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はじめに

　（公財）東京しごと財団では東京都と連携し、「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。令和元年度からは 

２期目として、新たに９団体に「働き方改革」と「女性の活躍推進」を軸に

業界団体を通じて都内中小企業の人材確保に向け、支援いたしました。

　今期は新型コロナウィルス感染症拡大の影響もあり、一部の支援をリモー

トに変更するなど、社会情勢に応じ実施いたしました。所定外労働時間削減

や有給休暇取得促進といった長時間労働の是正、また多様な人材が自らの個

性や能力を発揮し安心して働き続けられる環境の整備など、人手不足の解消

に向け各企業が取り組みました。

　本事例集では業界団体と支援先企業が抱える課題に対し、業務遂行に欠か

せないポイントや方法、また具体的な取組により得られた成果などをご紹介

しています。人材確保における課題解決の端緒となれば幸いです。

　　令和３年８月

（公財）東京しごと財団 雇用環境整備課
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人材ビジネス会社など

業種別業界団体
「働き方改革」や「女性の活躍推進」
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（公財）東京しごと財団

専門家 調査・計画の助言

○ 「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

○ 支援先企業の選定

○ 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

コンソーシアム（企業体）

・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

業界内中小企業

事業スキーム

団体別採用力スパイラルアップ事業の概要

令和元年度選定（支援期間：令和元年７月16日〜令和３年３月31日）

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、９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。

＜委託先業界団体：９団体＞

　・（一社）東京都建築士事務所協会	 ・（一社）高齢者住宅協会

　・東京都石油業協同組合	 ・（公社）東京グラフィックサービス工業会

　・（一社）東京都中小建設業協会	 ・（一社）日本アパレル・ファッション産業協会

　・東京都塗装工業協同組合	 ・（一社）日本こども育成協議会

　・東京都美容生活衛生同業組合

事業実施結果

　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。
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支援先企業数支援事業実施状況

事業実施結果

7%

34%
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20%

　　▪５人以下　

　　▪６～20人　

　　▪21～50人　

　　▪51～200人　
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17社

76社

38社
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45社　
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24%
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5%
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 21〜50人
16%
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26%
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14%

	 	 　　働き方改革　　女性の活躍推進

支援事業数　　　　　			107 項目　　	54 項目

支援事業実施回数　		１,297 回 　 	401 回

　※「働き方改革」「女性の活躍推進」では重複事業あり

＜働き方改革支援事業例＞	

・長時間労働の是正セミナー	　・個社課題別出張研修	

・マネジメント向上セミナーとコンサルティング	

・人事評価制度コンサルティング	　・PR	動画制作	等

＜女性の活躍推進支援事業例＞	

・女性の継続就業とキャリア形成セミナー

	・女性従業員座談会		・女性の活躍推進コンサルティング	等

計225社

［従業員数別支援先企業数（内訳）］

○有給休暇取得促進
　（９団体が取り組み４団体目標達成）

働
き
方
改
革

取
組
内
容

就業規則の全面見直し

役職者や管理職から取得促進の声掛けの実施

「月次」「年次」取得計画表の作成やカレンダーの活用で可視化

94	社中	68	社で有給休暇取得日数・取得率増加

○女性の活躍推進
　（８団体が取り組み４団体が目標達成）

取
組
内
容

女性管理職候補へ研修実施

社内で産休・育休に関する説明会の実施

法定を上回る育児休業日数を整備

63	社中	49	社で女性の活躍推進の取組実施

○所定外労働時間削減
　（８団体が取り組み６団体目標達成）

働
き
方
改
革

取
組
内
容

課題を洗い出し、業務を平準化

規程の整備によりテレワークを促進

勤怠管理アプリの導入により残業時間の可視化

147	社中	118	社で所定外労働時間削減

〇人材確保の状況

取
組
内
容

短時間正社員制度の導入

定期的な面談により意見交換の場を増やし、定着率の向上

多様な人材に向けて働きやすさを	PR	した求人票の作成

支援先企業	225	社のうち	167	社で計	9,009	名採用

 5人以下
2%

6〜20人
45%

 21〜50人
18%

 51〜200人
25%

 201人以上
10%

 5人以下
2%

6〜20人
27%

 21〜50人
17%

 51〜200人
28%

 201人以上
26%
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１

女性の活躍推進

働き方改革

働き方改革

長時間労働是正への取組

多様な働き方、女性活躍推進に向けた取組取組２

取組１

本事業での取組

長時間労働是正に向けて 11 社に対してコンサルティング
を実施。問題点を洗い出し、短時間勤務、フレックスタイム、
勤務間インターバル等、柔軟な雇用形態や制度について解説。
社内への是正勧奨の内容やタイミングなどについても提案し
た。残業許可申請の実施や専門分野に特化した裁量労働制の
導入につながった企業もあった。

また、図面作成の効率化と高度化を実現する 3DCAD（BIM）
を始めとした OA スキルアップ講座を実施。スキルアップに
より、17 社で業務効率向上につながった。

テレワークの導入等に向け、全 24 社でテレワーク規定、
機器導入についてのコンサルティングを実施。内 16 社で導
入や規定の整備につながった。

また、「女性の活躍推進セミナー」では女性特有のライフ
ステージにおける企業のあるべき姿勢、キャリアパスや有効
な制度について解説。５社でキャリアパスの策定等が完了。
また、女性の活躍推進に着手した企業の内５社で女性の前年
度採用数が増加した。

① 所定外労働時間 30 時間超の企業が半数以上あり、有給休暇取得も少なく、長時間労働である。 
② 在宅勤務制度への関心は高いが、導入できている企業は１割程度と少ない。
③ 女性比率は２割。女性建築士がいない企業は半分を超え、男性中心の意識風土が根強い。

個社別コンサルティングでは各社が 
個別に抱える労務環境の改善について
検討を進めた

セ ミ ナ ー は 協 会 事 務 所 か ら      
WEB で配信

OA スキルアップ講座
では、各社の業務用途
に合わせたツールのス
キルアップを実施

真剣な受講態度に講師の解説に
も熱が入る

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 生産性向上に向け、意識改革や労務知識の習得、業務の見直し、スキルアップ等に取り組む。
② 在宅勤務制度を中心に、柔軟で多様な働き方の導入に向け、制度の構築、運用手法の習得に取り組む。 
③ 経営層の意識改革や女性のライフステージに合った制度の導入・運用を推進する。

コンソーシアム名 建築士事務所協会コンソーシアム

サポート企業   アデコ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

（一社）東京都建築士事務所協会
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自社の課題、取組のきっかけ

取組の前と後での変化、今後の抱負

取組のポイント

企業取組好事例

一級建築士　M さん経理運営担当　Y さん

専門家のアドバイスで職場にフィットした就業規則に

一級建築士事務所あとりえ
https://atolie.com/URL

育 児 休 業 期 間 を ア ド バ イ ス に
従って２年に延長したことで、
時代にフィットした就業規則に
改善することができました。現
在、男性スタッフが長期育児休
業を取得しています。

小規模な設計事務所では、就業
ルールが曖昧な職場も多い中、
紙だった当社の就業規則をファ
イル化して共有フォルダに格納
したことで、気軽に確認できる
ようになりました。

代表のとりやまあきこさん

CAD 講座を受講したスタッフの 
スキルアップもできました

Web コンサルティング風景

柔軟な働き方にも対応し
やすくなり、家族と過ご
す時間も増えました

これまでにも、全員が働きやすい環境となるように様々な取組を実践してきま
したが、就業規則は一般的な書式を自分なりに修正しながら使っていました。労
働環境の見直しや、業務の効率化を通じて生産性向上を図る機会を模索していた
ところ、協会から声をかけていただき、課題解決に繋げる一つの手段としてこの
事業への参加を決めました。

一般的に設計事務所の働き方に対して過酷な労働環境のイメージが強いものだ
と思いますが、社内の共通ルールである就業規則を、法的な裏付けに基づいて適
切でわかりやすい形に整備、明示することができました。既存のスタッフにも、
これから新しく入る方に対しても、自社がコンプライアンスに対して誠実な姿勢
であることを見せることで、安心して気持ちよく働ける環境であることをアピー
ルできるようになったと思います。

事業では専門家の目線でチェックを受けながら、自社の就業規則を全面的に見
直しました。

テレワークは既に実務レベルで導入済みでしたが、この機会に勤務規定の見直
しにも着手し、在宅勤務の対象者の適性や頻度についても明示するとともに、 
セキュリティガイドラインの整備も実施しました。

課題に対する取組内容

就業規則の見直しは「うちの事務所にフィットするかどうか ?」という視点で
アドバイスを受けながら整備を進めました。特に服務規定の章においては、労働
時間や休息時間、休日・休暇などを提示するだけのものにとどめず、とかくタブー
視されて曖昧な表現になりがちな解雇・懲戒の項目にも着目し、自社特有の事由
を盛り込むことによって、就業規則が「あとりえスタッフとしてやってほしいこ
と、やってほしくないこと」の認識を従業員と共有するための有効なツールに成
り得ることを学び、オリジナルのルールを加筆する形で改正しました。

経営者、管理職の声

所在地   東京都台東区千束 2-4-2 加藤ビル 2 階　　 設立   2006 年　　 従業員数   5 人

従業員の声
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企業取組好事例

自社の課題、取組のきっかけ
会社がある程度の規模になってきたら、社員の働き方について専門家に相談し

ようと考えていました。しかし、取り組むタイミングを逃し、何もせずに今に至っ
てしまいました。そんなことを考えていた矢先、協会からこの事業についての案
内をいただき、働き方改革を進めることになりました。

課題に対する取組内容
もともと月毎の残業は多くなかったのですが、勤怠管理は社員任せだったので、

社員が業務の繁忙を理由に年次有給休暇を取得しにくいという実態がありまし
た。また以前から従業員の働き方の選択肢を増やしてプライベートを充実させ、
能力に応じた適正賃金を支給したいと考えていたところ、事業のセミナーで裁量
労働制についての説明を受け、この働き方が当社にマッチしているとの確信に至
り、制度の導入に取り組みました。

取組のポイント
制度の導入が経営者と従業員にとって最適な選択となるよう、まず裁量労働制

に関する見識を深める必要がありました。レクチャーを受けた担当コンサルタン
トは、経営者と従業員の立場をフラットな目でみながら、中立な立場で話をして
おり、労使がお互いに納得して導入に踏み切るための参考になりました。

制度や規則の導入は、経営者が従業員に対して一方的に押し付けるものではな
く、お互いにとってどのやり方が良いのか ? という視点でしっかり話し合いをし
ながらルールを作り上げていくことが重要だと思います。

取組の前と後での変化、今後の抱負
この事業を通じて制度の導入に必要な条件について整理でき、2021 年 4 月に

は建築士の有資格者を裁量労働制へ移行する予定です。現状で従業員の反応は良
好です。

導入後は制度を良い意味で一定の責任感や自信につなげ、いざとなれば自由に
時間が使えるという気持ちのゆとりや自身の成長につながるような方向で活用し
たいと考えています。また今回の裁量労働制の導入をきっかけに、今後は女性建
築士の活躍も積極的に推進していきたいと考えています。

有限会社ヒロ空間企画
https://www.hiro-inc.co.jp/URL

制度の導入にはお互いの立
場を尊重することが重要だ
と話す代表の小野博文さん

事務所へ訪問しての状況ヒアリング

WEB コンサルティングの様子

今後は女性建築士の活躍を積極的
に推進していきたいです

所在地   東京都杉並区方南 2-12-18 多田ビル４階　　 設立   2000 年　　 従業員数   10 人

設計職
AM さん

取締役
佐々 伸子 さん

働き方の選択肢を増やすため、裁量労働制を採用

労使協定の見直しはこれまでの
働き方を見つめるよいきっかけ
になったと思います。ムダを省
き効率よく仕事をする努力を皆
でしていきたいです。

制度の採用は自社の強みを踏ま
え、競合他社と比較したときに
優れた点を明らかにする取組に
繋がると考えています。

経営者、管理職の声 従業員の声
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アデコ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 （一社）東京都建築士事務所協会

経営者の英断と TOP ダウンによる宣言が、社内の働き方改革と女性の活躍を
飛躍的に推進させます。企業経営者の思いをいきいきとした言葉で反映させ、
法令に則って最新化された就業規則は、労使が互いの立場を尊重した働きやす
い職場環境作りに繋がるということを、本事業を通して再認識しました。

支援員　石田 健治 氏

サポート
企業

昭和 23 年に設立。建築士法に基づく、建築士事務所の業務に係る内容の適正化、
その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行
う指導、勧告等を行っています。

団体の概要

事業では「働き方改革と女性の活躍推進 基礎編」「多様な働き方推進」「長時
間労働是正」「女性の活躍推進」をテーマとして、セミナーとコンサルティング
を実施しました。一級建築士資格を持ち、業界独自の働き方や風土を理解した社
会保険労務士が講師、コンサルタントを担当。中小規模の事務所が応用可能な事
例を交えた解説は、参加各社が個別に抱える課題解決に有効でした。

また、ワーキンググループ主導で開設した WEB サイトでは、業界最新の取組
などを紹介、さらに本事業での好事例をまとめた「取組事例集」を発刊したこと
は、現在休職中の有資格者や将来的に業界を目指す若年人材へ向けた業界の魅力
発信につながりました。

本事業で得られた成果

働き方に関わるワーキンググループは次年度も設置し、「小規模事務所」に焦
点を絞ったサポート方法の確立や体制づくリに取り組んでいきます。さらに企業
経営については「マネジメント支援センター」と連携して働き方改革への取組を
強化していきます。

また、復帰人材の活用は、引き続き業界のマンパワー確保のために必須であり、
男女を問わない多様な働き方への取組を推進していきます。その一つとして女性
が自信をもって管理職（経営者）を目指せるよう、業界の意識を改革し、社会気
運の醸成を支援することも業界団体に求められていると考えます。

建築設計業界は企業規模の幅が大きく、小規模企業では独力で実施できる範囲
にも限界があるため、これに向けた効果的な支援を検討していきます。

今後の取組

会長　児玉 耕二 氏

業界の魅力発信サイトの開設

本事業での好事例企業８社の取組
をまとめた「取組事例集」

運営ワーキンググループの積極的
な活動が裏方として事業を支えた
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２

女性の活躍推進

働き方改革

働き方改革

長時間労働の是正に向けた取組

多様な人材活用・多様な働き方の導入に向けた取組取組２

取組１

本事業での取組

コンサルティングでは適正な労務管理に向けたマネジメン
ト層教育や業務改善などに取り組んだ。合同・出張セミナー
では「組織の生産性を高める業務効率化を実現する仕事術」・

「業務効率化のための部下指導・育成チーム管理」などを実施。
円滑なコミュニケーションにより社内で共通の認識が生ま
れ、課題の改善や解決を加速することができた結果、17 社
で所定外労働時間の削減となった。

参加した 10 社のうち５社で、アルバイトら非正規従業員
の正規雇用化に向けた取組として、評価制度の改訂やその後
の教育体系、キャリアパス設計など、多様な人材活用を目的
とした制度や環境づくりが実施された。また４社で女性活躍
の推進を目的とした教育プログラムの整備等を実施し、求人
書類にその内容を PR するなど、女性の積極的な採用に向け
取り組んだ。

① 人材不足によってシフト組みができず、所定外労働時間が発生し、有給休暇の取得も進んでいない。
②  若年層の非正規社員の割合が高く、離職者が多い。
③ 業界内の女性従業員は２割と少なく、家庭との両立を理由にした離職も多い。

現場作業の効率化や組織体制の
見直しに取り組んだ「個社別コ
ンサルティング」

多様な従業員の意欲向上につな
がる評価制度を検討した

オンラインにより多くの店舗マ
ネージャーが参加した「出張セ
ミナー」

従業員の成長を支援する仕組み
の構築について熱心に議論

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 長時間労働の是正に向け、業務の棚卸・効率化、シフトの見直し、マネジメント層の教育に取り組む。
② 非正規社員を含む若手社員の育成体制の構築や、多様な人材が働きやすい勤務体系等を整備する。
③ 女性のライフスタイルに合わせた制度導入や、女性が活躍できる体制の整備に取り組む。

コンソーシアム名 東京都石油業協同組合コンソーシアム

サポート企業   マンパワーグループ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

東京都石油業協同組合
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取組の前と後での変化、今後の抱負

取組のポイント

課題に対する取組内容

自社の課題、取組のきっかけ

企業取組好事例

従業員の声経営者、管理職の声

統括マネージャー
梨子下 孝宏 さん

代表取締役社長
奥田 洋史 さん

アルバイトのやりがいに応える環境整備  次世代リーダーの育成に向けて

株式会社 ソニックス
http://www.so-nix.co.jpURL

これまでは販売面に着目しがち
でしたが事業参加を通して、会
社としてあるべき姿、従業員を
育てる、定着について考えるこ
とができました。引き続き、望
ましい形を作っていきます。

教育体系の整備により、スタッ
フのやりがい、技術やサービス
の向上につながり、自分の役割
や責任が明確になると思います。
魅力のある会社にしていきたい
です。

都内に SS 拠点など 7 店舗を運営

コンサルティングでは人材の育成、
確保について議論を重ねました

採用活動のあり方を改めて見直し
ました

サブマネージャーを対象にオンラ
インで研修を実施しました

若者を中心に「労働」や「働き方」についての意識や価値観が変わる中、時代
の波に乗り遅れないよう自社の労務環境を点検し働き方改革を推進したいと考え
ていました。そのためには所定外労働時間の削減が必要でした。経営側は残業代
をきちんと払っているから問題ないという甘い考えがあり、従業員側も残業手当
も固定給の一部のような感覚になっていました。

出張研修では、サブマネージャーを対象に組織力の強化に向けたリーダーシッ
プの取り方やコミュニケーションの仕方について実施しました。マネージャーの
負担軽減のための補佐はもちろん、アルバイトのロールモデルになってくれるこ
とを期待しています。またコロナ禍の影響で他業種からの応募者が増えましたが、
これに満足することなく今回学んだ「育てる視点」で、正規・非正規すべてのス
タッフにとって働きやすい、またやりがいのある職場環境づくりに今後も丁寧に
取り組んでいきます。

「長時間労働の是正」に向けた個社別コンサルティングでは、残業削減の施策
を検討した結果、負担の大きいマネージャーを補佐できる、将来のマネージャー
候補の確保が急務だということが分かりました。アルバイトから正社員という
キャリアパスはありましたが制度化できておらず、採用段階から求職者に提示で
きるものを目指し議論を重ねました。また「多様な働き方の導入に向けたセミ
ナー」で聞いた正社員の副業・兼業についてコンサルティングで検討し、実施す
ることにしました。

キャリアパスについては、入社から店長職までのおおよその道筋ができ、今後
ステップアップに必要な教育、取得すべき資格を明確にしていくことになりまし
た。これまで人手不足は欠員の補充で解決できるという考え方でしたが、コンサ
ルタントのアドバイスにより「育てる視点」を持ち、キャリアパス制度を導入し
たことを求人票に掲載し、採用活動に役立てるように修正しました。

所在地   江東区南砂 1-5-12　　 設立   1998 年　　 従業員数    66 人
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企業取組好事例

経営者、管理職の声 従業員の声

自社の課題、取組のきっかけ
業務の効率化など長時間労働の是正に向けたリーダー育成、また従業員の定着率向

上が課題でした。ここ 10 数年で組織が拡大し、従業員数も増えたため、マネジメント
の限界を感じていました。これまでのトップダウンの組織運営から、ボトムアップ型、
自律型に変更したいと考えていました。

課題に対する取組内容
自律型組織にするためには幹部候補となる人材が主体性を持ち、リーダーシップを

取れるようになることが不可欠でした。コンサルティングではコンサルタントと相談
し、査定に重点を置きがちだった人事評価制度を改め、キャリア形成につながる意識
改革や行動変革が図られるよう、新たに教育・育成制度を構築しました。

また、従業員の定着や労働時間管理などに大きな役割を担う現場リーダーを対象に、
管理マネジメント力とコミュニケーション能力向上に関する出張セミナーを実施しま
した。

取組のポイント
人事評価制度の構築には幹部社員を巻き込みました。評価項目一つ決めるにもまず

は全員が意見を述べ、相違があれば議論を重ね、全会一致になって次に進むという方法 
を取りました。先輩幹部社員との意見交換では、未来の自分がどのような幹部となるの 
か具体的にイメージし、今後どのようなキャリアを積むことが必要か考察しました。制
度を自分達で作ることで責任が生じ、実際の運用段階でも主体的に取り組む様子が見ら
れました。

「出張セミナー」では円滑なコミュニケーションを通して得られる成果、リーダーと
してのあり方、考え方を学びました。セミナー後、各店舗に戻りリーダー達が学んだ事
を実践した結果、現場で働くスタッフの離職率改善につながりました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
「人材育成型」評価制度の構築を通し、幹部社員の自覚や責任感が高まり、日頃の言 

動にも変化が生まれました。現場リーダーへも良い影響を与え、教育の土壌をつくるこ
とができたと言えます。約 1 年間の学びが日々の業務で具現できたことから、全社員 
の平均所定外労働時間は昨年より 10.5 時間削減できました。評価制度の実質的な運用 
はこれからですが、人材採用の基準としても有効なものができました。今後は幹部社員
らが主体性やリーダーシップをますます発揮し、多様な人材が活躍する組織をつくって
いきます。

株式会社高橋商店
https://www.takahashi-group.co.jp/URL

所在地   大田区羽田旭町 12 番 5 号　　 設立   1963 年　　 従業員数   64 人

平和島 SS サブマネージャー
佐藤 潤一さん

代表取締役
高橋 成紀さん

幹部社員に主体性が根付いたこ
とが大きな収穫でした。自発的・
自律的に解決できる人材が増え
ることで、会社が成長できると
期待しています。

リーダー研修を受講し、メンバー
をよく理解して、その能力を最
大限に発揮させることを考えて
いくのがリーダーの役割だと分
かりました。

自律型組織を目指して 幹部社員らによる「人材育成型」評価制度の構築

大田区内で SS を 2 店舗展開

人材育成型評価制度を幹部社員ら
でつくりました

現場リーダーに向けた「出張セミ
ナー」を実施

「好事例発表会」では、参加企業
を代表して高橋社長が成果の共有
を行ないました
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マンパワーグループ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 東京都石油業協同組合

支援プログラムの回を重ねるごとに、皆さんの「取組に対する熱心さ」が増し
ていくのを実感いたしました。事業の終盤には「参加して良かった。またこの事
業があれば参加したい」とのお声をいただき、支援員として関われたことをうれ
しく思います。

支援員　嶽山 道子 氏

サポート
企業

昭和 27 年に設立。組合員が社会的貢献を果たすために必要な事業を行うこと
を目的とし、石油製品等の共同受注や、組合員の事業経営および技術の向上、知
識の普及をはかるための教育、情報の提供を行っています。

団体の概要

一次支援では「長時間労働の是正」や「多様な人材の活用」における優先課題
が調査・分析により明確になりました。二次支援では、個社別コンサルティング、
また合同セミナー・出張セミナーでの専門家による助言や情報提供を受けました。
アドバイスを参考に各社が課題に取り組んだ結果、不要な残業時間の削減や有給
休暇取得日数の促進など、業務の効率化等による長時間労働の是正につながりま
した。またアルバイトの正社員化等、制度の構築や多様な人材の活用事例も多く
創出することができました。リクルーティング動画制作では、単に動画を作るだ
けでなく、制作過程の意見交換を通じ、組織風土や働きやすさなど、動画撮影に
参加した各社が自社の強みを再確認する機会にもなりました。

本事業で得られた成果

事業の締めくくりに開催された「好事例発表会」では、7 社が取組の成果や新
たに明らかになった課題、さらに今後の具体的な取組や目標を発表しました。組
合としても本事業によって得られた成果を、複数のソーシャルメディアを通じて
全組合員と共有してまいります。今後の人材確保、育成などについては反響の大
きかったセミナーを参考にし、重要な役割を担う店舗マネージャーなど階層に応
じた教育を継続的に受けられる機会の提供など、様々な視点から支援していく予
定です。

人口減少による市場の縮小、脱炭素社会の到来など、業界を取り巻く環境は今
後ますます変化していきます。顧客にも、従業員にも選ばれる企業・業界となる
ため、一層精進してまいります。

今後の取組

理事長　矢島 幹也 氏

「リクルーティング動画」制作で
は、自社の働きがいと働きやすさ
を掘り下げ、PR しました

働き方改革を加速させるため、 
各社がマネージャーを対象とした
教育を実施しました

参加企業 21 社、オンラインで 
開催された「好事例発表会」
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３

女性の活躍推進

女性の活躍推進働き方改革

働き方改革

「働き方改革のためのチームマネジメントセミナー」
「女性活躍推進セミナー」

「個社課題別コンサルティング」
「個社課題別出張研修」取組２

取組１

本事業での取組

コンサルティングや研修を実施する前に、管理者層を対象
に「働き方改革」に取り組む必要性の啓蒙と、労務管理の知
識習得やマネジメント力の向上を目的として「チームマネジ
メントセミナー」を実施。また、業界内で既に女性の活躍推
進に先駆的に取り組む企業から講師を招き、女性技術者が活
躍する様子など具体的な取組事例を紹介する「女性活躍推進
セミナー」を実施した。

各社の課題に沿った目標①〜③に向け「休暇取得促進」や
「所定外労働時間削減」など５種類のコンサルティングと、「職

場マネジメント」や「世代間コミュニケーション」など５種
類の出張研修を実施した。両支援に取り組んだ結果、支援先
25 社のうち、月間平均残業時間５時間減は９社、年次有給
休暇平均取得１日以上増加は 14 社、若年層の採用または離
職防止１人以上は 15 社の達成となった。

① 現場に出る施工管理職の所定外労働時間が多く、有給休暇取得率が向上しない。
② 従業員の高齢化が進み、若年層が少ない。若手採用ができても、４年目以降の定着率が悪い。
③  女性技術職の採用に取り組みたい企業は 25% あるが、受け入れ体制がわからない企業が多く、
　 技術職の女性比率は 3.2% と低い。

取組事例紹介から「働き方改革」
の重要性を学ぶ

経営層向けに実施した「個社課
題別コンサルティング」

多くの企業が参加した「女性活
躍推進セミナー」

管理職・従業員向けに実施した
「個社課題別出張研修」

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 所定外労働時間削減や、有給休暇取得促進に向け制度導入等、環境整備に取り組む。
②  キャリアパスの構築、スキルレベルの明確化、スキルアップ支援に取り組み、若年層の定着を図る。
　 世代間のコミュニケーション、部下への接し方など、管理職向けの研修が必要。
③ 女性技術者の受入・定着の体制整備に向け、取組を検討する。

コンソーシアム名 中小建設業採用力スパイラルアップ事業コンソーシアム

サポート企業   アデコ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

（一社）東京都中小建設業協会
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従業員の声経営者、管理職の声

企業取組好事例

総務部係長
正野 陽介 さん

代表取締役
足立 裕介 さん

今までの慣習を変え、ワークライフバランスを意識

足立建設工業株式会社
http://www.adachi-tokyo.co.jpURL

業界 PR 動画は、社内外の反響
が大きく、特に若手社員にはい
い影響があり、自覚と誇りを持
ち仕事に取り組む様子が見られ
ます。

研修では思ってもいなかった新
しい発見がありました。客観的
な視点で物事を捉えることの大
切さを教わりました。

数年前、品質上の大問題が発生。要因のひとつに「オーバーワーク」があげられま
した。時代に合わせた働き方をしなければいけないと強く感じ「５ヵ年計画」を遂行、
社内改革を進めていく中、この事業を知り参加を決めました。

自社の課題、取組のきっかけ

今回取り組んだ結果、所定外労働時間削減は前年比 25% 減となりました。これから
も様々な研修を通してベテラン世代の意識改革と無意識な思い込みを無くし、客観的
に物事を伝えられる、社内風通しの良いコミュニケーションを図っていきたいと考え
ています。またワークライフバランスが取れた職場環境の構築と女性従業員の比率を
現状よりも引き上げ、女性技術者の採用も行う予定です。時代に合った会社経営を行い、
従業員が当社で働くことを誇りに思ってもらえるよう、行動していきます。

取組の前と後での変化、今後の抱負

「所定外労働時間削減コンサルティング」では残業時間を部門毎でグラフにして可視
化する方法、「有給休暇取得促進コンサルティング」では計画的な取得に向け会社が後
押しする方法など、コンサルタントから様々な提案を受け、実施に向け検討しました。

「個社課題別出張研修」では職場マネジメント研修を実施、管理者 31 名が参加し、
部下への指示の出し方や話の聴き方などを学び、自分を俯瞰する機会を持つことがで
きました。

その他「採用活動コンサルティング」では働き方改革に向けた取組の PR 不足を実感、
ホームページ掲載の手法を学び更新頻度を増やしました。また、「業界 PR 動画」に若
手社員が参加したことは、業界全体で働く若手社員の活躍を伝える内容となり、社会
貢献できた実感を得られました。

課題に対する取組内容

コンサルティングでは個人の業務負担軽減のため時間管理や業務分担を行い、若手
社員のワーキンググループを作り「チーム編成」を取り入れました。

職場マネジメント研修受講後は、管理職の周りに対しての配慮や指示の出し方に変
化が現れ、「上手く伝わった」「若手の考えていることが理解できるようになった」など、
管理職者の成功体験につながりました。

取組のポイント

所在地   豊島区東池袋 3-7-9　　 設立   1962 年　　 従業員数   170 人

足立敬吾常務が中心となりブース
設営を工夫した「業界PRイベント」

多数の学生が「業界 PR イベント」
でブースを訪問

管理職に変化が見られた「個社課
題別研修」の様子

縁の下の力持ちとして働く若手社
員がクローズアップされた「業界
PR 動画」
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経営者、管理職の声 従業員の声

企業取組好事例

自社の課題、取組のきっかけ
人材を採用しても短期間で退職してしまうため、離職を防ぎ定着率をあげるにはど

うすればよいか、課題意識を持っていました。従業員がより働きやすい職場環境を整
えることや社員研修の実施により、定着率向上の改善策が見いだせるのではないかと
考え、事業への参加を決めました。

課題に対する取組内容
長時間労働の原因が技術者個人の業務過多だったため、「個社課題別コンサルティン

グ」では増員した女性事務職員と業務の分業化を図り、業務が軽減されました。
また世代間コミュニケーションをテーマとした「個社課題別出張研修」は、全従業

員の参加を必須としました。研修前にはアンケートを実施し、世代間にどのような壁
があるかを調査、準備をしました。

その他「業界 PR イベント」での発表に向け、コンサルティングでは福利厚生の充実
など、企業アピールできる項目の見直しを図りました。またその内容を自社 HP に掲載
しました。

取組のポイント
女性事務職員は分業化により現場と事務所を往来し、一般事務職だけでなく施工管

理の事務作業に従事しました。この取組は新たな業務に着手、活躍の場が広がり、女
性活躍推進を後押しする形となりました。

全員参加の出張研修はスケジュール調整が大変でしたが、グループワークで皆が率
直に意見を出し合い、ベテランと若手社員の世代間にある違う感覚や価値観に気づく
ことができました。また従業員からは「研修が楽しかった」という意見も聞くことが
できました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
本事業で長時間労働の是正が進み、有給休暇平均取得日数は前年比 2 日増、所定外

労働時間も 58% 減となりました。また離職率は前年比５% 削減されました。研修で学
んだ「話の聴き方」を現場で実践している従業員の姿も見受けられます。今後は事務
員の継続採用と共に、女性活躍推進に向けた専門的知識の習得や技術者のサポートな
どの OJT 中心の研修も併せ、従業員の育成に着手したいと考えております。

更なる定着率向上のために引き続き働きやすい環境作りに取り組んでまいります。

東京機工土木株式会社
http://www.tkd-con.jpURL

「給料・休日・希望」の新 3Kを募
集要項に掲載し求職者へアピール

所在地   青梅市駒木町 3-580-3　　 設立   1952 年　　 従業員数   22 人

技術管理部
藤本 芽久美 さん

代表取締役社長
塩野 文夫 さん

事業継承の観点からも定着率を
向上させ、従業員が安心して働
ける会社づくりを継続していき
ます。

PR のスピーチを考え、「自社の
強み」を見直すことができまし
た。今後は、専門知識を習得し
幅広い業務に活用したいです。

働きやすい環境を作り、定着率を向上させる

出張研修ではフィッシュボーン
チャートを使って分析、研修理解
を深めた

「業界 PR イベント」では藤本さ
んが 2 分間スピーチを担当

夏には屋上で花火も眺められる本
社社屋
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アデコ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 （一社）東京都中小建設業協会

「働き方改革・女性活躍推進」はとても難しい課題でしたが、支援企業の皆
様が熱心に取り組まれた結果、様々な成果が得られました。本事業で習得され
たことを次年度以降も継続され、若手人材・女性技術者など多様な人材の確保
ができますよう、期待しております。

事業責任者　小林 広征 氏

サポート
企業

（一社）東京都中小建設業協会は、昭和 48 年創立、都内中小建設業者約 150
社が加盟しております。東京都、各関係機関への要望活動や意見交換会を行い、
中小建設業の処遇改善に取り組んでいます。近年、協会あげての採用活動や、入
職後の育成にも力を入れて、業界全体で人材確保への取組を行っております。

団体の概要

団体別採用力スパイラルアップ事業受託にあたり、当協会では「スパイラルアッ
プ事業委員会」を立ち上げました。委員会では、課題に対してより効果的な支援
内容になるよう、また建設業の魅力を若い世代の方々に伝えるべく検討を重ねま
した。女性活躍推進については、先進的な取組をしている会員企業に講演を依頼
し、貴重な取組内容を共有して頂けたことで、各社が自社ではどのような取組が
できるかを具体的に考える機会となりました。業界 PR ビデオの制作過程では、
今後我々はどのような面から建設業をアピールしていくべきか再認識することが
できました。また、協会としては初めての規模となる学生向け業界 PR イベント
を開催できたことも大きな成果となりました。

本事業で得られた成果

「働き方改革」「女性の活躍推進」について、中小企業が独自にはなかなか着手
できていなかった課題に対して、本事業を通して解決への道筋が見えてきました。
これまでの環境を変えるのは容易いことではありませんが、今後は若手に選ばれ
る業界、そして働き手にとって魅力ある業界であり続けることを目指して邁進い
たします。事業効果を業界全体に波及して課題への意識を高めると共に、協会で
実現できることを見出し、本事業で得た経験や知識をもって解決へ一歩ずつ着実
に進んでまいります。

今後の取組

会長　山口 巌 氏

スパイラルアップ事業委員長
鳥越 雅人 氏

「業界 PR イベント」で学生が 
企業ブースを訪問する様子

入社後のキャリアパス、仕事のや
りがいを伝えた「業界 PR 動画」
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４

女性の活躍推進

働き方改革有給休暇取得促進に向けたセミナーとコンサルティング

女性従業員の働きやすい職場環境整備に向けた
座談会・セミナー・コンサルティング取組２

取組１

本事業での取組

「経営層向け働き方改革推進」や「管理監督者向け教育マネジメ
ント」のセミナーを実施、働き方改革に取り組むメリットや、労務
知識などを解説した。

「労働時間管理コンサルティング」では従業員自身が有給休暇の
取得を意識し管理できるように、勤怠システムの導入やカレンダー
の活用など可視化したことで、工期の合間や夏季休暇・年末年始と
合わせ連続休暇にするなど、計画的な取得が促進した。また経営層
トップからの声掛けを積極的に行った企業もあり、計 14 社で前年
に比べ有給休暇取得率の向上となった。

女性の働きやすい職場環境整備のために女性従業員だけで座談
会を実施。塗装業界で働く女性の職場環境はどうか、会社にサポー
トしてほしいことは何かなど、女性の視点から問題・課題を抽出し、
グループワーク形式で活発な意見交換が行われた。具体的な解決策
などは業界内で共有し、継続的な取組が必要であるとわかった。

女性活躍推進のためのセミナーやコンサルティングでは、コンサ
ルタントから女性が家庭と仕事を両立するためには男性従業員の意
識変革が重要であること、企業側ができるサポート体制などの取組
のポイントを解説し、計 10 社が制度整備に取り組んだ。

①  内勤者は有給休暇取得ができているが、施工管理職は現場作業の都合による休日出勤も多く、有給休暇 
取得がなかなか進まない。

② 若手育成は、現場での指導が中心。若年層の離職が多く高齢化も進んでいる。
③ 女性従業員比率は 16%。女性の育成・定着を妨げる要因として「男性中心の職場」と回答した企業は６割。

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 生産性の向上や有給休暇取得促進、施工管理者のスキル向上に取り組む。
② 管理者層・育成担当者の教育、新人用のマニュアル作成、人事評価制度の整備に取り組み、定着率を向上する。
③ 女性が働きやすい風土の醸成、職場環境の整備に取り組む。

コンソーシアム名 塗装業事業コンソーシアム

サポート企業   アデコ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

東京都塗装工業協同組合

労働時間管理コンサルティング
風景

有給休暇計画表を作成した

女性従業員座談会の風景 女性継続雇用総合コンサルティ
ング風景
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企業取組好事例

従業員の声経営者、管理職の声

リニューアル課
中村 遥さん

総務部長
山本 耕市さん

チャレンジの先に企業の未来像がある

東海塗装株式会社
http://www.tkip.jp/URL

現場リーダー５人がセミナーで
習得したことは、普段、私たち
が伝えるよりも何倍も効果があ
りました。

「女性従業員座談会」に参加して、
他社の女性社員の方といろいろ
な話が共有できていい経験にな
りました。

自社の課題、取組のきっかけ
塗装業界は人材の獲得が難しく、労働環境に問題があるイメージを持たれています。

そのイメージを払拭し、魅力ある企業にするためには、誰もが働きやすい労働環境を
作ることは急務と考えていました。「企業の強さは人が全て」社長の信念のもと、若手・
女性・外国人など幅広いニーズに応えられる組織づくりへのチャレンジに向け、事業
に参加しました。

今回女性社員の活躍する環境の整備に取り組んだことをきっかけに、若手社員の業
務や職場コミュニケーションの見直しにもつながりました。2021 年４月入社予定者の
うち３名が女性技術者ですが、新卒、女性社員の定期的な採用にとどまらず、対象を
外国人実習生にも広げ、ダイバーシティを目指し、適切な人材がバランスよく揃った
強い企業を作っていきます。また導入予定の新しい人事評価制度とともに、働きやす
い環境を作り上げ、業界全体のイメージアップにも貢献したいと思います。

取組の前と後での変化、今後の抱負

若い世代が働きやすい環境づくりを学ぶため「管理監督者向け教育マネジメントセ
ミナー労務管理編」「同コミュニケーション編」に、各部門からリーダークラスの従業
員５名が受講しました。

また女性の活躍の場が広がる環境を整備するために「女性活躍推進セミナー」「女性
継続雇用総合コンサルティング」、また生の声を拾う「女性従業員座談会」に女性施工
管理者２名が参加、「入社早々にひと通り学べたことは大きかったです」「普段から要
望など言わせてもらってはいましたが、社外の人と話せて悩みは一緒で安心できまし
た」といった意見が聞けました。

課題に対する取組内容

取組のポイント
リーダーも現場にいると自分をプレーヤーとして見てしまうことが多いため、セミ

ナーを通して管理者としての職務や役割を再確認した結果、自分の話し方の傾向や若
い社員の見えていなかった部分が顕在化し、改善に向け学んだことを実践していきま
した。

また、本事業では女性のための職場環境整備の取組をはじめ、ほぼすべての支援に
積極的に参加しました。人事評価コンサルティングでは「数字にこだわり過ぎず、ヒ
アリングをしてモチベーションが上がるようになる評価シート」の作成にも着手しま
した。

所在地   大田区池上 5-5-9　　 設立   1951 年　　 従業員数    91 人

魅力ある企業づくりが急務と語る
奈良間剛社長

現場で活躍する女性施工管理職

５人のリーダーはコミュニケー
ション力の向上と部下への接し方
を習得

若い力は一企業だけでなく業界の
イメージ向上に寄与
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企業取組好事例

経営者、管理職の声 従業員の声

自社の課題、取組のきっかけ
求人を出しても応募者がほとんどなく、採用した社員も試用期間で辞めてしまい、

慢性的な人手不足に悩まされていました。どうやって解決したら良いのかいろいろと模
索する中でこの事業を知り、事業名にある「採用力」というキーワードにも魅かれ、手
を挙げました。

課題に対する取組内容
「労働時間管理コンサルティング」ではコンサルタントからすぐに労務管理の改善を

すべきとのアドバイスを受け、社長自らが従業員に有給休暇取得促進の声掛けをした
他、有給休暇の計画付与を実施しました。

また「人事評価制度コンサルティング」ではシンプル且つわかりやすい、具体的で
管理しやすいフォーマットの提示を受け、自社でも評価シートを作成したいと思うよ
うになり、今後、労務管理の制度化と並行して導入できるように取り組みました。

この他「女性継続雇用総合コンサルティング」では女性ならではの視点、色彩のセ
ンスやオフィスのリフォームなど、自社には女性が活躍できる場が多くあることがわ
かり、女性施工管理士の採用に向け準備を始めました。

取組のポイント
支援プログラムの多くは、課題に沿ったセミナーの受講後、同じ目的でのコンサル

ティングを受けるように組まれ、自社の問題や課題など内容を一度整理してからアド
バイスを受けられたことで高い効果を得られました。

また他の支援でも、参加した経営層・従業員からは、「自己の見直しや学んだことを今
後の業務に活かしたい」「アサーティブなコミュニケーションに近づけたい」など、多く
の気付きと前向きな発言が出るようになりました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
従業員への有給休暇取得促進の声掛けにより、社員全員の働き方に対する意識改革

へとつながり、取得率は前年に比べ 40% 向上しました。
次の決算期までには労務管理の制度化、併せて人事評価の試作版の導入、また女性

技術者の採用に力を入れたいと考えています。支援プログラムを経て、これまで求人
に意識が傾きおざなりになっていた会社の労働環境でしたが、きちんと整備をして魅
力ある企業にすることが、採用・定着につながることがわかりました。社内の変化を
発信して、それが求人につながり新人が入社、そして長く働いてもらう、と良いスパ
イラルが生まれることを期待しています。

株式会社富士 P&B
https://www.fuji-pb.co.jp/URL

所在地   練馬区貫井 4-14-18　　 設立   1994 年　　 従業員数   ９ 人

施工管理
佐々木 太一 さん

社長
長谷沼 隆司さん

支援プログラムは実践的で本当
に役立ちました。習得した知識
を活かして魅力ある企業にして
いきたいと思います。

「施工管理者対象塗装業務体験
会」で実感した施工管理者と塗
装工の違いを今後、現場の運営
に生かしていきます。

人手不足を起点に全社的な環境整備に発展

株式会社富士 P&B 本社内

「目標管理シート」を基に、面談
を実施

社長以下ベテラン揃いの社員、 
若い社員の入社を切望

「学んだことを実践に」意欲満々
の長谷沼社長
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アデコ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 東京都塗装工業協同組合

コンサルティング、セミナーを中心に支援させていただきました。年次有給
休暇の取得促進、所定外労働時間削減など参加企業の真剣な取組によって成果
が出ました。女性活躍推進や規定整備等、本事業で取り組まれた事が各社で確
立され、今後、さらなる業界の発展につながれば幸いです。

サポート
企業

1887 年に東京府ペンキ塗請負業組合として創立、1948 年に東京都の認可を受
け現在の東京都塗装工業協同組合を設立。都内 27 支部、組合員数約 500 社。代
表的な取組は人材育成、塗装技法伝承、国家資格建築塗装技能検定実技試験の受
託、組合独自で塗装診断士資格制度の実施等

団体の概要

一次支援の調査結果により、所定外労働時間の削減と年次有給休暇の取得は早
急に改善する必要があることがわかりました。

二次支援ではこの課題解決に向け、経営層・管理職、従業員に「なぜ働き方改
革が必要で、その成果として企業が発展し、従業員にとって働きやすい環境とな
るのか」について十分な知識と理解を図るための各種セミナーと複数のコンサル
ティングが実施されました。この他業務マニュアルの作成や PR ガイドブック、
資格取得のための講習会など、各社の課題に合わせ取り組みました。また女性活
躍推進では女性従業員の視点から阻害要因を洗い出した座談会などにより、今後
の採用・育成・定着に向けた具体的な回答が得られ、組合内で情報共有を図りま
した。

複数の取組により、多くの企業で長時間労働の是正が進み、離職率低下にもつ
ながりました。

本事業で得られた成果

本事業で得られた情報を組合員へ提供すると同時に、今後も成功事例を基に、
組合員に限らず、塗装業界全体にホームページ等で配信してまいります。引き続
き、前向きに取り組んでまいりたいと思います。
具体的には
１． 業務内容の見直しや平準化等に取り組み、所定外労働時間を減らし週休二日

制を目指します。
２． 各部門間の協力体制を築き、情報共有やコミュニケーションの活性化で業務

の効率化を図ります。
３． 柔軟な勤務体制や人事評価制度の整備等により女性が長期的に活躍できる組

織作りを目指します。

今後の取組

理事長　鈴木 芳昭 氏

教育マネジメントセミナーで部下
への対応の仕方を習得

塗装業界のイメージ UP を図る
PR ブックを作成

塗装工・施工管理者の働いている
様子がわかる動画を制作

コンソーシアム事務局
松尾氏、新氏、天羽氏
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５

女性の活躍推進

女性の活躍推進働き方改革コンサルティング・セミナー・技術講習会を開催

ママ美容師向け求人サイトを運営取組２

取組１

本事業での取組

有給休暇を取得しやすい勤務体制を実現するためにセミ
ナーやコンサルティングでは各社の働き方の見直しを行い、
効率的なシフトの組み方や管理職のマネジメント能力の強化
を図ったことで有給休暇の取得率が向上した。また、様々な
技術習得のための講習会を開催し、給与アップにつながる、
もしくは社会的意義のある技術を習得したことで、スタッフ
のスキルやモチベーション向上につながった。また、女性が
長く働き続けるための環境整備に向け、セミナーで事例を紹
介。コンサルティングでは、短時間正社員制度やテレワーク
勤務等、多様な働き方の導入を実現した。

都内に８万人以上いると言われている休眠美容師。その中
でも特に、出産や子育てなどのライフイベントにより離職を
し た マ マ 美 容 師 に 向 け た 求 人 サ イ ト「 マ マ 美 ジ ョ ブ .
netPLUS」を構築・運営した。サイトには、女性活躍の意識
が高く、ママ美容師が働きやすい環境作りに優れたサロンの
求人情報や、サロンにおける働き方改革、テレワーク可能な
業務についての記事などを掲載。ママ美容師の復職を支援し
たことで支援先サロンでの採用につながった。

① 人手不足、指名予約の対応等から有給休暇の取得が難しい。
② 社内人間関係や賃金に関する不安から若手美容師の離職が多い。
③ 休眠美容師・ママ美容師に対するニーズは高いが、受け入れ態勢が整備されていない。

女性活躍推進企業紹介セミナー
では２社が講師として登壇

情報サイト兼ママ美容師向け求
人サイトを開設

訪問美容講習会の様子

ママ美容師向け求人サイト内の
コンテンツ

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 有給休暇を取得しやすい職場環境への改善に取り組む。
② 技術習得や社内コミュニケーション改善を支援し、処遇改善、モチベーション向上に取り組む。
③ 多様な働き方に向けた制度導入や訪問美容技術等の、ノウハウ習得を支援する。

コンソーシアム名 BA 東京美容コンソーシアム

サポート企業   アデコ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

東京都美容生活衛生同業組合
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従業員の声経営者、管理職の声

企業取組好事例

アシスタント
井茂乃 莉子さん

代表取締役
山下 礼子さん

一時外出制度や短時間正社員制度を導入し、働き方改革を推進 !

有限会社エレガンテ HairMake プリマヴェーラ神楽坂
https://primavera-kagurazaka.jpURL

大好きな美容師の仕事を長く続
けてもらうため、仕事が楽しく
なる職場作り、働きやすい就業
環境を整えていきます。

営業時間中の練習モデルの予約、
施術を奨励、指導もしてもらえ
るので嬉しいです ! 一日も早い
デビューをめざしています。

人材不足が深刻な美容業界では、新規採用、離職防止のため時代に合わせた働き方
改革を導入する必要があり、当社においても所定外労働時間のさらなる削減や育児中
のスタッフが働きやすい制度整備ができないか検討していたところ、本事業のセミナー
やコンサルティングが課題解決の糸口になると考え、参加しました。

また、様々な技術講習会を開催していることを知り、スタッフが講習会を受講する
ことでスキルアップに加え、幅広いメニューの施術が可能になることで待遇を向上さ
せてあげられることにも期待していました。

自社の課題、取組のきっかけ

一般の就業規則をそのまま美容室に取り入れることは非常に難しく、頭を悩ます部
分もありますが、美容師の働く環境を守ってあげるのは美容室経営者の務めです。美
容業界の特性を理解した上で、美容師の働きやすい環境を考え、労働基準法と照らし
合わせ自社の就業規則や制度を常に見直しています。一度離職したスタッフが復帰し
やすい環境、短時間の就業がしやすい環境などを充実させて優秀な人材に美容業界で
長く働いてもらえる地盤を作り上げていきたいと思います。

取組の前と後での変化、今後の抱負

残業時間削減のために営業時間を短縮したうえで、営業時間前後に行っていた会議
や技術練習はすべて勤務時間内に行うようにしました。

スタイリストデビュー前のモデル施術も営業時間中に積極的に実施しています。ま
た、多様な働き方に関する取組としては、月に４時間までの一時外出制度や、短時間
正社員制度の導入に取り組みました。また、有給休暇を取りやすい環境を店全体で作り、
取得率 100% に近い数値を実現しました。

課題に対する取組内容

優秀な人材確保のために働きやすさ、快適な職場環境の整備をテーマに事業に取り
組みました。美容師は土日祝日や夜遅い時間まで就業している人が多く、病院や銀行、
役所への手続き等に行くことができないので、営業時間中に一時外出できる制度を導
入し社員の好評を得ています。また、テレワークと組み合わせた訪問美容業務では、
美容室に出勤することなく、直行直帰の働き方を実現し、スタッフの通勤時間負担を
軽減しています。

就業規則や制度の変更にあたっては、担当のコンサルタントの方に様々な課題を相
談することができ、心強く感じました。

取組のポイント

所在地   新宿区箪笥町 34 番地 VORT 神楽坂 1F　　 設立   2003 年　　 従業員数   4 人

牛込神楽坂駅前、噴水が印象的な
エントランス

パーテーションで仕切られた空間
で感染対策

全員「福祉美容師」資格保持者
仲良く、明るいスタッフたち

短時間正社員の施設訪問カットは
直行直帰
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経営者、管理職の声 従業員の声

企業取組好事例

自社の課題、取組のきっかけ
当社は、都内に３サロンを展開していますが、スタッフの定着率に課題がありました。

所属している美容師が全員女性であり、新しく家庭を持つスタッフが増えていること
からも、女性活躍推進やスタッフが定着するための職場環境の作り方について学びた
いと考え、本事業に参加しました。

課題に対する取組内容
女性美容師の働きやすさをテーマに、コンサルタントに相談しながら雇用環境の改

善に取り組み、社員の満足度を上げるための制度の見直しやシフトの多様化等に取り
組みました。当社は完全週休二日制を導入しておりましたが、さらに子育てで早く帰
らなければいけない場合は時短勤務も出来るようにしました。また、テレワークを導
入するため、コンサルタントからサロンでのテレワーク導入に向けたアドバイスを受
けながらテレワーク就業規則を作成しました。セミナーでは女性活躍推進企業紹介セ
ミナーやワークシフト講習会に参加し、他社の事例を学ぶことで多様な働き方の導入
や効率的なシフトの組み方について学ぶことが出来ました。

取組のポイント
スタッフと積極的なコミュニケーションを行ったことで、当社での働き方やスタッ

フのキャリアに関する意見、提案をヒアリングすることができ、スタッフの希望を取
り入れた働き方改革や柔軟な勤務制度を整備することができました。また、制度面で
の改善と合わせて、顧客管理を徹底し、効率的な業務の推進にも取り組んだことで所
定外労働時間を前年比 70% 削減することができました。多様な働き方と働き方改革の
実現により、スタッフのワークライフバランスの充実を図ることで定着率の向上にも
つながりました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
取組後、スタッフからは「より安心して働くことが出来る職場になった」との声を

もらうことが出来ました。実際、産休明けのスタッフについては、子育てに合わせた
働き方をしてもらっていますし、以前よりもスタッフの満足度は高くなったように感
じています。長く働くことで美容師としての技術も上がっていきますし、なにより、
美容師はお客様に喜んでいただけるやりがいのある職業ですので、スタッフが美容師
を離れることなく、家族を養い、子供を一人前にまで育てていけるような企業であり
たいと思っています。

有限会社レイブランカ
https://www.leiblanca.comURL

所在地   東京都世田谷区三宿 1-3-18　　 設立   1991 年 10 月　　 従業員数   13 人

スタイリスト
松本 歩さん

代表取締役
石井 香織さん

スタッフそれぞれ置かれている
立 場 や 状 況 が 違 い ま す の で、 
それぞれに合わせた働き方をし
てもらえたらなと思います。

子育てとの両立の前例が少ない
ので、その都度、社長、オーナー
に直接相談に乗ってもらい柔軟
に対応頂いています。

女性美容師が働きやすい職場環境を整備

世田谷区三宿、街に根付いた美容
室の外観

取組について語る石井香織代表

ワークシフト講習会の風景

お店のスタッフの集合写真
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アデコ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 東京都美容生活衛生同業組合

美容師が安心して長期的に働いていけるための改革として、年次有給休暇取得率の
向上やテレワークの導入については多くの支援企業が目標を達成することができまし
た。また女性が多い職場なので、育児介護休業制度の内容の改善と短時間正社員制度
の導入には積極的に取組んでいただきました。

支援員　鈴木 国重

サポート
企業

昭和 32 年設立。美容業における衛生水準の維持向上を図り、公衆衛生の向上
と国民生活の安定に寄与することを目的としています。美容サロン経営をバック
アップするため、各種技術・経営のための講習会を実施しています。

団体の概要

本事業では業界の長年の課題であった、離職率の改善や有給休暇の取得率向上、
女性が長く働き続けるための環境整備等を目的に各支援に取り組みました。コロ
ナ禍もあり、講習会の延期やセミナーのオンライン実施といった対応が必要とな
りましたが、一方で労働環境の改善や多様な働き方の整備など、働き方改革が急
速に推進、実現化される機会にもなりました。具体的には、店舗営業時間および
従業員の労働時間の見直しや時差出勤等、ワークシフトの導入によるワークライ
フバランスの充実や休暇の取得しやすい勤務体制が構築できました。また、訪問
美容やまつ毛エクステンション等新たな技術の習得によって働き方の幅が広が
り、給与水準の向上といった待遇改善を実現しました。さらにアピアランスサポー
ト等、医療とも連携した技能習得によるスタッフのモチベーション向上と離職防
止効果など期待した成果が見られました。

本事業で得られた成果

本事業の取組と支援先企業の成功例を、団体機関誌や業界紙、ウェブでの動画
配信などで広く業界に周知し、サロンの経営環境変化に対応できる「美容師の働
き方のニュースタンダード」を提案していきたいです。業界全体の意識改革に努
めながら業界の特性を踏まえた新しい働き方や経営スタイルを企業に導入しても
らうことで、どんな人でも働きやすい職場環境の普及に取り組んでいきたいです。
また、当組合においては本事業の一部を独自に継続して実施していくことで、働
き方改革や女性の活躍推進に関する課題解決のための取組を恒常化していきたい
と考えています。

今後の取組

理事長　金内 光信

職場マネジメントセミナーをオン
ラインで開催

着物着付講習会の様子

ママ美容師向け求人サイトで好事
例企業を紹介
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６

女性の活躍推進

女性の活躍推進働き方改革

働き方改革

出前セミナーを45回実施

動画・採用サイト作成 /資格取得支援取組２

取組１

本事業での取組

各企業の課題に合わせて、セミナーテーマを選択できる出前セミナーを実施
した。テーマは、社内コミュニケーション改善に向けた「チームビルディング」

「ストレスマネジメント」「アンガーマネジメント」、管理職のマネジメント教
育として「コーチング」「面談力向上」「ラインケア」、女性従業員が継続して
働くための「キャリアデザイン」など、幅広く用意した。

普段は介護技術に関する研修が多い中、仕事の進め方や人間関係等身近な課
題をテーマにしたことで、新たな視点で自身や仕事について考える機会となり、
仕事へのモチベーション向上につなげることができた。

働きやすい職場づくりへの取組を求職者へ広くアピール
し、介護業界の新たな担い手を確保するため、採用活動に活
用できる企業 PR 動画と個社の魅力を広く周知する採用に特
化したサイトを作成した。

また、「介護職員初任者研修」または「介護福祉士実務者
研修」の資格取得に向けて講座受講を支援し、計 26 名が取
得することができた。

① 上位職への負担がかかり時間外労働が発生している。有給休暇取得率も高いとは言えない。
② 離職者数が採用者数の８割と多く、うち７割が社内の人間関係を理由に離職している。
③ 未経験者採用や高齢者活用など、業界の新たな担い手確保が進まない。

動画では職場の雰囲気が伝わる
よう工夫した

対面での集合形式かオンライン形式を 
選択できるようにした

各企業、働きやすさをサイト内
でアピールした

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 長時間労働の削減に向け、業務の効率化や管理職のマネジメント教育に取り組む。
② 社内コミュニケーションを改善し、離職率を低減させる。
③ 未経験者活用に向けたリーダー層の養成や資格取得支援、高齢者が活躍できる職場環境の整備に取り組む。

コンソーシアム名 高齢者住宅業界コンソーシアム

サポート企業   スーパーナース株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

（一社）高齢者住宅協会
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企業取組好事例

従業員の声経営者、管理職の声

デイサービスむすび
管理者

町野 琢麻 氏

代表取締役
大江 尚之 氏

多様な人材の受け入れに向け、採用力を強化

株式会社こたつ生活介護
https://www.kotatsu.co.jpURL

介護事業者として事業の本質に
ついて考える良い機会になりま
した。各支援が新鮮でとても勉
強になりました。

集合・出前セミナーに複数回参
加しました。チームワークを高
めるための有意義な時間となり
ました。

これまで採用については、社員からの紹介が主でした。今後は社員紹介だけで
はなく多様な人材を受け入れ、既存社員とシナジーを生みだすことも必要であり、
そのためには別の採用手法にも注力し、採用力をさらに高めていくべきだと感じ
ていました。

自社の課題、取組のきっかけ

理念を新たにしたことで、職場にも良い影響が出ています。私たちは会社設立
時から「個性」を大切にしていますが、理念を通じて背景や価値観の違う社員全
員が同じ方向を向くことで、さらに「個性」を生かせる風土に変化しました。現
場では、今の私たちには何が必要なのかを話す機会が増え、一体感が生まれ、従
業員のモチベーション向上にもつながりました。

兼ねてから取り組んでいる福利厚生の充実に加えて、新たに策定した「理念」
を「ビジョンや行動規範」に落とし込み、同じ志をもった仲間達とより質の高い
介護の実現とともに、働きがいのある職場づくりに取り組んでいきます。

取組の前と後での変化、今後の抱負

事業で実施された多くの取組に参加しました。その中で、専門家の助言のもと
求人媒体への掲載や、採用サイトを作成する機会がありました。求職者に「こた
つ生活介護」の考えを届けるために、私たちの仕事に対する想いを「言葉（文字）」
にし、且つ「わかりやすく」表現することから着手しました。私たち自身が何を
したいのかを考え「半径３メートル以内の人を幸せにしたい。」という言葉にま
とめ、新たな理念とすることにしました。

課題に対する取組内容

採用において、今までは求人原稿に待遇面など、求職者にとってのメリットを
中心に載せていましたが、理念を打ち出す原稿にリニューアルしました。加えて、
採用サイトも理念に基づいたコンテンツを作成。求人媒体から採用サイトへ遷移
した求職者が、理念への共感をより深められる動線も設計しました。すると、嬉
しいことにすぐに有資格者の方や、理念に共感した方から応募がありました。ミ
スマッチを事前に防ぎ、応募動機の強い母集団を形成することで、質の高い採用
活動への一歩を踏み出せたと実感しています。

取組のポイント

所在地   立川市一番町 6-29-8　　 設立   2008 年　　 従業員数    65 人

「デイサービスむすび」の活気が
ある事業所内

実際に作成した採用ページのトッ
プ画面

出前セミナー（オンライン）の 
受講の様子
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企業取組好事例

経営者、管理職の声 従業員の声

自社の課題、取組のきっかけ
介護の仕事は相手の「気持ち」を汲み取ること、相手に「正確に」伝えること

から始まります。職員同士も「相手の意図を理解し、また自分の意図を正確に伝
える」ということが高いレベルで実践できれば、ケアサービスの質を高めるだけ
ではなく、人材の定着や業務の効率化を通じて「更なる働き方改革」に繋がって
いくと考え、参加を申し込みました。

課題に対する取組内容
まず、従業員満足度調査を実施し、現状を把握しました。調査の結果は、『労

働時間』『仕事内容』に関しては業界平均と比べ満足度が高く、一方で『人間関係』
に関しては業界平均と同水準でした。その結果を踏まえ、出前セミナーでは「チー
ムビルディング」や「コミュニケーション」の内容を選択しました。セミナーで
は、「正しく伝わっている状態」とは「相手が話の内容を再現できる状態」のこ
とを指し、正確な情報を伝えるには話し手・受け手の双方の姿勢が重要であるこ
とを学びました。

取組のポイント
セミナー後に職員へヒアリングを行うと、「I（アイ）メッセージ（主語を自分

にすること）の実践を行ったことで、上手く自分の意思を伝えることが出来るよ
うになった」「今まで周囲に言いづらかったこともお互いに言いやすくなった」
との声がありました。「相手の立場に立って考える」という個人個人の思いやり
に加えて、コミュニケーションの手法を技術として学んだことで職員同士の連携
がとれ効率的に業務を進めることができ、職員間のコミュニケーションは「伝え
る」から「伝わる」という意識に変わってきています。今後さらに働きやすい職
場になっていくのではないかと期待しています。

取組の前と後での変化、今後の抱負
職場内コミュニケーションの活性化はどの業界でも課題になっていますが、特

に介護業界においてはその影響が大きいと改めて実感しました。本質的なコミュ
ニケーションスキルを向上させることで、業務の効率化・生産性の向上など「更
なる働き方改革」へ前進し人材の定着にもつながりました。今回の経験を継続・
発展させ、「伝わる」コミュニケーションを大切にする風土を醸成することで、
今後誰もが長く働き続けられる職場を目指していきます。

大和ライフネクスト株式会社
https://www.daiwalifenext.co.jpURL

所在地   港区赤坂 5-1-33　　 設立   1983 年　　 従業員数   8,322 名

アプリコ武蔵小金井
介護スタッフ
市川 容子 氏

ケアアメニティ部
部長

屋祢本 高代 氏

事業では他にも、資格取得支援
や求人広告などを活用し、幅広
く取り組むことができました。

セミナー以降、話し手と受け手
の解釈の差を減らすことを意識
しました。業務効率化や入社後
教育の場面で役立っています。

「伝わる」コミュニケーションで長く働ける職場へ

本社前にて、担当者の屋祢本さん
（左）と中野さん（右）

従業員満足度調査で現状を把握し
ました

出前セミナーの様子
① 換気・消毒など感染対策を万全

に行いました

出前セミナーの様子
② 講師は介護施設現場向けの例え

話を交え、受講者から好評でした
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株式会社スーパーナース

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 （一社）高齢者住宅協会

普段は介護技術などに関する研修を実施される企業様が多いので、本事業では
普段とは違う内容・手法でのアプローチをできないかと考えました。特に出前セ
ミナーでは、チームビルディング研修を行った後にチームワークが良くなったと
の声を多く頂き、実際に離職率が下がった企業様も多く見受けられ、成果を実感
しています。 コンソーシアム事務局

谷部 史織

サポート
企業

平成 23 年に設立。高齢者の住生活や高齢者住宅の住空間のあり方、福祉等と
の連携強化及びサービス付き高齢者向け住宅運営事業者のサービス品質向上及び
居住者保護による事業の発展・普及について、関係する事業者等が調査研究、情
報交換、提言の発信等を行っています。

団体の概要

当業界の業務特性として、ケアを提供する場面では人間が直接サービス提供を
せざるを得ない以上、いかにそれ以外の事務作業などの時間を効率化し、働きや
すい環境づくりが出来るのか、ということが課題ではないかと考え、取組を検討
しました。「本事業での取組」に加え、社労士コンサルティングや採用コンサルティ
ング、集合セミナー、従業員満足度調査を実施いたしました。

結果として、月間所定外労働時間の前年比減少、年次有給休暇取得率の前年比
増加などの成果が上がりました。さらにセミナーのオンライン開催をしたことに
より移動の時間を省くことができ、人数制限を設けることもなく、多くの方に受
講いただくことができ ICT 化への環境整備の一歩になりました。

本事業で得られた成果

令和元年は労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の
改正の年であったこともあり、参加企業の皆様の意識が非常に高かったことが印
象に残っております。本事業の取組を単発的なもので終わらせることなく、継続・
波及させていくために、本事業を通じて得た成果やノウハウについて広く周知し
てまいります。

当事例集が皆様の業務改善の一助となり、また働きやすい環境づくりにつなが
り、ひいては一人でも多くの方が当業界でご活躍頂ける土台づくりに少しでも貢
献できるよう、セミナー運営等に取り組んでいく所存です。

今後の取組

集合形式での出前セミナー

事務局次長　大津 慎吾 氏

従業員満足度調査の
アウトプット例

オンライン形式での出前セミナー
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７

女性の活躍推進

働き方改革

働き方改革

長時間労働の是正に向けた取組

多様な働き方、女性活躍推進に向けた取組取組２

取組１

本事業での取組

個社別コンサルティングでは、専門家の助言を受けながら
自社の長時間労働の要因を洗い出し、具体的施策を実施。組
織運営・体制の見直し、マネジメント力の強化、生産性を向
上させる業務改善の具体的な手法やコミュニケーション術の
習得などに取り組んだ。あわせて従業員を対象に効率的な報
連相の仕方や段取り力向上などのテーマでの合同セミナーも
実施。両支援項目に参加した延べ 22 社中 18 社で所定時間
外労働の削減につながった。

多様な働き方の実現に向けた制度の構築、見直しに向けて
全 15 社でコンサルティングを実施。６社がテレワークを導
入した。多様な働き方の推進の土台となる賃金体系図の構築、

「時差出勤」や始業終業の時間を柔軟に調整できる「フレッ
クスタイム制」の導入などに取り組んだ企業も目立ったほか、
女性の長期的な活躍を支援する勤務制度の整備に取り組んだ
企業もあった。

① 業務の属人化が原因となり、所定時間外労働が発生。
② 情報不足により、多様な働き方を導入している企業は 38% に留まる。
③ 女性比率は４割だが、ライフステージに合わせてキャリア形成できる環境が不足している。

「会議の質向上セミナー」では
効率的な会議運営を学んだ

現状と理想を比較し、着手すべ
き優先順位を決定した

各社プロジェクトチームを発足
し、業務の改善法を検討した

女性が活躍できる環境整備に 
ついても議論を重ねた

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 業務の分業化や業務フロー、人員配置の見直しに取り組む。
② 多様な働き方の導入に向け、制度構築や運用ルールの明確化に取り組む。
③ 女性のライフステージにあった制度の導入・運用を推進する。

コンソーシアム名 東京グラフィックサービス工業会コンソーシアム

サポート企業   マンパワーグループ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

（公社）東京グラフィックサービス工業会
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従業員の声経営者、管理職の声

企業取組好事例

製版チームリーダー
冨田 修平さん

取締役
栗本 剛さん

“ 改善疲れ ” からの逆転 管理職の意識・行動の変容で活気ある組織に

株式会社イナミツ印刷
https://www.inamitsu.co.jp/URL

管理職の仕事を具体的に落とし
込むことで、社内の意識共有レ
ベルが格段に上がりました。

自分の強みを再確認し、自信を
もって部署内の雰囲気や労働環
境の改善に取り組めました。

生産性向上のための取組として、以前より設備のレイアウト変更や業務内容の
見直し、社内システムの開発など改善活動を進めていました。成果が現れてきた
一方で、あれもこれもと取組が多岐にわたっていたため、社内にはある種の「改
善疲れ」や閉塞感がありました。改善活動に社員の気持ちや行動が追いついてい
ない状況でした。

自社の課題、取組のきっかけ

実は取組終盤、コロナ禍の不安や疲れが重なり、社長に対する従業員の不満が
爆発寸前といった事態に陥りました。しかし、管理職が社長と全社員に呼びかけ
て話し合いの場を設け、結果として有意義な時間を持つことができました。社長
と社員をつなぐ、また会社の方針を従業員に正しく伝えるなど管理職の本来の役
割を果たすことができたのです。

こうした管理職の意識、行動の変容によって作業効率なども上がり、昨年比で
所定時間外労働は 11% 減、有給休暇の取得は 33% 増となりました。これからも
コミュニケーションを大切にしながら業務改善を進めていきます。

取組の前と後での変化、今後の抱負

これ以上の改善を進める前に、組織の活性化、また経営層と従業員の意識共有
が必要と考えました。それらを担うのは管理職であることから、コンサルティン
グでは管理職の原理原則について担当コンサルタントよりレクチャーを受けまし
た。併せて、印刷・製本の現場では新人教育の際、人によって教える内容が異なっ
ており、新人が作業に戸惑うなど問題が発生していたため、業務の標準化を目的
に教育用動画を制作しました。

課題に対する取組内容

管理職へのレクチャーでは、管理職に期待される役割として、経営者の考えを
社員に、また社員の状況を経営者に正しく伝える重要性を学びました。それまで
各管理職が各部門のエースという位置づけで動きがちだったことを改め、組織の
進むべき方向や人材育成について、より自覚や責任を持つ機会になりました。ま
た、各自が自分の強みや持ち味を把握するワークにも取り組みました。

動画作成にあたっては、担当部門で話し合いを重ね、綴じ工程や紙のさばき方
の正確な手順、作業のスピード感も伝えられるものになりました。

取組のポイント

所在地   品川区東品川 1-17-2　　 設立   1970 年　　 従業員数   40 人

管理職の原理原則を学んだコンサ
ルティング

自身の強みなど明確にするワーク
シートを活用しました

業務標準化を目的に制作した教育
動画。編集も社内で行ないました

令和３年１月より新体制に
今後も改善活動を進めていきます
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経営者、管理職の声 従業員の声

企業取組好事例

自社の課題、取組のきっかけ
残業時間が突出している従業員がおりましたが、長時間労働の要因は不明でし

た。当初は業務内容やその進め方を調べ、原因を分析、改善していく予定でした。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響でイレギュラーな働き方になったこ
とで方針転換を図り、管理職研修を実施することにしました。

課題に対する取組内容
研修の目的は、管理職が実務を進める上で常に生産性を意識するようになるこ

とでした。大企業の管理職と違って彼らは部門のナンバーワン担当者であり、誰
よりも現場感を持っています。一方、教育機会がなかったためマネジメントの理
解が不十分でした。担当のコンサルタントと相談し、『組織体制の最適化、効率化』

『リーダーシップとマネジメント』『仕事の進め方の最適化』など７テーマで実施
しました。

取組のポイント
毎回の研修ではまず理論を学び、次にケーススタディに取り組みました。そし

て、研修で習得したものを各現場に持ち帰って実践、次の研修で成果や改善点を
確認することを繰り返す “ グッドスパイラルを回す ” ことを重視しました。『管
理職としてのコミュニケーション能力の向上』がテーマの回では、組織であるこ
との３大要素①共通目的②貢献意欲、協働意欲③コミュニケーション（マネジメ
ント、リーダーシップ、モチベーション）について改めて学習。部門を牽引する
管理職の責任と自覚を新たにしました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
管理職の変化として感じるのは、現場のマネジメント力はもちろん、経営目線

で会社を語ってくれるようになったことです。具体的な成果としてはコロナの影
響で一時帰休を行なったものの残業時間が昨年比で 3.9% 減少しました。業務効
率が向上し、それまで外注していた封入作業の内製化につながりました。その作
業についても最も効率の良い方法を社員自ら追求している毎日です。効率化が進
むことで新たなチャレンジに費やす時間を生み出せたと言えます。今後はさらに
その時間を活用して新しい紙の価値を生み出し、会社を成長させていきたいと考
えています。

株式会社サンコー
https://sanko1.co.jp/URL

所在地   墨田区亀沢 4-21-3　　 設立   1967 年　　 従業員数   19 人

印刷製本部　課長
待鳥 光明さん

取締役社長
有薗 悦克さん

管理職研修で学んだことを定期
的に振り返り、生産性向上の取
組を継続してまいります。

研修を受講し、物事の捉え方や
視野が広がりました。各部署と
の連携も良くなり、生産性向上
へ繋がっていると思います。

管理職へマネジメント研修を実施 業務効率の向上で新たなチャレンジへ

本社社屋　クリエイター専用シェ
アオフィスも運営しています

問題が発生しないための仕組みづ
くりに取り組みました

管理職に実施した研修テーマ

ケーススタディに熱心に取り組ん
だ管理職
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マンパワーグループ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 （公社）東京グラフィックサービス工業会

各社とも、コロナ禍によりさまざまな経営判断、予定の変更を迫られる中、 
本事業を最後まで有意義に活用くださいました。事業に携わり感銘を受けたこと
は、経営者が「社員の成長できる職場環境づくり」に真剣に取り組んでいる姿で
した。今後、社員の成長が会社の成長につながるグッドスパイラルが回っていく
ことを応援しております。 支援員　長沼 克昌 氏

サポート
企業

昭和 37 年設立、平成 25 年「公益社団法人」化（東京都認可）。
都内のグラフィックサービス業の社会的責務と立場を自覚し、都民に対して 

グラフィックサービス業の技術の提供及び啓発に努めています。

団体の概要

長く慣習のようにあった長時間労働や納期最優先・繁閑期の業務量の差などに
よる歪な勤務状況の改善が課題でした。

「個社別コンサルティング」「合同セミナー」「リクルーティング動画」の支援
項目を実施し、多くの成果を上げることができました。経営層・管理者層の意識
改革に始まり、マネジメント手法の見直し・強化、業務改善などを実施しました。
人事評価制度を活用し、生産性向上に向けた個々の業務姿勢や行動の意識づけが
できた企業もあり、今後に期待ができます。

コロナ禍もあって急速に進んだテレワークをきっかけに柔軟な働き方の導入・
環境整備を積極的かつ着実に進めることができました。

本事業で得られた成果

長期にわたり不足していた若手や、女性をはじめとする多様な人材の確保・定
着を図り、これからの時代に即した新しい「グラフィックサービス業」の構築が
欠かせません。そのためにも、本事業で創出した先進的かつ効果的な取組事例を、
各メディアを通じて会員企業のみならず都内の中小印刷・グラフィックサービス
業の皆様と共有していきます。各社で「働きやすさ」と「働きがい」のある職場
づくりに活用していただき、当業界の向上・発展の道標にしたいと考えています。

今後の取組

会長　清水 隆司 氏

全社一丸となって実施した「長時
間労働の是正」に向けた取組

女性の継続就業、キャリアデザイ
ンをテーマにした合同セミナーは
好評を博した

「リクルーティング動画」を制作
した企業は、自社の「働きやすさ」
と「働きがい」を PR
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８

女性の活躍推進

女性の活躍推進働き方改革

働き方改革

働き方改革推進セミナーとコンサルティング

多様な人材が活躍できる環境整備に向けた
PR動画制作・コンサルティング・セミナー取組２

取組１

本事業での取組

非正規雇用の従業員が４割いるアパレル業界で、同一労働・
同一賃金に向けた業務分担の見直しを業界内で初めて５社が
取り組んだ。「働き方改革セミナー」で基本的な考え方のレ
クチャー後「働き方改革コンサルティング」で待遇格差の洗
い出しを行ない、具体的な違いは何かを整理した。また最近
の判例について説明を受け、今後自社にどう反映できるか明
文化に向け検討した。

多様な人材が活躍できる環境整備を目的に、外国人人材向
け PR 動画の制作を実施、企業や専門学校など業界内外に発
信した。またコンサルティングでは、テレワーク導入に取り
組んだ企業が社内全部署で実施に成功、モデルケースとして
事例共有会で発表した。「女性管理職への登用セミナー」な
どでは、経営層と女性従業員に向け開催し、成功事例を紹介。
計５回のセミナーは双方の啓発を促し、意欲向上と意識を変
えるきっかけとなり、女性の定着比率を前年比 11% 向上さ
せることができた。

①  人手不足、業務量の多さにより長時間労働が発生。マネージャー層は現場のフォローに追われ、
　 本来のマネジメント業務に専念できていない。
② 教育方法がわからず外国人従業員の活用が進まない。
③ 女性が８割と多い業界だが、女性の管理職比率が 30% を超える企業は４割にとどまる。

待遇格差が不合理なものではな
いか確認

外国人に向けて業界を PR する
為の動画を制作

社労士から同一労働同一賃金の
説明

セミナーではオンライン参加者
から積極的に質問が入った

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
① 業務の見直しやマネジメント能力向上に取り組む。
② 外国人従業員の教育体制の整備、外国人人材への PR を推進する。
③ 女性の管理職登用に向けた風土の醸成や、女性従業員がキャリアパスを検討する機会提供に取り組む。

コンソーシアム名 アパレル・ファッション事業コンソーシアム

サポート企業   アデコ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

（一社）日本アパレル・ファッション産業協会
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企業取組好事例

従業員の声経営者、管理職の声

教育研修課
實松 裕子さん

経営管理部
金井 健悟さん

マネジメントスキルを向上させ、販売現場の生産性向上へ

株式会社エス・グルーヴ
https://www.s-groove.co.jp/URL

今回の研修が問題解決に向けた
糸 口 と な り ま し た。 ま た 初 の 
オ ン ラ イ ン 研 修 は 今 後 研 修 を
行っていくうえで、非常に学び
の多い機会となりました。

今回の研修は仕事の取り組み方、 
時間の使い方を考える事ができ、
良い刺激となりました。

社内で有給休暇取得の推進はしていましたが、複数の店舗を管轄する販売マネー
ジャーの多くは、日々の業務、突発的な業務に追われ有給休暇の取得が上手く進んで
いませんでした。また外国人従業員への教育についても課題があり、販売マネージャー
と外国人従業員への教育について見直そうと思い、本事業に参加しました。

自社の課題、取組のきっかけ

マネージャーの多くは、仕事の全体を捉えたうえでのスケジュールの立案ができて
いませんでしたが、今回の研修で戦略的タイムマネジメントの思考が身についたこと
は大きな収穫となりました。マネージャー層の負担となっていた業務量は軽減され、
有給休暇の取得は前年比平均 3 日増となりました。今後この思考を活かし、優先業務
の順位づけや事前準備をすることで時間を確保し、部下とのコミュニケーションの活
性化、また新たに幹部候補などの育成も検討していきたいと思います。

取組の前と後での変化、今後の抱負

販売マネージャーへの教育では「どのような教育が不足しているのか、販売現場の
生産性向上には何が必要なのか」を明らかにするため、研修前に講師と業務の洗い出
しを行いました。結果「タイムマネジメント」「コーチング」「対人対応力」の研修の
実施を決め、マネージャー層は３つすべてを受けることで、マネジメント力向上への
相乗効果を図りました。

外国人への教育では、都度、教育担当者との意識合わせや検討事項の確認を繰り返し
行い、ヒアリングから研修の実施、受講者の振り返りまで７回計 14 回をオンラインで
実施しました。

課題に対する取組内容

有給休暇取得促進研修でグループワークを実施。オンラインでの研修効果を高める
ために新任とベテランのマネージャーを同じグループにして、新任がベテランから気
付きを見い出せるように配慮しました。その結果、新任は仕事の進め方やスケジュー
ルの立て方などのキーポイントと効率的な時間の使い方を覚えました。

外国人人材への教育の取組では、内製化のプロセスを学び、スキル教育の必要性や
多様性により強い組織づくりをすることが出来るなどの気付きがありました。この取
組は事例発表会で周知し、協会 HP にも掲載、今後採用に向け準備をする企業と情報共
有ができました。

取組のポイント

所在地   港区北青山 1-2-3 青山ビル 6F　　 設立   2017 年　　 従業員数    1,733 人

多様な働き方と多様な人材の活用
により成り立つ理想の組織創り

コーチング研修テキスト

研修カリキュラム
「タイムマネジメント」

外国人従業員教育研修の様子
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企業取組好事例

経営者、管理職の声 従業員の声

自社の課題、取組のきっかけ
ライフイベントを迎える女性従業員の比率が高くなり、長く安心して働き続け

られる職場環境の整備をしたいと考えていました。しかし産休・育休取得後に復
帰した女性従業員の前例が少なく、どのような制度にしたら良いのかわからず不
安を抱えるようになりました。今回この事業のコンサルティングでアドバイスを
もらえると知り、参加を決めました。

課題に対する取組内容
まず女性従業員が復職後も活躍できる風土作りにおいて、出産や育児による人

材ロスを防ぐために、全員が知っておくべき知識を学ぶ勉強会を個社別コンサル
ティングで実施しました。次に働きやすい環境を阻害してしまう要因を洗い出す
ワークショップを行い、その結果「業務の進め方」が課題の最上位に上がり、次
に「仕事と育児や介護がしやすい勤務体制の整備」が求められていることが明ら
かになりました。

取組のポイント
コンサルティング当初は当事者である女性従業員のみの参加でしたが、コンサ

ルタントから男性管理職の意識変革が肝要であるというアドバイスを受け、男性
管理職向けの勉強会を実施しました。その後、女性従業員と合同でワークショッ
プを行い、男性管理職には女性従業員が継続して就業してもらうことの重要性を
理解してもらうことができました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
取組前は働きやすい環境の整備にはまずは制度を充実させれば良いと考えてい

ましたが、その前に業務体制の改善が必要だということがわかり、段階的にテレ
ワークや時差通勤などの導入を始めました。

女性従業員を対象に始めた今回の取組でしたが、結果として全従業員にとって
も働きやすい職場へと改善されました。これからも少しずつではありますが会社
として体制を整えながら、女性従業員が働き続けやすい、活躍できる強い組織づ
くりを目指し取り組み続けたいと思います。

丸安毛糸株式会社
https://www.maruyasu-fil.co.jp/URL

所在地   墨田区両国 3-21-5　　 設立   1955 年　　 従業員数   31 人

製品部
赤石 菜々子さん

代表取締役社長
岡崎 博之さん

「女性が働きやすい職場環境の実
現」を評価いただき、がんばる
中小企業 300 社に選出していた
だきました。職場環境を整える
大変いい機会でした。

課題が整理できてよかったです。
行動につなげられるように取り
組み続けていこうと思います。

女性が出産・育児を迎えても安心して復帰できる会社へ !

本社の外観

個社別コンサルティングでの勉強
会風景

ワークショップで行った阻害要因
の洗い出しの様子

課題の関係性の図
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アデコ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 （一社）日本アパレル・ファッション産業協会

マネージャー層に対して教育が不足している企業が多く、マネジメント基礎か
ら指導を行いました。支援企業からは部下とのコミュニケーションの改善につな
がったなどの声を聞くことができました。本事業終了後にも継続して取組を行う
ことで、より目に見える成果につなげていただきたいです。

アデコ事務局　町田 裕香 氏

サポート
企業

昭和 57 年に設立。日本の繊維産業の安定と反映に重要な役割を果たすことが期待さ
れているアパレル産業の健全な発展を図り、国民の衣生活の向上に貢献することを活
動の目的としています。アパレル産業に従事する者を対象とする人材育成事業等を実
施しています。

団体の概要

一次支援の調査で、マネジメント層への教育の遅れが長時間労働の是正を阻害して
いるとわかりました。二次支援では改善に向けエリアマネージャーや店長などに対し
複数回の「マネジメントスキル向上セミナー」を実施し、業務の見直しやコミュニケー
ションの取り方を学びました。その結果、円滑な人間関係が構築され長時間労働の是
正が進みました。またコロナ禍の影響でセミナーがオンライン実施となり移動する時
間が無くなったことは、多忙なマネージャー層の多くの参加に結び付き、支援の後押
しとなりました。

女性の活躍推進では仕事と家庭の両立が取れ、働きやすくなるようにテレワーク規
定等の整備を行いました。また女性従業員自らが今後のキャリア形成を考えるきっか
けとなるセミナーや経営者等に向けての成功事例の紹介により、女性従業員の意欲向
上につながり、離職率も低下しました。

本事業で得られた成果

マネジメント層への教育の取組により長時間労働の是正は改善され始めました。引
き続き「働き方改革セミナー」などを実施して、業界全体が改革を進められるように
支援をしてまいります。

また協会として 2021 年は女性の活躍を推進していく事が決定しました。本事業での
女性活躍推進の取組を参考にしながら、セミナーでの事例紹介や交流会の実施など、
女性が活躍できる場を増やしていきたいと考えています。

現在アパレル業界はコロナ禍の影響により、経営状態が芳しくなく再建に時間を要
する企業が多くなっています。その為、従業員教育が後回しになってしまうことが懸
念されます。協会としてそのような企業に対し積極的に支援を行い、学生や若手求職
者が業界全体に対してキャリアアップ制度などが希薄であるといった、ネガティブな
イメージを持たれないように取り組んでまいります。

ファッションが社会に求められる幸福産業であることを発信していきたいと考えて
おります。

今後の取組

専務理事　長谷川 裕治 氏

SDGs を目指す協会の活動

「女性活躍推進セミナー」パネル
ディスカッションの様子

「働き方改革セミナー」他、今後
も継続した教育に取り組んでいく
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９

働き方改革

働き方改革

働きやすい職場環境づくりに向けた取組

人事考課制度の整備と適切な運用に向けた取組取組２

取組１

本事業での取組

働きやすい職場環境のもとで職務を遂行し、保育の質の向上が図られるよう、
良好な人間関係構築のため保育士を対象に「コミュニケーション向上セミナー」
を実施。信頼関係を築くための傾聴と言動等について、グループディスカッショ
ンも交えて知識を習得した。

あわせて、管理者を対象に「メンタルヘルスケアセミナー」も実施。日頃から
部下をサポートし、働きやすい環境を作るよう啓発した。

同僚とのコミュニケーションが円滑になり、より質の高い保育が行えるように
なったことで、参加８社中６社の離職者数が前年よりも減少した。

人事考課制度の導入から運用に至るまで支援することを目的に、コンサルティ
ングや研修を実施した。

制度に関する基礎知識の説明を行い、各事業者の現状・理念・目標についてヒ
アリングの上、実情に即した制度となるよう、詳細な評価項目や評価基準の整備
を支援。また、あわせて制度の適切な運用に向け、評価者の評価能力の向上を目
的とした研修も実施した。

参加 18 社中 17 社で人事考課制度の導入や、既存の制度の整備、適切な運用
につながった。

①   保育観や経験の違いが人間関係に影響を及ぼし、離職やメンタル不調につながっている面がある。
② 明確な評価基準がない、評価が属人的など、人事評価制度の基準や運用に課題がある。
③ 保護者対応、行事の準備、日常の事務処理等により、一部の職員に残業や持ち帰り業務が発生している。

セミナーの他に同テーマで個社別研修も
実施

評価制度の導入に向けコンサルタントと
のディスカッション

調査結果（課題）

調査から導き出された課題・目標
①   コミュニケーションを円滑にして人間関係の改善を図ることで、働きやすく風通しの良い職場環境を
　 整備し、離職やメンタル不調の防止につなげる。
② 人事考課制度の整備と考課者の能力向上に取り組み、公平な評価と人材育成につなげる。
③ 日常業務を見直し、効率化・平準化に向けて取り組み、所定時間外労働や持ち帰り業務を縮減する。

コンソーシアム名 東京都認可外保育施設等スパイラルアップ事業コンソーシアム

サポート企業   アデコ株式会社　　　　　 支援先企業数   25 社

（一社）日本こども育成協議会
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従業員の声経営者、管理職の声

企業取組好事例

人事労務部　マネージャー
松尾 隆浩 さん

代表取締役
橋本 恵理 さん

人事評価制度の整備と業務改善により、職員と保育の質の向上へ

株式会社フューチャーフロンティアーズ
https://www.futurefrontiers.co.jp/URL

様々な日常的課題に対し、解決
の端緒となる取組を行うことが
できました。職員・会社とも更
に成長できるよう、ありたい姿
を共有し、質の向上を目指して
継続的に取り組んでいきます。

人事評価関係のセミナーやコン
サルを受け、人材育成が定着と
保育の質の向上にも重要である
ことを再認識したので、継続的
に取り組んでいきます。

人事評価制度は運用していましたが、評価者によって評価に差が出ており、よ
り保育士の能力に応じた評価を行うことで、人材の育成につなげたいと考えてい
ました。また、業務の改善を図り保育士が保育業務に専念できるようにしたいと
考え、本事業に参加しました。

自社の課題、取組のきっかけ

評価者が公平な評価と職員一人一人の質の向上を意識したフィードバックを心
掛けるようになり、職員も自己啓発する姿が見られるようになりました。

また、アクションプランシートに落とし込んだ内容を実施することで、所定外
労働時間を前年比で 12% 減少させることができました。職員は自主的に課題を
見つけ、職務に取り組む姿が見られるようになり、職員間の認識の共有化とコミュ
ニケーションの円滑化が図られ、仕事への一体感が生まれました。

取組の前と後での変化、今後の抱負

評価者個別研修を受講し、まずは評価を平準化するために、基本的なルールを
学び、模擬評価を実施しました。また、フィードバック面談については、ロール
プレイによる実践を通じて方法を習得しました。

業務見直しコンサルティングでは、部署ごとに抽出した課題をアクションプラ
ンシートに落とし込み、改善策の検討を進めました。

課題に対する取組内容

評価には「行動」、「要素」、「段階」の選択が必要であると学んだことで評価方
法が統一化され、評価者自身の公平な評価意識を高めることにつながりました。

また、業務見直しに向け、各部署と本部の共同作業で付箋を使った課題の見え
る化を行い、主観的、客観的観点から、職員の仕事量の差や、コミュニケーショ
ン等における課題を洗い出し改善策を検討、実践しました。

取組のポイント

所在地   東京都新宿区河田町３番 16 号　　 設立   2002 年　　 従業員数   168 人

保育園の外観

コンサルティングでは課題の洗い
出しから始めました

研修でコミュニケーションの重要
性を説く代表

人事評価制度運用のための考課者
研修の風景
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経営者、管理職の声 従業員の声

企業取組好事例

自社の課題、取組のきっかけ
新規採用の職員は半年間の OJT 後は現場任せになっているなど、職員が成長

できる環境が整っていないことが課題でした。
また、保育士はほとんど残業が無い中、事務職員に業務が集中している現状も

課題であり、これらの改善のため本事業に参加しました。

課題に対する取組内容
個々の職員が目標を設定して仕事に取り組み成長できるよう、育成支援システ

ムとして人事考課制度を導入することとしました。コンサルティングでは評価の
回数や期間等、基本的な部分から検討を進めました。

事務職員の業務の効率化に向けては、コンサルティングで業務を洗い出して優
先順位づけを行いました。また、事務処理の作業効率を上げるべく、OA スキル
アップのため、Word・Excel セミナーに参加しました。

取組のポイント
人事評価表の作成に向け、職員でブレスト・KJ 法を用いたワークを行い「当

園の伸ばしていきたいところ、改善したいところ」の洗い出しを行いました。こ
れにより、課題と取組の方向性が明確化し、解決に向けた取組項目を人事評価表
のチェック項目に反映することができました。

事務的業務の優先順位付けと OA スキルアップによって事務処理の効率化が図
られました。また、一緒に業務改善に取り組んだことで「ワクワク」感を職員間
で共有でき、業務改善に取り組むモチベーションの維持向上にもつながりました。

取組の前と後での変化、今後の抱負
これまで改善したいとの思いを持ちつつ、取り組み方が分からないため一歩踏

み出せずにいましたが、人事評価表が完成し、職員が目標を設定、管理職が適切
な評価を行うことで、職員の成長につながる職場づくりができることを確信して
います。

また、OA のスキルアップにより、業務の効率化が図られ、所定外労働時間を
前年度よりも縮減する事に繋がりました。この取組を機に、働き方改革をさらに
進め、全職員が一丸となって取り組めるような組織づくりをしていきます。

株式会社わんずやーど
https://www.tanpopo-kodomo.net/URL

所在地   東京都大田区南六郷 2-35-1-105　　 設立   2017 年　　 従業員数   14 人

保育ワクワク創造部　部長
戸田 明莉 さん

代表取締役
守屋 友子 さん

コンサルティングを受ける中、
日頃のモヤモヤが明確になりま
した。業務を見つめ直す良い契
機となり、改善すべき点が多々
あると気づきました。コンサル
後、周りの職員と業務効率化の
話し合いが増えています。

今まで「足りない部分」だと思っ
ていたところは、「これからより
良くなっていける部分」だと見
方を変えることができたのも大
きな収穫です。

評価制度の導入で職員が成長でき、いきいきと働ける職場へ

たんぽぽのこども保育園

人事考課制度の導入協議の様子

KJ 法を用いた業務見直しに向け
た付箋ワーク

職員の成長に繋がる職場づくりに
向けた話し合い
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アデコ株式会社

〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜〜本事業で得られた成果、今後の取組について〜

代表 （一社）日本こども育成協議会

取組が始まるタイミングでコロナ禍に入りましたが、参加企業の皆様には様々
な調整にご協力頂きました。人事評価制度含め業界特有の課題がある保育業界で
すが、保育の質向上や職員の働き甲斐のある環境整備に向けて、熱量を持って取
り組む事が大切であると改めて感じています。

継続して取り組まれ、より良い環境に繋がる一助となれば幸いです。
支援員　吉中 弘明 氏

サポート
企業

子どもが心身ともに健やかに育つ社会の実現を目標に掲げ、平成 18 年に一般
社団法人を設立しました。保育を中心に、児童館、学童クラブなどの子育て支援
事業に取り組んでいます。特に、業界全体の保育の質の向上を目指し、広く、会
員外の保育事業者も対象にして保育従事者等研修を実施しています。

団体の概要

課題に対して、①メンタルヘルスケアとコミュニケーションの向上、②人事考
課制度の整備運用、③業務の効率化、平準化の３つ視点から取り組みました。

①では、学んだことを全職員で共有、実践し、良好な人間関係のもとで仕事に
取り組める職場環境の整備ができました。②では、公平な業績評価の実施と職員
の育成への活用につながり、③では、所定外労働の縮減や余剰時間の保育業務へ
の活用などの成果を得ることができました。

本事業で得られた成果

今後も、働き方改革の継続的推進と保育士確保に取り組みたいと考えています。
本事業で作成した取組好事例集を、保育事業者及び保育士養成校や行政へ配布

します。保育士養成校には、資格取得者の保育施設への就労促進を要請し、行政
には保育施設運営事業者の保育士の確保定着への取組理解の促進と支援策の充実
について働きかけを図ります。

今後の取組

代表理事　廣島 清次 氏

オンラインで開催したコミュニ
ケーション向上セミナーの様子

本事業の取組をこども育成協議会
ホームページで紹介
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〜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 

基礎知識等のアドバイスを行います。また、人材確保に向けて適切な支援メニューをご案内します。

■専門・中核人材 副業・兼業人材 専門相談窓口

専門のアドバイザーが、労働市場の状況や人材の採用、労務管理上の留意点など、具体的な相談に応じます。

■セミナーの開催

人材確保・活用に不安や悩みを抱える中小企業を対象にセミナーを開催します。自社の採用に関する課題整理

や新たな人材確保策を検討する機会としてぜひご利用ください。

■人材確保コンサルティング

コンサルタントが企業を訪問し、採用に関するお悩みや女性、高齢者、副業・兼業人材の活用、専門・中核人

材の確保等における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」を支援します。

■人材戦略構築支援

人材の採用や定着、能力開発等について、多岐にわたり課題を抱える企業に対して、中長期的視点にたった 

人材戦略の構築や人材マネジメントの取組を支援します。

中小企業人材確保総合サポート事業

各事業の詳細は、ホームページ等をご確認ください。

〜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

「企業主導型保育施設」は、複数の企業が共同で利用することができます。東京しごと財団では、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。

企業による保育施設設置支援事業

〜「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】

企業主導型保育施設設置促進助成金
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〜介護休業を取りやすい環境づくりを応援します！〜

従業員に合計15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。【最大50万円支給】

介護休業取得応援奨励金 

〜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】※条件により加算あり

男性従業員に育児休業を取得させ、育児参加を促進した企業に奨励金を支給します。

働くパパママ育休取得応援奨励金

〜計画的な育成計画の策定等、職場定着を支援します！〜

東京しごと財団が実施する雇用創出・安定化支援事業を活用して対象者を正社員として採用し、定着を図るた

めに計画的な指導育成の取組を行った企業に対し、助成金を支給します。【最大60万円支給】

採用定着促進支援事業

〜「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。そこで当財団では働き方改革宣言を行った企業等（宣言企業※）に対して、働き

方・休み方の改善（働き方改革）への取組を支援します。※宣言企業の募集は終了しました

■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。

働き方改革支援事業 

〜「新しい日常」の働き方「テレワーク」を応援します！〜

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、テレワーク機器・

ソフトなどのテレワーク環境整備に係る費用を助成します。

【助成金限度額：150万円〜250万円　助成率：1/2〜2/3】

テレワーク促進助成金

〜「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！〜

女性の新規採用・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。

【助成金限度額：最大500万円　助成率2/3】

働く女性応援事業

〜感染症拡大の防止と経済活動の両立に向け、テレワークを実施できる環境整備を促進します！〜

地域の個店や商業施設等を活用して小規模なテレワークコーナーを設置する都内中小企業等に対し、施設の整

備費を助成します。（小規模テレワークコーナー設置コース）

【助成金限度額：最大50万円　助成率：1/2】

小規模テレワークコーナー設置促進助成金 



■（一社）東京都建築士事務所協会

■東京都石油業協同組合

■東京都塗装工業協同組合

■（一社）東京都中小建設業協会

■東京都美容生活衛生同業組合

■（一社）高齢者住宅協会

■（公社）東京グラフィックサービス工業会

■（一社）日本アパレル・ファッション産業協会

■（一社）日本こども育成協議会

取組好事例集
令和元年-2年度
団体別採用力スパイラルアップ事業

雇用環境整備課
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/

雇用環境整備課

所在地

アクセス

業務時間

TEL

〒101-0065
東京都千代田区西神田3-2-1
住友不動産千代田ファーストビル南館5階

・九段下駅「5番出口」より徒歩4分
・神保町駅「A2出口」より徒歩5分
・水道橋駅「西口」より徒歩9分
 ※「東京しごとセンター」から徒歩7分
平日9:00～17:00

平日 9:00～12:00
　　13:00～17:00

（ご来所の際は事前にご連絡ください）
※土日・祝日・年末年始は休業。

03-5211-2395

令和3年8月

令和元年７月～令和３年３月までの好事例をご紹介

の取組を支援！働き方改革働き方改革 女性活躍推進 ・  




