと

図表1　完全失業率と有効求人倍率（2014年8月まで）
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れず、長時間労働を強いられている実態があると
みられる。厚労省の毎月勤労統計調査によると、
今年 1 ～ 6 月期の残業時間指数は 110.8 と前年同
期を 7％上回った。比較可能な 1993 年以降で最長
になっている。景気回復で売上が増えている中、
人手不足で新しい人の採用が思うように進まない
実態が明らかなっている。

一方で正社員の残業時間が増えているのは雇用
形態が変わった影響もある。働く人に占める正社
員の比率は 1980 年の 80％から 2013 年には 63％
まで低下している。「非正規社員は残業することが
少ないため、正社員が労働時間を延ばして人手不
足の現場をしのいでいる（厚労省）」のが実態とい
える。

トップの中井戸 CEO が主導で残業削減を進め
る SCSK 社は、今後労働力人口が減少していく
中、「人材＝財産」という考え方で、働き方の見直
しを図った。削減した残業代は賞与で還元するな
ど、ユニークな取り組みをしており、社員満足度
や同社で働くことを「誇りに思う」という項目で
いずれも高いスコアが出ている、弊社では本年度
の特別講演会で SCSK 社の取り組みをパネルディ
スカッションの場で披露いただいたので、次号

（2015 年 1・2 月号）の小紙をご参照ください。

図表 2　「人を活かす会社」総合ランキング・トップ 10
順位

（前年）
社名

総合
得点

	 1	（2） SCSK 479.34
	 2	（1） 富士フイルムホールディングス 467.46
	 3	（3） 日立製作所 449.27
	 4	（8） サントリーホールディングス 447.26
	 5	（27） 東芝 442.64
	 6	（16） TOTO 437.50
	 7	（28） ダイキン工業 435.65
	 8	（9） ネスレ日本 435.06
	 9	（19） 凸版印刷 432.67
	10	（－） ヤンセンファーマ 432.43

出所：『	日本経済新聞』

3．		東京都WLB認定制度から見る中小企業の
取り組み

「人を活かす会社ランキング」は従業員数が
1,000 名以上の大企業が中心の取り組みであるが、

中小企業でも、その取り組みを表彰する認定制度
がある。弊社が昨年度から調査に関わっている、
東京都産業労働局・雇用就業部・労働環境課・雇
用平等推進係が事業を運営している「東京都いき
いき職場推進事業」だ。原則、都内にある 300 名
以下の中小企業が対象である。平成 25 年度の受
賞企業 12 社の中から 3 社の取組内容を以下に紹
介する。

長時間労働削減部門（具体的な取組内容）
サポート行政書士法人
○事業内容： 
　行政書士業務
○創業： 
　2001 年 12 月
○所在地： 
　東京都新宿区

・  午後 7 時以降原則残業禁止
（リミット 7）

・  「長時間労働の防止」、「社内
外への積極的な情報発信」
が人事評価指標のひとつ

・  各社員が、ワークライフバラ
ンスについての情報をグルー
プ会社を含めた全社員に対
して発信し、情報を共有

・  振替・有給休暇は、全社員
へのメールで届け出、情
報を共有

・  育児休業期間中に業務を
フォローした社員に社長
賞を贈呈

休暇取得促進部門（具体的な取組内容）
株式会社ネットラーニング
○ 事業内容： 

e ラーニングの
トータルソリュー
ションサービス

○創業： 
　1998 年 1 月
○所在地： 
　東京都新宿区

・  リフレッシュ休暇（勤続 5
年で1週間、10年で2週間、
20 年で 3 週間、30 年で 4
週間）

・  研修休暇（勤続 8 年以降、
5 年ごとに 5 日間の休暇
+10 万円の奨励金）

・  バースデー休暇（誕生日
の前後 1 週間以内に 1 日）

・  就業時間を 1 時間早める
「5 時に帰る日」の実施（そ
の月の総残業時間によっ
て実施日数は変化）

※ ネットラーニング社の具体的な取組内容は、
本号（P.37 ～ P.42）に掲載しています。

上記 2 社に共通して言えることは、残業削減お
よび休日取得促進をトップ自らが主導して推進し
ていることだ。サポート行政書士法人で言えば、

「長時間働く人が優秀」という考え方を払拭し、い

働きがいのある企業の条件とは
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かに限られた時間の中で成果を出すか、を重要視
している。中でも「社内外への積極的な情報発信」
を人事評価指標の一つに入れており、本気度がう
かがえる。社外での活動を充実させるためには、
長時間労働をしていては困難だ。行政書士という
仕事柄、さまざまな経験を日ごろの生活の中で得
てもらいたい、との代表の熱い思いが感じられる。

一方で、ネットラーニング社は教育ビジネスを
事業にしていることから、リフレッシュ休暇取得
を重視している。研修休暇にも 10 万円が支給さ
れ、「社員の成長＝会社の成長」という仕組みをう
まく実践している。同社は以前から長時間労働を
美徳とする風土を持っておらず、「5 時に帰る日」
の実施のように、限られた時間の中でいかに成果
を出すか、常に生産性を高めるべく取り組んでい
る。

厚生労働省は企業に対して社員の有給休暇の消
化を義務付ける検討に入った。社員の希望を踏ま
え、年に数日分の有休の取得日を企業が指定す
る。社員から有休取得を申し出る今の仕組みは職
場への遠慮から多くの労働者は遠慮がちだ。現在、
50％程度の有給休暇取得率を 2020 年に 70％まで
引き上げたい、という目標を掲げる政府は、2016
年春の施行を目指して検討を進めているようであ
る。

上記 2 社のように、大企業にも引けを取らない
くらい、充実した取り組みをしていれば有休取得
の問題も解決が容易であろう。要は「この会社で
長く働きたい！」と思わせる取り組みが重要なの
であり、東京都の WLB 認定企業の多くはそのよ
うな要件を満たしている企業が数多く見受けられ
る。その結果、社員満足度は相当高いと、調査に
伺った際に感じられた。

さらには多様な勤務形態導入部門で顕著な取り
組みをしているのが日本レーザーである。

多様な勤務形態導入部門（具体的な取組内容）
株式会社日本レーザー
○ 事業内容： 

レーザー機器輸
入販売

○創業： 
　1968 年 4 月
○所在地： 
　東京都新宿区

・  育児中の女性も営業職が務
まるよう、男性営業員との
ダブルアサイメントシステ
ム（複数担当制）を実施

・  派遣社員でも管理職に登用
・  育児・介護に加え、自身の

病気療養のための短時間勤
務制度を就業規則化

・  60 歳定年再雇用、65 歳再々
雇用で、70 歳以上まで勤
務可能

・  週 2 回出社の在宅勤務制度

同社の近藤社長は、当初は親会社から出向して
きた「落下傘社長」であったが、自分の任期の時
だけ業績がよければいい、という考え方には反対
で、親会社の日本電子を退職し、まさに退路を
断って経営に当たっている。「雇用は必ず守る」と
いう信念のもとで、22 期連続で黒字経営を実践し
ている。また経営者と社員の関係性を高めるため、

「今週の気づき」というのを 6 年ほど前から実践し
ている。会社で起こったどんな些細なことでも直
属の上司に毎週金曜日までにメールで送り（cc で
社長にも入れる）、上長は翌週に必ず返信すると
いった仕組みである。社員の声を日頃からよく聴
く姿勢が風通しをさらによくしている。

4．良好な人間関係が社員の働きがいを後押し
人事・組織コンサルタントの舞田竜宣氏は「エ

ンゲージメント経営」という言葉を使って、社員
が会社に愛着を持ちながら、成果を上げて貢献す
る仕組みを著書の中で説明している。エンゲージ
メントとは、結婚指輪のエンゲージリングのよう
に、強い絆で結ばれているもので、社員と会社が
互いに強い絆で結ばれることこそが重要であると
説いている。

具体的には、①社員が幸福で②会社に愛着を持
ち③成果を上げて貢献しようと思うことがエン
ゲージメントの意味だ。働くうえでは、業績と同
じく対人関係能力が重要である。

前述の東京都いきいき職場推進事業にエント

ワーク・ライフ・バランス
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リーしてくる企業の大半は、社内イベントを重視
する姿勢を示しており、「社員の誕生会」や「バー
ベキューパーティ」「クリスマスパーティー」など、
毎年社費で実施している。バブル期であれば、社
内パーティーに費用をかけていた企業もあったが、
今の時代にそうした社内イベントに力を入れてい
る企業はまれな存在だ。日本人のメンタリティは、
諸外国と異なり「職場の人間関係」が働くうえで
最も大切なこと、というデータがリクルートワー
クス研究所より発表されている。

図表 3　 仕事をするうえで大切だと思うもの 
（最大 3 つまで選択可）

高い賃
金、福
利厚生

雇用の
安定性

自分の
希望す
る仕事
内容

適切な
勤務時
間・休
日

良好な
職場の
人間関
係

明確な
キャリ
アパス

自分の
希望す
る勤務
地

会社の
ステイ
タス

教育研
修の機
会

正当な
評価

中国 79.0 31.3 31.9 30.3 29.9 50.4 18.3 12.7 10.6 5.6
韓国 75.1 46.1 41.3 50.2 30.6 11.6 18.0 7.1 6.8 13.3
インド 58.8 37.9 29.6 23.6 26.3 31.5 20.3 30.0 19.7 22.4
タイ 72.5 47.3 35.5 27.5 26.3 21.6 21.4 20.0 11.4 16.6

マレーシア 78.8 37.4 34.2 25.7 25.3 28.7 18.9 13.4 21.7 16.1
インドネシア 83.1 23.3 33.4 23.1 36.5 38.8 14.0 16.1 19.0 12.8
ベトナム 78.5 37.5 35.5 19.7 18.4 30.2 12.9 6.4 44.4 16.4
アメリカ 56.9 48.4 52.8 24.8 25.8 19.8 33.1 9.9 16.3 12.3
日本 39.0 36.3 51.3 49.0 56.0 10.5 20.7 4.8 7.0 25.3

	各国 1位の選択率　 	各国 2位の選択率

出所：	『Works118』リクルートワークス研究所

このように、職場の人間関係の円滑化は社内イ
ベントを実施することで図られることが多いため、
単なるコストと思わずに、会社をよくするための
投資だと思うことが重要だ。

5．会社と社員のWin-Win な関係
中世（鎌倉時代～室町時代ごろ）の封建制度に、

「御恩と奉公」という関係があったことをご記憶の
方も多いかと思う。将軍は成果を上げた武士には
土地などを進呈する一方で、武士は将軍に、戦の
時には、将軍のために命をなげうって戦うという
関係だ。この仕組みを現代版に変えて、会社と社
員の関係をうまくつくり上げているのが、大手食
品メーカーの「味の素」である。弊社は以前から
同社をコンサルティングしており、良好な職場風
土を醸成しており、顕著な実績も上げられてい
る。以下にその仕組みを紹介したい。

図表 4　 味の素グループ 
ワーク・ライフ・バランスビジョン

個人（わたし）と会社の「ワーク・ライフ・サイクル」の確立を目指す

能力向上・発揮、新たな価値創造による会社への貢献能力向上・発揮、新たな価値創造による会社への貢献

生きがい・働きがいに満ち溢れ、
企業人・家庭人・地域人として

自立・自律した個人へ

誰もが働きたいと思える会社、
胸を張って次の世代に
引き継いでいける会社へ

多様な選択肢の提供による個人の成長・働きがい向上への支援多様な選択肢の提供による個人の成長・働きがい向上への支援

会　　社個人（わたし）
◆心身ともに健康である
◆仕事や自己研鑽を通して、自らの
　成長を実感している
◆常に挑戦的な目標と生産性の実現
　を目指している
◆仕事とプライベートの両立を常に
　心掛け、メリハリのある働き方をし
　ている
◆属する会社・組織や立場に関係
　なく、グループで共に働く仲間を
　尊重し合い、互いの成長を目指して
　いる

◆個々人の多様な価値観を尊重する
◆コミュニケーションとチームワークを
　大切にする
◆魅力溢れる人財を採用し、様々な
　機会の提供を通じて育成する
◆グループで働くすべての従業員同士
　が互いを尊重し、切磋琢磨できる
　職場風土・環境を創る
◆常に新たな価値の創造・提供を
　通じて社会へ貢献し、誰からも目標
　とされる会社になる

出所：	『労政時報』2014 年 9月 12日号

味の素のケースのように、会社は「賃金」とい
う報酬を含めたさまざまな福利厚生、研修機会を
社員に用意して「支援」し、社員はそれらを享受
しながら、会社に「売上」のみならず部下の人材
育成なども含めた「貢献」でお返しをする、とい
う仕組みがうまく見える化しているところにその
強さがあるといえる。

最後に働く人の意識改革のすすめについて触れ
たい。厚生労働省の調査で、2013 年の日本人の平
均寿命は男性 80.21 歳、女性 86.61 歳で、いずれ
も過去最高を更新し、男性が初めて 80 歳を超え
た。少子高齢化や社会保障の財源の問題から、今
後は長く働くことを余儀なくされるであろう。人
生の多くの時間を費やす仕事が充実した時間でな
ければなるまい。私は人間が一番成長するのは、
何を先においても仕事だと考える。仕事とは、た
とえ嫌なことがあってもそれを乗り越えて、他人
と折り合いをつけながら自己主張していかねばな
らない。そうした試練（修羅場）を数多くするう
ちに、人間としての強さも確実に身についていく
と思う。ワーク・ライフ・バランス関係の仕事を
して最近感じるのは、ライフ面の充実ばかりが強
調され、仕事がゆるくなっていないか、という懸
念だ。私は「ワーク＝ライフ」、両者は密接に結び

働きがいのある企業の条件とは
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ついていると考えている。最近では、「管理職はき
ついからなりたくない」などチャレンジすれば確
実に自分の成長につながるはずなのに、自ら成長
を止めてしまう方が少なくない。つまり「ワーク」
が小さいと必然的に「ライフ」も小さくなるのだ。
やれる可能性のある仕事を 100％やらない人生と
いうのは、自分の人生をフルに生きていることに
はならないと思われる。世帯形成期の方であれば、
睡眠時間を削ってでも家族との時間を大切にしつ
つ、仕事も充実させるべきだと思う。家庭に事情
がある方は別だが、精一杯仕事で輝いている姿を
家族に見せるべきで、その方が家族も幸せだと思
う。

自分自身の人生を充実させたい、よりレベルの
高い人生を送りたいと願うのであれば、「ワーク＝
ライフ」で、仕事と真正面から向き合って働くこ
とが重要かと思う。人生は 1 度きり。「ベターワー
ク、ベターライフ」という生き方をすることで、
充実した時間を過ごしていただきたいと思う。
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