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Ⅰ．実施概要 

 １．調査目的 

   労働力人口の減少が見込まれる中で、労働生産性を高めていくには、誰もが活き活き

と働きやすい環境を整備することが重要であることから、2011 年度より各社のワーク・

ライフ・バランスの具体的な取組みを事例集として取りまとめ、好事例の普及を図って

いる。あわせて今回は、ワーク・ライフ・バランスへの取組状況アンケート調査を実施。 
  

 ２．調査対象 

  経団連企業会員及び地方別経済団体、業種別全国団体会員企業 
  

 ３．調査時期 

  2015 年５月～７月 
  

 ４．回答状況 

   回答数 273 社（事例提供企業 242 社） 

    ・経団連会員企業 210 社 

    ・非会員企業 63 社 

     （以下の 21 の地方別経済団体、業種別全国団体会員企業） 
北海道、青森、山形、宮城、東京、栃木、千葉、神奈川、新潟、長野、岐阜、島根、香川、  

高知、長崎、日本化学工業協会、日本自動車工業会、日本鉄鋼連盟、日本紡績協会、日本民間

放送連盟、日本羊毛産業協会 
   

   ①業種別内訳 

    

   ②規模別内訳 

      

  

社数 割合
製造業 129 47.3%
金融業・保険業 31 11.4%
卸売業・小売業 28 10.3%
情報通信業 26 9.5%
建設業 15 5.5%
運輸業 13 4.8%
サービス業 10 3.7%
電気・ガス 6 2.2%
不動産業 5 1.8%
専門・技術サービス業 5 1.8%
教育・学習支援業 2 0.7%
医療・福祉 2 0.7%
鉱業 1 0.4%

273

製造業内訳 社数 割合
機械 34 26.4%
化学 25 19.4%
輸送用機械器具 21 16.3%
食料品・飲料 12 9.3%
鉄鋼業 8 6.2%
繊維 6 4.7%
その他 6 4.7%
非鉄金属 5 3.9%
印刷 4 3.1%
ゴム製品 3 2.3%
金属製品 2 1.6%
紙・パルプ 2 1.6%
窯業 1 0.8%

社数 割合
100人以下 6 2.2%
101～300人 27 9.9%
301～1000人 37 13.6%
1001～5000人 103 37.7%
5001人以上 100 36.6%

273
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Ⅱ．調査結果 

  

１． ワーク･ライフ･バランス推進施策 

 

 

２．長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進 

 

 ＊その他：ノー残業デーの実施 25 社 

43 (15.8%)

34 (12.5%)

122(44.7%)

127 (46.5%)

127 (46.5%)

134 (49.1%)

148 (54.2%)

173 （63.4%）

184 （67.4%）

0 50 100 150 200 250

その他

事業所内保育所

積立休暇（子育て、学校行事、介護、資格取得等利用）

再雇用制度（配偶者の転勤、出産、介護等の理由）

従業員の家族も対象としたｲﾍﾞﾝﾄの実施（職場見学会等）

フレックスタイム勤務、裁量労働制

意識・風土改革（経営トップからのメッセージ等）

両立支援、ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止等に関する情報提供、研修の実施

法定を上回る両立支援制度（育児・介護休業等）

ワーク･ライフ･バランス推進施策

78 (28.6%)

14 (5.1%)

46 (16.8%)

74 (27.1%)

79 (28.9%)

83 (30.4%)

104 (38.1%)

109 (39.9%)

111 (40.7%)

119 (43.6%)

127 (46.5%)

133 (48.7%)

173 (63.4%)

208 (76.2%)

0 50 100 150 200 250

その他

勤務間インターバル制度

朝型勤務

管理職向けタイムマネジメント研修

一定時刻以降の時間外労働の禁止

職場単位の残業削減プロジェクトの実施

部署や個人ごとの退社目標時間等の設定、実施状況のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

年休取得状況の見える化（カレンダー制等）

年休取得率目標の設定

働き方・休み方改革に向けた業務の効率化

長時間労働抑制に関する数値目標の設定

計画年休付与制度

時間外労働の事前申告制

連続休暇の取得促進（年末年始、ＧＷ、夏季など）

長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進

n=273

n=273 

【複数回答】 

【複数回答】 
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３．男性の仕事と育児・子育て支援 

 

 

 

４．仕事と介護の両立支援 

 

  

34 (12.5%)

12 (4.4%)

48 (17.6%)

60 (22.0%)

68 (24.9%)

87 (31.9%)

87 (31.9%)

138 (50.5%)

147 (53.8%)

211 (77.3%)

0 50 100 150 200 250

その他

管理職の人事評価項目に仕事と家庭の両立者に…

交流会、情報交換会の開催

両立支援セミナーの実施

男性の育児・子育てに理解のある管理職の教育

育児休業に類似した育児目的の休暇の付与

育児休業等の一部有給化

冊子、WEBサイト等による情報提供

育児休業や類似した育児目的の休暇等の取得促進

配偶者出産休暇の付与

男性の仕事と育児・子育て両立支援

n=273

30 (11.0%)

63 (23.1%)

69 (25.3%)

76 (27.8%)

78 (28.6%)

107 (39.2%)

115 (42.1%)

151 (55.3%)

188 (68.9%)

0 50 100 150 200 250

その他

在宅勤務、テレワーク

介護相談窓口の設置

介護セミナー、研修会の実施

介護サービス利用支援等の経済的支援

冊子、WEBサイト等による情報提供

法定を上回る介護休暇制度

法定を上回る介護短時間勤務制度

法定を上回る介護休業制度

仕事と介護の両立支援

n=273

管理職の人事評価項目に仕事と家庭の両立者に

配慮したマネジメントを設定 

【複数回答】 

【複数回答】 
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Ⅲ．掲載企業一覧                           *非会員企業 

 

㈱ＩＨＩ ㈱四国銀行 東北電力㈱ ㈱ミクニ

アイエックス・ナレッジ㈱ ㈱静岡銀行 東北特殊鋼㈱* ミズノ㈱

愛知製鋼㈱ ㈱資生堂 ㈱東陽 ㈱みずほフィナンシャルグループ

青い森信用金庫* ㈱七十七銀行 東洋インキSCホールディングス㈱ 三井住友海上火災保険㈱

㈱青森電子計算センター* シナノケンシ㈱* 東レ㈱ ㈱三井住友銀行

㈱秋田銀行 清水建設㈱ ㈱トーカイ* 三井生命保険㈱

アクセンチュア㈱ シュゼット㈱ ㈱トクヤマ 三井造船㈱

旭化成㈱ ㈱ジュピターテレコム 土佐ガス㈱* 三井物産㈱

旭硝子㈱ （医）尚腎会* 凸版印刷㈱ 三井不動産㈱

朝日航洋㈱ ㈱荘内銀行 豊田合成㈱ ㈱三越伊勢丹

朝日生命保険（相） 昭和産業㈱ トヨタ自動車㈱ 三菱地所㈱

アサヒビール㈱ 昭和電工㈱ 鳥居薬品㈱ 三菱重工業㈱

アステラス製薬㈱ 新光電気工業㈱* ㈱長岡塗装店* 三菱樹脂㈱

アズビル㈱ （医）仁生会　細木病院グループ* 長瀬産業㈱ 三菱商事㈱

イオン㈱ 新日鐵住金㈱ 長浜キヤノン㈱ 三菱製鋼㈱

伊藤忠商事㈱ スズキ㈱ ナブテスコ㈱ 三菱電機㈱
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 住友化学㈱ ㈱ニコン ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

㈱イトーヨーカ堂 住友金属鉱山㈱ 日揮㈱ 三菱ふそうトラック・バス㈱*

岩谷産業㈱ 住友商事㈱ 日産自動車㈱ 三菱マテリアル㈱

ウシオ電機㈱ 住友生命保険（相） 日清オイリオグループ㈱ 美濃工業㈱*

㈱エコニクス* 住友電気工業㈱ 日清紡ホールディングス㈱ ㈱宮城テレビ放送*

SOC㈱* 住友林業㈱ 日総ブレイン㈱* 明治安田生命保険（相）

SCSK㈱ ㈱清建* 日本軽金属㈱ 森永製菓㈱

エスビー食品㈱ ㈱セレスポ 日本新薬㈱ ㈱ヤクルト本社

NECソリューションイノベータ㈱ ㈱仙台銀行* 日本電気㈱ 安田不動産㈱

㈱ＮＴＴドコモ 全日本空輸㈱ 日本電信電話㈱ ㈱山形銀行

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ 綜研化学㈱* 日本発条㈱ ヤマハ発動機㈱

王子ホールディングス㈱ 双日㈱ 日本郵船㈱ ユアサ商事㈱

大阪シーリング印刷㈱ 相鉄ビジネスサービス㈱* ㈱ニトリホールディングス 郵船ロジスティクス㈱

大塚化学㈱* ソニー㈱ 日本アイ・ビー・エム㈱ ㈱ユーメディア*

㈱大林組 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 日本毛織㈱ ユニ･チャーム㈱

オムロン㈱ ㈱第一印刷所* 日本航空㈱ ライオン㈱

オリオン機械㈱* 第一生命保険㈱ 日本重化学工業㈱* ㈱ＬＩＸＩＬグループ

オルガン針㈱* ダイキン工業㈱ 日本信号㈱ 理研計器㈱*

花王㈱ 大成建設㈱ 日本生命（相） ㈱リコー

カシオ計算機㈱ 大同特殊鋼㈱ 日本たばこ産業㈱ リコーリース㈱

カルビー㈱ ダイハツ工業㈱ 日本通運㈱ ㈱リンクレア

川崎汽船㈱ 大豊工業㈱ 日本テレビ放送網㈱ リンテック㈱*

川崎重工業㈱ 大丸藤井㈱* 日本電設工業㈱ ルネサスエレクトロニクス㈱

北関東総合警備保障㈱* 大陽日酸㈱ 日本バイリーン㈱ レンゴー㈱

㈱キタック* ㈱大和証券グループ本社 野村證券㈱ ㈱ＷＯＷＯＷ

キッセイ薬品工業㈱* 大和ハウス工業㈱ ㈱野村総合研究所

㈱紀伊國屋書店 ㈱高島屋 社会保険労務士法人ハーモニー*

キヤノン㈱ 高山信用金庫* パナソニック㈱
キヤノンマーケティングジャパン㈱ 武田薬品工業㈱ ㈱パル

九州電力㈱ 中外製薬㈱ バンドー化学㈱

㈱京三製作所 中部電力㈱ BTジャパン㈱

京セラ㈱ 千代田化工建設㈱ 東日本旅客鉄道㈱

㈱グロービス ㈱TBSテレビ ピジョン㈱*

KDDI㈱ 帝人㈱ 日立キャピタル㈱

㈱京葉銀行 ㈱ティラド ㈱日立国際電気

㈱ケーヒン ㈱テレビ神奈川* ㈱日立製作所

広栄化学工業㈱* ㈱デンソー 日立造船㈱

㈱弘電社 東亞合成㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズ
（株）コーエーテクモホールディングス 東奥信用金庫* ㈱日立物流

コナミ㈱ ㈱東海理化電機製作所 ヒューリック㈱

㈱高南メディカル* 東京応化工業㈱* 弘前航空電子㈱*

㈱小松製作所 東京海上日動火災保険㈱ ㈱フジタ

㈱コロナ* 東京ガス㈱ 富士通㈱

㈱サタケ 東京急行電鉄㈱ 富士フイルム㈱

サラヤ㈱・東京サラヤ㈱* 東京電力㈱ ブラザー工業㈱

㈱サンゲツ ㈱東京リーガルマインド ㈱ブリヂストン

㈱サンシャインチェーン本部* 東電同窓電気㈱* 北海道電力㈱

JX日鉱日石金属㈱ 東濃信用金庫* 北海道文化放送㈱*

ＪＸホールディングス㈱ ㈱東武宇都宮百貨店* ボッシュ㈱

JFEエンジニアリング㈱ 東武鉄道㈱ ㈱マエダ*

JFEスチール㈱ ㈱東邦銀行 マツダ㈱
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