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はじめに
少子高齢化による生産年齢人口の減少や社会情勢の影響により、多くの業
界で中小企業の人手不足が課題となっています。新たな人材の採用や従業員
の定着には、長時間労働を是正し業務の生産性を向上させることや、従業員
が働きやすい環境を整備する、女性が長く活躍できるようにライフスタイル
に合った柔軟な制度を設ける等、こうした取組を推進していくことが重要で
す。
このような中、（公財）東京しごと財団では東京都と連携し、都の重要
施策である「働き方改革」と「女性の活躍推進」の視点に立ち、業界団体を
通じて企業の人材確保を支援する目的で、「団体別採用力スパイラルアップ
事業」を平成３０年度より実施してまいりました。
本事例集では、２か年の事業期間内での、業界団体と支援先企業の「働き
方改革」と「女性の活躍推進」の取組をご紹介しています。取組の経緯や課
題、ポイント、成果等について実際に取り組んだ企業の声を掲載しています
ので、人材確保における課題解決のヒントとして是非ご活用ください。



ｍ001_CC2019_はじめに.indd

1

令和2年８月

（公財）東京しごと財団 雇用環境整備課

2020/08/18

19:26:08

目次
■団体別採用力スパイラルアップ事業の概要 

平成30年度選定（支援期間：平成30年７月17日～令和２年３月31日）

１

取組好事例紹介
1

東京都印刷工業組合 

３

2

東京都管工事工業協同組合 

7

3 （一社）東京都産業資源循環協会 

11

4 （一社）東京都情報産業協会 

15

5 （一社）東京都トラック協会 

19

6

23

・弘和印刷株式会社
・株式会社SouGo

・アネス株式会社
・川崎設備工業株式会社

・成友興業株式会社
・株式会社東京クリアセンター

・株式会社アスネット
・株式会社ブレイクスルー・ネットワーク
・新雪運輸株式会社
・ハコブ株式会社

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合 
・株式会社オフィス・フォーワン
・株式会社東都観光企業総轄本社

THE HOTEL SHINBASHI TOKYO
ホテルマロウドチェーン

7 （一社）東京ハイヤー・タクシー協会 

27

8 （一社）東京バス協会 

31

9 （一社）日本在宅介護協会 

35

⓾ （一社）日本デイサービス協会 

39

・新立川交通株式会社
・西新井相互自動車株式会社
・帝産観光バス株式会社
・東京シティ観光株式会社

・ケアライフサービス株式会社
・株式会社日野福祉サービス
・株式会社ゴルディロックス
・株式会社ミライブ

（公財）東京しごと財団

ｍ002_CC2019_目次.indd

2

雇用環境整備課

事業案内 

43

2020/08/18

19:26:31

団体別採用力スパイラルアップ事業の概要
平成30年度選定（支援期間：平成30年７月17日～令和２年３月31日）

事業の目的
中小企業が働き方改革や女性の活躍推進の視点に立ち、職場環境整備や人材の採用、定着等に取り組める
よう、業界団体を通じた人材確保支援を実施し、企業の人材確保力の強化を図ります。
また、本事業で得られた成功事例やノウハウを広く業界内に発信、波及することで、業界全体の人材確保力の
向上・底上げを図ります。
一次支援：中小企業の現状や業界特有の課題を調査・分析し、支援事業の計画を策定。
二次支援：一次支援で策定した計画に基づき、企業に対してコンサルティングやセミナー等の支援を実施。

委託先業界団体
「働き方改革」、「女性の活躍推進」の視点に立った人材確保の取組に関する企画案を募集し、
「団体別採用力ス
パイラルアップ事業業務委託評価委員会」において、総合的な審査を行い、10団体を選定いたしました。
選定された企画案について（公財）東京しごと財団から、提案した団体コンソーシアム（企業体）に委託し
て、事業を実施いたしました。（企画提案団体：12団体、選定団体：10団体）
＜委託先業界団体：10団体＞
・東京都印刷工業組合

・東京都ホテル旅館生活衛生同業組合

・東京都管工事工業協同組合

・
（一社）東京ハイヤー・タクシー協会

・
（一社）東京都産業資源循環協会

・
（一社）東京バス協会

・
（一社）東京都情報産業協会

・
（一社）日本在宅介護協会

・
（一社）東京都トラック協会

・
（一社）日本デイサービス協会

事業スキーム
コンソーシアム（企業体）

一次支援
○ 中小企業の実態調査・分析

○ 事業計画書の策定
（二次支援企画書）

団体
選定・委託

専門家 調査・計画の助言

人材ビジネス会社など

調査結果から支援内容を決定

企画
提案

○ 支援先企業の選定

サポート企業

連携

業界内中小企業
二次支援
○「働き方改革」に向けた
取組支援
○「女性の活用、活躍推進」に
向けた取組支援
・コンサルティング
・セミナー
・研修
・資格取得支援
上記取組を実施した上で
・求人票の作成支援
・企業 PR 等

・東京都内に本社また
は主たる事業所がある
・従業員数 300 名以下
または資本金 3 億円
以下
・支援を行う業界団体
に所属または同一業界
内である

成功事例を団体を通じて業界内に波及

業種別業界団体

「働き方改革」や「女性の活躍推
進」を推進する意欲のある団体

（公財）東京しごと財団
1
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支援先企業数

従業員数別支援先企業数

支援先企業総数：281社
［従業員数別支援先企業数（内訳）］
▪５人以下

21社

▪６～20人

53社

▪21～50人

53社

▪51～200人

98社

▪201人以上

56社

5 人以下
7%

201人以上
20%

6 ～20人
19%
21～50人
19%

51～200人
35％

支援事業実施状況
※働き方改革と女性の活躍推進では、重複している事業あり

働き方改革
支援事業数
支援事業実施回数

女性の活躍推進

105 項目
１,705 回

支援事業数
支援事業実施回数

支援事業例
・出張研修 ・従業員の多能化に向けた資格取得支援
・長時間労働の是正等に向けた合同セミナー 等

66 項目
570 回

支援事業例
・女性の活躍推進企業の見学ツアー ・PR冊子作成
・女性が働きやすい職場環境づくりセミナー 等

事業実施結果
＜働き方改革＞

＜達成企業の企業規模内訳＞

○有給休暇取得促進
７団体が有給休暇取得日数の増加に取り組み、全団体目標達成。
取組内容

多能化することで、休暇を取得しやすい環境を整備
労働者への個別対応による時季指定と帳票管理の徹底
休暇取得の計画を策定

○所定外労働時間削減
７団体が所定外労働時間の削減に取り組み、５団体目標達成。
取組内容

業務の見直し・棚卸し
コミュニケーションの活性化により効率的な情報共有
残業時間を管理するシステムの導入

149社中136社で
有給休暇取得日数・取得率が増加
200人以上
31%

50人以下
29%

51～199人以下
40%

151社中107社で所定外労働時間削減
200人以上
19%

51～199人以下
33%

50人以下
48%

＜女性の活躍推進＞
4団体が就業規則の改定に取り組み、2団体が目標達成。
取組内容

54社中51社が就業規則を整備

短時間勤務制度の見直し

200人以上
28%

在宅勤務制度を導入
週休２日制やシフト制を実施

50人以下
22%

51～199人以下
50%

＜人材確保の状況＞
支援先企業281社で計5,842名を採用。
取組内容

有給休暇の取得しやすさを求人票にてPR
所定外労働時間の削減により、定着率の向上
働きやすい環境整備により女性従業員の採用を促進
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1

東京都印刷工業組合
コンソーシアム名
サポート企業

東京都印刷工業組合コンソーシアム
マンパワーグループ株式会社

支援先企業数

50社

調査結果
①

恒常的に所定時間外労働が発生。主な要因は「工程管理の煩雑さ」や「業務の属人化」である。

②

縦割り構造の業界であり、部門ごとに分断されている。そのため、社内における情報共有が不足している。

③

女性比率は25％である。企業間での差が大きく、阻害要因は、
「女性の応募が少ない」
「女性が管理職になりた
がらない」との回答が多い。

調査から導き出された課題・目標
①

業務の棚卸しや業務の平準化等に取り組むことで、所定外労働時間を削減する。

②

部門間における協力体制の構築に向け、情報の共有化やコミュニケーションの活性化に取組む。

③

柔軟な勤務体系の構築や評価制度の整備等、女性が長期的に活躍できる組織作りを目指す。

本事業での取組
取組 1

組織内コミュニケーションの活性化による業務の効率化に向けた
個社別コンサルティングの実施

働き方改革

個社別コンサルティングにおいては、部門間での相互理解促進
を目的に、業務の見える化や効率的・効果的な情報共有、伝達の
仕組みづくりなどに取り組んだ。また、縦割り組織による部門間
コミュニケーション不足の解消に向け合同セミナーを実施。部門
の垣根を超えた情報の共有化手法や、企業理念・行動指針の浸透
による組織の一体化、協力体制の醸成等がテーマとなった。結果
として、コンサルティング実施企業13社中、12社で所定外労働時
間の削減（前年比）を実現した。

取組 2

管理者研修を実施し、適
組織全体の底上げにつな
切な後輩の育成を学んだ。 げるため、評価シートも見
直した。

女性活躍推進 実績企業訪問

女性の活躍推進

女性の活躍推進に向け、先進的な取組を行っている企業２社
を訪問した。参加企業は工場内での女性従業員の活躍を見学した
ほか、地方都市で在宅勤務に励む女性従業員とオンライン会議シ
ステムを利用して対話を実施。受け入れ企業の経営層らとの意見
交換も活発に行われるなど、実際の取組や体験談は参加企業の意
識改革につながり、6社が女性活躍推進に向けた環境整備や制度
設計などに着手した。

参加者は木元省美堂の工
場内を見学し、女 性従業
員の活躍を聞いた。

横 浜リテラにて、女 性 活
躍推進に向けた社内制度
の整備等の取組に耳を傾
けた。
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企業取組好事例

弘和印刷株式会社
URL
所在地

http://www.kowax.jp/
足立区本木南町15-17

設立

1964年

従業員数

20人

▶「業務フロー」の作成による、効果的な育成で生産性向上を実現！
自社の課題、取組のきっかけ
業務が属人化しており、残業や休暇取得の個人差が大きい、一部の管理職に負担が
かかっているという問題がありました。また、次世代への技術継承がうまく進んでい
ないこともあり、人材の定着や今後の採用に向けて、所定外労働時間削減に向けた対
策を講じる必要に迫られていました。
課題解決に向け、何度も話し合
いを重ねました。

課題に対する取組内容
業務の属人化から脱却し、スキルの標準化を進めるため、まずは部門単位で業務や
作業の棚卸しを行い、
「業務フロー」を作成しました。次に、業務フローに合わせた
「スキルマップ」を作成。「誰が」
「何を」
「どこまでできるのか」を見える化しまし
た。合わせて、スキルの習得にかかる標準的な期間や時間を設定し、従業員個々の
育成計画を作成しました。

取組のポイント
スキルの習得状況を「スキルマップ」として数値化することで、指導する側、指導

業務を付箋に書き出し棚卸し
を実行

される側、幹部社員等関わる全ての人が、正確に状況を把握できるようになりまし
た。その結果、育成計画の策定や現場での指導がスムーズになりました。
また、毎月進捗を確認し、状況に合わせて育成計画を見直しました。習得が早く進
んだときは計画を変更し、時間を有効活用するなど効率的な育成を図りました。
一方、習得がなかなか進まず悩んだこともありました。そこで、コンサルタントか
ら助言をもらい、作業時間を計測。すると、どの作業工程でつまづいているかが明ら
かになり、ポイントを絞った指導がしやすくなり、より効果的な教育ができました。

技術継承に向け、熱心に意見
を出し合いました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
各部門で成果が上がりました。製造部では、従業員のスキルアップにより作業時間
が短縮し、生産性が向上。工務部では、育成が進み１人に依存していた仕事を分業で
行う体制が構築されました。事務部門では、情報共有不足によるミスが半減し、人間
関係の改善にもつながりました。
中でも１番大きな変化は「幹部社員の意識と行動の変革」です。幹部社員自ら課題
を洗い出し社長に提言するなど、積極的な姿勢や意識が生まれました。

現場だけでなく、事務でも生産
性が向上

今後は、製造部の多能工化を進め、全員が５台の機械を全て操作できるように育成
することで、完全ローテーションを実現し、誰が休んでも問題ない体制を構築してい
きたいと考えています。

従業員の声

経営者、管理職の声

本事業を通じ質的な働き方改
革を実行するにはどうすれば
良いか、幹部社員の視野が開
けた事は最大の収穫でした。

代表取締役
瀬田 章弘 さん

自分のスキルが見える化できたので、
多能工に向けたスキルアップに役立ち
ました。苦労もありましたが、今では
１人で印刷機を回せるようになりまし
た。

製造部
中島 和樹 さん
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企業取組好事例

株式会社 SouGo
URL
所在地

https://www.sougo-eco.co.jp
江東区塩浜２-25-14

設立

1959年

従業員数

119人

▶ 自らの手で突破口を作る！「残業削減プロジェクトチーム」
自社の課題、取組のきっかけ
１番の課題は所定外労働時間の多さでした。働き方改革関連法による残業の上限規

制に対する不安と従業員の採用や定着促進に向け、早急に解決する必要があると思っ
ていました。これまでも、残業削減について社内で話し合っていましたが、なかなか
成果が出ず、解決方法を探っていたところでした。

コンサルタントとプロジェクト
メンバー

課題に対する取組内容
まず、各部署から社員を選出し、「残業削減プロジェクト」を発足。部門ごとに

「残業の原因」を洗い出し、メンバー内で「解決策」を検討しました。

そもそも印刷物の制作は、営業→進行→版校正→印刷→製本…と様々な部門が連携

して進める必要があります。しかし、前後の部門を考慮しないスケジュール組みによ
り残業が発生する等、ヨコの連携に課題があることが分かりました。そこで、
「２部
門によるミーティング」や「納品までのスケジュールの共有化」等を実施。工程上

どうしても夕方以降に作業が発生する場合は、時差出勤体制を活用する等、残業削減

残業の原因と解決策をシート
化して、共有しました。

に取り組みました。

取組のポイント
第１に、経営トップがプロジェクトに参加することです。トップも共に考え実践す

ることで、組織全体で取り組む風土が醸成されました。また、部門をまたぐ事案につ
いて、部長会議の検討事項にあげる等、迅速に対応することができました。

第２に、各部門から社員を選出し、プロジェクトを発足したことです。部門間での

相互情報共有が図られ、ルールの再確認や社内コミュニケーションの活性化につなが
りました。部門を超えた会議体が誕生するなど、良い効果が生まれました。

課題解決に向け、全社一丸とな
り取り組みました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
最も変化したものは「社員の意識」です。当初は、
「取り組んだところで変わらな

い」と冷ややかな雰囲気でした。しかし、プロジェクトメンバーたちが、このままで
はいけないと発起し、各部門会議で働きかける等、積極的に動いてくれました。する
と、徐々に社内の空気が変わり、全体が前向きな姿勢になっていきました。取組前は

残業が100時間を超えていた社員も、今では半分以下にまで減らすことができました。
ゴールは「何がなんでも残業ゼロ」ではありません。お客様の期待に応え、事業を

プロジェクトメンバーが熱心に
議論を重ね、取組を進めました。

維持・発展させるには残業を行うべき場面も当然あります。生産性を落とすことな
く、残業を削減すること。今後も取組を継続していきます。

従業員の声

経営者、管理職の声

本事業で会社の将来を皆で検
討できる時間をもつことがで
き、バックキャスト思考への
変換につながりました。

最初はいかに残業を減らすかで
した。最近は仕事の効率化を重
要視し結果として残業削減があ
ると考えるようになりました。

代表取締役
北條 裕子 さん

営業１部 課長代理
加賀谷 大輔 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

東京都印刷工業組合
団体の概要

東京の『印刷業』は「事業所数」「従業員数」ともに都内第１位、
「製造品出荷額」
第２位を誇る地場産業です。東京都印刷工業組合は東京の印刷業界を代表する1,100組
合員を擁する中小企業団体です。
『Happy Industry－人々の暮らしを彩り幸せを創る
印刷産業』をスローガンに都内中小印刷産業の課題解決に、日々取り組んでいます。
理事長 臼田 真人 氏

本事業で得られた成果
印刷産業は、デジタル化の進展により産業構造の変革が加速し、従来の印刷物製造業から情報加工業、コミュ
ニケーション産業として新たな価値の創造、ビジネスの領域拡大に挑戦しています。
一方、国内人口の減少、少子高齢化に伴う労働者人口の減少は人手不足を深刻化させ、人材の採用・定着化、
喫緊の課題である「働き方改革」、「女性の活躍推進」への対応が大きなテーマとなっています。このような中、
組合や企業単位では取り組むことが難しい課題を解決する「団体別採用力スパイラルアップ事業」は、都内印刷
業界の環境改善等の推進に大きく貢献するものとなりました。
一次支援では、実態調査により印刷業界の課題が浮き彫りとなりました。
続く二次支援では、調査結果をもとに効果的な事業を展開し、個社別コンサルティングでは、業務の棚卸しや
可視化による業務効率の向上により、残業時間削減の効果を得ました。
女性活躍推進実践企業訪問は、女性が活躍するためのより良い職場環境構築を学び、資格取得支援事業では多
能工化による生産性向上の他に、資格取得者が企業内の中心的存在として、誇りを持って業務を推進することに
より定着化が進むなど、働き方改革による職場環境の改善や女性の活躍を推進し、人材の育成・定着化に大きく
寄与するものとなりました。

今後の取組
今後は本事業で得た成果を、現在当組合で実施している『幸せな働き方改
革』のさらなる促進に活かし、従業員が仕事に働きがいを持ち、
「人の成
長」と「企業の発展」の両立する体制を築き上げ、社会から必要とされる夢
のある印刷産業の構築に繋げていきたいと考えております。
日本印刷会館内 東印工組会議室で
行われた合同セミナー

サポート企業

マンパワーグループ株式会社

本事業では合同セミナーやコンサルティング等の支援をさせていただきました。一番印
象に残った支援は女性活躍推進実績企業訪問です。参加された皆さまのみならず受け入れ
側の企業様からも高い満足の声を頂けたことは、その後の運営の励みとなりました。先進
的な企業様の現場を見ることで、成功イメージが湧き、各社様の取組促進に結びついたも
のと思います。大変貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

支援員 宗岡 修身 氏
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東京都管工事工業協同組合
コンソーシアム名
サポート企業

東京都管工事工業協同組合コンソーシアム
マンパワーグループ株式会社

支援先企業数

25社

調査結果
①

従業員10人以下の小規模事業者では、従業員の高齢化や事業承継を見据えた人材確保が必要だが、取組方法
が分からないため、女性従業員比率も約２割と低い。

②

教育不足により業務負荷が偏っている。下請け構造であり、取引先都合による残業が発生している。

③

人手不足により、代替要員を確保できず、年間休日数が少ない。年次有給休暇取得が進まない。

調査から導き出された課題・目標
①

高齢者や女性を含め従業員が働きやすい環境を整備するなど、働き方改革を推進する。

②

体系的な人材教育や指導できるリーダーの育成、取引先や社内の関係構築に向けたコミュニケーションスキル
の習得が必要。

③

休暇の取得促進に向け、人材確保、業務分担見直し等に取り組む。

本事業での取組
取組 1

所定外労働時間削減等に向けたセミナー・コンサルティング

働き方改革

所定外労働時間削減に向け、取引先との関係構築のためのコミュニケーションスキル
向上や、技術者・技能者のリーダー・管理職を対象に人材育成の方法について等のテーマで
セミナーを全７回実施した。
「しっかり育つ仕事の教え方」セミナーでは、グループワー
クを交えながら、タイプ別に部下との接し方を解説し、参加者からは「OJTの本当の

「短時間MTGのコツ」セミナー

意味を知ることができた」等の声があがった。
コンサルティングでは、専門家が個別に企業を訪問し、所定外労働時間削減のための
具体的な施策についてアドバイスし、平均42％削減することができた。

取組 2

働きやすい環境づくりに関するセミナー・コンサルティング

所定外労働時間削減のコンサルティング

働き方改革

高齢者や女性を含め、従業員誰もが働きやすい環境整備に向け、セミナーを合計５回実
施。労働関連法の解説や、多様な人材や就労形態、働き方を取り入れていく必要性と取組
ポイント等について説明した。これから更に加速する人口減少や高齢化等の社会変化、管
工事業界の今後等について具体的なデータを基に説明を受け、参加企業からは「社会変

「人が定着する会社づくり」セミナー

化に応じて多様な人材の活用等に取り組んでいこうと思った」などの声があがった。
コンサルティングでは、復職規定や休職規定を盛り込んだ就業規則の策定や、定年制
度の廃止、育児介護休業規程の改定を行った。

評価制度見直しコンサルティング
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企業取組好事例

アネス株式会社
URL
所在地

http://anes-corp.jp/
東京都北区栄町1番3号

設立

1955年

従業員数

114人

▶残業削減や休暇取得促進に向けて働き方改革を！
自社の課題、取組のきっかけ
施工管理職に残業や休日出勤が偏り、長時間労働や採用難の原因となっていました。
これまでも長時間労働是正に取り組んでいましたが、根本的な解決には至っておらず、
2024年から建設業も適用となる「働き方改革関連法」に対応するためにも、何とかしたい
と考え、事業参加を決意しました。
コンサルティング風景

課題に対する取組内容
取り組むにあたり、そもそもの人事労務の基礎知識が不足していると感じ、取締役・所
長クラスを対象に社内研修を実施。会社全体として労務管理知識が深まった一方、「現場
を休まれると大変」や「権利があっても使える環境なのか？」という厳しい意見もあが
り、課題の明確化にもつながりました。
その後、取締役６名と「働き方改革会議」を開催。長時間労働是正に向け、意見や改善
案を出し合い、「今後の方針」を確定しました。

取組のポイント
「今後の方針」には、数値目標だけでなく、達成に向けた具体的な施策も入れ、実効性
を高める工夫をしました。例えば、「現場予定表」を活用し、各現場において月単位で
休日や残業時間を管理し、全員で共有することで、業務負荷の偏り解消や適切なローテー
ションを組む施策を入れました。
さらに、有休取得率や労働時間をグラフ化することで、社員自身が自分の働き方を把握
し、所長が配下の社員を適切に管理できるようなシステムの導入も進めています。

取組の前と後での変化、今後の抱負
社員が働き方改革の必要性をしっかりと理解したことで、社内の雰囲気や取り組む姿勢
が変わりました。会社全体として「働き方改革」に対する意識が向上し、今後の方向性や
目標、具体的に実施すべきことに対して、確信をもって進めていけるようになりました。
今回確定した「今後の方針」は、社員へ分かりやすく周知するため１枚にまとめ直し、
「アネス働き方改革宣言 2020」を策定しました。各現場に貼り出し、毎日見てもらうこと
で、１人１人に意識を持って取り組んでほしいと考えています。
また、真剣に取り組んだ社員やグループ向けの表彰制度も実施予定です。引き続き全社
員で取組を継続していきます。

経営者、管理職の声

従業員の声

自分たちだけでは踏み込み不足

社員間でノー残業デーを曜日毎

な部分を専門家の方にフォロー

に決めたり、休日を取得できる

していただくことで、全社を挙

環境作りを心掛け、働き方改革

げての具体的な取り組みができ

を進めています。また、一人一

るようになりました。また社員

人の社員が効率良く仕事を進め

の知識と意識、両方向上したと
思います。

代表取締役社長
田中 崇彦 さん

るようになり、意識も変わりつ
つあるように思います。

研 修アンケートでは「自
分の考えと法律の差が大
きいと感じた」等の声が
あがり、理解促進に大変
有益でした。

会議は全6回開催。様々
な 意 見 が 飛 び 交 いまし
た。

労働負荷の大きい案件は
受注しないなど、具体的
な解決策について話し合
いました。

第一事業部 技術部
主事 安部 淳平 さん
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企業取組好事例

川崎設備工業株式会社
所在地

〒164-0003 東京都中野区東中野4-3-2

設立

1957年

従業員数

10人

▶ 社内体制を整えて、安心して働き続けられる職場づくりへ
自社の課題、取組のきっかけ
家族経営で事業を行っていましたが、家族だけでの業務が難しくなってきたと
感じていた時に、この事業の話を聞きました。これを機に就業規則や有給休暇等の
社内体制を整え、今いる貴重な従業員に定着して長く働いてもらいたいと思い、
働き方改革を進めることにしました。
また、従業員が安心して働ける職場であることをアピールすることで、人材の採

東中野駅ホームから見える川崎
設備工業（株）

用にも繋がると考えました。

課題に対する取組内容
まず、１年間の変形労働時間制を導入、年間休日を設定し、賃金体系の見直しを
行った結果、所定労働時間や休日が明確になり、有給休暇が取得しやすくなったた
め、従業員の働きやすさにつながりました。次に就業規則の整備に取り掛かりまし

コンサルティング風景

た。
また、有給休暇の取得を促進するための声かけを進めました。

取組のポイント
わが社は先代の頃からの職人が多く、高齢者の割合が多いため、“安心して長く
働けること”にこだわりました。そこで、定年をなくすことを決め、長く働き続け
るために有給休暇に加え、家庭や自身の都合で休暇が取れる特別休暇を就業規則に
盛り込み、わが社オリジナルの内容となりました。有給休暇の取得促進は、声かけ

寺嶋コンサルタントと相談
して整備した就業規則

のみで実現できています。

取組の前と後での変化、今後の抱負
この事業に参加しコンサルティングを受けてきたことで、自社のアピールポイン
トが明確になり、また、アピールできることが増えました。今後はWEBサイトも
作成し、わが社に合った人材の採用に繋げていこうと思います。また、今いる従業

作業風景

員たちも大切にし、皆で協力しながら、お客様に最高のサービスを提供していきた
いと思います。

経営者、管理職の声

従業員の声

この事業に参加することで、

定年がなくなり年齢を気にせず安心して

就業規則や職場環境の整備を進

働けるようになりました。これまで培っ

めることができました。

てきた技術を今後もお客様の為に提供し

これからも従業員と一緒にサー
ビス向上に努めて参ります。

代表取締役社長
川崎 昌弘 さん

ていきたいと思います。

従業員

T氏
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

東京都管工事工業協同組合
団体の概要

昭和24年に設立し、東京23区の管工事事業者１,063社が加盟しています。官公需
適格組合の認可を受けており、共同受注事業を行う他、工事の斡旋や、技術・技能
の向上を図るため各種講習会の実施、共同購買事業、共済保険等、企業の力と経済
的地位の向上を図る為、様々な事業を通じてサポートを行っています。

東京都管工事工業協同組
合オフィスビル

本事業で得られた成果
平成28年度に「団体課題別人材力支援事業」を受託し、「採用」と「定着」にお
いて一定の成果を上げました。今回、その事業で得た成果やノウハウを更に高め、
業界内に浸透させたいと思い、本事業に参加いたしました。
一次支援で行った実態調査は、業界が抱える現実的な課題設定に大いに役立ち、
参加企業に対して効果的な支援計画を立てることができました。
二次支援では、先の実態調査で導き出した課題に対し、様々な支援策を実行して

専務理事
宮城 美貴男 氏

いきました。特に個社別コンサルティングは、今まで、家族経営で働き方改革を意
識する事がなかった従業員数10人以下の企業とそれ以上の企業に区別して実施しま
した。各社が抱える課題に対し、自分たちの力だけでは気付くことができなかっ
た、改善へ向けた「学びの機会」を得ることができました。その成果として、就業
規則の整備や人事評価と昇給のルールづくりなど、働き方改革に繋がる様々な改善
や新たな制度を構築することができました。

講習会風景

今後の取組
働き方改革は突き詰めれば、社員の幸福論と企業の持続・成長論をどうマッチン
グさせ、発展させる仕組みを創るかに集約されるのではないかと考えます。今後こ
の事業を通じて育まれた意識を落とすことなく、魅力に富んだ企業づくりを継続し
ていくことを期待したいと思います。
また組合としてもホームページを活用する等、本事業での成功事例を業界全体に
共有し、事業に参加できなかった企業を刺激するような波及効果を展開していきた

東京都管工事工業
協同組合HP

いと考えています。

サポート企業

マンパワーグループ株式会社

どの企業様も、お客様を大切にされているのはもちろんのこと、自社で働く従業員の幸
せを考え、大切に思われていました。各種手当の充実や高齢技術者が継続して働ける環境
整備など、従業員のメリットを優先して考えておられる経営者様が多かったのが印象的で
した。私たちの生活を支えてくださる管工事業界の方たちの支援に関わらせていただいた
ことで、少しでも業界の発展につながれば幸いです。

支援員 田部井 利佳 氏
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（一社）東京都産業資源循環協会
コンソーシアム名
サポート企業

資源循環業界採用力スパイラルアップ事業コンソーシアム
アデコ株式会社

支援先企業数

25社

調査結果
① 事
 務・営業職に比べ、現業系（技能職、技術職、ドライバー）は所定外労働時間が長く、年次有給休暇取得率
も低い。恒常的に長時間労働が発生している状況である。
②

業界内の女性従業員比率は13.７％にとどまる一方、女性従業員比率が３割を超える企業も１割ほど存在する。
職種別にみると、事務・営業職において、女性従業員比率が高い。

調査から導き出された課題・目標
① 業
 務の効率化や資格取得によって従業員がスキルアップし、所定外労働時間の削減や年次有給休暇取得率向上
につなげる。
②

業務の切り出しによる女性活躍の場の拡大や、柔軟な勤務体制を構築し、女性が働きやすい職場環境を整備
する。

本事業での取組
取組 1

個社別コンサルティング・出張研修

働き方改革

女性の活躍推進

業界の特徴として、業種や職種が多岐にわたり、解決すべき課題も様々であることか
ら、個社に寄り添った支援を実施した。
個社別コンサルティングでは、各社の課題、改善方針を明確化し、「業務の棚卸しによ
る生産性の向上」や「育児休業等の女性が働き続けられる制度構築」など具体的な課題解
決に取り組んだ。

コンサルティング風景

個社別出張研修では、研修講師が各社を訪問し、「職場のコミュニケーション力向上に
よる業務の円滑化」や「業務の平準化に向けた部下育成・コーチング」等について、階層
別に研修を実施した。参加者からは「人を動かすために自分がどの様に動いたら良いか考
えられた」や「１人でできる仕事ではないので、会話の大切さが勉強になった」等のアン
ケート回答もあり、全社一体での取組の推進につながった。

取組 2

資格取得支援（産業廃棄物処理検定）

働き方改革

女性の活躍推進

産業廃棄物を適正に処理するうえで重要な法令、委託契約、マニフェスト等の知識に関する
「産業廃棄物処理検定」の取得に向け、検定対策研修会を開催。
現業系だけでなく事務職や営業職も受講することで、個人の業務レベルがアップしただけで
なく、異職種間での連携もスムーズになり、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得向上

熱心に受講する参加者

を達成した。特に、事務職や営業職の女性従業員のキャリアアップにつながり、活躍の場が拡 の方たち
大した。従業員の仕事に対する向上心も生まれ、定着促進にも効果があった。
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企業取組好事例

成友興業株式会社
URL
所在地

http://seiyukogyo.co.jp/
東京都あきる野市草花1141-1

設立

1975年

従業員数

230人

▶ 従業員がいきいきと長く働き続けられる環境を目指して
自社の課題、取組のきっかけ
例年、採用には苦労し、働く環境の改善、業界のイメージアップが求められてきまし
た。有給休暇取得率や所定外労働時間の削減など、働き方改革関連法の遵守に向けて、
体制づくりや社内の意識改革を早急に進めると同時に、女性の活躍に向けた取組を強
化するために参加しました。

コミュニケーション強化で
安心・安全な職場環境へ

課題に対する取組内容
有給休暇取得の向上は、特に現場職では非常に難しく、まずは前年比５％増を目標に
本事業に取り組み始めました。具体的には、半日単位での取得を可能にするなど就業規則
を見直し、取得しやすい制度へと見直しました。また、社員の思いと会社側の計画に
隔たりがあると改革が進まないと考え、１か月半にわたって全社員と社長の個別面談も
行いました。

働き方改革の中心になって
取り組んだ総務部 深澤さん

取組のポイント
労働時間や休暇への対応は、総合職と現場では状況が異なり、特に有給休暇の取りに
くい現場職はシフトを組む際に、先に有給休暇を組み込みました。また労働時間につい
ても、現場には目前の仕事があり、「残業せざるを得ない」という意見もある中、10日
に１回の短いスパンで残業時間と休日労働をチェック。労働時間が長くなっている社員
には休みの取得を促し、削減に努めました。また時短勤務や週４日勤務なども導入し、
女性も働きやすいと感じる職場環境整備を行いました。

取組の前と後での変化、今後の抱負

積極的に働き方改革に取り
組むための管理職向けの職
場マネジメントをテーマにし
た「個社 別出張 研 修」の様
子

取組の結果、年間有給休暇取得率は前年比64.３％増と大幅に向上しました。またテレ
ワークの導入を検討中で、直行直帰を可能にするなど、さらなる所定外労働時間の短縮
を目指しています。さらに「くるみんマーク」取得に向けて、女性の産休だけではな
く、男性社員の育休取得の推進も取組を始めています。
職場環境が改善されることで、離職者が前年比30%以上減少。今後は働きやすい環境
づくりに取り組んでいることを求職者へアピールして、人材確保できればと考えていま
す。

オフィスでの女性活躍の風
景

経営者、管理職の声

従業員の声

今後も、各種制度の整備、

産休前は環境事業部の工場での 仕 事

特に女性が長く働けるように

で し た が 、 復 帰 後 は 経営企画部に

時短勤務を導入する等、女性が

異動して、仕事の量 な ど 復 帰 し や す

働きやすいと感じる職場環境
を整えていきたいです。

い 環 境 を 作ってくださいました。

取締役常務執行役員
元石 真祐美 さん

経営企画部 主任
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企業取組好事例

株式会社東京クリアセンター
URL
所在地

http://www.tokyoclear.co.jp/
千代田区永田町2-4-3 永田町ビル9階

設立

1978年

従業員数

257人

▶人の力を結集して魅力ある会社づくりを。
自社の課題、取組のきっかけ
慢性的な所定外労働時間増からの脱却を図り、人員・業務量に合わせた見直しを実施
する必要性から参加しました。当初の課題は、残業時間の管理手法の改善による所定外
労働時間の削減及び早期退職者の削減やドライバーの安定雇用への取組でした。

課題に対する取組内容

収集車両145台

所定外労働時間削減に向け、新シフト制導入や従業員の個々の状況把握に取り組みま
した。
また、早期退職者の削減・ドライバーの安定雇用に向け、マンパワー不足解消を目標
に、外国籍社員採用や非正規社員の正規転換促進を進めました。合わせて資格受験費用
の会社負担など積極的なキャリア推進により従業員育成体制を構築するなど、定着率
向上にも取り組みました。

取組のポイント

管理者だけでなく、社員一人一
人の意識改革。全社一丸で 取
り組みました。

働きやすい職場環境を目指して、社長の英断を軸に取り組んでまいりました。まず、
収集コースを整理し土日合計18コースを削減、週末に休める社員が一気に増えるなど、
ドライバーの休日増を実現しました。それにより管理職が現場にフォローで出ることも
減り、休みを取りやすくなりました。また就業規則の改定で隔週２休を始めた支社も
ありますが、この大きな変化は社員の意識改革につきると思います。地道な社員との
コミュニケーション、声掛けに効果があると言えます。

取組の前と後での変化、今後の抱負

ドライバーとのコミュニケー
ション強化で事故ゼロと風通
しのいい現場環境づくりを目指
しています。

所定外労働時間の管理手法や業務の見直しの結果、所定外労働時間は平均80時間から
40時間へ削減となりました（前年比５％減の目標達成）
。また有給休暇取得率も、前年
比66.３％増と改善しました。従業員意識調査の実施で社員の意識も変わったと感じま
す。外国籍社員採用・非正規社員の正規化・資格取得者も増え、定着率も改善すること
で、生産性が向上し、職場環境も良くなりました。今後、より働きやすい職場を目指し
て、事業終了後も継続的に取組を続けていきたいと思います。

経営者、管理職の声

従業員の声

社員の健康を守ることが事故

１日に20人、25人と休みを

ゼロにつながり、更に生産性

入れられる日は、社内の環境が

を高めることになるので、

本当に変わったなと思いま

休みを増やすことは重要施策

す。改革は間違いなくプラス

だと改めて感じました。

に働いています。

足立支社班長
高橋 謙治 さん

「取組は始まったばかり。継続
が 大 切 。」と 今 後 に 向 け た
意気込みを語る岸本副支社長

車両管理職
江刺 祥三 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

（一社）東京都産業資源循環協会
団体の概要

昭和59年に設立し、都内の産業廃棄物事業者（都内445社・都外111社）が加盟し
ています。調査研究や講習会の実施、相談指導や環境活動など、８委員会・３部会
で様々な活動を展開しています。
事務局長 鈴木 眞吾 氏

本事業で得られた成果
本事業での支援を通じ、「働き方改革」「女性の活躍推進」の必要性を経営者・
管理職・従業員が理解することにより、全社で生産性向上や定着率向上の取組が
進み、働きやすく魅力ある職場づくりに繋がりました。
出前講座では、学校へ出向き、若手人材に業界の魅力や働きやすさを知ってもら
うことで、業界のイメージアップを図り、アンケートでは当業界を就職先として
希望する声もあがりました。検定対策研修会では、産業廃棄物に関する知識レベル
の向上により、業務効率化やモチベーションアップが図られ、定着率向上に資する
支援を実施できました。また、事業の最後には好事例表彰式を行いました。支援先

出前講座の様子
(六郷工科高等学校にて）

企業の皆様に目標を掲げ取り組んでいただくことで、所定外労働時間の削減や女性
の活躍推進への取組が加速し、職場環境改善に繋がったものと思います。

今後の取組
今後は、将来にわたって優秀な人材を確保できる魅力ある業界とするため、本事

検定対策研修会

業の支援活動への取組を一過性のものとして終わらせることなく、継続的なレガ
シーとして残し、支援活動で好評を得た取組や実績を踏まえ、会員企業の成功事例
を機関誌やセミナー等で広く全体に波及させていきます。
引き続き、多様な人材の確保に向けた採用力の底上げと、従業員個々の事情も反
映できる就業条件を整えることなどによる定着率の向上に取り組んでいきます。
さらに、事業効果を業界全体に波及させることにより、業界のより一層の発展や魅
力発信に繋げていくことを目指していきます。

サポート企業

好事例表彰式

アデコ株式会社

働き方改革関連法案の成立を追い風として、後回しになっていた年次有給休暇の
取得、所定外労働時間の削減に向けて、生産性の向上、多様な人材の活用、社内コ
ミュニケーションの活性化が進み、結果として従業員の定着や新たな人材の採用に
つながりました。特に経営層の積極的関与が改革の要因と実感しています。
コンソーシアム事務局
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4

（一社）東京都情報産業協会
コンソーシアム名
サポート企業

東京都情報産業業界コンソーシアム
支援先企業数

株式会社Waris、アデコ株式会社

27社

調査結果
①

IT業界における受託開発・客先常駐ではクライアントの働き方に依存せざるを得ない状況がある

②

IT業界では受注開発、客先常駐開発が多く、長時間労働の是正にはプロジェクトをリードする
マネジャー（PM）の裁量が働き方に大きく影響している

③

女性のライフイベントによる離職がそのまま退職につながってしまう状況が多くある

調査から導き出された課題・目標
①

クライアントとの関係性を変化させ、自社中心の働き方への業態変革

②

ＰＭのマネジメント（リーダーシップ）スキル向上による長時間労働の是正

③

長期的に女性が働きやすい、復職しやすい環境等の構築

本事業での取組
取組 1

PMのための会社実務研修等
各種セミナー

働き方改革

女性の活躍推進

「PM研修」は資格取得のようなハードスキルでは
なく、部下の指導方法や労務管理等の実務的なマネジ
メントスキルの向上を目的にワークショップ形式で実施。
３ 日 間 の 日 程 で 計 1 3 社 が 参 加 し た 。 う ち 12 社 で は
離職率の改善が見られ、更に３社では50％低減した。
「日々の業務に活かせるヒントがあった」という評価を多
くい た だ い た。 ま た「 女 性 の い る 職 場 環 境 作 り セ ミ
ナー」では先進事例等を共有。セミナー後、取組に着手

講義では先進事例等も紹介

する企業も見られた。

取組 2

３種類のコンサルティング支援
（総合・業態変革・魅力発信）

ワークショップでの受講者による
プレゼン

働き方改革

女性の活躍推進

「総合コンサル」では計11社にテレワークや育成等
の制度導入、
「業態変革コンサル」では計３社へクラ
イアントとの関係性の変化に取り組む方法を、
「魅力
発信コンサル」では計15社に求職者に効果的に発信・
訴求する方法を、各社の規模や経営資源、既存事業や
実績など個々の状況に合わせて検討、支援を実施
した。課題目標を達成した多くの企業が、経営者、

総合コンサルティングでは支援先の状況に
合わせ、HR関連の各手法の紹介・導入を実施

PMや社員と会社組織全体で取り組んだ。
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企業取組好事例

株式会社アスネット
URL
所在地

https://www.asnet.co.jp/
東京都新宿区西新宿７丁目23番１号TSビル５階

設立

2001年

従業員数

70人

▶自社の強みを再発掘することで働き方改革を推進
自社の課題、取組のきっかけ
これまで派遣やお客様先での常駐などを中心にビジネスを展開してきた
ことから、どうしてもお客様の働き方に依存せざるを得ない状況がありました。
離職者が増える傾向があり、より柔軟な働き方を取り入れることで、従業員の満足
度を高め、更なるビジネスの拡大を目指すために参加しました。

自社の課題について、社員間で
議論

課題に対する取組内容
業態変革コンサルティングでは、お客様の働き方に依存しないビジネスモデルを
検討することで課題に対する根本的な対応を協議しました。PM向けの研修や
フリーランスの活用に関するセミナーなどの参加は、新たな働き方を検討、魅力発
信コンサルティングでは会社の魅力を対外的にアピールする具体的な施策に取り組
みました。

社長を含めた会議で、取組方針
を決定

取組のポイント
お客様の働き方に依存しないビジネスモデルへの変革により、さらなる価値提供
を行っていくことができれば、私たち自身の働き方改革にもつながっていきます。
そのため、当社でこれまでに培ってきた高い顧客満足度を誇るサービスやノウハウ
を再認識・再整理した「Bridge」という１つのコンセプトをまとめ上げました。
新たなプロダクトを一から作り上げるには膨大な投資や検討が必要となりますが、
既に存在するサービスをコンセプトとしてまとめるという手法は、お客様との
より良い関係を築いていくための基盤ができ、社内外の方に私たちの価値や
働き方改革への意欲をアピールすることができるようになったと考えています。

「Bridge」の概要
お客様に寄り添ったクラウドシ
フトアシスト製品

取組の前と後での変化、今後の抱負
これまで点と点が結ばれていなかったように見えるサービスやアピールポイント
を「Bridge」というコンセプトにまとめることができたので、求職者に対して、
またお客様に対しても訴求力を向上させることができたと考えています。情報産業
においては、従業員が高い満足度で向上心を持って働ける環境を作り上げることが
何よりもお客様への価値提供につながると信じています。今後もさらに生産性を
高めて、社員への還元、ビジネスの拡大に取り組んでまいりたいと考えています。

従業員の声

経営者、管理職の声

お客様の使い勝手や既存の業
務に寄り添う関係作りに強み
を持つ弊社では、環境変化に
対応し、共に課題の解決を目
指します。近年の人材不足に
悩まされる中、我々自身も進
化し続けることでさらなる価
値を提供していきます。

昨年15周年を迎え社員旅行を
催行

今回のご支援で生まれた
「Bridge」は、クラウド
導入で発生する作業担当者
様の環境変化を減らし、
「いつものExcel・いつも
の作業」のまま、企業が望
むクラウド活用をご提案で
きる様になりました。

代表取締役
阿部 一尋 さん

プロダクト企画
グループ
松浦 輝尚 さん
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企業取組好事例

株式会社ブレイクスルー・ネットワーク
URL
所在地

http://www.ossbreak.co.jp/
東京都港区西新橋１丁目６番12号アイオス虎ノ門７F

設立

2009年

従業員数

６人

▶ これまでの実績を見つめなおし、採用基盤を構築する
自社の課題、取組のきっかけ
組織能力向上を目的にエンジニアの採用を進めていきたいと考えており、その準備と
して育休制度や独自の教育研修など、職場環境整備を実施してきました。しかし求職者
に自社の魅力が十分に伝えきれておらず、採用のハードルとなっていました。働き手に
とって魅力ある企業を目指すため、この事業に参加しました。

日常的に社長が社員に問題
意識をヒアリング

課題に対する取組内容
売り手市場のエンジニア採用において、特に未経験者に注目し、彼らが働きやすく
活躍しやすい場作りを模索していました。総合コンサルティングではこれまでの取組を
活かしつつ資産として再整理し、どのように採用を進めていくかなどプロセスを設計
しました。魅力発信コンサルティングでは、自社HPを効果的に発信する方法を検討
しました。支援に複数参加する中で、業務や既存の取組についての棚卸し、分析も進み

社員全員が参加する会議で
課題と取組方針を議論

ました。

取組のポイント
支援毎に職層の違う社員が参加し、全従業員が取り組んだことで、違った視点や角度
からアプローチするなど、課題に対し様々な意見が交換されるようになり、自社の魅力
を考える機運を醸成することができました。自社が自信をもって求職者にアピール
できる点がわかったことで、我々自らの業務内容を再確認する機会となり、また今後の
方針・課題の明確化へと繋がりました。

“小さな会社の常識を変える”
をスローガンに働き方改革を
推進

取組の前と後での変化、今後の抱負
自社の取組を改めて認識できたことは、今後の在り方を社員も含め考えるきっかけが
できたと考えております。現在は一度立ち止まって、採用の基盤となる社風や文化をど
のようにしていきたいか、ToMo指数の考え方を導入しながら社員を交えて議論してい
ます。こうした通常の開発業務では関わらない考え方に触れることで、既存社員の
能力開発にも資すると考えています。継続的な社員の能力開発を意識しつつ、新しい
仲間を増やすことで、やりがいとお客様への価値提供をより高い次元で両立させていき

※ToMo指数について

Total Motivation 指数を指
し、企業の社風を定量的に
測定する手法。
楽しさ、可能性、経済圧力
などの項目を使用し、評価
する。

たいと考えております。

従業員の声

経営者、管理職の声

IT産業は“人”が一番の
経営リソースです。自社
社員にとって働きやすく
やりがいのある環境づく
りは、結果としてお客様
への高い価値提供に繋が
ると考えながら、これら
の取組を進めています。

当社では、12月の新年度か
らは社員個々人の働く目標
をベースに年間の業務目標
を立てる取組が始まりまし
た。課題ベースでの目標設
定と比べて、業務のモチ
ベーションが向上したのを
感じます。

代表取締役
佐藤 貴之 さん

エンジニア
熊谷 哲也 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

（一社）東京都情報産業協会
団体の概要

当協会は、1985年に設立され今年で35年を迎え、設立30周年を機に協会名を
変更してから５年目に入りました。東京地区を基盤とした協会として「東京情報
革新2020」として掲げたビジョンに基づき、東京都をはじめとする官公庁、
業界団体からのご支援を受けながら、情報交換を密にし、地域社会や会員の
皆様方に対し、更なる貢献ができる協会を目指しています。
会長 髙梨 輝彦 氏

本事業で得られた成果
2016年度に受託した「団体課題別人材力支援事業」では、協会内外の企業の皆様に各社が抱えている人材の
確保、育成・定着等の課題解決に取り組んでいただき、業界全体の知識やノウハウの底上げを図ることが
できました。今回の事業では、更なる発展と成果の加速に臨みました。
「働き方改革」
「女性活躍推進」実現のため、個社別コンサルティングをベースに、「働きがい」のある職場作
りセミナーや、プロジェクトマネージャー向け実務スキルアップ研修等を実施しました。アンケートからは
「他社の事例等を知れて良かった。すぐに実践したい」というお声が多く挙がりました。本事業においては
離職率の低下と同時に生産性の向上が見られ、また、女性の働く環境の整備に取り組む企業が増えるなど、
多くの成果を得ることができました。

今後の取組
「 女 性 活 躍 推 進 」 に お い て は、 福 利 厚 生 制 度 や キ ャ リ ア ア ッ プ 支 援 が
充実している大手企業に比べると、中小企業では改善され始めてはいますが、
まだ困難な状態が続いております。
当協会は、今回の事業効果・結果をモデルケースとして波及させ、女性の
働きやすい環境整備を推し進めることで、情報サービス業界で働くすべての
労働者にとって魅力ある業界となるよう発展に寄与してまいります。

サポート企業

事務局長 髙橋 智史 氏

株式会社Waris

エンジニア売り手市場により人材不足が顕著なIT業界で課題
と真正面から向き合って支援策を検討し、実行していくことは
大きなチャレンジでした。業界の働き方改革のキーになるPM
向けの実践的な研修や業態変革コンサルティングなどを企画・
実施しました。また女性の活躍推進に関しても参加企業の皆様
の意欲は非常に高く、私たちも強いやりがいを持って事業に
取り組むことができました。

(左から）河 氏、米倉 氏、田中 氏

18

p015-018_CC2019_東京都情報産業協会.indd

18

2020/08/18

19:30:23

5

（一社）東京都トラック協会
コンソーシアム名
サポート企業

東京都トラック協会コンソーシアム
マンパワーグループ株式会社

支援先企業数

25社

調査結果
①

働き方改革が浸透していない企業が７割
ドライバーの所定外労働時間は30時間以上が約６割、原因は荷待ち時間が最多

②

有給休暇の取得率は５日未満が４割

③

女性ドライバーは３.６%と少ないが、女性ドライバーが活躍している企業もある

調査から導き出された課題・目標
①

トラック業界における働き方改革の必要性に関する理解促進
（荷待ち時間短縮、運行計画の見直し、パレット活用等業務の効率化）

②
③

有給休暇の取得促進
女性が活躍できる環境の整備
（就業規則、キャリアパス等制度面、設備面の整備）

本事業での取組
取組 1

所定外労働時間の削減・女性の活躍推進に向けた
合同セミナーの実施

働き方改革

女性の活躍推進

生産性向上セミナーでは荷待ち時間の短縮、IT化推進等、所定
外労働時間削減に向け実務に直結する専門性の高い内容で実施。
女性活躍推進セミナーでは、女性の活躍に向けた意識の啓蒙等を
テーマに実施した。女性の採用・育成に向け先進的な取組を行っ
ている企業によるパネルディスカッションも取り入れ、参加企業
へ具体的なポイントの共有も図られた。５社が女性の働きやすい
環境整備を目標に掲げ、取組着手した。

取組 2

長時間労働の削減に向け
解決策を学ぶ

雇用環境の整備に向けた
個社別コンサルティングの実施

女 性 活 躍 推 進 に 対 する
自社の課題を共有

働き方改革

所定外労働時間の削減や有給休暇の取得促進、就業規則の改定
に重点を置き実施した。現場のドライバーへヒアリングをし、運
行状況の分析による課題の洗い出しと改善施策への取組みを通
じ、ドライバーの労働負荷の軽減、従業員の働きやすい職場作り
を推進した。結果、所定外労働時間の削減を目標とした12社のう
ち10社が達成、有給休暇の取得率向上では13社のうち10社が前年
を上回る結果となった。

従 業 員 の 参 加 に よる
コンサルティングの風景

職場環境の改善に向けた
現状課題の洗い出し
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企業取組好事例

新雪運輸株式会社
URL
所在地

http://www.shinsetsu.co.jp
東京都日野市日野7773-51

設立

1970年

従業員数

400人

▶業務の可視化を全社で実施。荷主交渉によりドライバーの拘束時間も改善へ
自社の課題、取組のきっかけ
現状の課題として、所定外労働時間の削減や有給休暇取得の促進が急務でした。
ま た、 従 業 員 の 「 職 場 満 足 度 調 査 」 で は 上 司 と の 関 係 に つ い て は 満 足 度 が
高いものの、仕事の裁量性については低い評価でした。特にドライバーは自身の
意見を反映しにくい業務です。彼らのやりがいにつながる活動を提供したいと考え
ました。

課題に対する取組内容

コンサルティングでは毎回熱心
な討議が行われた。

まずは、運行記録データの分析で各ドライバーの現状を明らかにしました。
過 大 な 停 車 時 間 の 原 因 が 顧 客 側 に あ っ た ケ ー ス で は 交 渉 を し 、 改 善 に つな
げました。管理職を含む事務職は月間の残業を60時間以下にする目標を設定。すべ
ての業務の所要時間を秒単位で視覚化し、要不要、ＩＴ化の可能性について検討しま
した。一方、広く従業員に裁量を与える目的で小集団活動（委員会）の活性化を
推進しました。

取組のポイント
ドライバーの運行記録データから、長時間労働の主な要因は荷待ちなどの
停車時間と分かりました。生産性の低さが突出していた顧客先では停車時間中に

包括的な改善策を盛り込んだ
アクションプラン

荷役作業をしていることも判明。顧客に実際の詳細データを示しながら、荷役作業の
禁止やその他の要望を伝えました。管理職、事務職も現状を分析後、「大谷翔平の
目標達成シート」を活用し、業務効率化に向けた目標設定、その目標達成のために
行うことなどを可視化しました。また、それらをもとに「教育育成」
「組織体制」など
４つの方針、20を超える行動と期限などを定めたアクションプランを策定し、
全社的な取組としました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
さまざまな取組を推進した結果、所定外労働時間は前期比マイナス38.５％と
大きく削減、有給休暇取得率も前年比59.２％の増加となりました。荷主折衝や

大谷翔平の目標達 成シートを
活用

ＩＴ化などによって収益向上も見られ、数字に表れたことが更に全従業員の
改善意識にもつながってきていると感じています。今後も引き続き、策定した
アクションプランを遂行するとともに、人事評価制度の見直しや高度のＩＴ化にも
着手し、
よりよい企業になれるよう努めてまいります。

経営者、管理職の声

物流に精通したコンサルタントの
方より的確なご指摘をいただき、
幹部で共有できました。今後の
改善・改革につなげてまいります。

従業員の声

いろいろな角度から問題点を洗い
出し、改善のヒントをいただきま
した。今後さらにCSとESの高い
企業を目指してまいります。

代表取締役
瀧澤 裕司 さん

人事担当
石田 英明 さん
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企業取組好事例

ハコブ株式会社
URL
所在地

https://www.corp.hakobu.tokyo/
東京都新宿区大久保２-５-19 シティプラザ大久保４階

設立

2012年

従業員数

20人

▶ 従業員の士気高揚、生産性向上に向け人事評価制度を構築しました
自社の課題、取組のきっかけ
設立から７年が経過し社業拡大が進む一方で、活躍している従業員を正当に
評価する制度は存在せず、徐々にモチベーション低下が見受けられるようになりました。
もともとやる気を持って入社してきた従業員が、明確な目標を持てずに仕事を
続けることで、徐々に主体性も失われ、会社の生産性向上が実現できない状況を
生んでいました。
自由・活発な討議が行われた
コンサルティング

課題に対する取組内容
こうした状況を打開すべく、本事業のコンサルティングを通じて人事評価制度の
構築に取り組みました。先ずは、自社の理念やサービス内容に基づき、会社と社員
が向かうべき方向性を明確にし、そして、制度の導入により社員のモチベーションが高ま
り好循環を生み出すことを主眼に取り組みました。具体的には、ベースとなる人事評
価に自社の行動基準「ハコブ六速」を盛りこみ、行動評価、グレード評価、KPI評価の構
築につなげていきました。

取組のポイント
評 価 制 度 の 構 築 に あ た っ て は、 企 業 理 念「 ハ コ ブ を 通 じ て 社 会 と 従 業 員 の

構築した評価基準の一部

夢の実現に貢献する」を常に意識しました。そうした中で、社員だけでなく300人近い
委託ドライバーの評価制度の導入も決定しました。会社の求めるドライバー像を明確にし、
モチベーション向上につなげてほしいと考えたからです。委託ドライバーとは毎日
顔を合わせることがないため、顧客の責任者らにアンケート形式で「礼儀・挨拶」
「勤務態度」「品質」など７項目について５段階評価を依頼し、ポイント化する手法を
取り入れました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
取組の結果、給与・賞与に連動可能な評価制度が構築できました。合わせて、
評価制度の運用スケジュールを確立、半期毎の評価改定とともに毎月のミーティングを

自社の行動基準である
「ハコブ六速」

実施し、現場社員と管理者間のコミュニケーションを促進する仕組みを作りました。
今後運用を開始し、社員と会社の進む方向性を合わせ、全社の生産性向上につなげて
いきます。また人事評価制度のみならず、給与制度や教育制度等の整備・構築にも
取り組んでいき、人事制度全般の確立につなげ、士気の高い組織作りを目指します。

従業員の声

経営者、管理職の声

従業員を適正に評価して会社を好きに
なってもらう。それが強い組織づくりに
つながりました。公平で平等な評価を
していくことがこれからの課題です。

営業部長
清水 基 さん

評価制度は評価基準が明確になるの
で最終目標から逆算して日々の予定が
立てられ、以前に比べとても効率よく
業務に取り組めるようになりました。

Web管理課
河村 駿 さん

21

p019-022_CC2019_東京トラック協会.indd

21

2020/08/18

19:31:17

本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

（一社）東京都トラック協会
団体の概要

1966年の設立以来、着実に会員数を増やし、現在は約３,300社が加盟する東京都を
代表する産業団体です。国内貨物輸送の大半を占めるトラック輸送の諸問題、例えば
物流の効率化や災害時に備えた体制整備のほか、会員事業者の発展に資する活動を
活発に展開しています。

会長 浅井 隆 氏

本事業で得られた成果
業界課題である所定外労働時間の削減・有給休暇の取得促進に向けた取組を、
個社別コンサルティングや合同セミナーを通じ展開しました。特に合同セミナーにお
いては、こうした業界課題の解消はもとより、生産性向上のための施策をより専
門的な見地から提示し、多くの支援先で成果を上げました。また雇用環境整備の分野にお

合同セミナーでは、業界課題を
テーマに掲げ改善施策を学んだ。

いても、個社別コンサルティングを通じ、就業規則や人事制度の見直しを進める
ことで、従業員が働きやすい環境の整備を推進しました。

今後の取組
本事業を通じて得られた成果やノウハウについては、広報紙等を通じて業界内に
広く周知してまいります。また、支部単位でも共有を図り、広く浸透させることで、
業界全体の発展につなげたいと考えます。

荷 主との 協力 関 係 構 築を
テーマに 物 流 施 設 でも
セミナーを実施

深刻な人手不足の中、各事業者は本事業で得られたノウハウを活用し、
ドライバーに支持され働きやすい、生産性の高い組織作りを推進することが必要です。
運送事業が社会を支える重要なインフラであることを踏まえ、業界を超えて荷主や
各種団体にもその必要性をはたらきかけ、業界の地位向上と発展に向けた活動を継続して
展開してまいります。
個 社 別 コン サル ティン グ で
参加法人の変革を推進

サポート企業

マンパワーグループ株式会社

トラック運送業界は、真に社会を支える重要なインフラであり続ける
ために、長時間労働等の業界常識を覆し、ホワイト企業への変革を行うべき
重要な時期にあります。全体での専門的な合同セミナーと、個社別コンサル
ティングを並行展開し、参加企業の変革に繋がる取組を目指しました。
各企業と業界の発展に多少なりとも貢献できれば幸いです。

支援員 宮崎 学 氏
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東京都ホテル旅館生活衛生同業組合
コンソーシアム名
サポート企業

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合コンソーシアム
マンパワーグループ株式会社

支援先企業数

25社

調査結果
①

有給休暇取得率５日未満が半数、平均所定外労働時間80時間以上の企業も一部あり、対策が必要。

②

高いマネジメント能力を持つ人材が不足しており、教育体制も不十分。

③

非正規の従業員比率が高い一方、高齢者や主婦などが働きやすい柔軟な勤務体系は整備されていない。
多様な人材の確保に取り組んでいる企業は少ない。

調査から導き出された課題・目標
①

長時間労働の是正、休暇の利用促進等のために、生産性の向上を図る。

② 多様な人材を効率よくマネジメントできるリーダー層の育成と、従業員のスキルアップを図る。
③

多様な働き方、多様な人材（女性、高齢者、外国人）の活用に必要な労務知識の理解促進と環境整備。

本事業での取組
取組 1

［長時間労働是正と休暇取得促進］合同セミナー

働き方改革

ホテル旅館業界における労働生産性の考え方やシフト管理法、
無駄な業務の省き方、労務管理法等を理解できるセミナーを全７
回実施。また集合セミナーに参加する事が難しい企業向けにセミ
ナーの一部を録画し、Webで閲覧することができるようにした。
結果として長時間労働の是正に取り組んだ９社のうち６社が目標
を達成、有給休暇取得においては10社のうち８社が前年より24%
の取得増加となった。

取組 2

「生産性の高いホテルに
なる為の実践的方法」
セミナー

［多様な働き方・多様な人材の活用］個社別コンサルティング

「働き方改革の取組を
見える化して人材確保」
セミナー

働き方改革

有資格者(社会保険労務士や中小企業診断士等)が個別に企業
を訪問し、多様な働き方、多様な人材（女性、高齢者、外国
人）の活用に関する課題解決のための個社別コンサルティン
グを実施。パートタイマー活用や育児休暇の導入等を目的に
就業規則を整備し、多様な人材の受け入れ態勢に向け13社が
取り組んだ。

就 業 規 則 改 定 コン サル
ティング

多様な人材活用に向けた
職場づくり検討会議
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企業取組好事例

株式会社 オフィス・フォーワン
URL
所在地

THE HOTEL SHINBASHI TOKYO

https://www.hotel-shinbashi.com/
中央区日本橋茅場町１-６-17トラッドビル８F

設立

2014年

従業員数

92人

▶ 従業員とルールブックを作り上げ、自主性・責任感を強化！
自社の課題、取組のきっかけ
現在いるスタッフに長く働いてもらいたいと望んでいましたが、職場環境が整って
おらず、各ホテル間にローカルルールがありました。共通認識を持つことで業務の偏りを
減らし、生産性の向上を目的にこの支援に参加することにしました。

課題に対する取組内容
コンサルティングで経営理念やビジョンの浸透など、共通認識を可視化するために
はルールブックが有効であると知り、現場の社員と一緒に作っていきたいと思いまし
た。全員で取り組む課題の際には、普段考えたり感じていることを改めて言語化す
ることで、自主性の向上や他者と積極的にコミュニケーションを取ることにつながっ
たように思います。

[個別コンサルティング］
各店舗から出た意見を
持ち寄り支配人が精査

取組のポイント
ルールブックの作成中は、導入の意図や目的を正確に伝えることを意識しました。
「なぜルールブック作りに取り組んでいるのか」「なぜ、一緒に作っていきたいのか」
という意図を伝えることで、積極的に意見を出してもらうことにつながったと思います。
個々に対して伝え続けることで、「自分は認めてもらっている」と受け止められ、
自ら考えて行動するスタッフが増えました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
“自分達で作り上げた”という経験により、業務に前向きに取り組むスタッフが増えた
ように思います。「みんなの働き方」を明文化することで視野を広げて自主的に動く
スタッフが増え、報連相漏れの減少や新人教育の効率アップにもつながる等、業務が
以前より円滑に進むようになりました。誰もが働きやすい環境のために自分達で決めた
ルールを守る、という責任感が強くなったと思います。今後は積極性も磨いてもらい、

[集合セミナー］
従業員・支配人ともに
グループワークに積極的に
参加した。

人事転換があっても社員自ら進んで改善を提案できる仕組みづくりに着手したいです。

従業員の声

経営者、管理職の声

スタッフの育成に活かし
たく、各セミナーに参加
しました。実際に現場で
活用し、以前より積極的
に提案、発言が行われる
ようになりました。

セミナーに参加し仕事に対
しての意識が変わり、自社
ミーティング等でコミュニ
ケーションの取り方など、活
用することができました。
ありがとうございました。

主任
卜部 司 さん

フロント
荒井 剛 さん
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企業取組好事例

株式会社東都観光企業総轄本社
URL
所在地

ホテルマロウドチェーン

https://www.marroad.jp/
八王子市三崎町６-11

設立

2014年

従業員数

44人

▶業務の洗い出しを機に長時間労働の是正に成功！
自社の課題、取組のきっかけ
人材不足に加え離職率の高さが大きな課題となっていました。長時間労働の
実態や有給休暇の取得率の低さ等漠然と把握しておりましたが、具体的な解決
方法が分からず、労働環境の改善に取り組めずにいました。そこでまずは行動し
てみようと思い、事業への参加を決めました。

課題に対する取組内容
「長時間労働是正と休暇取得促進等に関するセミナー」から現状の把握が必要と

[個社別コンサルティング］
改善したことを活かすため、求人
票の見直し等にも着手しました。

わかり、その後コンサルティングでアドバイスを受け、従業員に『業務診断・改善
提案シート』を作成してもらいました。その結果、もっと効率化できる業務が
あること、部署内のコミュニケーションをより円滑にすることなど、具体的な
改善ポイントが把握できました。

取組のポイント
「業務診断・改善提案シート」の作成を機に、部署内では月１回のミーティング
を継続して実施し、効率的な業務の進め方について考える機会を持つように
なりました。またミーティングの実施により部署内の風通しもよくなりました。フロント
等が他部門へのヘルプも行うなど、部門を超えた接触機会を増やし、徐々に
人事交流も活発になりました。各店舗の支配人にとっても少しでも良い刺激になることを
期待し、集合セミナーへの参加も積極的に促し、ホテルマロウドチェーン全体の
意識向上に繋がればと“最初の一歩”を意識しました。

取組の前と後での変化、今後の抱負

[集合セミナー］
セミナーすべてに参加し
良い経験となりました。

改善提案シートの作成といった作業は初めてのことで、その作業だけでも個性が
表れており、生産性向上以上の発見でした。長時間労働の是正で特に著しい変化が
あったのは客室部門で、前年比約10％の削減という成果につながりました。
しかし、他の部門はまだまだです。担当コンサルタントから紹介いただいた事例
や手法を参考に、ICTの活用やワークライフバランスを考慮した働き方など実践で
きるところから積極的に挑戦していきたいです。

[出張セミナー］
各 店 舗 の 役 職 者 が 集合し、
組織力アップを図りました。

経営者、管理職の声

コンサルティングも集合
セミナーも為になることばか
り。今後は中堅や若手向けの
外部研修も活用していきたい
です。

従業員の声

仕事の進め方、無駄の省き
方等を教えていただき、
その後の実務に活かすこと
ができました。ありがとう
ございます。

副総支配人
渡辺 謙輔 さん

フロント
寺原 英 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合
団体の概要

昭和33年に設立し、東京都内のホテル・旅館事業者773社が加盟しています。
ホテル旅館業の健全な発展と、利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの
提供を促進することを目的に様々な活動を展開しています。

理事長 齊藤 源久 氏

本事業で得られた成果
少子高齢化に伴う労働人口の減少、景気動向の改善に伴い、新規の人材確保に
苦慮している現状があります。
この状況を打開するためには、生産性を向上させ、多様な人材を取り込み、従業員
が長期的に就業できる環境づくりとなる働き方改革は急務となっております。

[出張セミナー］
全従業員が参加し、チーム
ワークを高める。

本事業では、一次支援で業界の実態調査を行い、ホテル旅館業界が抱える働き方の
課題が浮き彫りになりました。続く二次支援では、その調査結果を踏まえた効果的な
数々のセミナーや個社別コンサルティングが実施されました。長時間労働是正や多様
な働き方・多様な人材活用等、ホテル旅館業界にあった働き方改革が推進できる取組
の仕方やマネジメント方法を学び、事業に参加したホテル旅館は、自社の課題を理解
し、働き方改革推進に取り組んでいく大きなきっかけとなりました。
個社別コンサルティングにて
青年部部長も知見を深めた。

今後の取組
外国人観光客は、今後ますます増加することが見込まれます。本事業での経験を
活かして、業界全体で生産性を向上させ、多様な人材（女性・高齢者・外国人）が
働きやすい環境を整備し、観光客の受け入れ態勢を整えていくことで、東京における
インバウンド市場のさらなる活性化に貢献していきたいと思っております。

サポート企業

チームビルディングの重要性を
学ぶ各部署のリーダー層

マンパワーグループ株式会社

集合セミナーやコンサルティングを中心に皆様が積極的に
取り組んでいる姿を目の当たりにし、私たちも活力をいただいてい
ました。今回ご参加いただいた企業様を中心に、ホテル・旅館業界で
現在働いている人、これから働く人にとって魅力的な環境の職場が
増えれば嬉しく思います。これからも応援しています！
担当支援員
岩﨑 智則 氏／田仲 理紗 氏
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7

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会
コンソーシアム名
サポート企業

タクシー事業コンソーシアム
アデコ株式会社

支援先企業数

29社

調査結果
①

特殊な勤務体系であり、他産業より労働時間が長く、労務管理が難しい。

②

多くの企業が歩合給であるため、乗務員が年次有給休暇を取得したがらない。

③

経営層の女性活躍推進に向けた意識は高いものの、
「女性トイレ等の設備が整備できていない」や
「男性社会である」等の理由から、具体的な取組が進まず、業界内の女性比率は４.０％にとどまる。

調査から導き出された課題・目標
① 「働き方改革」の推進に向け、ベースとなる就業規則の見直しや労務管理知識の習得。
②

年次有給休暇の取得促進に向け、賃金制度の見直しや従業員の意識改革。

③

女性ドライバー採用と定着に向け、女性を受け入れる意識や体制の構築、職場環境の整備。

本事業での取組
取組 1

就業規則改定セミナー・就業規則改定コンサルティング

働き方改革

働き方改革の推進に向け、協会が作成した「タクシー事業のためのモデル就業規則」
を基に「就業規則改定セミナー」を実施。法改正への対応だけでなく、乗務員の採用や定着
の観点からも就業規則の見直しが必要であることを啓蒙。隔日勤務や多様なシフトに応じた
変形労働時間制、年次有給休暇の時季指定や計画的付与、賃金制度（累進歩合給制と積算 多くの企業から好評をいた
だいたセミナーの様子
歩合給制）等について解説した。
「就業規則改定コンサルティング」では、就業規則の整備状況や労働条件等をヒアリング
し、年次有給休暇を取得したがらない乗務員への対応等も含め、実情に応じた改善提案や
助言を行った。その結果、25社が就業規則を見直し、働き方改革の推進に向けた取組を実施
した。

取組 2

コンサルティング風景

女性活躍推進セミナー・女性活躍推進個社別コンサルティング

女性の活躍推進

女性の活躍推進に向け、２つのセミナーを開催。「意識改革セミナー」では、制度や設備
の整備だけでなく、「個として評価する」重要性や、トップの働きかけにより男性社員の
意識と行動を改革する必要性を解説した。
「環境整備セミナー」では、
「女性が働き続けられる
職場とは？」をテーマに、他社の取組好事例の紹介や参加者による意見交換等を行った。
「個社別コンサルティング」では、女性が長く働き続けるために取り組むべきことを助 意識改革セミナーの様子
言提案。また、女性にドライバーを職業の選択肢の１つとして考えてもらえるよう「家庭
と仕事との両立」ができるサポート体制等を整え、求職者にPRする重要性等も説明した。
その結果、女性専用設備の増設・専用車両の導入や女性乗務員の相談窓口の強化、女性指導
者の育成や日勤制度、始業時間を複数設定するなどの制度整備も実施され、各企業取組が進
んだ。

環境整備セミナーの様子
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企業取組好事例

新立川交通株式会社
URL
所在地

https://www.shintachi.co.jp/
立川市栄町4-47-6

設立

1975年

従業員数

174人

▶有給休暇取得率95%以上！今年度５名の女性ドライバーが誕生！
自社の課題、取組のきっかけ
当社でも以前は女性ドライバーが在籍していたのですが、定着には至りませんでした。
そこで女性を採用し、職場に定着させていくための取組や、働き方改革に即した環境を
つくるための就業規則の見直しなど、さまざまなアドバイスをいただきたく、本事業に参加
しました。

新立川交通株式会社

課題に対する取組内容
主に、就業規則の見直しに取り組みました。多様な働き方として、新たに「日勤」の勤務
体系の導入、休職者の復職対応、有給休暇の時季指定を就業規則に規定するなど、女性の
働きやすい職場環境を整備し、PRした結果、女性ドライバーの採用を実現しました。
また、従業員全員が働きやすい環境づくりに取り組んだことで、有給休暇の取得率を向
上させました。

女 性 用ロッカールームを
新設。女性乗務員用制服
も新たに作りました。

取組のポイント
当社ではドライバーが不利にならない制度づくりへの取組を続けてきましたが、有給休
暇取得促進に向け制度を整備するだけではなく、取得を促すムードづくりも重要なポイン
トだと思います。
次に、女性の声に耳を傾け、できるところから取り組んでいくことです。当社には女
性更衣室がなかったため、応接室を更衣室兼休憩室として新設したり、女性ドライバーの制

コンサルティング風景

服選びにも女性社員の意見を反映しました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
事業開始前は女性ドライバーがいませんでしたが、事業参加後５名の女性ドライバー
採用という大きな成果を得られました。女性ドライバーが入社したことで社内が明るく
なり、コミュニケーションも活発になっていると感じます。男性ドライバーも自然と身だ
しなみに気を付けるようになりました。将来的には女性ドライバーの中から運行管理者を
育成し、女性管理職の誕生も目指したいと考えています。

合同企業説明会面談風景。
1名採用しました。

今後は女性だけではなく、男女共に働きやすい職場環境を目指し、将来を担う若年ドラ
イバーの採用にも力を入れていきたいと思います。

経営者、管理職の声

従業員の声

女性の採用や就業規則の改定

お客様からの「ありがとう」の

を実施することができました。

言葉がこの仕事のやりがいで

採 用 活 動 や 教 育 な ど 、み な

す。お客様により快適で便利な

活き活きと取り組んでおり、社内

サービスを提供できるドライ

に好影響をもたらしています。

取締役社長
清水 隆治 さん

バーになりたいと思います。

女性ドライバー
小林 珠実 さん

28

p027-030_CC2019_東京ハイヤー・タクシー協会.indd

28

2020/08/18

19:33:08

企業取組好事例

西新井相互自動車株式会社
URL
所在地

http://www.nishiaraisougo.com/
足立区梅田6-9-28

設立

1952年

従業員数

180人

▶ 就業規則改定に向けた前向きな取組。男性ドライバーの育休取得。
自社の課題、取組のきっかけ
法改正に伴う就業規則の改定等については、どこから手をつければいいのかわからな
かったというのが正直なところでした。働き方改革関連法に対応する就業規則にするには
どうすればよいのか、しっかり勉強したいと思い、本事業に参加させていただくことに
しました。

課題に対する取組内容

社屋

有給休暇の取得促進に向け、時季指定と半日の有給休暇の取得を就業規則に定めまし
た。隔日勤務の場合、１回の勤務時間で２日分の業務を遂行します。そのうちの１日分、
つまり半休を可能にすることで、有給休暇が取りやすくなると考えました。コンサルティ
ングでの社労士からのアドバイスにより、就業規則を規定することができました。また、
働きやすい環境整備、多様な働き方への対応として、男性ドライバーの育児休業取得を
推進しました。

取組のポイント
「年次有給休暇取得」については、有給休暇５日取得義務を社内に周知し続けたこと

合同企業説明会でのパネ
ルディスカッションに参加
し、タクシー業界の働き甲
斐をアピールしました。

で、従業員側にも「有給休暇は必ず消化しなければならないもの」という意識が生まれま
した。また、起算日から９か月経過しても取得しない場合は、会社と面談することで取得
率の向上につながりました。
「育児休業」については、今まで対象従業員が少なく実績がなかったため、申請方法か
らの勉強が必要でしたが、この取組で男性ドライバーが自発的に取得を希望し、復職もス
ムーズに行われたことで「タクシードライバーは、ワークライフバランスが取れる働き方 合同企業説明会で働きや
すい職場づくりをアピール
である」というロールモデルを輩出することができました。
しました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
働き方改革に関する知識を習得することで、就業規則の改定ができました。有給休暇取
得については、社長が全社員に向けて周知を続けてきた結果、これまで一切有給休暇を取
得しなかった乗務員の間にも「有給休暇５日取得義務」の認識が広まってきています。
また、男性ドライバーの育児休業取得実績は、子育て世代の求職者へのPRポイントに
もなりました。今後も多様な働き方に対応できる企業として、アピールしていきます。

管理職の声

従業員の声

以前から多様な働き方に対応

４人の子供の育児と仕事の

できる会社を目指してきまし

両立に悩み、会社に相談し、計

た。今後もより働きやすい

２回の育休取得ができ、妻の

環境整備に取組み、採用力の

サポートに努めました。対応

向上につなげていきたいと思

してくれた会社には感謝して

います。

います。

取締役業務部長
宮下 茂幸 さん

会 社の魅力を記 載し、求
職者に配布したＰＲシート

ドライバー
河口 智之 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会
団体の概要

昭和36年に設立し、東京都内のタクシー事業者の９割強を占める405社が加盟して
います。安全輸送と接客サービスの向上を柱として、
「利用者向け広報活動の展開」
「利用者利便向上対策」「交通事故防止対策」「労務管理向上対策」など様々な活動を

労務委員長 清水 始 氏

行っています。

本事業で得られた成果
労働集約型産業であるタクシー業界にとって、人材は何事にも代えがたい財産で
あります。しかしながら少子化が進み、生産人口が減少、人材不足はこの数年急速に
進み、また、乗務員の高齢化という問題も生じてきています。このことから本事業に

協 会 員 企 業 に 呼 びかける
清水労務委員長

より、人材確保に向けた体系的な取組を行う必要がありました。
支援プログラムを通じ、タクシー業界における人材確保のための雇用条件整備、
ノウハウの蓄積が確実に図られたと考えています。改めてこのような機会をいただ
き、心から感謝申し上げます。

業界の魅力発信に向け、PR
ブックを作成

今後の取組
本事業で目指した「女性の活躍推進」については、何をなすべきかは理解できまし
たが、これからが本番です。また、男性ドライバーの人材確保についても、他業種と
の競争ということでまだまだ成果は明らかになっていません。今まで学んだこと、
経験したことを基礎に、今後とも公共交通機関を支えるタクシードライバーが活き
活きと活躍できる環境整備と、創意工夫を凝らした情報発信に一層取り組んでいきたい
と思います。

女 性ドライバー「 育児・介
護 」と 仕 事 の 両 立イン タ
ビュー記事を掲載。

サポート企業

アデコ株式会社

タクシー業界の「働きやすさ・働き甲斐」のPR、働き方改革関連法に対応
するための就業規則の見直し、男性が多いタクシー業界での女性活躍推進とは
何かを考えました。有給休暇取得促進では、なかなか有給休暇を取得したがら
ない乗務員への対応方法などについても助言いたしました。事業開始前よりも
有給休暇取得率も向上しています。ワークライフバランスの取りやすい働き方
であることをよりPRされ、タクシードライバーという仕事が、多くの方の
職業選択肢の一つになるよう、期待したいと思います。

コンサルタント新 克枝 氏
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8

（一社）東京バス協会
コンソーシアム名
サポート企業

バス事業コンソーシアム

支援先企業数

28社

（一社）女性バス運転手協会、リッツMC（株）、アデコ（株）

調査結果
①

月平均所定外労働時間が46時間以上の企業が43.６％、年次有給休暇の取得率が25％以下の企業が
14.９％であり、長時間労働の是正に向けた取組が必要

②

シニア層の活用が人材確保のうえでも有効だが制度構築が遅れている

③

女性ドライバーは1.８％と僅かで、女性運転者がいる企業も半数以下

調査から導き出された課題・目標
①

所定外労働時間の削減と有給休暇取得促進の更なる取組

②

高齢者が離職せず引き続き働ける制度整備が必要

③

女性が働きやすい職場環境整備と雇用の増加

本事業での取組
取組 1

個社別コンサルティング

働き方改革

女性の活躍推進

上記調査から導き出された３つの課題を中心に、各支援先の課題と合わせ社労士等
によるコンサルティングを実施。②の「高齢者の雇用環境整備」では、65歳で嘱託勤
務を終了した運転手を、その後70歳までアルバイト雇用する取組等が見られた。体力
面、安全面を考慮し大型から小型・マイクロバスへ、日中の時間帯のみ等の勤務体系
の見直しをしたところ、他の運転士の負担も減り、①の「所定外労働時間の削減や有
給休暇の取得率」も改善された企業もあった。③の「女性が働きやすい職場環境整備
と雇用の増加」については、育児休暇等の制度整備に各社で取り組んだ。

取組 2

合同企業説明会

働き方改革

各支援先の課題に合わせコ
ンサルティングを実施

女性の活躍推進

合同企業説明会を３回（教習所２回/三鷹市市民センター１回）
実施し、延べ約250名の求職者が来場。バス運転手の魅力を掲載
した「バス業界まるわかりBOOK」
（一般版・女性版）を配布した。
参加者からは「バス運転手や企業担当者から気軽に話が聞け、
新たな発見も得られた」と好評だった。また本説明会で採用できた
企業からは「バス運転手の魅力をしっかり伝えられ、他のバス
会社との情報交換もできて良かった」という声等もあり、企業を

教習所ではバスの運転体
験ができるイベント等も
実施された。

路 線・高速・観 光などバ
ス業務の特徴が書かれて
いる。

ＰＲする良い機会になった。
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企業取組好事例

帝産観光バス株式会社
URL
所在地

http://www.teisan-bus.co.jp/
品川区東品川４-10-23

設立

1946年

従業員数

640人

▶ワークシェアを拡大して採用力と定着力をともに強化！
自社の課題、取組のきっかけ
働く人の価値観が多様化している今、貸切観光バスのドライバーが不足しており、
多様な人材の採用を強化したいと考えておりました。また有給休暇の取得が進んで
おらず、長く安心して働ける環境整備が急務となっていました。採用力向上等のアドバ
イスが受けられると知り、参加しました。

課題に対する取組内容

歴史と理念のある観光バス
会 社 の 老 舗 として、安 全
運行と帝産品質を磨き続け
ます。

コミュニケーションセミナーで人材の活かし方を学んだことで、まずは人材の活躍の
場を広げようと考え、職域の垣根を超えたワークシェアの推進に取り組みました。当社
ではこれまでも、会社のＰＲ誌作成や公式フェイスブックでの情報発信など、広報の仕
事をバスガイドが行っています。支援事業への参加を契機にして、このワークシェア
を、思い切って運転士にまで拡大することを決め、希望を募って運行計画の仕事を担っ
てもらうことにしました。

取組のポイント
「働き方改革セミナー」に参加し法改正を確認できたことで、36協定の見直しの必要
の有無など、自社の立ち位置を把握できました。自信を持ってワークシェアを推進し、
道路事情や観光情報など現場を熟知している運転手に、運行管理の仕事を任せることに
しました。スタート当初は不慣れで時間がかかることが想定されましたが、
業務習熟によ
り業務の効率化が図れ、所定外労働時間の削減につながりました。職域を超えたワーク
シェアは、周りの社員の理解を得ることがポイントだと思います。「お互いさま意識の
醸成」
「職場の雰囲気向上」による職場環境改善や職場の魅力向上の効果が大きく、結
果に結びついたと考えます。

取組の前と後での変化、今後の抱負
バスガイドや運転士が事務職の仕事をするワークシェアは、内勤者の所定外労働時間
の削減や有給休暇の消化率向上などにも効果が出ています。職域を超えて“お互い様意
識”も生まれるなど、職場の雰囲気も良くなりました。求職者から見た会社の魅力も高
まっていると思います。
運転士の業務には“身体が資本”という性格がありますが、仮に体調不良になっても
内勤業務への配置転換など、キャリアの可能性が広がるので、定着率の向上も期待でき
ます。
これからも働きやすい職場環境づくりに取り組んでいきます。

経営者、管理職の声

｢この会社に入りたい」
｢ずっとここで働きたい」
と、たくさんの求職者や
社員に思ってもらえる、
そんな職場をめざします。

働きやすい職場環境づくり
を推進するプロジェクトを
担当する大山聡さん（左）と
田中貴裕さん（右）。

バスガイドならではの視点
を 活 かして 制 作した 販 促
グッズ は 、お 客 様 か らも
好評です。

働きがいと将来の夢を持っ
て 安 心して 働 ける 会 社を
目指します。

従業員の声

先輩運転士が丁寧に指導し
てくれる働きやすい会社で
す。行き届いたサービスが
できるよう、これからも
頑張ります。

安全管理部副部長兼
東京支店総務課長
大山 聡 さん

養成中の新人運転士
三賀 裕 さん
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企業取組好事例

東京シティ観光株式会社
http://tokyocity-bus.jp/

URL

大田区平和島５-８-12

所在地

設立

1999年

従業員数

130人

▶ 女性、外国人が活躍する職場づくりを実践！
自社の課題、取組のきっかけ
現在の就業規則は一般的な情報を参考にして作られており、曖昧になっている点が
ないか、バス業界の事情に詳しい専門家に点検してもらい、必要なことは見直したいと
考えていました。また、女性や多様な人材が働きやすい環境づくりに向けてアドバイスが
欲しかったので、支援事業に参加しました。
社員がこれまで以上に安心
して働ける職場になるよう
取り組みを進めました。

課題に対する取組内容
就業規則は社労士コンサルタントのアドバイスをもとに、働き方改革関連法に則った
ものとして改訂しました。そのほか、時間外・休日勤務申請書や入社時誓約書といっ
た、各種の書類を整えることもできました。
女性の活躍推進ということでは、ダイバーシティを推進し、女性や外国人も積極採用
をしました。また、業務シェアで全体の業務量を効率よくこなしていくためにも、運転
士と事務職を兼ねる多能工としての採用も行いました。

取組のポイント
現在２人の女性が勤務。一人は多能工として入社しており、大型二種免許は取得して
いましたが運転の実務経験がなかったので、会社として初めての勤務体系を取り入れま
した。またもう一人は外国籍の女性です。日本で仕事をすることに対する熱意や人柄を
大いに評価し、採用しました。

有 給休 暇 取 得の義 務 化の
対応については、規定を整
備し、運転士に合わせて一人
ひとり計画を立てた結果、
2 019 年末までに有 給休 暇
取得率10 0％を達成できま
した。

多様な人材を採用するうえで肝心なことは、杓子定規に求職者を評価しないことだと
思います。当社は「入りやすくて働きやすい会社」を目指しており、採用面接ではその
人の足りないところを探すのではなく、いい面を見つけることに集中しています。

取組の前と後での変化、今後の抱負
労務に関する各種規定を時代にあったものに改訂できたので、これを社員が安心して
働ける職場づくりに活用していきます。この支援事業に参加したことで、雇用をめぐる
最新情報に触れることができ、意識も随分変わりました。
採用難の昨今、バス業界から人を募るだけではうまくいきません。未経験者、女性、
外国人など、この業界に関心を示してくれた全ての人を対象にする必要があります。そ

大 学 新卒運 転 士の加 藤 卓
巳さん。
「この会社でバスの
運転を仕事にしたくて入社
しました。ダイバーシティな
ど会社の柔軟な考え方に共
感しました。

のためにも、時代性を踏まえた雇用環境や、多様な人材を温かく迎え入れる職場の理解
醸成と雰囲気づくりに努めていきます。

経営者、管理職の声

自社の現状にあった各種制度
を整えることができました。
色々な人が活躍できる、生き
生きとした職場をめざし
ます。

従業員の声

本社総務部長兼
大井営業所長
原 誠一 さん

外国人の私も働きやすい職場
です。事務職社員も大型２種
免許を持っていて、乗務員の
仕事に理解があるのもうれし
いです。

運転士
康 恩周 さん
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代表

（一社）東京バス協会
団体の概要

昭和40年に設立し、令和２年１月１日現在で都内のバス事業者101社が加盟して
います。主に、会員バス事業者の健全な事業の発展とバス利用者の利便性の向上に
努めるとともに、バス案内センターの運営やシルバーパス事業の実施、バス走行環境の
改善、各種支援事業など様々な事業を行っています。

本事業で得られた成果
運転手の確保は喫緊の課題であるにもかかわらず、募集はハローワークや求人情報
誌への依頼に留まっておりました。そこでSNS等を活用した募集や採用後の人材育
成を個社別コンサルティングで学び、合同企業説明会で求職者のニーズの把握、求人
広告の見直し等を行った結果、応募と採用が増え人材を確保できました。また、採用
後の人材育成、定着等に役立つ「コミュニケーションセミナー」
「個社別コンサル」
で、社員の目線に立った職場環境の改善等ができ、
「会社の雰囲気が変わった」との
声も頂いております。本事業で各社が働き方改革、女性活躍に取り組んだことによ
り、所定外労働時間の削減、女性運転士の採用人数増加、高齢者が働きやすい制度整
備等の成果が生まれ、雇用環境全体の改善に繋がることができたと思います。

合同企業説明会の様子

今後の取組
改善されつつありますが、ドライバーの高齢化は進み、今後10年以内に多くのベテ
ランドライバーが退職となる現実が迫っているため、引き続きバス業界は「労働力の
確保」に取り組んでまいります。
「バス業界まるわかりBOOK」を持って学校訪問や、
「合同企業説明会」で、公共交通機関としての重要な役割やバス業界の魅力等を積極
的に伝えていきます。また、本事業で得られた好事例、先行事例を協会員専用ホーム
ページにアップするなど広報充実に努めていきます。必要不可欠である人材育成の
観点からは、資格取得支援（大型二種運転免許）も重要であると考えます。
今後は協会として本事業で得られた知識を普及させ、バス業界の発展に貢献して
まいります。

サポート企業

働き方改革セミナーの様子

リッツＭＣ株式会社
（一社）女性バス運転手協会

女性バス運転手採用セミナーにおいて、バス運転手全体の約２%しかいない女性バ
ス運転手の採用促進に向けて、採用のノウハウや他社の成功事例を採用担当者に共有
し、今後の女性運転手採用活性化に貢献することができたと自負しております。
また、バス運転手の確保という共通の課題がありながら、横のつながりが少なかっ
たバス業界において、採用担当者が参加するバス営業所見学ツアーを開催し、他社の
好事例を直接見聞きできる機会を創出し、業界全体で社会的課題に向き合う第一歩を
作ることができました。

サポート企業

常務理事
遠藤 恭弘 氏

事業所見学ツアーにて

アデコ株式会社

平成28年度「団体課題別人材支援事業」から複数年バス事業様を担当させて頂きま
したが、支援先企業様から「労務関連や雇用環境が整い、採用・定着も安定し、今が
一番良い状態です。本当にありがとうございました」というお言葉を貰えて、とても
嬉しく思っております。本事業で実施されたことを大いに活用し、１社でも多く雇用
環境整備を確立され「事業に参加してよかった」と思っていただけることを期待して
います。

ソリューションセールス課
支援員 鈴木 理恵子 氏

34

p031-034_CC2019_東京バス協会.indd

34

2020/08/18

19:33:52

9

（一社）日本在宅介護協会
コンソーシアム名
サポート企業

在宅介護コンソーシアム
（公財）介護労働安定センター

東京支部

支援先企業数

25社

調査結果
①
②
③

人員不足により、業務負荷が偏り、残業が慢性化している。年次有給休暇取得率も低い。
女性・高齢者・非正規職員が多いが、各種休業制度の運用率や柔軟な勤務体制の導入率が低い。
女性が多いが、ライフイベントに即した環境整備やキャリア形成支援の取組が遅れている。

調査から導き出された課題
①

業務分析やICT機器導入等により業務効率を上げ、職員が対応できる業務を拡大し、業務を平準化する。
「働き方改革」や「女性の活躍推進」に取り組んでいることをアピールし、人材を確保する。
② 年齢や性別、雇用形態に関わらず、誰もが安心して働き続けられる環境を構築する。
③ 女性が働きやすい環境整備やキャリア形成を支援する。

本事業での取組
取組 1

介護事業者＆特定社会保険労務士による
取組事例紹介＆ポイントレクチャーセミナー

働き方改革

調査において、
「他社の取組を具体的に知りたい」という声が多かったことから、①～③
の各課題に合わせ、
「介護事業者＆特定社会保険労務士による取組事例紹介＆ポイントレク
チャーセミナー」を開催。
①では「ＩＣＴ活用による業務効率化」
、②では「雇用形態別の就業規則」
、③では「くる
みんマーク取得に向けた取組」等について、介護事業者から事例を紹介した。
特定社会保険労務士からは、取り組むうえで必要な法律や制度等についてポイントを解説
した。アンケートでは、「自社内で前向きに検討する材料になった」などの声が寄せられ、
大変好評だった。このセミナーをとおして、①を受講した19社中14社が業務効率化を図り、
②を受講した16社中13社が労働環境を整備した。また、③を受講した15社中10社が女性の活
躍推進に向けて取り組み、魅力ある職場環境の構築につながった。

取組 2

合同企業説明会
（WEaLシゴトCafé）

働き方改革

女性の活躍推進

セミナーの様子

女性の活躍推進

働き方改革や女性の活躍推進への取組を求職者へアピールし、人材確保に繋げることを目
的に、合同企業説明会を実施。
介護業界を知らない方にも介護の仕事の魅力を知っていただけるよう、リラックスして
参加できる合同就職フェスをコンセプトに開催。会場をカフェにする、認知症ＶＲ体験や脳活
性化メソットシナプソロジー体験等のイベントを行うなど、企画や雰囲気づくりを工夫し
た。また、企業向けに「求人票の書き方」のレクチャーを行い、求職者向けに「介護の仕事
の魅力セミナー」を実施する等、より有意義なイベントにするための活動も合わせて実施。
その結果、２回の開催で143名の方にご来場いただき、22名の面談・施設見学に繋げること
ができた。
就職フェスの風景
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企業取組好事例

ケアライフサービス株式会社
URL
所在地

https://kodaira-athomecare.com/
小平市小川町２-1987-102

設立

2006年

従業員数

26人

▶企業理念やメンター制度を見直し、職員の意欲・生産性を向上！
自社の課題、取組のきっかけ
働き方改革に取り組む必要性は感じているものの、具体的にどのように取り組めばい
いのかイメージができませんでした。アットホームでスタッフがいきいきと楽しく実力
を発揮できる環境をつくり、人材採用や人材育成につなげたいと考え、本事業に参加し
ました。
事 業 所 であ る 小 平 アット
ホームケアサービスの外観

課題に対する取組内容
幹部の運営会議で、働き方改革を進めるには基本理念と方針について、共通認識を
持ってもらい、事業所内の意識や雰囲気を変えることが大切だという声が上がり、約３
か月かけて、所長と各管理者を中心に会議で確認し合い、法人全体の意識統一に向け、
理念と方針を盛り込んだマニュアルを作成しました。
合わせて、既に導入していたメンター制度の浸透に向け、管理者や責任者が学び直す
機会を設けました。制度を理解したうえで実践する人が増えたことで、事業所内の
コミュニケーションが活発になり、様々な問題解決に繋がりました。

取組のポイント
企業理念について、職員が興味や意識をどれほど持っているのか自体が不安でした
が、
「企業理念の認識について改めて共通の解釈を持ってもらいたい」とそのまま伝え
たところ、実は、職員みんなが同じように必要性を感じていたことが分かりました。
役職を超えた事業所内のコミュニケーションの重要性を改めて認識しました。
メンター制度の浸透では、「そもそもメンター制度って何？」や「改めて学びたい」
という声が多かったため、研修を実施しました。担当する管理者以外にも多くの職員に
も受講してもらうため、外部で受講するのではなく、自社内で受講できるように外部
講師を呼び、職員が参加しやすい環境を整えるなどの工夫をしました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
企業理念を見直したことで、スタッフが自発的、意欲的に環境改善に取り組む意識が
芽生えました。運営方針の周知徹底により、職員全員の意欲が高まり、職場の雰囲気が
大変良くなったと感じています。特に、責任者や管理者の意識向上が目覚ましく、率先
してリーダーシップを発揮し、ミーティングを実施するなど、職員全体の意識向上に大
きく寄与してくれています。
また、メンター制度を実践することで、役割分担や課題に対する姿勢が変わりまし
た。様々な取組により、コミュニケーションの質が向上し、課題解決に自発的に取り組
めるチームが形成され、生産性向上にもつながったと感じています。

経営者、管理職の声

リーダークラスだけで決め
て、トップダウンするのでは
なく、問題点や課題を素直に
みんなに発信し、一緒に考え
て行動することの大切さを
学びました。

メンター面談の様子
若手をサポートし、社内のコ
ミュニケーションを活 性化
させるためのメンター制度
を、出前講習を活用して浸
透させました。

全体会議の様子
企業理念を職員全体で共有

従業員の声

訪問介護管理者
白鳥 さん

メンター制度を学び、会社だけでな
く私自身にとってもプラスになる
制度だと思えました。職場内のコミュ
ニケーション意識も高まり、各自が
「会社の雰囲気を変えていこう！」
という明るい兆しが見えました。

サービス提供責任者
望月 さん
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企業取組好事例

株式会社日野福祉サービス
URL
所在地

https://itp.ne.jp/info/133107777100000899/
日野市豊田３-34-３-１階

設立

1999年

従業員数

112人

▶ 働きやすい職場づくりに取り組み、有給休暇取得率の向上を実現！

自社の課題、取組のきっかけ
働き方改革への取組や女性が働きやすい環境づくりには、これまでも取り組んできま
したが、人材不足により、職員の負担が増えていることが課題でした。人材確保に向け
て、採用活動の見直しや人材の定着が進むように、有給休暇取得率向上など職場の環境
改善に取り組みたいと考えていました。
社屋

課題に対する取組内容
まず、セミナーで紹介された取組事例を参考に、責任者とスタッフのコミュニケー
ションツールとしてＩＣＴの導入を検討し始めました。並行して業務分担の見直しを
行い、生産性向上を目指しました。また、女性が働きやすい環境を整えるため、女性管理
職候補者へのヒアリングによる課題抽出や女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
の策定等に取り組みました。これらの取組を踏まえ、業務の説明が中心となっていた
求人情報を働くスタッフ目線の内容に見直し、募集を開始しました。

ICT導入に向けた打合せの
様子

取組のポイント
女性の活躍推進に向けて、女性スタッフ一人ひとりと育児と仕事の両立について面談
の機会を設け、勤務形態などをできる限り調整しました。面談を通じて、女性が多く
働く業種であるため、女性の声を多く取り入れることで、働きやすい職場になることを
改めて認識することができました。
求人においても、育児や介護の隙間の時間でも働けるよう、休日や勤務時間が調整
可能であることをアピールし、魅力的な職場と思ってもらえるような工夫をしました。

取組の前と後での変化、今後の抱負

女性管理職候補者との面談
女性の声を取り入れること
ができました。

業務分担の見直しに取り組んだ結果、有給休暇取得率を50％から74.４％へ引き上げる
ことができました。引き続き、生産性向上のためのＩＣＴ機器等の導入、短時間勤務制
度の導入などの労働環境整備を進めます。また、求人内容を見直したことで正社員１名
の採用に繋がった成果を活かし、えるぼし認定マーク取得を進めるなど魅力ある企業で
あることを求職者へアピールし、人材不足解消に繋げていきたいと考えています。
求人票の見直しを検討
企業の魅力をＰＲ

従業員の声

経営者、管理職の声

女性の活躍する業種である
為、女性の意見を取り入れる
ことで職場全体の意識が変わ
り、組織力の強化につながり
ました。

代表取締役
小野 弘子 さん

女性管理職の登用に取り組ん
でいることで、私たちの意見
も、より発信しやすくなりま
す。皆で協力して業務に取り
組めるようになり、私生活も
含めて安心して働けると思っ
ています。

デイサービス相談員
中村 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について
代表

（一社）日本在宅介護協会
団体の概要

平成21年に設立し、東京都内の在宅介護事業者70社以上が加盟しています。主な活動
として、民間事業者の代表機関として行政当局への提言活動や、経営者や従事者に
対する研修、情報の提供等、介護サービス事業の健全な発展と事業基盤の確立、安定化を
図るため、様々な事業を展開しています。

協会活動の様子
（介護経営研究合宿）

本事業で得られた成果
業界として大きな課題である「人材確保」に向けて、働きやすい環境を整え、企業の
人材採用・定着力アップを推進する支援を実施しました。
まず、
〈労働環境整備編〉
〈生産性向上編〉〈女性活躍推進編〉の３つのテーマでセミ
ナーを行い、その内容を取り入れながら、個社別コンサルティング等を活用して、就業
規則や賃金規定の改定、管理者層をはじめ職場全体のコミュニケーションの向上、個人の

コンソーシアム事務局
プロジェクトチーム

スキルアップ等に取り組んでいただきました。さらに、その成果を求職者へアピール
することで、人材確保に繋げるため、就職フェスを開催しました。リラックスして参加
できる雰囲気づくりを工夫したことで、多くの未経験者の方に来場いただけ、「今まで
視野になかった介護に興味が持てた」等の声があがるなど各社の採用促進だけでなく、
業界のイメージアップにも寄与できました。
また、ICT導入、介護ロボット活用について準備や検討を始めた企業も多く、本事業
を通じて、業界内の生産性向上の取組を推進できたと思います。
総合的に支援メニューを組み合わせることで、個人、チーム、組織へ働きかけること
ができ、魅力ある職場づくりや働く人のモチベーションアップに繋がるきめ細やかな
支援ができました。
WEaLシゴトCaFEは
業 界のイメージアップに
繋がったと好評でした。

今後の取組
本事業での取組内容や成果を（一社）日本在宅介護協会のホームページに活動報告と
してまとめました。引き続き、団体の活動を通じて、業界内の多くの企業に本事業での
成果を展開することで、企業の人材確保における一助となる様に努めてまいります。

サポート企業

（公財）介護労働安定センター

東京支部

介護労働安定センターは厚生労働省所管の公益財団法人です。東京支部をはじめ
とする全国47都道府県の支部において、介護事業者の事業遂行支援を目的とした
専門家による個別相談や関連セミナー等の開催、及び介護人材育成のための介護労働
講習の実施等を推進しております。本事業において東京支部は、個社別コンサル
ティングや介護職向けの各種研修等を実施させていただきました。今後も当支部で
実施している「専門家による無料相談」等により、継続的に都内介護事業者の事業
支援を行っていきたいと考えております。

初任者研修における演習風景
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（一社）日本デイサービス協会
コンソーシアム名
サポート企業

日本デイサービス協会コンソーシアム
マンパワーグループ株式会社

支援先企業数

25社

調査結果
①

煩雑な事務処理や付随業務が多く、所定外労働時間15時間以上の企業が半数を超える

②

教育プログラムの充実度やリーダー層の教育体制が整っていない

③ 「女性の働きやすい環境整備」について全体の７割が取り組んでいるものの、制度面等で見直しが必要

調査から導き出された課題・目標
①

事務処理及び付随業務の簡略化

②

資格取得や自律的な行動指針の策定、リーダー層の「管理能力向上」などの教育プログラムの充実

③

柔軟な勤務体系の実現や育児支援等制度面の整備・運用のさらなる推進

本事業での取組
取組 1

所定外労働時間の削減・女性活躍推進に向けた
個社別コンサルティングの実施

働き方改革

女性の活躍推進

所定外労働時間の削減に向けては、事務処理及び付随業務
の簡略化や社内コミュニケーションの促進による業務の効率
化が必要なことから、個社別コンサルにおいて現行業務の棚
卸やフローの見直し、平準化を実施。目標の１．４倍の企業が
所定外労働時間の削減（前年比）を実現した。また既に多く
の女性が活躍している業界ではあるが、就業規則の見直しや
キャリアパス規定の構築等、より働きやすい環境整備を目標
とした８社のうち６社が取り組んだ。

取組 2

業 務 の 効 率 化 に 向 けた 女 性 活 躍 推 進 キャリア
現状の分析
パ ス 教 育 で は 、キ ャリ
ア を高 め る 為 に 必 要 な
役 割 等 を 学 んだ 。

従業員のスキルアップによる生産性の向上に向けた
合同セミナーの実施

働き方改革

業 界 の 生 産 性 向 上 を 図 る に は、 現 場 で 働 く 従 業 員 に 対 し
ノウハウ や ス キ ル を 教 え る リ ー ダ ー 層 の 育 成 や 教 育 プ ロ グ
ラ ム の 充 実 が 必 要 で あ る こ と か ら、 介 護・ 福 祉 業 界 に 精 通
した講師による合同セミナーを計８回に渡り実施。リーダー
シ ッ プ 教 育、 研 修 設 計、 モ チ ベ ー シ ョ ン 管 理 手 法 な ど 幅 広
い視点からの合同セミナーを実施、延べ19社が参加した。

グループワークで課 題に
対して意見交換

リー ダー 層 の 育 成 教 育
課題解決を学んだ。
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企業取組好事例

株式会社ゴルディロックス
URL
所在地

https://goldirocks.co.jp/
板橋区仲町38-３ コープエンリッチ１階

▶生産性向上への道
管理職の成長が職場環境を変える

設立

2013年

従業員数

74人

スタッフを変える

自社の課題、取組のきっかけ
設立以来、順調に店舗も増やし、売り上げも伸び、採用活動にも力を入れて
きました。しかし、近年は離職者が続出。残ったスタッフの負担も大きくなり、
ミスやトラブルが絶えないなど、悪循環に陥っていると感じていました。業務の
効率化や生産性向上を図るために、今一度、盤石な組織を構築する必要があり、
そのためにはまず管理職の成長が不可欠だと考えました。

問題 解決能力アップを目指し
た管理職たち。写真手前は
假谷美香コンサルタント

課題に対する取組内容
コンサルタントと協議し、管理職の「問題解決能力アップ」を最優先の取組と
しました。管理職は毎回のコンサルティングで問題解決手法やリーダーシップ、
コミュニケーションスキルを学び、並行して、それらを現場の生産性向上に関する
課題発見、解決に活かすという学びと実践、修正を継続しました。

取組のポイント
管理職が学んだのは、問題解決手法やファシリテーションスキル、コミュニケー

チームミーティング。管理職の
ファシリテートによってスタッフ
の強みが引き出される。

ション理論です。まず実践したのは管理職が聞く姿勢を変えること。そしてチーム
内で学んだ手法を丁寧に実践し、問題解決に取り組みました。また一人ひとりを深
く知り、配置の変更や業務フローの見直しにも着手しました。各チームで今まさ
に起きている、あるいは長い間手つかずのままだった課題解決に役立てることが
できました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
各種書類の発送作業に毎月30時間を費やしていたチームが、昨年秋には24時間

コンサルティングでは将来あり
たい姿も整理した。

もの短縮に成功し、６時間で終えるようになりました。それぞれが取り組んで
いるケースを持ち寄っての議論や、喜びや苦しみ、夢を語り合うことを通して、
一層の信頼関係を築きました。管理職の成長がスタッフの意識と行動の変化を導き
出したのです。自社の成長、従業員の成長に対しての責任を持つ貴重な機会と
なりました。
今後も管理職を先頭に皆で助け合い、協力しながら人として組織として成長し
続けたいと思います。

経営者、管理職の声

一年間通して、多数の学びがあった
と感じています。
理解していても行動できない事が
多いことを再認識させていただく、
いい機会となりました。

浸 透 さ せ た い の は「 O n e
Team」の精神。管理職がけん
引していく。

従業員の声

現場での意見と経営者、管理者
目線の違いを感じることができ
ました。目標達成するための取組
方法を学ぶことはとても有意義な
時間でした。

代表取締役
龍嶋 裕二 さん

管理者
池田 健 さん
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企業取組好事例

株式会社ミライブ
所在地

東京都品川区大井７-３-15

設立

2018年

従業員数

15人

▶ 就業規則やキャリアパス制度の整備で働きやすい職場の実現へ
自社の課題、取組のきっかけ
創業１年目、職員一人ひとりにとって働きやすい職場をつくっていきたいと
考えていました。働きやすい職場とは安心して長く勤められ、常に成長できる
環境であること。そうした想いを自社らしい形に表すにはどのように働き方改革に取
り組めば良いのかわからず、支援を受けることにしました。

創 業 一 年 、「小さいながらも
光っていける会社」が目標

課題に対する取組内容
コンサルタントと相談をし、就業規則や賃金規定の整備、階層ごとの役割や
昇格の基準等を明確化したキャリアパス制度を策定、導入しました。また就業規則の
要約版と経営理念や行動指針を記載した「職場のルールハンドブック」を作成し、
職員全員に配付することができました。

ディスカッション中の三村代表
取締役（写真中央）と中山伸雄
コンサルタント

取組のポイント
ハンドブックには就業規則の中でも「労働時間管理」や「各種手当」など、
職員にとって日常的に関わってくる部分を抽出しました。これは職員に安心感を
与えられたのではないかと思っています。また、３年後、５年後、10年後と中・長期を
見据えたキャリアパス制度の設置は、職員のやりがいや成長につながるものと
願っています。

全体会議でコンサルティングの
情報共有

取組の前と後での変化、今後の抱負
ハンドブックの作成により創業時の思いを形にすることができました。職員
からは「キャリアパス制度で目標ができた」という声も上がり、そうした職員の
気持ちを更に後押しできるよう、企業としての体力をつけていくつもりです。
また所定外労働時間は昨年より減らすことができ、働きやすい環境の整備も進める
ことができました。今後は自社に合う人材の採用にも力を入れていきます。

経営者、管理職の声

「好事例発表会」で発表を行う
三村代表取締役

従業員の声

当社の理念は「一人の人を徹して

コンサルティングに同席して

大切に」です。他者と違う多様性が

人事制度の難しさと大切さを改め

あり、互いの差異を認め合うこと。

て感じました。自分の強みを活か

社員、利用者、家族、会社、地域

し目的意識が生まれたことは大き

社会の五方良しがミライブの想い

な前進です。

です。

代表取締役
三村 千栄子 さん

石田 麻美 さん
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本事業で得られた成果、今後の取組について

（一社）日本デイサービス協会

代表

団体の概要
2014年に「リハビリ・デイサービス協会」として設立。その後、より多くの
通所介護事業所間の連携・情報交換を図り、サービス品質の向上につなげることを
目的に、
「日本デイサービス協会」と名称を変更しました。会員企業に対しての
研修や情報の提供に加え、持続可能な介護保険制度の確立と豊かな超高齢社会の

理事長 斉藤 正行 氏

実現に向けた政策立案・提言なども行っています。

本事業で得られた成果
個社別コンサルティングでは、業務や職務の分掌に取り組み、ムダやムラを
なくして時間短縮・効率化を実現した法人が目立ちました。階層別の研修や
教育プログラムの構築を通し、事業所全体の組織力、底上げにつなげたり、女性や
多様な人材はもちろん在籍するスタッフが安心して働ける環境を整えた法人も
ありました。
また、そうした働き方改革を推進するための仕組みや仕掛けをはじめ、
人材の採用、育成・定着に関するさまざまな情報は、全19回にわたった合同
セミナーでも度々提供されました。事業終了後、各法人が自走する際に役立てて
くれることを願っています。

個社別コンサルティングや
合同セミナーなどの様子

今後の取組
政府は、少子高齢化と労働人口の激減と同時に、ライフスタイルが多様となる中で、誰もが安心できる
社会保障制度の再構築に向け、全世代型社会保障検討会議を開催し、社会保障制度の仕組みを抜本的に見直す
方針を打ち出しました。今後、福祉・介護経営者や管理職も、時代の流れと制度改革の行方を正しく理解し、
労働人口減少社会の中、生産性の向上を実現することは急務の経営課題となっております。
そうした意味で、今回の「団体別採用力スパイラルアップ事業」は、福祉・介護業界にとって大変有意
義な事業でした。今後も当協会より、「働き方改革」や「女性活躍推進」に取り組み、魅力ある職場をつく
り、業界全体の“人材確保”に対する情報発信を行ってまいります。

サポート企業

マンパワーグループ株式会社

本事業では多くの法人様に積極的なご参加をいただくことができ、支援事業者
としては非常にうれしく思っております。合同セミナーのグループワークでは
業界ならではの悩みや課題に対して積極的に意見交換をいただくなど、事業運営
側としても多くの「気づき」を得ることができました。皆様の熱心な取組に感謝い
たします。

事務局運営メンバー
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雇用環境整備課

事業案内 （人材確保・雇用環境整備）

各事業の詳細は、ホームページ等をご確認ください。
令和2年度8月現在の情報です。

人材確保支援事業
～企業の「人材確保・人材活用」に関するお悩みや課題解決をサポートします！～
■人材確保相談窓口
専任の相談員が、採用活動に関する様々なお悩みやご要望をお伺いし、労働市場の現状や採用活動に関する
基礎知識等の助言を行います。
■外国人材採用専門相談窓口
外国人材の採用や活用に関して課題の洗い出しや助言、他機関における支援サービスの情報提供等を
行います。
■セミナーの開催
人材確保に不安や悩みを抱える中小企業を対象に、「中小企業ならでは」の人材確保策等についてセミナーを
開催します。
【東京都が実施する「採用コンサルティング支援」のご案内】
「採用コンサルタント」が企業を訪問し、採用に関するお悩みの課題解決に向けたアドバイスを行う等、
コンサルティングを実施し（最大５回）
、
「採用力向上」を支援いたします。

企業による保育施設設置支援事業
～企業による保育施設の設置を支援します！～
■企業内保育施設設置相談窓口
対象：子育て中の社員が働きやすい職場環境づくりに向け、都内に企業内保育施設設置を検討する中小企業等
のご担当者
■「企業主導型保育施設」共同利用情報の提供
都内の「企業主導型保育施設」の従業員枠等の空き枠情報を募集し、ホームページで情報提供しています。
■保育施設設置に関するセミナー・企業見学会の開催
【セミナー】

企業内保育施設設置の事例紹介や、国（内閣府）及び東京都の「企業主導型保育施設」設置に
関する助成金制度等についてご説明します。

【企業見学会】 企業内保育施設を設置している企業を訪問し、企業の経営者等から保育施設設置のメリットや
運営における注意点等についてご説明します。
■共同利用推進セミナー・共同利用マッチング会の開催
【セミナー】

企業主導型保育施設や共同利用の仕組み、他の企業が設置した企業主導型保育施設を共同利
用するメリットや好事例をご紹介します。

【マッチング会】 共同利用先を募集中の都内の企業主導型保育施設と、都内の企業主導型保育施設の共同利用
を検討中の企業とのマッチングの場を提供します。

企業主導型保育施設設置促進助成金
～「企業主導型保育施設」を整備する企業を応援します！～
子育てをしながら働きやすい職場環境を整備する事業主を支援するため、東京都内において国（内閣府）の企業
主導型保育事業により保育施設の整備に取り組む事業主に対し、その開設にあたり必要となる備品等の購入経費
を助成します。【最大375万円支給

助成率３/４】
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テレワーク導入促進整備補助金

はじめてテレワーク

～「テレワークのトライアル導入」を応援します！～
東京都が実施するテレワーク導入コンサルティングを受けた中堅・中小企業等を対象に、テレワークをトライア
ル導入するための環境構築及び制度整備に対する補助金を支給します。
【最大110万円支給

補助率10/10】

テレワーク活用・働く女性応援事業
■テレワーク定着促進助成金 【最大250万円

助成率2/3】

～
「テレワークの定着・促進」を応援します！～
「新しい日常」の働き方であるテレワークの定着・促進に向け、テレワーク導入に取り組む都内中堅・中小
企業等に対し、テレワーク環境整備に係る費用を助成します。
■女性の活躍推進助成金 【最大500万円

助成率２/３】

～「女性の職域拡大」を目的とした職場環境の整備を応援します！～
女性の職域拡大等を目的として、女性の割合が少ない職種等に積極的に女性を新たに採用・配置する計画の
ある都内中小企業等に対し職場環境の整備に係る費用を助成します。

働くパパママ育休取得応援奨励金
～育児休業を取りやすい環境づくりを応援します！～
■働くママコース 【定額125万円支給】
従業員に１年以上の育児休業を取得させ、就業継続を可能とする環境整備を行った中小企業等に奨励金を
支給します。
■働くパパコース 【最大300万円支給】
男性従業員に育児休業を連続して取得させ、育児参加を促進した企業等に奨励金を支給します。

介護休業取得応援奨励金
～介護休業を取りやすい環境づくりを応援します！～
従業員に連続する31日以上の介護休業を取得させ、就業継続を可能とする環境整備を行った中小企業等に
奨励金を支給します。【定額50万円支給】

働き方改革支援事業
～「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」を支援します！～
東京都は「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」制度を創設し、長時間労働の削減や年次有給休暇等の取得促進に
向けた取組を推進しています。
■働き方改革助成金【最大40万円支給】
宣言企業が新たに導入した制度について、計画期間中に助成要件を満たした利用実績があった場合に、助成金
を支給します。
■専門家による巡回・助言（宣言後の取組をフォローアップします）
専門家が宣言企業を訪問して、宣言後の取組状況を確認し、働き方・休み方の改善に関する助言を行います。
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