
社員いきいき！元気な会社宣言企業６社の取組み

試行錯誤の中からヒントが特　集
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● Part 3	 制度整備と利用しやすい風土づくり

■市原興業株式会社
従業員数　76人
平成18年10月12日登録（自動車教習所ほか）
千葉県市原市五井8840
http://www.goikyo.net/

■医療法人芙蓉会　五井病院
従業員数　165人
平成18年10月12日登録（医療・福祉業）
千葉県市原市五井5155
http://www.goi-hospital.com/

■株式会社インテリア計画
従業員数　58人
平成17年12月28日登録（家具販売）
千葉県柏市中央２‐１‐４（本社）
http://www.kagu.co.jp/

■株式会社レカムサービス
従業員数　73人
平成17年12月28日登録（携帯電話販売）
千葉県千葉市中央区今井２‐16‐３（本社）
http://www11.plala.or.jp/recam/

■生活協同組合ちばコープ
従業員数　844人
平成17年12月28日登録（生活協同組合）
千葉県千葉市若葉区桜木町526‐１
http://www.chibacoop.or.jp/

■京葉ガス株式会社
従業員数　912人
平成18年7月27日登録（ガス事業ほか）
千葉県市川市市川南２‐８‐８（本社）
http://www.keiyogas.co.jp/

企業

概要

「社員いきいき！元気な会社宣言企業」のなかでも

試行錯誤をしながら、それぞれの企業独自の両立支援を行なっている６社の方々に

取り組みの経緯や制度利用者の声をうかがいました。

さまざまな方法を模索し実践してきた企業からのメッセージに

あなたの会社で役立つヒントがあるかも？
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女性だからではなく
環境がないから仕事を続けら
れないんです

　五井自動車教習所が女性指導員

を採用したのは昭和45年、ほとん

どの教習指導員が男性という時代に

あって、英断ともいえる女性採用だっ

たが、当人は数年後に結婚・出産の

ために退職。この結果、熟練性を

求められる教習指導員の業務は女

性が就くには難しいという考えが主

流となり、その後20数年にわたっ

て女性の採用を行わなかった。

　しかし、そんな状況は平成８年ご

ろ、子育てを終えた元女性指導

員が再び勤務を希望して会社

を訪れたことをきっかけに大

きく変化する。

　他の教習所での勤務実績

を考慮して再雇用に踏み

切ったところ、「女性なら

ではの心づかいがあり、

初心者の怖いと思う気

持ちをなごやかに受けとめてくれる」

と教習生からは大好評。現在は女

性指導員数も７人を数え、年１回の

表彰式でも受賞を女性指導員が占

めるようになるなど、その存在は

会社にとって欠かせないものとなっ

た。

　そんな女性指導員たちに長く勤め

てもらいたいと考えたとき、改めて

気づいたのは、『女性は結婚・出産

で辞めてしまうから蓄積性のある業

務に向かないのではない。会社に子

育て中や子育て後も安心して仕事を

することのできる環境がなかったか

ら仕事を続けられなかった』という

ことだったという。

中小企業だからできる
柔軟で迅速な対応が強み

　模索しながら、できることから女

性を受け入れられる環境をつくって

いこうという視点で社内を見渡して

みることで、既存設備の利用が浮か

んできた。

柔軟性を活かした対応が中小企業の強み
─ 既存の託児所を社員用に開放 ─

市原興業株式会社　公認 五井自動車教習所
取締役財務部長　谷口 ひろみさん
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　五井自動車教習所には比較的早

くから、女性教習生のための託児

所が設置されていた。子育てをしな

がら免許を取得する女性のための施

設だったが、最近は高校卒業後に

免許を取得するケースが増えたため

に、以前ほど利用されなくなってい

た。この施設を女性社員のために

開放、再利用してはどうかというア

イデアだ。

　教習指導員の業務は、50分間教

習をして10分間休憩の繰り返し。子

どもを社内の託児所に預けていれば

１時間に一回は顔を見に行くことが

でき、何か問題があればすぐに知ら

せてもらうこともできる。幼稚園が

休みとなる休日の利用や、保育所が

見つかるまでのつなぎとしても利用

可能だ。早速、託児所を開放すると

ともに休憩時間に女性指導員が訪

れることを認めた。また、昼休みに

託児所で子どもと一緒に過ごすこと

も奨励した。

　１年間全く仕事をしないと教習員

免許は失効してしまう。そこで育児

休暇後も育児のための時間が欲し

いという女性指導員は、いつでも正

社員に戻れるという条件でパート勤

務に変更できるようにした。

　比較的短期間でこうした環境を整

備することができたのは、プランを

すぐにトップに伝えることができる

中小企業だからこそ。社員一人ひと

りへの配慮など、柔軟性のある対応

も中小企業ならではの強みだ。

一度制度として整えば
後に何人続いても対応できます

　女性支援の取組みを開始した当

初は、育児による時間短縮は利益

損失につながるのではないかという

声もあったという。しかし、一回の

教習50分間に集中してもらうこと

が教習生の満足につながるという

事実が発想の転換につながった。

　また、当初は他の社員から「何で

あの人だけが」と特別待遇のように

思われるのではないかという心配も

あったが、実際には職場に子どもの

姿が見られるようになったことで、

全社で子育てに参加しているという

連帯感が生まれたという。加えて、

独身の女性社員も先輩の仕事と子

育てを両立させている姿を見ること

で、将来に不安を持つことなく、安

心して業務に取り組む雰囲気が生ま

れた。

　最後に両立支援に取り組んできた

谷口さんに、これから制度の整備

を進めていく企業の方へのアドバイ

スをうかがった。

　「いろいろ心配するよりも、とに

かくはじめてみること。一度制度と

して整備されれば、後に何人続いて

も大丈夫。対応できるようになりま

す。」

「他の社員から特別待遇のように思われないかが心配でしたが、

実際には会社全体で子育てに参加している雰囲気になりました」

教習指導員　関根 恵子さん

　教習所に通っていた頃、あまり上手で

はなかった自分の経験を活かし、教習

生の立場にたって教えてあげたいと思

い、現在の仕事に就きました。

　現在６歳の長女と４歳の長男がいて、

幼稚園が休みの日などは職場の託児所

を利用しています。教習が終わるたびに

顔を見ることができて安心ですし、お昼

を子どもと一緒に食べることができるの

がうれしいですね。
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女性が何の心配もなく
仕事に熱中でき
全力を注げる環境が第一

　従業員の約７割を女性が占める

病院にとって、安定した労働力を

確保するためには女性が働きやす

い職場の実現が必要不可欠となる。

６年前の病院施設建て替えに際し

て、五井病院では院内保育をはじ

めとした女性が働きやすい職場づく

りへの取り組みをはじめた。

　院内保育を行なっている病院の

見学をした西村さんは、使い勝手

のよい保育施設が少ないことに驚い

たという。確かに保育施設があって

も、利用できる曜日や時間に制限

があるのでは、24時間体制の病院

で働く女性にとっての利便性は低い

といわざるをえない。他の病院にな

かったもの、女性が安心して働ける

環境に必要なものは何かを考えるこ

とで、独自の保育施設づくりがはじ

まった。

　まずハード面、新しい病院施設は

免震構造になるため、子どもを預

かっても災害時の心配はない。次は

病院内でのセキュリティ確保だ。保

育施設を管理フロアのある最上階

に設置すれば、関係者以外立ち入

りすることがなくなる。約30畳の保

育スペース屋上は高めのフェンスで

囲い、砂場や花壇を設置、夏はプー

ルで遊べるようにと工夫した。ソフ

ト面では、院内の厨房を利用した管

理栄養士による食事の提供、有資

格者の保母の導入、そして24時間

稼働。看護師の子どもだけでなく、

ドクターや職員の子どもや、申し出

があれば男性職員の子どもも預か

る。もちろん採算はあわないが、従

業員の精神的な安定や労働力の安

定的確保を考えれば、決して無駄な

支出ではないという。

　院内保育の利用状況は、常勤の

保育士２人で運営していた平成16年

に１日平均約４人、翌17年には１日

約8.5人の利用となりパート勤務の

２人を加えた保育士４人となり、平

成18年は１日平均11.6人で保育士

は常勤３人パート勤務５人の８人と

女性が働きやすい職場のあり方を追求
─ 院内保育の実施と労働時間の見直し ─

医療法人芙蓉会　五井病院
副理事長　西村 美和子さん
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なっており、利用の拡大とともにス

タッフも増員して対応している。

　「コストの問題から、院内保育そ

のものをやめてしまった病院もかな

りあります。多くの子どもを預かる

ことでリスクも増えますから、マイ

ナス面だけを考えると院内保育はで

きません。でも、保育施設には利

用者だけでなく、子どもの声が聞こ

えてきたり、子どもの姿を見かける

ことで患者さんがなごんでくれると

いったプラス面もあるんです」と西

村さん。「人間にとって何が一番大

切なのかを考えれば、後から数字

はついてくるもの、いずれプラスに

なると思っています。」

ひとの定着しない環境が
過重労働を生み
人材不足を招く

　もうひとつ、五井病院が取り組ん

だのは労働条件の見直し。就業規

則を４、５回にわたって改訂し、働

きやすいよう４週８休の変則的なシ

フト制を取り入れるとともに、労働

時間を少なめに設定、残業も基本

的にしないことにした。毎年４人ほ

どが育児休業をとっており、復職後

は元の職場で同じような業務ができ

るように配慮しているという。院内

保育や就業条件を配慮していくこと

で、若い労働力が得られるようにな

り、継続して働くことでスキルアッ

プも期待できるという考えを基にし

た改革だ。

　「家庭が揺らぐと、いい仕事をし

てもらえないような気がするんで

す。ストレスで疲れ切った従業員ば

かりで優しさや思いやりのない病院

は、患者さんにとってもいい場所で

はありえません。ですから、家庭と

仕事が両立することを見極めたうえ

で、業務に就けるように配慮してい

ます」。

　西村さん自身、定時になると院内

を回り終業時間を過ぎて働いている

従業員に帰宅を促しているという。

　「労働時間内に仕事を終わらせ、

きちんと帰るという勤務形態は、生

活にゆとりも出ますし、リフレッシュ

もでき、とてもいい効果を生んでい

ると思います。おかげで従業員の

定着率もよくなっています。ひとが

定着する職場環境がなければ、人

員が足りないための過重労働が生

まれ、それがさらに人材不足へとつ

ながる悪循環を招きかねません。目

先のコストだけを考えずに、取り組

みをはじめることが重要だと思いま

す。」

「採算だけを考えていたのでは何もできません。

病院という大きな枠で考え、

業務の不安材料を減らすことが重要です」

看護師　大野 佳世子さん

　院内保育なので、子どもが熱を出し

たり、ちょっと具合が悪いときなども

安心して預かってもらえるのがいいで

すね。

　業務時間中だけでなく、勉強会や研

修会といった職員の業務サイクルにあ

わせてもらえるので助かっています。

　看護師をはじめ、ドクターやヘルパー

の子どもも一緒なのでお母さん同士も

仲よくやっています。
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中小企業だからこそできる
柔軟な個別対応

　家具インテリア業界の経営者層は

実は男性社会、100人の経営者が

集まれば99人までは男性だという。

しかし、インテリア家具購買の主導

権は女性にある。株式会社インテリ

ア計画の両立支援への取り組みは、

女性が主導権をもっているビジネス

の幹部層にはもっと女性社員が増え

るべき——そのためには女性の働

きやすい職場づくりが不可欠という

思いからスタートした。

　取り組みをはじめた川脇さんは、

それぞれ異なる事情を持つ社員に

個別に対応したいと考えた。大企業

のような福利厚生は資金力の限界

で実施できないかわりに、中小企業

でなくてはできない、一人ひとりの

希望に沿った柔軟な運用をしようと

いうわけだ。

　「規則は規則ですが、実際に支

援を必要としている社員の事情は、

10人いればそれこそ10通り。建前

の話ではなく、本人がどうしたいの

かを聞き、会社が根回ししてあげる

ことで可能な限り思いをかなえてあ

げたいという方針で取り組んでいま

未整備の制度でも必要なら実施
─ 柔軟な個別対応による両立支援を ─

株式会社インテリア計画
代表取締役社長　川脇 秀夫さん
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高橋 裕子さん・花ちゃん（２歳）

　育児休業中から、ずっと元の職場に戻

ることしか考えていませんでした。次の

子の出産で２度目の育児休業をとります

が、また戻って仕事をしようと思ってい

ます。

　

兼松 恵さん・彪
ひゅうが

賀くん（１歳）

　現在育児休業中です。子どもが歩ける

ようになり、一緒に散歩をしたりして育

児がいっそう楽しくなりました。

す。もともと販売業でお客様の要望

を聞くことは習慣づけられています

から、それを社員に向ければいいん

です。」

トップ自らが動くことで
不公平感が安心感に変わる

　実際どのように支援を進めている

のか、実例を聞いた。

　離婚し、小学５年生女子と小学２

年生男子の子育てをはじめた中堅

幹部社員（35歳・男性）の場合は、

通勤に１時間以上かかっていた店舗

から15分で通える残業のない店舗

に異動した。本人に疲労の色が見ら

れたため、川脇さん自ら話あった結

果だという。

　また育児休業後、労働時間短縮

をしている女性社員の場合は、自分

のペースで仕事のできる店内広告作

成がメイン業務のため、始業時間等

には柔軟に対応している。

　ほかにも職場復帰を早めたい、

復帰後に同じ仕事に戻りたい、勤務

時間を調整したいといった希望があ

り、そのひとつひとつに対応してき

た。

　大企業とは違い、小集団なので

社員の価値観の違いにも大きなぶ

れがないことが、こうした個別対応

を可能にしているという。しかし、

それだけではない。

　１人の社員が育児休業や時短をと

ることによって、必ずどこかに負担

が生じる。そのままにしておけば、

不満がたまることになりかねない。

そこで、負担がかかる部署や上司・

同僚のもとに社長の川脇さん自らが

出向き、事情を説明したうえで了解

を得ているのだ。

　「いまは不公平に思えるかもしれ

ないけど、あなたが同じ立場にたっ

たとき、こうした対応があるのはい

いことだと思わない？という話をし

ています。組織のなかでは、誰から

話をされたかというのが重要。社内

の調整を社長が行なうことで、不公

平感を安心感に変えることができる

んです。」

週休２日制の導入にくらべれば
ずっと楽なこと

　育児休業や時間短縮の適用に

よって生じた負担は、該当者の仕

事内容を項目別に細分化して割り振

り、増えた業務の代わりに単純労

働的な作業を再構成して派遣社員に

任せることで解消している。

　「両立支援には制度の問題と実施

の問題があります。制度は厳密に

整備していくことが必要ですが、実

施面では今の時代の価値観にあわ

せ、経済性・合理性だけではない柔

軟な考え方をしていく必要があるの

ではないでしょうか。そうすること

で、派遣社員の使い方など、いろい

ろな解決法が見えてくると思います。

週休２日制の導入の時に比べたら、

ずっと楽で技術的にも難しくありま

せんよ。」

「制度が完全でなければできないというのは大企業の考え方。

中小企業なら調整しながら進めることもできるはずです」
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人材の確保が
企業の明暗をわける

　携帯電話販売の株式会社レカム

サービスの場合、安定した労働力

の確保は企業の明暗をわける問題

である。次 と々新機種が登場する携

帯電話の商品知識を持ち、他社製

品との機能差や料金体系の違いな

ど、多岐にわたるお客様からの質問

に的確に答えられる人材がいなけれ

ば、激化する販売競争に対応してい

くことが困難だからだ。

　ここ数年、求人応募率が低下傾

向にあることもあり、人材確保の重

要性はますます高まっている。新卒

採用した社員が店舗で戦力になるま

でには１年程度かかるが、経験者な

ら子育てによるブランクが２年あっ

たとしても１〜２か月で第一線に復

帰することができるとあって、育児

休業後の再雇用や労働時間短縮な

どの両立支援は、いわば社運を賭

けた取り組みとなっているという。

　「接客は毎日の積み重ねが重要な

仕事。新卒採用者が一人前になるま

で１年間はかかるでしょうか。サポー

トや教育の結果、成長した社員を

見ると涙が出ます。そんな人に不本

意な理由で辞めてほしくはありませ

ん。」

再雇用は調整やフォロー
職場復帰後の半年がカギ

　契約形態や就業時間については

育児休業から復帰する１か月程前に

ヒアリングを行ない、本人と徹底的

に話しあう。もちろん、受け入れる

職場のスタッフとも調整が必要だ。

場合によっては、１人を受け入れる

ために何人もの社員の配置替えを行

なうこともある。子育て中の社員を

配属することで、若い社員が週末に

休みをとれなくなると不満をもらせ

制度だけではなく対話が必須
─ 仕事をしたい女性と働いてほしい会社の問題 ─

株式会社レカムサービス
経営企画部長　成嶋  光雄さん
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� 楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 2●



ば、他店舗の勤務に振り替えたり、

負担が増える社員には昇進や昇給

で充当したり──それぞれに異なる

事情を規則でカバーすることは不可

能なため、就業規則に載っていない

部分で柔軟な運用を心がけている。

そのため、成嶋さんの業務のほとん

どは採用と調整に費やされている。

　育児休業後、再雇用を望むのは

主にチーフクラスの豊富な経験を持

つ女性。もともとのスキルが高く、

労働時間を短縮していても、その

分を超える能力を持っている。その

ため、再雇用後の半年間仕事を続

けられるよう配属先調整やフォロー

をすることができれば、ほとんどの

場合その間の成果を見ることで、受

け入れた職場の周囲も納得するとい

う。

　さらに『子どもの病気は待ってく

れない』と、有給休暇を２時間単位

でとることができるようにした。４

回で１日分となるため、朝、具合の

悪い子どもを病院に連れて行った

り、病気の連絡を受けて早退しづら

いというケースに対応して、使いや

すく工夫した結果だという。

　「社員数が80人程度なので、個別

のケアがぎりぎりできているのでは

ないかと思います。社内に不満がで

ないようにするためには、制度や規

則で進めていくだけではうまくいか

ないため、社員一人ひとりと話しあっ

て調整するようにしています。」

企業だけで対応の
できない問題に、
行政も目を向けてほしい

　午後６時から９時の多忙な時間

帯にスキルのある社員が仕事をする

ことができない。これはひとつの会

社の企業努力だけで解決できる問

題ではない。

　「正直なところ、社員にお子さ

んができたと聞くとぎくっとします

(笑)。１年半くらいは休業すること

になるので、その間の調整をどうし

ようかと──おめでとうといいなが

ら、必死に対応を考えています。」と

成嶋さん。企業として努力を続ける

ことはもちろんだが、行政にも施策

とニーズの差を埋めてほしいと訴え

る。「会社として利用しやすい託児

所などがあればと思うのですが、時

間や曜日の制限もあり、難しいのが

現状ですね。公立の施設は土日に

は預かってくれないといった問題な

どもあり、仕事をしたいと考えてい

る子育て中のスタッフが働くことの

障害となっているのが、会社と社員

共通の悩みです。」

「個人の希望をかなえていくためには、

徹底的な話し合いと職場での調整が重要です」
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制度の活用は、
誰かがしなきゃいけないこと

　高木さんは最初と２人目の子ども

で２回の育児休暇を取得した。共働

きで家事を夫婦で半分ずつ負担して

きたため、当初から育児も半分ずつ

と決めていた。その分担内容は、母

親が12月末まで育児休業を取得し、

１月からの３か月間、子どもが保育

所に入るまでの間を父親が取得する

というもの。入社時の説明で父親も

育児休業を取得することができると

聞いていたため、男性の育児休業取

得には何の違和感も感じなかったと

子どもは可愛いし、育児は楽しい
─ 男性が育児休業を取得しやすい風土づくりを ─

生活協同組合ちばコープ
北総地域センター地区担当　高木 幸吉さん
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いう。

　「父親も育児休業をとっておいた

ほうがいいと思います。長期の育児

休業が難しければ、せめて１か月程

度でも。親として子どもと一緒に過

ごすことのできる時間なんて、そん

なに長くはありません。いちばん子

どもの育ちが見える時期に一緒にい

ないのは損ですよ。制度としてある

ものは、誰かが活用しなければ無

駄になってしまいますしね（笑い）。」

収入は単純に半分
でも得たものは大きかった

　共働きの高木さんの場合、育児

休業中は収入が半分になる。しかし、

３か月程度のことなら、収入よりも

子どもと一緒にいることを選んだほ

うがいいと思ったという。

　「僕が育児休業をとったのは、子

どもが生後10か月のとき。ハイハイ

から立ち、歩きはじめるという一番

おいしい時期でした（笑い）。この

時期に子どもと一緒にいると、すご

くなつくんです。こんなに楽しいこ

とを母親だけに独占させておくなん

てもったいないですし、母親もどん

どん育児や家事を父親に任せていか

ないと自分が大変になってしまいま

すから。」

育児経験が
仕事に役立っています

　３か月の育児休業ののち職場復

帰した高木さんは、季節とともに商

品が変わり、担当する地域も変っ

たことで、ひさびさに新人時代にも

どった気分だったという。

　「食品配達がメインなので『これ

を使うと子どもの好きな料理ができ

ます』といった提案ができるように

なりました。また、『なんで泣いてい

るのかわからない、なんで食べてく

れないんだろう』といった育児をす

る母親の気持ちや、育児ストレスな

どについても対等の立場で理解でき

るようになったと思います。」

「自慢じゃないけど、授乳やおむつ交換は

僕の方がうまいと思います」

　90年代はまだ事例も少なく、育児休業に
ついて本人と所属長に説明を行なうために
県内を走り回りました。
　現在では毎年所属長に対して研修を行
なっていますし、支援制度を条文ではなく
時系列で整理したマニュアルも作成して社
内ネットワークから入手できるようにしまし
たので、社内での理解度も高まっていると
思います。
　今後の課題は、育児休業中の人事考課。
３か月未満なら問題ないのですが、それ以
上の場合はどうするかを検討したいと思い
ます。　

　80年代から働く女性の支援という視点
で、さまざまな取り組みを行なってきました
ので、育児を理由に仕事を辞めざるを得な
いというケースはなかったと思います。
　女性職員が年に何回か集まり、お茶をし
ながら話しあえる雰囲気をつくって、支援
制度を口コミで広めたり、要望を拾いあげ
たりできるようにしています。
　今後は、たとえ１〜２週間といった短期
間であっても、男性に自分が育児を担当す
るという機会を持ってもらえるようにでき
ればと思っています。　

人事部 人事グループ
マネージャー
鈴木 光徳さん

CSR推進本部
男女共同参画推進担当

中井 節子さん
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制度だけではなく対話が必須
─ 仕事をしたい女性と働いてほしい会社の問題 ─

京葉ガス株式会社

京葉ガス労働組合
書記長　小暮 直樹さん

「両立支援は時代の要請

会社の規模に関わらず整備が必要」

Part
3

制度整備と
利用しやすい風土づくり

社員いきいき！元気な会社宣言企業６社の取組み

試行錯誤の中からヒントが特　集

組合があることで、
制度化・明文化が進む

　京葉ガス株式会社は従業員数

901人（平成18年12月31日現在）。

労働条件に関する事項はすべて労

使協議、労使合意を前提としている。

　平成16年に設置された「ファミ

リーフレンドリー委員会」は、会社側

５名、組合側５名の計10名で構成

される労使の専門検討組織。組合

側では委員を固定することなく、女

性３名を必ず入れるようにしている。

「組合員には男性が多く、とりわけ

執行役員が男性のみという中におい

ても、委員選出には両立支援制度

を利用したことがある方、これから

利用するであろう方をバランスよく

選ぶようにしています」と小暮さん。

委員を毎年変えることには、広く取

り組みを知ってもらう効果もあると

いう。「会社と組合が対立していた

時代は、一方的に要求を突きつけて

いましたが、社会情勢も大きく変化

し、総合的な労働条件の向上に取

組む一方、会社発展のため協力・協

調するといった、前向きでメリハリ

の付いた対話を積み重ねています。

両立支援に関して、保育所の確保な

ど、全てを会社だけで背負うという

のは無理ですから、行政・企業・社

員が一体となって進めていけるよう

なシステムができればと思います。」

�2 楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 2●



制度整備は会社の
ポテンシャル向上に不可欠

　ファミリーフレンドリー委員会は

最低でも年２回の会議を開催、ま

た定期的に全社員を対象にしたアン

ケートを実施し、社員のニーズ、職

場の課題等を把握している。

　「いまや両立支援に関わる制度や

実績は、就職時の重要なキーポイン

トとなっています」と井川さん。若

い社員の離職率を下げるためには

社員が働きやすい環境づくりが必要

で、結果として従業員満足度を高め

ることになる。部署や上司による両

立支援への意識の違いを解消する

ため、一昨年、人事は管理職全員

を集めて教育を行なった。また、毎

年、新任管理職・係長に対する研

修も実施し、両立支援に関する啓

発に努めている。

　「すでに50人以上の社員が両立

支援制度を活用しているので、利用

しやすい雰囲気はできていると思い

ます。もちろん、休業で社員が抜け

て会社が困らないわけではなく、む

しろ非常に困っています（笑い）。派

遣社員で代替が可能な部署は派遣

社員で対応していますが、派遣で人

数は足りても戦力ダウンは否めませ

ん。しかし、長い目で見れば、こう

した制度の整備は会社のポテンシャ

ルを向上させるために必要不可欠。

今後も制度を適正に運用することが

重要と考えています。」

　うちの会社のいいところは、声を上げる
と聞いてくれるというところではないかと思
います。委員として、日頃から女性同士でメー
ルや食堂で話しあったりする「声かけ運動」
を行ない、いろいろな制度を知ってもらう
とともに、要望を拾いあげ、委員会でその
要望を会社に伝えるよう努めています。
　平成15年９月から１年７か月の育児休
暇をとりました。休暇中に担当業務のシ
ステムが今までと違うものとなったのです
が、上司と連絡をとって情報を得るとともに

「待っているよ」という声を聞くことができ、
安心できました。復帰後は、「自己申告制度」
を利用し保育所へのお迎えに余裕をもって
間に合う職場への異動が実現しました。

　委員会がはじまる前に周囲の女性に意見
を聞いています。制度を利用された方の感
想や意見が多いのですが、未婚でまだ両立
支援についての関心が薄いという方にも、
会社に勤め続けたいという希望があるのな
ら、意見の言える場でどんどん発言して欲
しいと思っています。育児が理由で人生を
変えなければならないという状況がいまだ
にあるというのは問題です。
　私自身４月末から産休と育児休暇をとり
ます。いろいろな制約があり派遣社員で対
応できないこともあり、定期異動以外の時
期に前倒しで後任の社員を配置して頂けた
ので、余裕をもって引き継ぎができました。

柴田 飛鳥さん

山本 美貴さん

人事グループマネージャー

井川　浩一さん
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