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企業発！育休のススメ実感インタビュー
積水ハウス株式会社  株式会社サカタ製作所

株式会社ツクイ  　　サイボウズ株式会社  ほか

育休パパの声レポート  ほか

PICK UP

男性の育休推進で会社力UP！人事担当者

必見！

夫婦円
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モチベーション
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生産性

向上
企業イメージ
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01...会社よし！

03...社会よし！

04...企業発！育休のススメ実感インタビュー

　　 積水ハウス株式会社

　　 株式会社サカタ製作所

　　 株式会社イノウエ／株式会社ツクイ

　　 飛島建設株式会社／株式会社KELK

08...AndMore！ サイボウズ株式会社

09...家庭よし！パパよし！ママよし！子どもよし！

10...男性の育休を「当たり前」化する3つのパス

12...取得パパに聞いてみよう！

13...二人で育児休業を同時取得！

会社よし！
➡業績ＵＰ

➡社員のタスク力ＵＰ

➡人材確保・離職防止

➡働き方改革

➡イメージＵＰ社会よし！
➡労働力確保

➡ダイバーシティ推進

➡自分らしく働ける社会へ

➡出生率UP

家庭よし！
➡コミュニケーション向上

➡夫婦円満

➡みんなで楽しむ
　 育児のスタートアップ

➡働き方進化

➡モチベーションＵＰ

➡生活スキルＵＰ

ママよし！
（パートナー）

➡ワンオペ育児脱却

➡就業継続

➡キャリアアップ

子どもよし！
➡パパだいすき！

➡次世代のイクメン、
　 女性活躍度ＵＰ

パパよし！
（本人）

男性の育休は

６方よし！

男性の育休（※）を何のために、どうやって
推進したらいいのかわからないという経
営者や人事担当者のみなさんに、具体例
や取組み方についてご紹介します！

※育児休業（育休）は、「育児・介護休業法」に基づく労働者の権利です。子が１歳（一定の場

合は、最長で2歳）に達するまで（父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に

達するまでの間の1年間＜パパ・ママ育休プラス＞）、申出により取得可能。また、産後8週

間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、申出により再度の育

児休業取得が可能（8週間以内に1回目の育休が終了することが条件）＜パパ休暇＞。

Why?

  How??

男性が家事・育児をすることは、パートナーなどの家族だけでなく、
企業や社会にも様々なメリットをもたらします。

男性の「長期」育休取得 進めなきゃ損！

参考：厚生労働省「イクメンプロジェクト」
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モチベーション向上！離職防止
　仕事も家庭も大切にしたい、家族との幸せな時間も

大事。そう考える男性が着実に増えています。こうした

社員の思いを尊重し、男性社員の育休取得を推進する

ことは、本人のモチベーションを大きく向上させます。ま

た、社員の幸福度を重視

する企業は、社員のエン

ゲージメントが高まり離

職率の低下につながると

のデータもあります。

社員のモチベーション向上に

「イクメンのすすめ」配布

　取得者本人が家族との時間を大切にすること

で、本人のモチベーション向上につながると感じ

ています。当機構では、「イクメンのすすめ」とい

うパンフレットを作成し、職員に配布しています。

独立行政法人都市再生機構実践企業の声❷

　「子育て」は待ってくれないマルチタスクです。おむつ

替え、お風呂、発熱で病院へ。しかも日常の他のことごと

も一緒にうまくこなしながら。その経験が、複数の業務

を同時にもしくは短い期間に並行して進める力（マルチ

タスク力）や、効率の良い時間の使い方（タイムマネジメ

ント力）につながる、また復帰後もなるべく早く仕事を

終えて帰宅するようになる…そんな声が、育休取得者

から聞かれます。またこうした男性の中・長期間の育休

取得や定時退社を可能にするためには、企業側の業務

環境整備も必要です（一人しかできない仕事を無くす

業務の脱属人化や棚卸し、透明化など）。この環境整備

が、業務効率向上や生産性ＵＰにもつながっていきます。

メリットメリットメリットメリットメリットメリットメリットメリットメリットメリットメリット

11111

社員のマルチタスク力向上、

業務効率化・透明化業務効率化・透明化

育休取得後に「早く家に

帰ってくるようになった」15.5%
（積水ハウス「イクメン白書2019」）

男性新入社員の8割は

育児休暇取得を希望
（日本生産性本部「2017年度新入社員 秋の意識調査」）

1カ月育休取得した男性社員のうち、

短いと回答した社員のベストな期間「3カ月」65.1％
（積水ハウス調べ。同社で1カ月育休取得した男性社員の声）

　育休を取得することにより、社員自身がタイム

マネジメント力、マルチタスク力、業務の見える

化力等を高めることができると感じています。ま

た、育休取得社員のいる職場においては、業務

の棚卸しが進み、透明性が向上します。

日産自動車株式会社実践企業の声❶

育休で社員のスキルがアップ！
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　超高齢社会を迎え、労働力人口が減少する一方で、

子育て中の女性や定年退職した高齢者など、様々な人

材が新たな働き手として活躍しています。今後、親の

介護に直面する方も増えるでしょう。外国人や障がい

のある方の個性と能力に応じた活躍の場の拡大も必

要です。そんな現代においては、多様な働き方に柔軟

に対応できる職場づくりが求められています。男性社

員の育休推進は、復帰後の柔軟かつ効率的な働き方も

含め、時間や勤務場所・勤務形態などに制約のある社

員の働きやすい風土・制度づくり、誰もが「働きやすい

職場」の実現につながります。

性別・年代・条件を問わず

「働きやすい職場へ」

　2019年4月より育児・介護との両立を支援す

る在宅勤務を導入しました。育児休業と併せて

利用者が増加しており、仕事と育児を両立させ

た柔軟な働き方が拡大しています。

在宅勤務制度と併せ

柔軟な働き方が拡大中！

日揮ホールディングス株式会社実践企業の声❸

　「男性の育休も積極的に促進している会社」「ワー

ク・ライフ・バランスに優れた企業」として社会に認知

されることは、企業のイメージアップにつながり採用

面でも優位となります。男性社員の育休取得を推進す

る取組みは、特に「家庭を持つ方も多い中途採用者に

プラスに響いている」と話す企業の声が複数ありまし

た。女性活躍推進は、企業が行う社会的責任（CSR）・社

会貢献であるとの位置づけを越えて、重要な経営戦略

の一部、社会的な共有価値創造（CSV）として捉える企

業が増えています。男性の

育休取得の積極的な推進

は、企業のイメージアップ、

ブランド力アップに直結す

る、企業の経営姿勢を対外

に示す絶好の材料です。
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企業のイメージアップ、人材確保

　家庭と仕事の両立を実現するための対策とし

て、女性だけでなく、男性の育休を推進していま

す。社員の幸福度を重視した取組みを行うことで、

優秀な社員の獲得にもつながればと思います。

社員の幸福度を重視しています！

株式会社アイネット実践企業の声❹

働きながら介護をしている人

全国で約350万人
（総務省統計局「H29年就業構造基本調査」）

就活生就職希望：

第1位「福利厚生が充実している」

第2位「従業員の健康や働き方に配慮している」
（経済産業省「H28年度健康経営の労働市場におけるインパクト調査」）
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労働力確保！ダイバーシティ推進！

自分らしく働ける社会へ  出生率UPも

社会社会社会社会社会よし！よし！し！し！よし！し！

　男性が育休を取得し、家事・育児へ積極的に参画することは、本

人やその家族に良い影響を与えるだけでなく、女性の就労継続や

キャリアアップの促進、さらには出生率の回復などにつながります。

　労働力不足と少子高齢化に好影響を与え、さらには多様な働き

方（ダイバーシティ）を認め合う、誰もが自分らしく働ける社会へとつ

ながっていくのです。

子どもがいる夫婦における夫の休日の家事・育児時間

が増えると第2子以降の出生率が大幅に増加

出典：内閣府「男性の暮らし方・意識が変われば日本も変わる」2018年

休日の男性の家事・育児時間
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男性の育児が出生率に
プラスの影響！

女性が活躍できる社会を目指し「かながわ女性

の活躍応援団」を結成

応援サポーター（企業等のトップ）を随時募集中！

男性の家事・育児が日常的に当たり前となる社会

を目指すオープンイノベーション・コンソーシアム

参加メンバー募集中！

神奈川県ではこんな取組みも進めています。ぜひご参加ください神奈川県ではこんな取組みも進めています。ぜひご参加ください

かながわ女性の活躍応援団 検 索HPHP 神奈川県　男性家事育児 検 索HPHP

　男性社員の育休取得を推進することは、多様な働き

方実現の入り口となり、だれもが「働きやすい職場」と

なります。社員のモチベーションやタスク力の向上

が、育休取得促進のための業務の棚卸しや脱属人化も

奏功して、生産性の向上や売上げアップにつながって

いるという事例も聞かれます。また、男性の育休取得

促進は同時に、多様な価値観を認め合う、イノベー

ションの生まれやすい職場風土づくりにもつながり

ます。多様性をベースとした新たな商品開発などによ

る業績アップにもつながるのです。
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業績アップ！

　かつて年間離職率が28％だった同社。抜本

的な人事制度の見直しを行い、最長６年間の育

児・介護休暇制度の導入など「多様な働き方」の

実現を進めました。結果、離職率は４％台に大幅

改善。業績もプラスで推移し、今働きやすい企業

として注目を集めています。

多様な働き方を実現！

業績もプラスで推移

サイボウズ株式会社

＼ 詳しくはP8も ／

実践企業の声❺

企業の生の声をレポート
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た「イクメンフォーラム」を2018年10月に開催し、社長自らが全社員に向け、た「「イクメンた「イイククメメンた「「イクメンンフフォーララムム」をンフォォーーラム」」をンフフォーララムム」をを202018年18年18年10月」を202018年18年18年18年10月を202018年18年18年10月0月0月にに開催催し、0月0月に開開催しし、、社0月0月にに開催催し、社長自長自長自らが全が全が全、社社長自長自ららが全が全が全社長自長自長自らが全が全が全社員社員社員に向向けが全社員社員社員にに向けけ、社員社員社員に向向け
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ダイバーシティ
推進部

お話を伺った

完全取得を進めていくため、最も重

要なのはコミュニケーションです。

社内ツール整備の際にも、取得者と

パートナー、取得者と職場が、より

具体的なイメージをつかめるよう

な仕組みづくりに着目しました。

「家族ミーティングシート」にはパートナーの署名捺印を必須とし、パートナーの満足度を上げる工夫をしています「家族「家族「家族「家族「家族ミミーティングシー「家族ミーティングシーート」」にはパートナート」ににははパパートナーーの署名捺印の署名捺印の署名捺印の署名捺印の署名捺印をを必須必須必須との署名捺印の署名捺印の署名捺印の署名捺印の署名捺印を必須必須とし、パートトナーの満足度の満足度とし、パートナーの満足度の満足度の満足度の満足度を上げる工夫工夫の満足度の満足度の満足度を上げる工夫工夫をしています工夫をしています
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case 01

裏面には

家事・育児等の

分担表も

創　立：1960年

業　種：建設業

従業員：16,538人

　　　 （2019年4月1日現在）

所在地：大阪府大阪市

積水ハウス株式会社

04 IKUKYU GUIDE



実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感実感 ビューューューューューューューューューューューューューューュービビビューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューューュービビビビビタビビビンタンンンンンンタンンンタタタタタタンンンンンンタタタイイイイイイイイイイイイイイイイイインイイインンンンンンンンンンンンンンタビビビビビタビンタタンンタンンタタタタ ューューューューューューューューューューューューューューューューューューューイイイイイイイ タインイイイイイインンンンンンタンンンタタタビビビビタタタタタビューューューューュービビビビビビューュービューューューューューューューューューューューューューューューューューューインンタタビビューューュー

　日本一の大河・信濃川がゆったりと流れる新　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河・　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河・・　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河　日本一の大河・・信濃川が信濃川が信濃川が信濃川が信濃川が信濃川がゆゆ・信濃川が信濃川が信濃川が信濃川が信濃川が信濃川がゆゆっ・信濃川が信濃川が信濃川が信濃川が信濃川が信濃川がゆゆったたりとと流れ流れ流れっったりりとと流れ流れ流れったたりとと流れ流れ流れ流れるる新新流れるる新新流れるる新新

潟県長岡市。男性社員の育児参加に積極的な企潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。潟県長岡市。男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加にに積極的積極的積極的積極的積極的男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加にに積極的積極的積極的積極的男性社員の育児参加男性社員の育児参加男性社員の育児参加にに積極的積極的積極的積極的積極的積極的な企な企な企積極的な企な企な企な企積極的な企な企な企

業を国が表彰する2018年の「イクメン企業ア業業をを国が表彰す業業をを国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰する国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰するるる2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の「イる2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の「イ「イ「イククメメン企業企業2018年の「イ「イ「イクメメンン企業企業企業企業アア企業企業ア業業をを国が表彰す業業をを国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰する国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰す国が表彰するるる2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の「イる2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の2018年の「イ「イ「イククメメン企業企業2018年の「イ「イ「イクメメンン企業企業企業企業アア企業企業ア

ワード」両立支援部門でグランプリに輝くなど、ワワーードワードワワーードド」」両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグド」両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグド」」両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグララン両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグララン両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグ両立支援部門でグラランンププリにに輝輝くくなンプリリにに輝輝くくンププリにに輝輝くくなくななど、などどくななど、

注目を集める中小企業があります。1951年創注目注目注目注目注目注目注目を注目注目注目注目を集め集め集めるる中小企業が中小企業がをを集め集め集める中小企業が中小企業が中小企業がを集め集め集めるる中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業があり中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業がああり中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業が中小企業がありりまますす。。1951年創1951年創1951年創1951年創りまますす。1951年創1951年創1951年創1951年創りまますす。。1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創1951年創

業の株式会社サカタ製作所。大工職人の道具・業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サカカタタ製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。大工職人の道具製作所。大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具・業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サカ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サカ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サ業の株式会社サカカタタ製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。大工職人の道具カタタ製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。大工職人の道具カタ製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。製作所。大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具製作所。大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具製作所。大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具・大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具・大工職人の道具大工職人の道具大工職人の道具・

鉋作りから始まり、現在は金属屋根部品の国内鉋作鉋作鉋作鉋作り鉋作鉋作鉋作り鉋作鉋作鉋作鉋作りりかからら始始ままりりりかから始始まりりりかからら始始ままり、、現在現在現在はは金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内り、現在現在現在現在はは金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内、、現在現在現在はは金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内金属屋根部品の国内

販売でトップシェアを誇る製造業です。販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売で販売でトトップシシェェア販売でトッッププシェェア販売で販売でトトップシシェェアアをを誇るる製造業です製造業です製造業ですアを誇誇る製造業です製造業です製造業ですアをを誇るる製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です。製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です製造業です。

　イクメン企業アワードでは、男性社員が育休　イ　イ　イ　イク　イ　イ　イク　イ　イ　イ　イククメンン企業企業企業アククメメン企業企業企業アアクメンン企業企業企業アワワードドでははアワーードドででは、ワワードドではは、男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休、、男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休、男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休男性社員が育休

を取得した場合の給与シミュレーションを対象をを取得取得取得を取得取得をを取得取得取得取得取得ししたた場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与取得ししたた場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与取得取得ししたた場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与シシミュュレ場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与シミミュュ場合の給与場合の給与場合の給与場合の給与シシミュュレュレレーシションンををレーーショョンンをュレレーシションンををを対象対象対象を対象対象対象対象を対象対象対象

者に個別で行い、経済面の不安を取者者にに個別で行い、者者にに個別で行い、者者にに個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、個別で行い、経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安個別で行い、経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安個別で行い、経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安経済面の不安をを取経済面の不安経済面の不安を取取経済面の不安をを取り除いたこりり除いたこり除除いたこりり除いたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこいたこ

となどが評価されました。となとなとなどとなとなどとなとなとなどどがが評価価されまどが評評価さされどがが評価価されままましたしたしたましたしたした。まましたしたした

　同社が男性社員の育休取得を積極的に進めた　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得を　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得　同社が男性社員の育休取得を積極的積極的積極的積極的積極的に進めをを積極的積極的積極的積極的にに進めを積極的積極的積極的積極的積極的に進め進め進めた進め進め進めた進め進めた

のは20１６年に遡ります。きっかけは、「育休を取りたいのだけれど、周囲に遠慮して取らない男性社員がいる」という声を坂田匠のは20１６年に遡ります。きっかけは、「育休を取りたいのだけれど、周囲に遠慮して取らない男性社員がいる」という声を坂田匠ののはは2020１のはは202020１ののはは2020１１６年にに遡りりまま１６６年年に遡遡りま１６年にに遡りりままますす。。きっっかけけますす。ききっかかけますす。。きっっかけけけはは、「、「育育休休をを取はは、「、「育育休休をを取けはは、「、「育育休休をを取取りりたいいのだだけ取りたたいののだだ取りりたいいのだだけけけれどど、周周囲囲にけけれれど、、周周囲囲けけれどど、周周囲囲ににに遠慮慮してて取取にに遠遠慮ししてて取にに遠慮慮してて取取取らなない男性男性男性社員取ららないい男性男性男性取らなない男性男性男性社員社員社員社員ががいるる」と社員社員社員がいいる」社員社員社員ががいるる」と」とというう声をを坂田」といいう声声を坂田」とというう声をを坂田坂田坂田坂田匠坂田坂田匠匠坂田坂田坂田匠ののはは2020１１６年にに遡りりままますす。。きっっかけけけはは、「、「育育休休をを取取りりたいいのだだけけけれどど、周周囲囲ににに遠慮慮してて取取取らなない男性男性男性社員社員社員社員ががいるる」と」とというう声をを坂田坂田坂田坂田匠

社長が伝え聞いたことでした。坂田社長は「男性社員が育休を取れると知りませんでした。取る権利があるならば会社は応援すべ「男性社員が育休を取れると知りませんでし社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え社長が伝え聞い聞い聞いたここと社長が伝え社長が伝え聞い聞い聞いたたこと社長が伝え社長が伝え聞い聞い聞いたここととでししたた。坂田社長坂田社長ととででしたた。。坂田社長坂田社長坂田社長とでししたた。坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長は「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長はは「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長は「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休「男性社員が育休をを取れ取れ取れるると知「男性社員が育休を取れ取れ取れるるとと知をを取れ取れ取れるると知知りませせんででし知りりまませんんででし知りませせんででしした。。取るる権利が権利がしたた。取取る権利が権利が権利がした。。取るる権利が権利が権利が権利がああるなならら権利が権利が権利があるるならば会社権利が権利がああるななららば会社ば会社ば会社ば会社はは応援す応援すば会社ば会社ば会社ば会社ば会社は応援す応援す応援すば会社ば会社ば会社ば会社はは応援す応援す応援す応援すべべ応援す応援す応援すべ応援す応援すべべ

きと感じました」。すぐに全社員が集まる全体朝礼で「男性社員の育休推進」を宣言。社長自らが、推進する姿勢を示したことで、男全体朝礼で「男性社員の育休推進」を宣言。社長自ききとと感じじまきと感感じじききとと感じじまじまましたた」」。。すぐぐまししたた」」。すすぐじまましたた」」。。すぐぐぐに全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集にに全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集ぐに全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集全社員が集ままる全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全社員が集ままるる全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全社員が集全社員が集ままる全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で全体朝礼で「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」をを宣言。宣言。宣言。宣言。社長自「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」をを宣言。宣言。宣言。宣言。宣言。社長自「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」「男性社員の育休推進」をを宣言。宣言。宣言。宣言。社長自社長自社長自社長自社長自ららがが、推進す社長自社長自社長自社長自らが、、推進す社長自社長自社長自社長自ららがが、推進す推進す推進す推進す推進する姿勢姿勢姿勢を推進す推進す推進す推進するる姿勢姿勢姿勢推進す推進す推進す推進する姿勢姿勢姿勢ををを示ししたたこととでを示示したこことをを示ししたたこととでとでで、男で、、男とでで、男

性社員が育休を取るムードが一気に高まります。加えて取得に効果的だったのが、前述の給与シミュレーションでした。対象者に性社員が育休を取るムードが一気に高まります。加えて取得に効果的だったのが、前述の給与シミュレーションでした。対象者にります。加えて取得に効果的だったのが、前述の給与性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休をを取取るム性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休をを取取るる性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休を取取るムムムードドが一気が一気が一気が一気が一気ムーードドが一気が一気が一気が一気ムムードが一気が一気が一気が一気が一気が一気に高高まりりまますにに高ままりますが一気に高高まりりまますす。。加え加え加えて取得取得取得す。。加え加え加えてて取得取得す。。加え加え加えて取得取得取得取得にに効果的効果的効果的効果的効果的だだっ取得にに効果的効果的効果的効果的効果的だだ取得にに効果的効果的効果的効果的だだっだっったのがのがのが、、前述の給与前述の給与ったたのがのがのが、前述の給与前述の給与だっったのがのがのが、、前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与シシミ前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与シミ前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与シシミミュュレレーシショョンミュュレーーションミュレレーシショョンンででしした。。対象者対象者対象者ンでししたた。対象者対象者ンででした。。対象者対象者対象者対象者対象者対象者に対象者対象者に対象者対象者対象者に性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休をを取取るム性社員が育休性社員が育休性社員が育休性社員が育休をを取取るるムムードドが一気が一気が一気が一気が一気ムーードドが一気が一気が一気が一気が一気に高高まりりまますにに高ままりますす。。加え加え加えて取得取得取得す。。加え加え加えてて取得取得取得にに効果的効果的効果的効果的効果的だだっ取得にに効果的効果的効果的効果的効果的だだだっったのがのがのが、、前述の給与前述の給与ったたのがのがのが、前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与シシミ前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与前述の給与シミミュュレレーシショョンミュュレーーションンででしした。。対象者対象者対象者ンでししたた。対象者対象者対象者対象者対象者に対象者対象者に

育児休業給付金や社会保険料の免除、新潟県独自の補助金などを説明。育休を取得しても給与が補填されることを伝えました。育児休業給付金や社会保険料の免除、新潟県独自の補助金などを説明。育休を取得しても給与が補填されることを伝えました。育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、育児休業給付金や社会保険料の免除、新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金新潟県独自の補助金ななどどを説明。説明。説明。説明。新潟県独自の補助金などをを説明。説明。説明。新潟県独自の補助金ななどどを説明。説明。説明。説明。新潟県独自の補助金などをを説明。説明。説明。説明。説明。育休育休育休をを取得取得取得取得し説明。育休育休育休を取得取得取得説明。説明。育休育休育休をを取得取得取得取得し説明。育休育休育休を取得取得取得取得ししてもも給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填しててもも給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填取得ししてもも給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填してても給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填されれるこ給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填さされるる給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填されれるこ給与が補填給与が補填給与が補填給与が補填さされるるここととを伝え伝え伝えまましことをを伝え伝え伝えまここととを伝え伝え伝えまましことをを伝え伝え伝えまましした。ししたたましした。ししたた

取得時期によっては、手取りが増えるケースもあるといいます。そのほか取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期取得時期にによよっっ取得時期取得時期取得時期取得時期にによよって取得時期取得時期取得時期取得時期にによよっっ取得時期取得時期取得時期取得時期にによよっててはは、、手取手取手取りりが増えててはは、、手取手取手取りが増えてはは、、手取手取手取りりが増えててはは、、手取手取手取りが増えが増えが増えが増えが増えるケケーが増えが増えが増えが増えが増えるるケーーが増えが増えが増えが増えるケケーが増えが増えが増えが増えが増えるるケーーススももああるるといいースももああるるとといいススももああるるといいースももああるるとといいいいいいまます。そのそのいいいいいいますす。。そのそのそのいいいいまます。そのそのいいいいいいますす。。そのそのそのそのほかかそのほほかかそのほかかそのほほかか

にも、所属部署の役員や直属の上司が取得を促す「三者面談」を実施しににももにもも、、所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得も、、所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得をを促す促す促す「三者面談」「三者面談」「三者面談」所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得を促す促す促す「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」をを実施「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」を実施実施実施実施し実施実施ししににももににももにもも、、所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得も、、所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得も、、所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得をを促す促す促す「三者面談」「三者面談」「三者面談」所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得をを促す促す促す「三者面談」「三者面談」「三者面談」所属部署の役員や直属の上司が取得所属部署の役員や直属の上司が取得を促す促す促す「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」をを実施「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」をを実施「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」「三者面談」を実施実施実施実施し実施実施実施し実施実施しし

たり、イクメン社員を表彰したり、取りやすい環境づくりに努めました。たりたたりりたりたたりり、、イククメメン社員社員り、イイクメンン社員社員社員、、イククメメン社員社員り、イイクメンン社員社員社員社員を表彰表彰表彰しした社員社員をを表彰表彰表彰したたり社員をを表彰表彰表彰しした社員社員をを表彰表彰表彰したたりり、、取りりやすい環境づやすい環境づやすい環境づたりり、取取りやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づり、、取取りりやすい環境づやすい環境づやすい環境づたりり、取取りやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づくくりやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づくくりりにやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づくくりやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づやすい環境づくくりりににに努め努め努めまましたりにに努め努め努めまししたたにに努め努め努めまましたりにに努め努め努めまししたた。た。た。た。

　現在同社では男性社員の育休が当たり前のこととして認識され　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社では　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社ではは　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社で　現在同社では男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当は男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当たり男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当たたりり男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当男性社員の育休が当たりり前の前の前の前のこことととしり前の前の前のこととととしり前の前の前の前のこことととししてて認識認識認識さされれしてて認識認識認識認識さされしてて認識認識認識さされれ、20１、2 １、2、20１、2 １

７年以降、子どもが生まれた男性社員１５名のうち、１１名が取得。20１８７年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、子どどももが生が生が生ままれれたたた男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員１１５５５名の名の名のうちち、１１１１１名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。20名が取得。2020１８７年以降、年以降、７年以降、年以降、７年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、子どども年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、子どども年以降、年以降、年以降、年以降、年以降、子子どももが生が生が生ままれれたたもが生が生が生ままれれたたもが生が生が生まれれたたた男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員１１５５た男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員１１５５男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員１５５名の名の名のうちち、１１１５名の名の名のうちち、１１１名の名の名のううち、、１１１１名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。20１１名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。20１名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。名が取得。20名が取得。2020１８名が取得。2020１８2020１１８

年以降は取得率１００％で推移しています。平均取得日数は約20日です。年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降はは取得率取得率取得率取得率取得率年以降年以降年以降はは取得率取得率取得率取得率取得率１年以降年以降はは取得率取得率取得率取得率取得率１０００％で推移％で推移％で推移％で推移％で推移１１００００％で推移％で推移％で推移％で推移％で推移１０００％で推移％で推移％で推移％で推移％で推移％で推移ししてていまますす％で推移％で推移ししていいますす。％で推移ししてていまますす。平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数す。。平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数。平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数はは約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です平均取得日数平均取得日数は約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です平均取得日数平均取得日数はは約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です約20日です。約20日です約20日です約20日です

　休業社員の業務については人員補填せずに、他のメンバーが補います。その体制を可能にしたのが、20１４年１１月に開始しせずに、他のメンバーが補います。その体制を　　休業休業休業休業社　　休業休業休業社　　休業休業休業休業社社員員の業務業務業務にに社員のの業務業務業務に社員員の業務業務業務ににについいてはは人員人員つついてては人員人員についいてはは人員人員人員人員補填填せずずに人員補補填せせずに人員人員補填填せずずにに、、他他のメメンンバに、他ののメンンバに、、他他のメメンンババーーが補補いままバーがが補いいまバーーが補補いままます。。そのの体制制すす。。そその体体制ます。。そのの体制制制を可可能能ににしたをを可可能能ににしし制を可可能能ににしたたたのがのがのが、220１１４たのがのがのが、、20１たたのがのがのが、220１１４１４４年１１月にに開４年年１１１１月月に開１４４年１１月にに開開始始し開始しし開始始し

た「残業ゼロ」の取組みです。一人の社員しかできない仕事を無くす「脱属人化」やITツールの活用等を行いました。結果、20１４しかできない仕事を無くす「脱属人化」やITツた「残業「残業「残業「残業「残業たた「残業「残業「残業「残業ゼた「残業「残業「残業「残業「残業ゼロロ」のの取取組組ゼゼロ」」の取取組組みゼロロ」のの取取組組みみでです。。一人の社員一人の社員一人の社員みみですす。一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員みみでです。。一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員ししかで一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員しかかで一人の社員一人の社員一人の社員一人の社員ししかでできない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事でききない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事をできない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事ない仕事をを無無くすす「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」ない仕事をを無無くくす「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」をを無無くすす「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」やや T「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」やIT「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」「脱属人化」やや Tツツーールのの活用Tツーールルの活活用ツツーールのの活用用等をを行いいま用等等を行行いまま用等をを行いいまししたた。。結果、結果、結果、結果、20ましたた。。結果、結果、結果、結果、結果、20ししたた。。結果、結果、結果、結果、202020１１４結果、2020１４2020１１４

年に１カ月平均約１７.６時間あった残業時間は、平均約１時間に改善。坂田社長は「残年年にに１カ月年年にに１１カカ年年にに１カ月月月平均均約約１１７７.月平平均約約１７月月平均均約約１１７７.７.６時時間ああった６６時間間あっった７.６時時間ああったたた残残業業時間間はた残残業業時時間はたた残残業業時間間はは、、平平均均約約１１時時は、平平均均約約１時は、、平平均均約約１１時時時間にに改改善善。。坂間間にに改改善善。。坂時間にに改改善善。。坂。坂田田社長長はは「残坂田社社長長はは「「。坂田田社長長はは「残残残残残残

業ゼロの取組みのおかげで、男性社員の育休推進がスムーズに進んだ」と話します。業ゼゼロロの取組みの業業ゼゼロロの取組みのの取組みの業ゼゼロロの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのおの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのおおの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのの取組みのおかかげでげでげで、男性社員の育休推進が男性社員の育休推進がおかげでげでげで、、男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進がかかげでげでげで、男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進がススムム男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進がススムムー男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進が男性社員の育休推進がススムムーズズに進進んだ」ムーーズにに進んんだ」ーズズに進進んだ」だ」だ」とと話話ししますだ」だ」だ」とと話話ししまますだ」だ」とと話話ししますす。す。す。

業務の棚卸しで生産性は上がり、人材採用でも優位に立ちました。坂田社長は「中小業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸しで生産性で生産性で生産性で生産性で生産性業務の棚卸業務の棚卸ししで生産性で生産性で生産性で生産性で生産性業務の棚卸業務の棚卸業務の棚卸しで生産性で生産性で生産性で生産性で生産性で生産性で生産性はは上が上が上が上がりり、で生産性で生産性はは上が上が上がりり、で生産性で生産性はは上が上が上が上がりり、、人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用でも、人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で、人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用で人材採用でももも優位優位優位に立立ちも優位優位優位にに立ちもも優位優位優位に立立ちちまましたた。。坂田社長坂田社長坂田社長ちまししたた。。坂田社長坂田社長ちまましたた。。坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長はは「中小「中小「中小「中小坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長はは「中小「中小「中小坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長坂田社長はは「中小「中小「中小「中小「中小「中小「中小「中小「中小

企業こそ、残業ゼロや男性社員の育休推進に積極的に取り組むべきです。経営者の企業企業企業こそ企業企業企業ここそそ企業企業企業こそそ、、残業残業残業ゼゼロや男性社員の育休推進そ、、残業残業残業ゼロロや男性社員の育休推進そ、、残業残業残業ゼゼロや男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進にや男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進ににや男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進や男性社員の育休推進に積極的積極的積極的積極的積極的にに取に積極的積極的積極的積極的積極的にに取取り積極的積極的積極的積極的積極的にに取りり組組むむべべききです取りり組組むむべべききですりり組組むむべべききですですですです。。経営者の経営者の経営者の経営者の経営者のですですです。経営者の経営者の経営者の経営者の経営者のですですです。。経営者の経営者の経営者の経営者の経営者の経営者の経営者の経営者の経営者の

リーダーシップひとつで、進められるのですから」と話しました。リーーダーシリーダダーーリーーダーシシシッププひひとつつシッッププひととつシシッププひひとつつつで、で、で、進めらめらめられれで、で、で、進進めらめらめられつで、で、で、進めらめらめられれれるののですすからからるるのでですからかられるののですすからからからから」」と話と話と話しまましから」と話と話と話ししましからから」」と話と話と話しままししたた。したた。したた。リーーダーシシシッププひひとつつつで、で、で、進めらめらめられれれるののですすからからからから」」と話と話と話しままししたた。

社長が取得呼びかけ　経済面の不安解消社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼びび社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼び社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼びびびかかけけ　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消びかけけ　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消びかかけけ　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼びび社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼社長が取得呼びびかかけけ　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消びかけけ　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消　経済面の不安解消
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代表取締役社長  坂田 匠さん

お話を伺った

男性の育休は業務を棚卸しする

チャンスです。属人化している仕事

ほど生産性が悪いことが多いです。

特に専門性の高い仕事を持ってい

る社員の仕事をシェアすることで、

生産性が大きく改善されました。
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※サカタ製作所社内報から一部を抜粋

お子さんが赤ちゃんの頃、旦那さんに

やってもらって嬉しかったこと、助かったこと

掃除、洗濯などの家事。普段担当じゃないトイレ掃除を率先してやってくれた。

おむつ替え、寝かしつけ、沐浴や入浴、絵本の読み聞かせ。保育園行事の参加。

夜間はじめての発熱で子どもがけいれんを起こしたときに救急病院に連絡し、運転してくれた。

ひとりの時間をもらえたので、外出し気分転換ができた。

やってほしかったこと

家事全般。寝かしつけ。離乳食作り。ひとりの時間がほしい。

週末だけでも夜泣き対応代わってほしかった。

やってほしくなかったこと

夜泣きの時、「早く泣き止ませて～」って嫌そうな顔で言われ100万回くらいケンカした。

大きな声で怒鳴ること。赤ちゃんが眠っている時に音をたてる。

「言ってくれればやるよ」と言われ、嫁の仕事という概念があるのが納得いかない。

「やっぱりママがいいんだよ」と言う前にあの手この手で対応してほしかった。

かんなかんなかんな

case 02

創　立：1951年

業　種：製造業

従業員：155人

　　　 （2020年1月31日現在）

所在地：新潟県長岡市

株式会社サカタ製作所
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お話を伺った

男性の育児休業取得活動を

実施したことにより、男性に

とっても働きやすい職場に

なってきていると実感して

います。

野村 有香さん
ダイバーシティ
推進室

　介護事業大手の株式会社ツクイは、ダイバーシティ推進室の設置　介護介護介護事事　　介護介護介護事　介護介護介護事事事業大業大業大手手のの株式株式業大業大業大業大手手のの株式株式事業大業大業大手手のの株式株式株式株式会会社ツクツクツクイ株式株式会社社ツクツクツク株式株式会会社ツクツクツクイイイは、、ダダイババイはは、ダイイバイイは、、ダダイバババーシーシーシティィ推進推進ーシーシーシテティ推進推進バーシーシーシティィ推進推進推進推進室室の設の設の設の設置置推進室室の設の設の設置置推進推進室室の設の設の設の設置置

を契機に、育児休業を男性にも広げようと組織の意識改革を進めてをを契機契機契機にを契機契機契機ににをを契機契機契機に、、育育児休休業を業をに、、育児児休業を業を業を、、育育児休休業を業を業を男性性にもにもにも広業を男男性にもにもにもにも広広業を男性性にもにもにも広広げげようようようとと組広げげようようようと組組広げげようようようとと組織の織の織の意意識改革改革組織の織の織の意識識改革改革織の織の織の意意識改革改革改革をを進め進め進めて改革改革をを進め進め進め進めてて改革をを進め進め進めて
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総務部課長  井上 博信さん

お話を伺った

男性の育休実績を増やし、結

婚や出産などのライフイベン

トを控えた男性従業員の育休

取得に対するハードルを下げ

ていきたいと考えています。
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社内で発行する「ダイバーシティ通信」（左）と、独自に策定した社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する「ダイバーシティ通信」社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する「ダイバーシティ通信」社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する社内で発行する「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」（左）（左）（左）（左）と、と、独自に策定した「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」（左）（左）（左）と、と、独自に策定した独自に策定した「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」「ダイバーシティ通信」（左）（左）（左）（左）と、と、独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した独自に策定した

「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」「育メンガイドブック」

げんたんげんたんげんたんげんたんげんたんげんたん

case 03

case 04

創立：1928年
業種：ヘアゴム・ゴムひも・手芸用

組みひもなどの製造販売
従業員：54人
　　　 （2020年1月31日現在）

所在地：相模原市

株式会社イノウエ

創立：1969年

業種：介護

従業員：21,300人

　　　 （2019年9月30日現在）

所在地：横浜市

株式会社ツクイ

06 IKUKYU GUIDE



人事部長  刀根 誠治さん

お話を伺った

会社にとって人材は宝。男性の育

休だけでなく介護休暇や外国人

の社員に対する様々な配慮をは

じめ、社員の多様性に対応する制

度を充実させていきたいですね。

産後8週間まで「有給育休」制度で収入面の不安解消産後8週間まで「有給育休」制度で収入面の不安解消産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間産後8週間まままでで「有給育休」で「有給育休」産後8週間産後8週間産後8週間ままででで「有給育休」産後8週間産後8週間産後8週間まままでで「有給育休」で「有給育休」産後8週間産後8週間産後8週間ままででで「有給育休」産後8週間産後8週間産後8週間まままでで「有給育休」で「有給育休」産後8週間産後8週間産後8週間ままででで「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」制度で収入面の不安解消「有給育休」制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」制度で収入面の不安解消「有給育休」制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」制度で収入面の不安解消「有給育休」制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」「有給育休」制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消制度で収入面の不安解消
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　コマツグループの株式会社KELK（平塚市）では、育児休業中の給与　コ　　　コココマツツググルーーコママツググルルーココマツツググルーーープの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKープの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELK（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）プの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELK（平塚市）（平塚市）（平塚市）プの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELKプの株式会社KELK（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）でではは、、育児休業中の給与（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）でではは、、育児休業中の給与（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）（平塚市）でではは、、育児休業中の給与、育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与、育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与育児休業中の給与

保障として、「育児休業手当」を設けています。具体的には、子どもが満保障保障保障保障保障保障保障ととして、「育児休業手当」、「育児休業手当」「育児休業手当」保障保障とししてて、「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」保障ととして、「育児休業手当」、「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」「育児休業手当」を設設けててい「育児休業手当」「育児休業手当」をを設けけていい「育児休業手当」「育児休業手当」を設設けてていまます。。具体的具体的具体的具体的いますす。。具体的具体的具体的具体的具体的まます。。具体的具体的具体的具体的にには、、子子どども具体的にはは、子どどももにには、、子子どどももが満が満が満が満もが満が満が満もが満が満が満が満

2歳に到達する月までの育児休業取得期間に応じて基本給の10～2歳2歳2歳2歳2歳2歳2歳2歳にに到達す到達す到達す到達す到達する2歳にに到達す到達す到達す到達す到達する2歳2歳にに到達す到達す到達す到達す到達するる月月までの育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間る月ままでの育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間る月月までの育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間にに応じじてでの育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間にに応応じじでの育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間にに応じじてじてて基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1てて基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1じてて基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の10～0～0～基本給の10～0～基本給の10～0～0～2歳2歳2歳2歳にに到達す到達す到達す到達す到達するる月月までの育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間での育児休業取得期間にに応じじてじてて基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の1基本給の10～0～0～

30％を支給しています。30％30％30％30％30％30％30％30％を支給支給支給しして30％30％をを支給支給支給して30％30％を支給支給支給ししてていいまます。てていいますす。ていいまます。

　そしてもう一つ同社の特筆すべき制度として「ライフサポート休暇」　そ　そ　そ　そ　そ　そ　そ　そしててももう一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す　そししててももうう一つ同社の特筆す　そ　そしててももう一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆すべべき制度制度制度一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆すべきき制度制度一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆す一つ同社の特筆すべべき制度制度制度制度ととしてて「ラライ制度とししてて「「ライ制度ととしてて「ラライイフフサポサポサポサポーート休暇」イフフサポサポサポートトイフフサポサポサポサポーート休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」休暇」

があります。育児（中学校3年まで）や介護など、限られた目的に使用でがあががあありまますす。育育児ありりまます。。育児児児（中（中（中学校3学校3学校3学校3年児（中（中（中学校3学校3学校3学校3年年ままで）で）で）やや介護介護介護年まで）で）で）やや介護介護介護介護ななど、、限限らられ介護ななどど、限らられれれたた目的目的目的にに使用使用れたた目的目的目的目的にに使用使用使用使用でで使用使用ででがあががあありまますす。育育児ありりまます。。育児児児（中（中（中学校3学校3学校3学校3年児（中（中（中学校3学校3学校3学校3年年ままで）で）で）やや介護介護介護年まで）で）で）やや介護介護介護介護ななど、、限限らられ介護ななどど、限らられれれたた目的目的目的にに使用使用れたた目的目的目的目的にに使用使用使用使用でで使用使用でで

きる休暇で、全社員に対し年次有給休暇とは別に年5日間付与されまきるきききるるる休暇で休暇で休暇で休暇で、、全社員全社員る休暇で休暇で休暇で休暇で休暇で、全社員全社員るる休暇で休暇で休暇で休暇で、、全社員全社員全社員全社員全社員全社員にに対対しし年次有給休暇全社員全社員全社員にに対対し年次有給休暇全社員全社員全社員全社員にに対対しし年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇ととはは別別にに年5日間付与年5日間付与年次有給休暇ととはは別別にに年5日間付与年5日間付与年次有給休暇ととはは別別にに年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与さ年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与さ年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与年5日間付与さされれまされままされれま

す。取得しなかった日数は翌年度に繰り越され、最大40日まで保有すすす。す。すす。。取得取得取得ししなかか。。取得取得取得しななかっ。取得取得取得ししなかかったた日数日数日数は翌年度っった日数日数日数はは翌年度ったた日数日数日数は翌年度翌年度翌年度翌年度翌年度に繰繰り翌年度翌年度翌年度翌年度にに繰りり翌年度翌年度翌年度翌年度に繰繰り越越され、れ、れ、最大40日最大40日最大40日り越さされ、れ、れ、最大40日最大40日最大40日越越され、れ、れ、最大40日最大40日最大40日最大40日最大40日最大40日最大40日ままで保有すで保有すで保有す最大40日最大40日最大40日最大40日最大40日まで保有すで保有すで保有す最大40日最大40日最大40日最大40日ままで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有すで保有す

ることができます。育児休業が欠勤扱いになるのに対し、ライフサポーるこここととがでがでができままます。。育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱いににになるるのにに対対しし、ラライフフサポサポサポサポーーるこるこるるここととがでがでができままここととがでがでができままこととがでがでがでができきまます。。育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱います。。育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱いすす。。育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱いに育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱いに育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱い育児休業が欠勤扱いにになるるのにに対にになるるのにに対にななるののに対対しし、ラライフフサポ対しし、ラライフフサポ対し、、ライイフサポサポサポサポーーサポサポサポーーサポサポーー

ト休暇は有給扱いになるため、こちらを利用して、配偶者の妊娠・出産トトト休暇トト休暇休暇休暇は有給扱い有給扱い有給扱い有給扱い休暇休暇休暇はは有給扱い有給扱い有給扱い有給扱い休暇休暇休暇は有給扱い有給扱い有給扱い有給扱い有給扱い有給扱いにになるるた有給扱い有給扱い有給扱いにななるたた有給扱い有給扱いにになるるため、め、め、ここちららをため、め、め、こちちらををめ、め、め、ここちららを利用利用利用ししてて、配偶者の妊娠配偶者の妊娠を利用利用利用して、、配偶者の妊娠配偶者の妊娠利用利用利用ししてて、配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠・配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠・配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠配偶者の妊娠・・出産出産出産出産・出産出産出産・出産出産出産出産

時のサポートや育児にあたる男性社員も多いといいます。時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポートトや育児や育児時のサポ時のサポ時のサポ時のサポーートトや育児時のサポ時のサポ時のサポ時のサポ時のサポートトや育児や育児や育児や育児や育児や育児ににああたるや育児や育児や育児や育児ににああたたや育児や育児や育児や育児ににああたるるる男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員もる男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員もるる男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員もも多い多い多いとといいいいいいも多い多い多いといいいいいいも多い多い多いとといいいいいいいいますす。まますいいますす。

　同社は「ワーク・ライフ・バラ　　　同　　同社社はは「ワーワーワー同同社はは「「ワーワーワー同社社はは「ワーワーワークク・・ライフイフイフ・ワーク・ラライフイフイフ・・バクク・・ライフイフイフ・バララ・ババラバララ

ンスに優れた会社であることンスンンンスンンススに優に優に優れた会れた会れた会れた会スに優に優に優に優れた会れた会れた会ススに優に優に優れた会れた会れた会れた会スに優に優に優に優れた会れた会れた会れた会れた会社社であるあるあるあるこれた会れた会社社でであるあるあるれた会れた会社社であるあるあるあるこれた会社社でであるあるあるこことここととこことこことと

は、社員のモチベーションや企は、は、は、は、は、は、は、は、は、社員員のモのモのモチベは、は、社社員のモのモのモチベチベは、社員員のモのモのモチベは、は、社社員のモのモのモチベチベチベチベーシションンチベチベチベーーショョンやチベチベーシションンチベチベチベーーショョンやや企企やや企や企企やや企

業のイメージアップにつながる業の業業業の業業ののイメメーージジアアのイイメメーージジアののイメメーージジアアのイイメメーージジアアッププにつなにつなにつなにつながるアッッププにつなにつなにつなにつなにつなアッププにつなにつなにつなにつながるアッップにつなにつなにつなにつなにつながるがるがるがるがるがるがるがるがるがるがるがる

と考えています」と話しました。と考と考と考と考と考と考と考と考えていいますすと考ええてていまますと考と考えていいますすす」と話と話と話ししましした」」と話と話と話しままししす」と話と話と話ししまししたたたた。たた

　育休中は無給扱いで雇用保険から給付金を得るのが一般的な中、ゼネ　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中はは無給扱い無給扱い無給扱い　育休中　育休中　育休中　育休中　育休中は無給扱い無給扱い無給扱い　育休中　育休中　育休中　育休中はは無給扱い無給扱い無給扱い無給扱い無給扱い無給扱いで雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険無給扱い無給扱い無給扱い無給扱いで雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険無給扱い無給扱い無給扱いで雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険で雇用保険かから給付金給付金給付金で雇用保険で雇用保険で雇用保険からら給付金給付金給付金で雇用保険で雇用保険で雇用保険かから給付金給付金給付金給付金給付金をを得るるのが一般的のが一般的給付金給付金をを得得るのが一般的のが一般的のが一般的給付金給付金をを得るるのが一般的のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的な中、な中、な中、のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的な中、な中、な中、な中、のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的のが一般的な中、な中、な中、な中、ゼネネな中、な中、ゼゼネな中、ゼネネ

コンの飛島建設株式会社では、女性同様に男性社員にも産後８週間までコンココンコンンンの飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社でンの飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社でンンの飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社ではの飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社での飛島建設株式会社でははは、、女性同様女性同様女性同様女性同様女性同様女性同様には、、女性同様女性同様女性同様女性同様女性同様女性同様はは、、女性同様女性同様女性同様女性同様女性同様女性同様ににに男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員ににに男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員ににに男性社員男性社員男性社員男性社員男性社員にににも産後産後産後８８週間週間週間もも産後産後産後８８週間週間にも産後産後産後８８週間週間週間週間ままで週間までで週間ままで

の育休取得を有給とする取組みを2016年に導入しました。取得回数にの育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得をを有給の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得を有給有給有給有給とすするる取組み取組み有給有給ととすする取組み取組み取組み取組み取組みをを2016年2016年2016年2016年取組み取組み取組みを2016年2016年2016年2016年2016年2016年にに導入導入導入ししま2016年2016年に導入導入導入ししままししたた。取得回数取得回数取得回数取得回数ました。。取得回数取得回数取得回数取得回数取得回数取得回数取得回数に取得回数取得回数にの育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得をを有給の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得の育休取得を有給有給有給有給とすするる取組み取組み有給有給ととすする取組み取組み取組み取組み取組みをを2016年2016年2016年2016年取組み取組み取組みを2016年2016年2016年2016年2016年2016年にに導入導入導入ししま2016年2016年に導入導入導入ししままししたた。取得回数取得回数取得回数取得回数ました。。取得回数取得回数取得回数取得回数取得回数取得回数取得回数に取得回数取得回数に

も制限を設けず、さらに８週間を超えた場合は共済会から支援金が支給も制限ももも制限制限制限制限をを設けけずず制限制限制限を設設けけず制限制限制限をを設けけずずず、ささらにに８８週間週間ず、、さららに８週間週間ず、ささらにに８８週間週間週間週間を超え超え超えたた場合週間をを超え超え超えた場合週間週間を超え超え超えたた場合場合場合場合はは共済会共済会共済会共済会か場合場合はは共済会共済会共済会共済会共済会場合場合場合はは共済会共済会共済会共済会かかから支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給からら支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給かから支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給支援金が支給

されるなど、社員の収入減の不安を解消しています。制度導入の背景にはささされさされるるななど、、社員の収入減の不安社員の収入減の不安れれるるなどど、社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安れるるななど、、社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安を解消解消解消し社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安をを解消解消解消し社員の収入減の不安社員の収入減の不安社員の収入減の不安を解消解消解消ししてていまます。制度導入の背景制度導入の背景していいますす。。制度導入の背景制度導入の背景してていまます。制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景制度導入の背景にはは制度導入の背景にには制度導入の背景にはは

「子育てに参加しづらい」といった男性社員の声があったといいます。「子育て「子育て「子育て「子育て「子育て「子育てに参加参加参加しししづづらい」い」い」とといいいったた男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声があったたたとといいいいいいますす。す。「子育て「子育て「子育て「子育て「子育て「子育て「子育て「子育て「子育て「子育てに参加参加参加し「子育て「子育て「子育て「子育てに参加参加参加し「子育て「子育て「子育てにに参加参加参加しししづづらい」い」い」とといいししづづらい」い」い」とといいしづららい」い」い」い」といいったた男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声がいったた男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声がいっった男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声があった男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声があった男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声が男性社員の声がああっったたとといいいいいいますす。たたとといいいいいいますす。たとといいいいいいまますす。す。

　「人を失うリスクより遥かにメリットは大きく、制度をいかに当たり前　　「　「「　　「「人人を失を失を失ううリリス「人人を失を失を失を失ううリス「人人を失を失を失ううリリススクよより遥か遥か遥かススククよりり遥か遥か遥かスクよより遥か遥か遥かににメメリットトは大は大遥かににメメリリッットは大は大ににメメリットトは大は大は大は大ききく、、制度度は大は大ききくく、制制度をいは大は大ききく、、制度度をいをいをいかに当たに当たに当たに当たをいをいをいかかに当たに当たに当たに当たをいをいをいかに当たに当たに当たに当たに当たり前前に当たりり前前に当たり前前

化するかがポイント」と管理本部人事部長の刀根誠治さん。人事部では化す化す化す化す化す化す化す化するかがポかがポかがポかがポかがポイイ化するるかがポかがポかがポかがポかがポイ化す化するかがポかがポかがポかがポかがポイイイントト」」とと管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治ンントト」」と管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治イントト」」とと管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治管理本部人事部長の刀根誠治ささん。ん。ん。人事部で人事部で人事部で人事部で管理本部人事部長の刀根誠治ささん。ん。ん。人事部で人事部で人事部で人事部で管理本部人事部長の刀根誠治ささん。ん。ん。人事部で人事部で人事部で人事部で人事部で人事部で人事部ではは人事部で人事部ではは人事部で人事部で人事部ではは

社員に子どもが生まれた時、本人宛にお祝いのメッセージと育休取得社員社員社員社員社員社員社員にに子どどもが生社員社員に子子どももが生社員にに子どどもが生が生が生ままれたた時、が生が生が生まれれた時、時、が生が生ままれたた時、時、時、本人宛本人宛本人宛本人宛本人宛ににお祝いの時、時、本人宛本人宛本人宛本人宛本人宛ににお祝いのお祝いの時、時、本人宛本人宛本人宛本人宛本人宛ににお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのメメッッお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのメッセお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのお祝いのメメッッセーージジとと育休取得育休取得育休取得セセージジとと育休取得育休取得育休取得セーージジとと育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得育休取得

の奨励と制度紹介を盛り込んだメールを発信しています。また職場の理の奨励の奨励の奨励の奨励の奨励の奨励の奨励の奨励の奨励とと制度紹介制度紹介制度紹介制度紹介の奨励の奨励の奨励と制度紹介制度紹介制度紹介制度紹介の奨励の奨励の奨励とと制度紹介制度紹介制度紹介制度紹介制度紹介制度紹介制度紹介を盛盛りり込ん制度紹介制度紹介をを盛りり込込制度紹介制度紹介制度紹介を盛盛りり込んんんだメメーールををんだだメーールルをんんだメメーールををを発信発信発信していいま発信発信発信ししてていまを発信発信発信していいまますす。。ままたた職場の理職場の理職場の理ます。。またた職場の理職場の理職場の理ますす。。ままたた職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理職場の理

解が得やすいよう、メールは上司にも送られます。こうした取組みが奏解が解が解が解が解が解が解が得やすい得やすい得やすい得やすい得やすい得やすいよ解が解が得やすい得やすい得やすい得やすい得やすい得やすいよ解が得やすい得やすい得やすい得やすい得やすい得やすいよよう、、メメーールはようう、メメールルはよう、、メメーールはは上司司にもも送は上上司ににも送送は上司司にもも送らられまますす。ここ送られれまますす。。ここうらられまますす。ここうししたた取取組み組み組みううしたた取取組み組み組みうししたた取取組み組み組み組みが奏が奏が奏が奏組みが奏が奏が奏組みが奏が奏が奏が奏

功し年々取得率は上昇。取得者功し功功功ししし年々々取得率取得率取得率取得率し年年々取得率取得率取得率取得率しし年々々取得率取得率取得率取得率取得率はは上昇。上昇。上昇。上昇。取得者取得者取得率は上昇。上昇。上昇。上昇。上昇。取得者取得者取得率はは上昇。上昇。上昇。上昇。取得者取得者取得者取得者取得者取得者取得者取得者取得者取得者取得者
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総務課長  中西 幸恵さん

お話を伺った

「働きやすく働きがいのある会社」

を目指し、会社全体で取り組んで

います。男性社員の育休取得日数

は、2018年が平均48日、過去に

は約3カ月取得した方もいました。

くるみんマーク（厚生労働省） かながわ子育て応援団認証マーク（神奈川県）

case 05

case 06

創　立：1883年

業　種：建設業

従業員：1,353人

　　　 （2020年1月1日現在）

所在地：東京都港区

飛島建設株式会社

創　立：1966年

業　種：半導体製品製造・販売

従業員：322人

　　　 （2020年1月1日現在）

所在地：平塚市

株式会社ＫＥＬＫ
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　働き方改革が世間で取り沙汰さ

れる10年以上前の2006年から働

き方の改善に取り組んできたサイボ

ウズ株式会社。きっかけは、2005年

に同社の年間離職率が28％に上っ

たことでした。一年間にこれだけの

社員が減れば、新たな人を採らなく

てはなりません。採用にも、入社後の

教育にもコストが重くのしかかりま

した。そして今いる社員が辞めずに

長く働ける会社をつくることこそが、

経営上合理的という結論に至りま

す。「社員が楽しく働ける会社づくり」

を目指し抜本的な人事制度の見直しに踏み切りました。具体的には最長6年間の育児・介護休暇制度を導入したほか、在

宅勤務制度や子連れ出勤、副業の許可などです。社員の満足度を上げるためには、社員個々の様々な価値観に応えられる

体制づくりが重要と考え、「多様な働き方」の実現にチャレンジ。現在では「100人100通りの人事制度」を掲げています。

　この体制の実現には、一人しかできない仕事を無くす「脱属人化」と、チーム内での「情報共有」が不可欠でした。力を発揮

したのは、自社のグループウェアをはじめとするIT

ツールです。担当者が数カ月の育児休業に入っても、

過去に顧客とどのようなやり取りをしていたのかが

すぐに分かる体制を整えました。また、制度やツール

がいくら充実していても、社内の風土が古い体質の

ままでは意味がありません。社員個人やその家族の

考えを尊重し、多様な働き方を受け入れる風土を構

築しました。例えば、一人ひとりが働く時間や場所な

ど働き方を決める「働き方宣言制度」があります。

　働き方改革の推進は、数字に表れる成果をもたらします。年間離職率が年々減少し、今では4％台まで改善されたので

す。売上高は離職率に反比例するよう右肩上がりで推移しています。育児休業を申請すれば、すぐに取得できる体制のた

め、育児に積極的な男性社員が増えました。平均取得日数は有給休暇を入れて2カ月程度、1年以上の長期にわたり取得し

た社員もいます。同社の青野慶久社長自身、第一子・第二子誕生時にはそれぞれ

育休を、第三子誕生時には半年間の時短勤務を経験しています。育児をしやすい

制度を取り入れたことで、採用の幅が広がり、中途社員も増えているといいます。

　社員が自身にあった働き方を選択したいときに、選択できる環境づくりは、同

社の成長に大きな成果をもたらしました。

人事制度見直しで離職率大幅減

男性育休にも寄与した働き方改革

人事本部人事労務部

野間 美賀子さん（右）

高木 一史さん（左）

お話を伺った

１００人１００通りの人

事制度を掲げ、社員の

様々な希望に応える

体制づくりを進めてい

ます。

And
More!

創　立：1997年

業　種：情報通信

従業員：659名（連結）468名（単体）

　　　 （2018年12月31日現在）

所在地：東京都中央区

サイボウズ株式会社

　これまで男性の育児休業取得に力を入れる企業の事例を紹介しま

した。各企業に共通していたのは、長時間労働の是正といった「働き方の改善」が、男性の育

児休業取得を可能にする上で重要な役割を担っていた点です。ここでは、働き方改革の先駆

者として知られるサイボウズ株式会社に焦点を当て、「社員の多様な働き方」を実現する同

社の取組みを紹介します。

動物のオブジェに公園も！遊び心に溢れた同社のオフィス

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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売上高と離職率

売上高：百万円

離職率：%
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P12～ 取得パパの声をレポート

家庭よし！パパよし！ママよし！子どもよし！
パパの育休取得で、家庭や職場の笑顔がこんなに増えます。

育休取得は

パパだいすき！みんなで育ててもらえる

　幼児が「ママじゃないといや！」と言うのは「当然」と思っていません

か。母乳を与えること以外の育児はすべて、パパにもできます。育休で

しっかり子どもと関われば、子どもがパパにもママと同じくらいの愛着

を持つきっかけとなります。母親の「困ったときに頼れる人数」が多いほ

ど、子どもの幸福度が高いというデータもあります。

子ども
よし！

ワンオペ育児脱却、就労継続

　出産後は産褥期といい、母体を休めることが重要な期間です。約25～

30％のママがホルモン・バランスの急激な変化により「マタニティ・ブルー」

を経験、10～20％が「産後うつ」に。24時間体制で家事・育児を一人で背

負い込む「ワンオペ育児」は心身共に本当に過重な負担なのです。パパの育

休をきっかけに家事・育児を積極的に分担したり、いろいろと工夫したりし

ましょう。ママのキャリアへの影響を最小限に抑えることもできます。

ママ
よし！

さんじょくき

指数＝100点満点　出典：東京都医学総合研究所 西田淳志さんらによる調査

養育者が困った時に頼れる人数と子どもの幸せ指数

モチベーションUP！働き方進化！

　実際に育休を取得したパパは、その経験が「妻の負担を理解できるよ

うになった」「親心が育った」など、家庭内での意識・行動の変化や、「子

どもがいる社内の人に配慮するようになった」「早く家に帰るように

なった」など、職場での働き方の変化につながったと感じています。

パパ
よし！

出典：積水ハウス「イクメン白書2019」

育休取得後に感じた変化

出典：厚生労働省研究班による調査「妊産婦のメンタルヘルスの実態

　　 把握及び介入方法に関する研究」

うつ病の可能性のある妊産婦の割合

夫婦円満、コミュニケーション向上

家庭
よし！

出典：渥美由喜氏（東レ経営研究所兼務）「夫婦の愛情曲線の変遷」
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この時期が重要！
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その他

仕事

趣味

彼氏・夫

女性の愛情曲線

　出産後、女性の愛情は主に子どもに集中し、夫への愛情は落ち込むと

いうデータがあります。その後、乳幼児期に「夫と二人で子育てした」と

回答した女性の夫への愛情は、徐々に回復します。一方、「一人で子育て

した」と回答した女性の愛情は、回復していません。育休を取得し、夫婦

で家事・育児に向き合うことは、円満な夫婦生活にも寄与します。

妻の負担を理解できるようになった..............26.5

子どもがいる社内の方へより配慮するようになった ..19.1

子どもと一緒によく遊ぶようになった ...........17.8

自分（夫）の親心が育った ...............................16.1

積極的に育児を手伝うようになった..............15.8

早く家に帰ってくるようになった....................15.5

積極的に家事を手伝うようになった..............14.5

社内の人に育児休業の取得を勧めるようになった..14.1

夫婦関係が良好になった................................13.1

コミュニケーション力が上がった....................12.6
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3つのパス

制度をつくる！整える！

男性の育休取得の際、収入源を気にする社員も少なくありません。取得を推進する企業の多くは、

＜例：8週間、1カ月以内であれば有給とする／分割取得も可能とする／5日程度なら特別休扱い

とする＞などの対策をとっています。育休中にハローワークから支給される「育児休業給付金」に

加えて、「育児休業手当」や共済会からの「支援金」を支給している会社もあります。

●有給期間を設ける、給与保障をする

企業が福利厚生の一つとして導入する「積立有給休暇制度」を育児推進に活用する企業もあります。＜例：

積立休暇を育児利用可とする／失効分の有給休暇を育児利用可とする／育休を取得した社員に積立

公休を数日付与する＞（※育児・介護休業法上の育児休業には算定されませんのでご注意ください。）

●積立有給休暇を使えるようにする

育休取得中も昇給昇格の対象とすることで、男女を問わず、育休を長期で取得しやすくなります。

＜例：育休期間中も昇給を行い、復帰時に改定する＞

●育休期間中も昇給昇格の対象とする

男性の育休が「当たり前」化していない組織においては、「取得すると評価が下がるのでは」との不

安を払しょくすることも重要です。＜例：直属の上司と人事担当者が取得対象者と面談し、人事考

課に育休取得が影響しないことを説明し取得を促す＞

●評価に影響しないことを取得者に伝える

取得時期のアドバイス、取得事例、法定の制度や社内の制度、お金の話などを分かりやすく社員に

伝えるための、育休マニュアルを独自に作って社員に配布している会社もあります。会社からの

メッセージとなるだけでなく、男性の育休取得にまつわる特有の事情や具体的な対応策を解説す

ることにより、不安解消につなげています。＜例：「イクメンのすすめ」冊子を社で製作／男性向け

育児休業マニュアルの制定＞

●男性社員向けの育休マニュアルをつくる

生

活

保

障

1

不

安

解

消

男性の育休を「当たり前」化する
育休取得前に感じた不安ベスト３

出典：積水ハウス発行「イクメン白書2019」

※両立支援等助成金、イクメンプロジェクトともに厚生労働省が所管しています。

21.3％
自分しかわからない業務が多く、
引き継ぎがうまくいくか................

37.8％
職場で周囲に迷惑をかけて
しまうのではないか................

32.5％
給料・手当が下がり、生活に
影響が出るのではないか......

どうやって進める？？

両立支援等助成金
従業員が働きながら育児や介護との両立を行える制度を導入したり、

女性の活躍推進のための取組みを行う事業主に金銭的な支援をする

制度があります。

事業主には嬉しいこんな制度も！

男性の育休に取り組む
育児休業制度とは

よくある質問
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

両立支援等助成金 検 索詳しくは

イクメンプロジェクト 検 索HP

育休マニュアル作成のヒントも満載。ハンドブック・事例集、

研修用資料のダウンロードもできます！

法で定められた制度についてもこちらをチェック
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風土をつくる！

経営トップ自らが育休を取得したり、育休取得

を促す姿勢やコンセプトを明確にし、メッセー

ジを配信することで、取得が進んだ事例が数多

くあります。＜例：トップが「イクボス宣言」や

「男性社員の育休100％宣言」をする／まずは

1カ月の全員取得をトップが宣言する＞

★トップの「イクボス宣言」
　「男性社員の育休100%宣言」

実際に育休を取得した男性社員の事例を紹介し、取得のコツや引き継ぎ方法、育休の感想といっ

た生の声を発信することで、取得の機運を高め、検討中のパパ、プレパパの背中を押すことができ

ます。＜例：社内報、グループ報、イントラネット等で男性育休取得者のインタビューを配信＞

★社内ロールモデル発信  共有

企業として、社員やその家族を大切にしているというビジョンを明示することは、取得の風土の

土台となります。＜例：企業理念や中期計画、プロジェクト等に盛り込む＞

★社員や家族を大切にするメッセージの配信

子育てと仕事の両立を考える女性向けのセミナーなどはよく耳にしますが、対象を男性社員と

セットに広げたり、男性限定や上司向けの両立セミナーを行うことで、男性社員にも育児や家事

などについて自分のこととして考えてもらうことができます。＜例：男性社員向けの育児や両立

のセミナーを行う／育児中の社員になりきって数日間仕事をする体験研修を実施する＞

★社内で男性社員や上司向けに両立・育児セミナーや研修を行う

上司が取る！上司から声掛けする！

管理職や上司が自ら育休を取得することで、育休

の取得が評価に影響しないことを分かりやすく示

すことができるほか、業務の透明化や棚卸しにもつ

ながります。また、上司から取得をすることで、職場

内に「取得しやすい風土」を作ることができます。

★管理職・上司の取得

直属の上司からのこまめな声掛けも効果的で

す。取得が進んでいる企業では、取得対象となる

社員に、しかるべきタイミングで取得を促せる

立場にある上司に対し、啓蒙活動を積極的に

行っています。＜例：所属先に対象者の通知をす

る／「育休取得の心得」を上司にも配布する＞

★上司から声掛けする

2

3

2019年10月より「ファミリーマン(＝性別を

問わず、家族を大切にする人)」をキーワード

に、男性の育児休業や年次有給休暇取得等

の啓蒙活動を行っています（ファミリーマン

☆プロジェクト）。計画的な育休取得を促す

ために、配偶者の

出産を控えた男性

行員とその上司と

なる所属長に、「育

休取得の心得」と

ともに案内を個別

に発信しています。

「育休取得の心得」を上司にも発信！

株式会社横浜銀行実践企業の声❻

仕事も家庭も大事にできる働き方が育休
の後も習慣化する。それが「会社よし！」「家
庭よし！」のメリット実現のカギ。数日間だけ

の単発育休では、習慣化への効果は限られ

ます。そこで、戦略的なシナリオをトップから

発信！例えば「対象となる男性社員全員に１

カ月以上の取得を義務付ける」、難しけれ

ば、日数は問わず「まずは対象者全員の取

得を。その次に期間延長を」という作

戦も。習慣化への戦略が重要です。

会社よし！ みんなよし！

それには戦略的シナリオが必要です
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取得パパに聞いてみよう！体験談

「男性も育休を取ろう」管理職が先鞭

　株式会社ツクイの有料老人ホームで施設長を務める原島純一さんは、3歳

の長女を育てるイクメンパパ。長女が生後3カ月のときに、約１カ月の育児休

業を取得しました。当時、現場の管理職による取得者は原島さんが第一号。

きっかけは、同社が創設したダイバーシティ推進室から全社員に宛てた、「男

性も積極的に育休を取得しましょう」というメールでした。

　施設長という立場上、取得には抵抗があったという原島さん。同じ職場の

女性看護師から「上司が育休を取れば、若い人も取りやすくなるのでは」と言

葉をかけられ、職場内に結婚を控えた男性の社員もいたことから、「育休が男

性でも取れることを示そう」と思い立ちました。

　自身の取得により、「子育て中のスタッフへの共感はもちろん、制度を利用しよ

うと考えている男性への説明や、『このくらいの月齢で取るといいんじゃない？』

といったアドバイスができるようになりました」と、男性の育児休業に対する理解

や対応力も深まりました。これまでに直属の男性社員２名が１カ月の育児休業を

取得。同社の社内アンケートでは、男性新卒社員の多くが育児休業を希望してい

ることもあり、原島さんは「制度を利用しやすい体制づくりに向け、管理職自身が

率先して取り組むことが若い社員の取得率向上につながる。それは社員やその

家族の幸せだけでなく、企業全体の利益にも寄与するはずです」と話しました。

原島 純一さん

株式会社ツクイ

ツクイ・サンシャイン西馬込 施設長

企業の取組みはP6をcheck！「奥さんのために―」という社長の一言が契機に

　第一子となる長女の誕生を機に、２週間の育児休業を取得した株式会社イノ

ウエの萩原司さん。棚卸しや上司の退職時期と重なり「ここで抜けて本当に良

いのかな」という迷いもありましたが、井上毅社長から「奥さんのことを考えて、

育休を取ったらどうだ」と後押しを受け、妻の出産直後に取得を決めました。

　帝王切開で退院後も満足に動けなかった妻に代わり、萩原さんはおむつ替

えや沐浴、炊事、洗濯、買い物とあらゆる家事・育児に挑戦。初めてだらけの

子育てですが、「大変さ以上に、わが子と過ごすかけがえのない時間を家族

で共有できたことが嬉しかったですね」。数カ月後に妻と育休中の話題に

なったとき、妻からは「出産直後に子どもと２人だったらすごく不安だったと

思う。あのとき休んでくれて本当に良かった」と感謝されたといいます。

　家族との時間を確保するため、復帰後は定時退社に向けた業務効率化を意

識するように。自ら発案した部署内のジョブローテーションもその一つで、従

業員の技能を底上げすることで残業時間が削減されただけでなく、欠員時に

チームでカバーできる組織形成にもつながりました。萩原さんは「社長の一言

がなければ、育休を取ることはなかったと思います。今後は育休希望者が率先

して休みを取りやすい環境づくりに、自分の経験を生かしたい」と話しました。

萩原 司さん

株式会社イノウエ

製造部製造課 係長

企業の取組みはP6をcheck！
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二人で育児休業を同時取得！

夫婦インタビュー

　日揮ホールディングス株式会社の藏本悠介さん、日揮

グローバル株式会社の民（たみ）さん夫妻は、第二子であ

る長女が誕生してすぐの２０１７年７月から２０１８年４月

末までの10カ月間、夫婦同時に育児休業を取得しまし

た。２歳の長男と生まれたばかりの０歳児を、「夫婦のど

ちらかが一人でみるのは負担が大きい」と判断したのが

理由です。「仕事人生は長いが、生まれてきた長女を迎え、

新たな生活がスタートする時間は今しかない」と考え、取

得に迷いはありませんでした。日揮は海外との仕事が多

いためか、組織風土として、多様な価値観を尊重する土壌

があり、会社も直属の上司も、男性の育児休業に理解が

あったといいます。

　夫婦ともにフルタイムの総合職で働く藏本さん夫妻。

「妻のキャリアも大切。どちらかに家事・育児が偏るので

はなく、フェアにやりたかった」と悠介さん。

　育児休業に入る前の１年は、夫婦揃って２時間の育児短縮勤務（時短）を経験。悠介さんは、「僕が長男の保育園の

送り迎えや洗濯、妻が料理を作るなど、お互いの得手不得手を勘案し、おおまかな役割分担が自然とできました」と

話します。長女の誕生直後から育児休業に入り、保育園を退園した長男との二人生活も経験。毎日公園に連れていく

のが日課となり、不得意だった料理も、「自然とやるようになった」といいます。実は悠介さん、長男が誕生した時は海

外勤務でそばにいてあげられませんでした。そのため帰国後は基本的に何をしても嫌がられて、泣かれてしまった苦

い経験があります。「今はよく懐いてくれています」と悠介さん。民さんも「長男の時は会話のできない子どもと二人

きりで大変だったけど、今回は大人が二人いたのが大きいですね。会話でストレスが軽減されましたし、疲れたら交

代で休むこともできました。家族4人で行動できたのが良かった」と振り返ります。

　育児休業中は、将来について、夫婦でじっくり話し合う時間にもなりました。夫婦でともに仕事を続けながら、子育

てをするためのより良い形は何か。会社の近くに転居し、フルタイムで働いても、保育園の送り迎えができるように

しました。「育休復帰後の生活の基盤を整えることができたのが大きかった。育休を通して、一通りの家事・育児をす

べてこなせるようになると同時に、一人ですべてを担うワンオペの大変さをお互いが体験しているので、今ではど

ちらかに負担のかかることがないよう自然に助け合えるようになったことも収穫」と二人は口を揃えます。子どもた

ちも今では「お母さんじゃなきゃダメという場面がない」（民さん）といいます。

　子ども２人が無事保育園に入り、夫婦ともにフルタイム勤務に戻った今も、2人で家事・育児をする姿は変わりま

せん。悠介さんは「家事も育児もやらないと面白くないです。やったらやっただけ面白くなります。これは皆に伝えた

いことです」と強調します。

藏本 民さん

日揮グローバル株式会社

デザインエンジニアリング本部 建築部

「家事も育児もやったらやっただけ面白くなる」

「育休中も復帰後も、夫と『チーム育児』しています」

藏本 悠介さん

日揮ホールディングス株式会社

グループ総務部 総務チーム
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