ͳΓ͵͖

ྫ  ೧ʤ ೧ʥ ݆ߨ

έϚηϕϫζΥέφ


০टऊैऒजॉੌाञः ডشॡ؞ছॖই؞ংছথ५ਤ
ܨӨકྲྀͳ͢ͱϭʖέʀϧϓʀώϧϱηͳͺᶅ
ʛਕΨʖψηغΝঋͬൊ͚ͪΌͶʛ

私ども株式会社ワーク・ライフバランスは創業して
ࢴʹࣞהճऀϭʖέ
ʀϧϓώϧϱηͺͱ͢ۂ

1 5 年で、
働き方 改 革コン サル ティング を1
0 0 0ऀͶ
社に

೧Ͳɼಉ͘๏րַαϱγϩτΡϱήΝ

 
提 供してきました。取り組む前はどの企
業も
「働く時
͘ͱ͢ڛΉͪ͢ɽ
खΕૌͺʹۂة
ʰಉ͚࣎


間を減らしたら業
績が 下がる。人手が足りないので、
ؔΝݰΔͪ͢Δ͗ۂԾ͗Ζɽਕघ͗ଏΕ͵͏Ͳɼ


休 みをとらせ たら仕事が 回らない」とおっしゃいま
ٵΊΝͳΔͦͪΔࣆ͗յΔ͵͏ʱͳ͕ͮ͢Ύ͏Ή


す。ところが、結
論 から言うと、コンサル の 結 果 、売
ͤɽͳ͞Θ͗ɼ͖݃Δͳ͑ݶɼαϱγϩ݃Վɼജ


株式会社ワーク・ライフバランス
上は14
ͺ
ˍͶ৵;ͱ༙ڇखಚི͗
 ഔͶ͵ͮͪΕɼ ࣞהճऀϭʖέʀϧϓώϧϱη
 0％に伸びて有 給取 得率が1.7倍になったり、


結婚数と出産数が2倍になったり、
男性の育児休業取
਼݃࠙ͳड़ࢊ਼͗
 ഔͶ͵ͮͪΕɼүࣉۂٵख

代表取締役社長 小室淑恵さん
৻ഁ૽শ
৵ᆧ౩औ॒



得 率が ˍͶ͵Εɼ
10 0％になり、
採 用に全く困らなくなったりと
ಚི͗
ࡀ༽Ͷસ͚ࠖΔ͵͚͵ͮͪΕͳ


いう結果が出ました。
͏͑݃Վ͗ड़Ήͪ͢ɽ


な ぜ 働き方を変えるとこのような変 化が 起きるの
͵ͧಉ͘๏Νร͓Ζͳ͞Γ͑͵รԿً͗͘Ζ


でしょうか？どのようなステップ
で 働き方 改 革を 進
Ͳ͢Β͖͑ʃʹΓ͑͵ητρϕͲಉ͘๏րַΝ

めると失
敗がないのでしょうか？
ΌΖͳࣨഌ͗͵͏Ͳ͢Β͖͑ʃ


日 本 は
6 0೧େൔͻ͖Δ
年 代 半 ば か ら
9 0೧େൔͻΉͲʰਕϚ
年 代 半 ば まで「人 口
ೖຌͺ


ボーナス期」
という時期でした。
人口構造は若者が多く、
ʖψηغʱ
ͳ͏͑࣎ͪ͢Ͳغɽ
ਕߑଆͺऑं͗ଡ͚ɼ

高齢者が少ないため、
若者という安い労働力を武器に
߶ྺं͗ঙ͵͏ͪΌɼ
ऑंͳ͏͑҈͏࿓ಉྙΝحͶ


世界中から受注し、
高齢者が少ないことから社会保障
ֆ͖Δण͢ɼ
߶ྺं͗ঙ͵͏͞ͳ͖Δऀճฯ্


費 がかさまない ので、莫
大に 利 益 が 出ます。
それを
ඇ͖͗͠Ή͵͏Ͳɼ
ഴͶཤӻ͗ड़Ήͤɽ
ͨΗΝ


インフラ投 資に回すので、爆
発 的に経 済 発 展できて
ϱϓϧ౦ࣁͶյͤͲɼ
ലదͶࡃܨఴͲ͘ͱ
ʰ͍

「あたりまえ」の時期なのです。
ボーナス期であれば
ͪΕΉ͓ʱ࣎͵غͲͤɽϚʖψη͍ͲغΗͻʰ


ݟ׃ઉ͏ஏҮͲଆۂΝӨΞͲ͏Ζɼॊۂҽ
 ໌
「男性ばかり」で「長
時 間労 働 」をして、
「均 一な組
ͻ͖ΕʱͲʰௗ࣎ؔ࿓ಉʱΝ͢ͱɼ
ʰۋҲ͵ૌ৭ʱ

織 」を作った企
業が勝ちます。
Νࡠͮͪ͗ۂةঋͬΉͤɽ


しかし90年代からすでに日本は
「人口オーナス期」
͖͢͢
 ೧େ͖ΔͤͲͶೖຌͺʰਕΨʖψηغʱ


に入っています。高
齢 者 が 多く、
若 者 は少ない人 口
Ͷͮͱ͏Ήͤɽ
߶ྺं͗ଡ͚ɼ
ऑंͺঙ͵͏ਕߑ


構造ですから、
もう人口ボーナス期のようなやりかたは
ଆͲ͖ͤΔɼ
͑ਕϚʖψηغΓ͑͵ΏΕ͖ͪͺ


通 用しません。
オーナス期には労働力は足りないので
௪༽͢ΉͦΞɽ
ΨʖψηغͶͺ࿓ಉྙͺଏΕ͵͏Ͳ

つまり、働き方改革は政 府に言われたからやる
ͯΉΕɼಉ͘๏րַͺැͶݶΚΗ͖ͪΔΏΖ

のではなく、
ワーク・ライフバランスは 福 利 厚 生
Ͳͺ͵͚ɼ
ϭʖέʀϧϓώϧϱηͺෳཤਫ਼Ͳ

でもありません。人口オーナス期にも勝ち抜いて
͍ΕΉͦΞɽਕΨʖψηغͶঋͬൊ͏ͱ͏
いける戦略だからこそやるのです。
͜Ζકྲྀ͖ͫΔͨ͞ΏΖͲͤɽ

しかし、具体的に働き方を変えるためには何から
͖͢͢ɼ۫ରదͶಉ͘๏Νร͓ΖͪΌͶͺՁ͖

手を付けたらよいか、悩まれるのではないでしょう
ΔघΝͪ͜ΔΓ͏͖ɼೲΉΗΖͲͺ͵͏Ͳ͢
か？実際に取り組まれた企業の事例を次回ご紹介
Β͖͑ʃࣰࡏͶखΕૌΉΗͪۂةࣆྭΝ࣏յ͟
します。
়ղ͢Ήͤɽ

業 績と採用とモチベーションが向上する、働き
ͳ༽ࡀͳۂϠοϗʖεϥϱ͗ͤΖɼಉ͘

方改革。一緒に取り組んでまいりましょう。
๏րַɽҲॻͶखΕૌΞͲΉ͏ΕΉ͢Β͑ɽ
経済発展しやすいルールの違い
〈人口ボーナス期に経済発展しやすい働き方〉
・なるべく男性が働く

重工業の比率が高いため（筋肉が多い方が適している業務が多い）

・なるべく長時間働く

早く安く大量に作って勝つためには、時間＝成果に直結するから

・なるべく同じ条件の人を揃える

均一な物を沢山提供することで市場ニーズを満たせるため。労働力は余っているので、
わかりやすい一定条件で足きりをするのが納得させやすい。
転勤や残業でふるい落として、残るために必死になることで忠誠心を高める手法が経
営者として有効。労働者は代えがきくので、立場は弱く、一律管理することが出来る。

「男女をフル活用」し、
「なるべく短 時 間で 効 率よく
ʰঃΝϓϩ༽ʱ͢ɼ
ʰ͵Ζ΄͚࣎ؔͲްིΓ͚

〈人口オーナス期に経済発展しやすい働き方〉
・なるべく男女ともに働く

仕事を終え」
「なるべく多様な人材を内包している」
ࣆΝश͓ʱ
ʰ͵Ζ΄͚ଡ༹͵ਕࡒΝ಼ใ͢ͱ͏Ζʱ


・なるべく短時間で働く

構造と連動して、勝てる仕組みが真逆になったのです。
ଆͳ࿊ಊ͢ͱɼঋͱΖૌΊ͗ਇٱͶ͵ͮͪͲͤɽ

・なるべく違う条件の人を揃える




企 業 がイノベーションを
起こして勝 ちます。人
口の
͗ۂةόϗʖεϥϱΝً͢͞ͱঋͬΉͤɽ
ਕߑ







頭脳労働の比率が高い、かつ労働力は足りないので使える労働力はフルに活用する。
時間当たりの費用が高騰する（日本人の時給は中国人の8倍インド人の9倍）。ミスなく質
の高い仕事をするためにも、短時間で成果を出す癖を徹底的にトレーニングしないと
利益が出ない。 男性も介護で時間制約。
均一な物に飽きている市場。2倍出しても欲しいと思われる商品・サービスが求められ
る。転勤や残業の可否で門前払いせず、多様な人材がフラットに議論できて、はじめて
イノベーションが生まれる。働き方を変え、多様な人が活躍し、イノベーションで勝つ！

※本資料の無断転載を禁じます。

(C)Copyright.Work Life Balance co,Ltd.All Rights Reserved.
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ࢊۂਫ਼ࢊؽ;ٶحؽփՅ
ࢊۂਫ਼ࢊؽ;ٶحؽփՅ
ࢊۂਫ਼ࢊؽ;ٶحؽփՅ
産業生産機器及び機械加工

ࣞהճऀΤόʀϓΟέφϨʖ
ࣞהճऀΤόʀϓΟέφϨʖ代表取締役社長
େනखగༀऀௗ
େනखగༀऀௗ鶉野
᳝
᳝幸一さん
߀Ҳ͠Ξ
߀Ҳ͠Ξ
株式会社ウノ・ファクトリー



弊社は若い世代が多く、家庭内が充実してこそ仕事の質も向上すると
ฒऀͺऑ͏େ͗ଡ͚ɼ
ฒऀͺऑ͏େ͗ଡ͚ɼ
Պఋ಼͗ैࣰ͢ͱͨ͞ࣆ࣯ͤΖͳ
Պఋ಼͗ैࣰ͢ͱͨ͞ࣆ࣯ͤΖͳ

いう考えのもとで日々取り組んでいます。先輩後輩関係なく全員で子ど
͏͑ߡ͓ͳͲೖʓखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ
͏͑ߡ͓ͳͲೖʓखΕૌΞͲ͏Ήͤɽ
ഒޛഒ͚͵ܐؖસҽͲࢢʹ
ഒޛഒ͚͵ܐؖસҽͲࢢʹ
もの成長を見守り、また、高齢の親がいる家庭では介護にも積極的に参
ௗΝݡगΕɼΉͪɼ߶ྺ͗͏ΖՊఋͲͺղޤͶۅదͶࢂ
ௗΝݡगΕɼΉͪɼ߶ྺ͗͏ΖՊఋͲͺղޤͶۅదͶࢂ
加するように心がけています。
ՅͤΖΓ͑Ͷৼ͗͜ͱ͏Ήͤɽ
ՅͤΖΓ͑Ͷৼ͗͜ͱ͏Ήͤɽ
コロナ禍の今年は例年どおりのレクリエーションはできませんが、昨
αϫψՔࠕ೧ͺྭ೧ʹ͕ΕϪέϨΦʖεϥϱͺͲ͘ΉͦΞ͗ɼ
αϫψՔࠕ೧ͺྭ೧ʹ͕ΕϪέϨΦʖεϥϱͺͲ͘ΉͦΞ͗ɼ
ࡤࡤ
年は会社関連施設でバーベキュー大会等を行いました。社員に連れられ
೧ͺճऀؖ࿊ࢬઅͲώʖϗΫϣʖճΝߨͮͪΕ͢Ήͪ͢ɽ
೧ͺճऀؖ࿊ࢬઅͲώʖϗΫϣʖճΝߨͮͪΕ͢Ήͪ͢ɽ
ऀҽͶ࿊
ऀҽͶ࿊


て、小中学生の子どもたちは夏休み等には休憩室を利用して宿題をこな
ΗΔΗͱɼ
ΗΔΗͱɼ
ঘָਫ਼ࢢʹͪͬͺՈٵΊͶͺ࣪ܞٵΝཤ༽͢ͱॕୌ
ঘָਫ਼ࢢʹͪͬͺՈٵΊͶͺ࣪ܞٵΝཤ༽͢ͱॕୌ
しながら過ごすこともあります。親の仕事風景が見られることで、家庭
Ν͞͵͢͵͗Δգͤ͟͞ͳ͍ΕΉͤɽࣆ෫ݡ͗ܢΔΗΖ͞ͳ
Ν͞͵͢͵͗Δգͤ͟͞ͳ͍ΕΉͤɽࣆ෫ݡ͗ܢΔΗΖ͞ͳ
内の絆も深まっています。
ͲɼՊఋ಼ូΉͮͱ͏Ήͤɽ
ͲɼՊఋ಼ូΉͮͱ͏Ήͤɽ
【イクボス宣言】
ʴέϚηઑݶʵ
ʴέϚηઑݶʵ

従業員の子育てや介護を支える職場環境を充実していきます。
1ॊۂҽࢢүͱΏղޤΝࢩ͓Ζ৮ڧΝैࣰ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
ॊۂҽࢢүͱΏղޤΝࢩ͓Ζ৮ڧΝैࣰ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
自己啓発や地域貢献活動に取り組む従業員を支援いたします。
2ࣙܔހΏஏҮ߫ݛಊͶखΕૌॊۂҽΝࢩԋ͏ͪ͢Ήͤɽ
ࣙܔހΏஏҮ߫ݛಊͶखΕૌॊۂҽΝࢩԋ͏ͪ͢Ήͤɽ



従業員自らの家庭、
地域、就業など調和のとれた豊かな生活を実践できる
3ॊۂҽࣙΔՊఋɼஏҮɼमʹ͵ۂͳΗ͖ͪ͵ਫ਼ΝࣰભͲ
ॊۂҽࣙΔՊఋɼஏҮɼमʹ͵ۂͳΗ͖ͪ͵ਫ਼ΝࣰભͲ
ように教育を行って参ります。
͘ΖΓ͑ͶگүΝߨͮͱࢂΕΉͤɽ
͘ΖΓ͑ͶگүΝߨͮͱࢂΕΉͤɽ

働き方改革を手本として、
時間外勤務の削減、有給休暇取得を促進できる
4ಉ͘๏րַΝघຌͳ͢ͱɼ࣎ؔۊແࡡݰɼ༙ٵڇՍखಚΝଇͲ
ಉ͘๏րַΝघຌͳ͢ͱɼ࣎ؔۊແࡡݰɼ༙ٵڇՍखಚΝଇͲ
環境作りに積極的改革を努力していきます。
͘ΖࡠڧΕͶۅదրַΝྙ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
͘ΖࡠڧΕͶۅదրַΝྙ͢ͱ͏͘Ήͤɽ
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大阪大学にて総長をはじめ、役員、幹部職員がイクボス ×SOGI
アライ宣言  
ࡗָͶͱ૱ௗΝͺͣΌɼༀҽɼײ෨৮ҽ͗έϚηʹ62*,
ࡗָͶͱ૱ௗΝͺͣΌɼༀҽɼײ෨৮ҽ͗έϚηʹ62*,
Πϧઑݶ
Πϧઑݶ
ࡗָͺɼ୯ָ͗;Ώ͚ͤಉ͘Ώͤ͏ξώʖετΡݳࣰڧ
ࡗָͺɼ୯ָ͗;Ώ͚ͤಉ͘Ώͤ͏ξώʖετΡݳࣰڧ
大阪大学は、誰もが学びやすく働きやすいダイバーシティ環境実現の
ͪΌɼ༹ʓ͵खૌΝکԿ͢ͱ͏Ήͤɽྫ
ͪΌɼ༹ʓ͵खૌΝکԿ͢ͱ͏Ήͤɽྫ೧೧݆݆
ೖɼ಼ָͶଲ
ೖɼ಼ָͶଲ
ため、様々な取組を強化しています。令和2年9月15日、学内外に対して
͢ͱঃڢಉਬɼ
͢ͱঃڢಉਬɼ
62*,
62*,ཀྵմΝ͠ΔͶ֨͝ΖͪΌɼ
ཀྵմΝ͠ΔͶ֨͝ΖͪΌɼ
૱ௗΝͺͣΌͳͤ
૱ௗΝͺͣΌͳͤ
男女協働推進、SOGIの理解をさらに拡げるため、総長をはじめとする役

員と幹部職員（本部部長級職員）22名が率先し、「イクボス宣言×SOGI
Ζༀҽͳײ෨৮ҽʤຌ෨෨ௗڅ৮ҽʥ
Ζༀҽͳײ෨৮ҽʤຌ෨෨ௗڅ৮ҽʥ໌ི͗͢ɼ
໌ི͗͢ɼ
ʰέϚηઑʹݶ
ʰέϚηઑʹݶ
アライ宣言」を行いました。（右上写真）
62*,
62*,ΠϧઑݶʱΝߨ͏Ήͪ͢ɽ
ΠϧઑݶʱΝߨ͏Ήͪ͢ɽ
ʤӊࣺਇʥ
ʤӊࣺਇʥ

「イクボス宣言×SOGIアライ宣言」の横断幕は、大学の玄関口、本部
ʰέϚηઑʹݶ62*,
ʰέϚηઑʹݶ62*,Πϧઑݶʱԥஇປͺɼָؖݲɼຌ෨
Πϧઑݶʱԥஇປͺɼָؖݲɼຌ෨
事務機構棟のホールに掲げています（右下写真）。総長はじめ学内構成
ࣆແߑؽ౫ϙʖϩͶ͏ͱ͝ܟΉͤʤӊԾࣺਇʥ
ࣆແߑؽ౫ϙʖϩͶ͏ͱ͝ܟΉͤʤӊԾࣺਇʥ
ɽ૱ௗͺͣΌ಼ָߑҽ
ɽ૱ௗͺͣΌ಼ָߑҽ



員が一丸となって、多様な個性が輝くキャンパスの実現に向け取り組み
͗Ҳͱͮ͵ͳ؛ɼଡ༹͵ݺٍ͚͗ΫϡϱϏηࣰݳͶ͜खΕૌΊΝ
͗Ҳͱͮ͵ͳ؛ɼଡ༹͵ݺٍ͚͗ΫϡϱϏηࣰݳͶ͜खΕૌΊΝ
を推進します。そして、このダイバーシティ＆インクルージョンの姿勢
ਬ͢Ήͤɽͨ͢ͱɼ͞ξώʖετΡˏϱέϩʖζϥϱࢡ͗
ਬ͢Ήͤɽͨ͢ͱɼ͞ξώʖετΡˏϱέϩʖζϥϱࢡ͗
が社会にも広がっていくよう、今後も発信を続けていきます。
ऀճͶ߁͗ͮͱ͏͚Γ͑ɼࠕޛ৶Νକ͜ͱ͏͘Ήͤɽ
ऀճͶ߁͗ͮͱ͏͚Γ͑ɼࠕޛ৶Νକ͜ͱ͏͘Ήͤɽ
【イクボス宣言】
ʴέϚηઑݶʵ
ʴέϚηઑݶʵ

ワーク・ライフ・バランスを推進し、組織の活性化をめざします。
ϭʖέʀϧϓʀώϧϱηΝਬ͢ɼૌ৭ԿΝΌ͢͡Ήͤɽ
ϭʖέʀϧϓʀώϧϱηΝਬ͢ɼૌ৭ԿΝΌ͢͡Ήͤɽ
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