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【第２部】資料編
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事
例
掲
載
企
業
一
覧

１．経営トップからのメッセージの発信
２．介護をめぐる社員の実態とニーズの把握
３．介護体制の構築に欠かせない情報提供と相談対応
４．両立しやすい制度づくりと職場づくり

分類
特徴的な取組み

会社名
１ 2 3 4

１．経営トップからのメッセージの発信
２．介護をめぐる社員の実態とニーズの把握
３．介護体制の構築に欠かせない情報提供と相談対応
４．両立しやすい制度づくりと職場づくり

分類
特徴的な取組み

会社名
１ 2 3 4

１．旭化成
　（P38）

・仕事と介護の両立に関する全社員アンケートの結果を踏まえて
　取組みの在り方を検討

・管理職を対象としたセミナーの事前課題として、短時間勤務の
　体験を設定

◯

◯

２．ＡＮＡ（全日本空輸）
　（P42）

・経営トップやマネジメント層がイクボス宣言で、自筆のメッセージを
　発信

・上司との自己申告面談、全社員対象のＷＥＢアンケート等を通じた
　実態把握

◯

◯

３．王子ホールディングス
　（P46）

・役員を含む全社員を対象とした「仕事と介護の両立支援セミナー」
　を開催

・最大60日の「積立保存年休」を活用した時間単位の休暇の整備

◯

◯

４．花王
　（P50）

・介護支援方針を策定し、実態調査から抽出した課題（①心身の負担
　②経済的な負担③時間的な負担）への対応施策を実施

・人事担当者向け介護相談対応マニュアルを作成し、情報提供の質
　のばらつきを予防

◯

◯

５．ＪＦＥエンジニアリング
　（P54）

・「介護の手引き」で、モデルケースに基づいて介護に直面した際に
　必要な情報を提供

・介護を事由とする在宅勤務の制度化

◯

◯

６．大成建設
　（P58）

・ケアプラン作成時に必要な情報をまとめた「ケアマネジャー提出
　用リーフレット」を作成

・管理職研修等により、部下への相談対応に当たっての意識を啓発

◯

◯

７．大日本印刷
　（P62）

・介護への対応に必要な事項をストーリー仕立てで紹介するセミナー
　の開催

・介護者同士が情報交換をできるランチミーティングの開催

◯

◯

８．千葉銀行
　（P66）

・介護に直面する前の支援策として、介護セミナーや職場単位での
　勉強会の実施

・地元のドラッグストアとの提携による介護サービスの提供

◯

◯

９．東京海上日動火災保険
　（P70）

・会社制度を熟知した介護の専門家「産業ケアマネジャー」による
　個別相談会の実施

・フルタイム勤務を維持しながら活躍し続けられるワークルールの
　整備および理解促進

◯

◯

10．東京ガス
　（P74）

・在宅勤務制度とフレックスタイム制度の併用を可能とし、中抜け
　勤務へのニーズに対応

・介護離職予防を含むダイバーシティ関連セミナーの統合による管
　理職研修の拡充

◯

◯

11．ニトリホールディングス
　（P78）

・ライフイベントガイドブックや組合機関紙による、介護に関する情報
　提供と介護体験談の紹介

・労使協働の「ダイバーシティ推進委員会」による勤務制度の見直し

◯

◯

12．日本新薬
　（P82）

・社内アンケートの回答率向上に向けた質問項目等の設定

・介護に関するセミナーや講演会の福利厚生ＷＥＢによる動画配信

◯

◯

13．日本生命保険
　（P86）

・両立支援制度の内容と活用の時期をイメージ図を使って分かり
　やすく周知

・「お互い様意識」のある職場風土の醸成に向けたイクボス育成

◯

◯

14．日本電気
　（P92）

・介護支援ポータルサイトに体験談投稿コーナーを設置し、介護者
　のコミュニティを形成

・同サイト内に、遠距離介護者が全国の自治体の介護情報を検索
　できる環境を整備

◯

◯

15．パナソニック
　（P96）

・アンケート調査に基づき「介護両立応援プログラム」を導入、介護
　のステージに応じた支援を展開
　
・セミナーによる事前の啓発、相談窓口の開設、介護応援カフェポイ
　ントによる経済支援の充実により安心感を醸成

◯

◯

16．日立製作所
　（P100）

・アンケート調査により介護に対する意識や状況を確認し、情報発信
　等を拡充

・40歳到達者に仕事と介護の両立をテーマ（制度紹介含む）とした
　メールを配信

◯

◯

17．ブラザー工業
　（P104）

・仕事と介護の両立に向けて、各制度を組合せ柔軟な働き方を推奨

・管理職研修で介護に直面した社員への対応に関するシミュレー
　ションを実施

◯

◯

18．丸紅
　（P108）

・介護ニーズ調査により継続的に社員の状況を把握し、定期的な介護
　セミナーによって社内制度を周知

・介護専門のＮＰＯ法人と提携し、海外駐在員を含む全社員を対象
　に相談対応等を実施

◯

◯

19．みずほフィナンシャルグループ
　（P112）

・「ダイバーシティ＆インクルージョン ステートメント」を掲げ、経営
　トップが取組みを推進

・両立者を「支える社員」に感謝し報いる仕組みを導入

◯

◯

20．三井不動産
　（P116）

・年に１回の人事部による全社員への面談を通じた、介護をめぐる
　実態の把握

・介護セミナーとコンサルティングを社内の専門部署に統合し、相談
　しやすい環境を実現

◯

◯
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第２部

旭化成株式会社
ASAHI KASEI  CORPORATION

事業内容 ：化学工業
従業員数 ：16,613名（2017年６月末）
平均年齢 ：41歳（2017年６月末）

１．両立支援の取組み
　旭化成では、「社員各人がそれぞれの状況に合わせて働き方の選択ができるようにサポートする」と
いう基本的な考え方のもと、「介護」の支援ではなく、「介護をしながら仕事をすること」の支援に取り
組んでいる。
　2007年に両立支援の推進に関する専門委員会を労使で立ち上げ、以降、社員へのヒアリングを行い、
その結果を踏まえて様々な取組みを行った。

　検討を開始した2007年当時は、「介護休業」
「介護短時間勤務」「所定外労働免除」を合算
した取得日数の上限を設けていた（１回目：365
日、２回目：93日）。しかし、社員へヒアリングを
行った結果、介護休業・短時間勤務の複数回取

（１）両立支援制度

得・期間延長、平日昼間のフレキシビリティ、休
暇の増加などの要望があったことから、介護休
業・短時間勤務の取得回数の見直しや、介護支
援勤務制度・介護休暇の導入など、両立支援制
度の充実化を図った。

　介護費用の補助については、福祉共済会と健
康保険組合が行っている。ヘルパー利用補助は
半額（１回につき上限7,500円、上限100回／
年）、障害がある場合の家族長期療養費補助は

（２）経済的支援

14,000円／月、入院費補助は2,000円／日（上限
700日）、在宅介護支援事業は介護サービス、介
護機器の購入・レンタル、紙おむつ代等の費用の
70％（上限10万円／年）を支給している。

　制度の整備とあわせて情報提供のツールも充実
させた。社内イントラネットで、介護制度や事例集、
役立ち情報などを紹介しているほか、会社の制度
に関する社内の相談窓口だけでなく、公的制度等
に関する社外の相談窓口も設けた。

（３）介護に関する情報提供

　また、職責者研修や50代社員のキャリア研修に
介護制度のカリキュラムを組み込んだり、介護保険
料の納付が始まる40歳を迎えるタイミングで介護
保険についての学習を促すメールを発信するなど、
介護に関する情報に触れる機会を増やした。

　育児と異なり、介護は突発的に直面することが
多いことから、事前の備えを促す活動にも力を入
れている。2011年から外部講師による介護セミ
ナーを開始し、これまでに契約社員や派遣社員も
含めた全社員を対象に計13回開催、のべ463名が
参加した。そのほとんどが「役立った」と回答して

（４）事前の備えを促す活動

おり、「介護の基本的な知識を学ぶことができ
た」「相談先を把握できて安心した」といった感
想が寄せられるなど、好評を得ている。
　さらに、2012年には介護に関する基礎的な内
容を収録した「介護ハンドブック」を作成し、申し
出のあった社員へ配付している。

図表：現在の両立支援制度

家族看護休暇

介護休暇
介護休業

介護短時間勤務

所定外労働免除
深夜労働免除

介護支援勤務制度

時間外労働制限

小学校始期までの子の看護に５日／年、２人以上の場合は10日／年
上記以外の家族の看護に５日／年
要介護者１名に５日／年、２名以上の場合は10日／年
要介護者１名１疾病毎に245日（社休日除く、分割可、社会保険料会社負担）
要介護者１人１疾病目は３年間に２回
２疾病目からは介護休業と合算で245日（社休日除く）
期間制限なし
期間制限なし
フレックスタイム勤務のコアタイムを午前または午後のみに設定可
（月間でフルタイム勤務が条件、期間制限なし）
月間24時間（休出含め32時間）、年間150時間（休出含め240時間）
期間制限なし

制度名 内 容

01
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　介護していることを職場で話しているかにつ
いては、「誰にも話していない」との回答が４割
弱に上る。
　介護休業を利用しない理由としては、半数以
上は「必要ない」であるが、「知らなかった」が３
割強であった。「利用したいができない」も１割
を占め、「業務上不可能」「人員不足（忙しい）」「
取得しづらい雰囲気」などをその理由に挙げて
いる。
　仕事と介護の両立の悩み（複数回答）として

（２）介護者の社員と職場との関係

は、「制度を使うタイミングが難しい」が最も多
く、「会社の介護支援制度が分からない」、「急
に休まなくてはいけないことがあり、仕事に支
障をきたすことがある」、「周りの人の負担が大
きくなり申し訳ないと感じる」と回答した人が
半数を超えている。一方で、介護者を部下に持
つ上司の悩みとしては、「会社の介護支援制度
が分からない」、「両立している部下に出張を命
じにくい」、「チャレンジングな仕事を与えられ
ない」の順に多くなっている。

　介護に関する制度について「知らない」と回答
した割合は、国の介護保険制度、会社の介護支
援制度ともに８割以上であり、周知が行き届いて
いないことが判明した。
　現在、介護をしている社員は600人程度で、介護
年数は平均５年弱と、介護休業適用年数より大幅
に長い結果となった。介護の頻度は、「月に１～３
日」と「週に１日」を合わせて過半数を占める一方
で、「ほぼ毎日」との回答も１割以上あった。介護
の場所は、「施設」、「自宅」、「別居の介護対象

（１）制度の認知度と社員の介護状況

者の居住場所［近距離：100km未満］」の順に多
く、「別居の介護対象者の居住場所［遠距離：
100km以上］」も１割以上に上っている。
　「将来介護する可能性がある」との回答は全体
の約４割で、そのうち「主たる介護者となる可能性
がある」との回答は約７割、「介護する場合は仕
事を続けられない」は３割弱に上った。仕事が続
けられないと考える理由は、「介護の拘束時間が
長い」「遠距離、勤務地が遠い」「身体的、体力的
負担」などとなっている。

　アンケートの結果から、「介護制度の周知・
浸透が想定以上に進んでいないこと」「将来
的に介護者（特に「主たる介護者」）が大幅に
増加すること」「介護者となった場合に仕事が
続けられないと考えている社員が多いこと」な
ど、様々な問題が浮き彫りになった。
　これらを踏まえ、①現段階では両立支援制
度自体の充実よりも使いやすい環境づくりが

（１）今後の課題

必要、②会社制度の周知と事前準備の推奨、
及び介護について職場で話し合える風土の醸
成、③ワークライフバランスを実現しつつ成果
を上げられる職場マネジメントの啓発、④将
来的な制度利用者の増加や離職に備えた働
き方改革の推進（テレワーク、長時間労働の
是正、転勤配慮など）を今後の課題として設
定した。

　課題解決に向けて、例えば、育児や介護等で
時間制約のある社員を部下に持つ管理職を対象
としたセミナーを試行的に開催している。セミナ
ーでは、部下に時間的な制約があっても遠慮し
過ぎずにチャレンジングな仕事を与えることがで
きるマネジメントスキルの醸成を目的に、部下と
の信頼関係構築に関する講義や、部下の将来の
キャリアを見通した上での現在の働き方に関す
るディスカッションなどを行っている。
　受講に先立ち、「短時間勤務をやってみよう
！」を事前課題として設定している。数日程度
ではあるが、体験した者からは、「部下より先
に帰ることが申し訳なく感じた」「効率よく仕事
をこなさなければならないとの危機感がある」

（２）新たな取組み

「緊急の顧客対応があり、短時間勤務ができ
ない日もあった。周囲のフォローの必要性を感
じた」などの感想が寄せられた。短時間勤務者
の気持ちや仕事の仕方を実際に感じた上でセ
ミナーに臨むことによって、より効果的な内容
となるよう工夫している。
　介護離職を防ぐためには、介護者本人が自
身で情報を獲得し、自ら発信して勤務継続でき
る環境を整えることが必要である。一方で、介
護者の上司が、部下の状況をよく見てケアをす
ることや、介護制度について十分理解して適切
なアドバイスを行うことも求められるため、今後
は、介護者本人とその上司の双方の意識改革
に向けた取組みをさらに推進していく。
 

２．両立に関する全社員アンケートの実施

　仕事と介護の両立に関する更なる検討にあたり、実態把握を目的として、2017年度に全社員ア
ンケートを実施した（回答者約9,600人、回答率約60％）。

３．アンケートを踏まえた今後の課題と取組み

第２部
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第２部

ＡＮＡ（全日本空輸株式会社）
ALL NIPPON AIRWAYS CO. ,  LTD.

事業内容 ：定期航空運送事業、不定期航空運送事業、
 　航空機使用事業、その他附帯事業　　
従業員数 ：13,518名（2017年３月末）
平均年齢 ：37.4歳（2017年３月末）

１．仕事と介護の両立支援の方針と取組みの方向性
　ＡＮＡでは、グループ統一の「ダイバーシティ＆インクルージョン宣言」を2015年４月に発表した。誰
もが活き活きとやりがいを持って働くことで、揺ぎない信頼とたゆまぬ変革を生み出すＡＮＡグループ
を創ることを目標としており、この宣言に沿って、仕事と介護の両立支援を行っている。
　仕事と介護の両立支援は、①状況把握をする、②学ぶ・理解する、③相談する、④両立支援制度を
使う、の４つのフェーズで取り組んでいる。さらに、この①～④の取組みを進めるための基盤として、介
護について話しやすい雰囲気や、お互い様の意識の醸成に取り組んでいる。

２．仕事と介護の両立支援の取組み

知している介護関連の情報にたどり着いていな
い社員が多いことが分かった。また、自身の介護
事情を周囲や会社に伝えにくいという意見があり、
これは、本社など日勤部門で勤務する社員よりも

シフト勤務の社員で多かった。さらに、制度面で
は、遠距離介護と仕事の両立への対応が望まれ
ていることなどが把握できた。

　状況把握の結果からは、特に介護に関連する知
識がないという社員が多いことが分かったため、情
報提供には特に力を入れて取り組んでいる。　
　第１の取組みは、介護セミナー・相談会の実施で
あり、2010年から継続して年に２～３回開催してい
る。セミナーの冒頭で、担当役員から、仕事と介護
の両立を積極的に支援することなどのメッセージを
伝えるようにしている。その後、主任ケアマネジャー
の資格を有する外部講師からの講演とともに、自社
における仕事と介護の両立支援の体制について説
明を行っている。セミナーの会場は、参加者同士の
顔が見えるようにグループで着席する形式とし、ケ
ーススタディ等を通じて、お互いの悩みや考えを共
有する機会となるようにしている。また、介護セミナ
ー開始前には、外部講師に直接相談できる相談会
を実施している。
　第２の取組みは、仕事と介護両立支援ハンドブッ
クの作成であり、掲載している内容は、①事前の準
備、②介護保険の概要、③介護に関する支援制度
（公的な制度とＡＮＡ独自の制度）、④仕事と介護
の両立支援に向けた具体例、⑤よくある質問、社内

（２）学ぶ・理解する

相談窓口の情報、役に立つリンク、などである。
　第３の取組みは、社内イントラネットを通じた情
報提供である。ダイバーシティ＆インクルージョン
専用サイトを設けており、その中で、介護に関する
ページを設置している。ハンドブックのダウンロー
ドや介護セミナーの案内のほか、相談窓口について
もこのサイトから申込みできるようにしている。
　これらに加えて、2017年度からは前述の通り、51
歳に到達した社員を対象とする「ＡＮＡライフキャ
リア研修」に、介護について学ぶためのプログラム
を追加している。主な内容は、①介護離職による会
社と本人のリスク、②介護事由と働き方の見直し、
③介護保険制度、④管理職と家族介護、⑤管理職
に会社で実践してほしいこと、である。このうち、④
と⑤については、管理職のみを対象としており、職
場で悩みを相談されたときに、どのように対応すべ
きか、また、介護をしていることを職場で言いやす
くする風土醸成がいかに大切かを伝えている。こ
の研修の受講者のうち、約９割が有意義だったと
アンケート調査で回答しており、来年度以降も継続
して実施する予定である。

　社員の介護をめぐる状況把握においては、３つ
の取組みを行っている。第１の取組みは、全社員
が年に１回、上司との間で行う自己申告面談制度
である。社員はそれぞれ、イントラネット上の定型
フォーマットに家族の介護事情の有無について
入力した後、上司との面談に臨む仕組みとしてい
る。フォーマットには、会社に知ってもらいたい一
身上の事情の有無を確認する項目があり、家族
の介護が在宅介護なのか、施設での介護なのか
を申告できるようにしている。さらに、詳細は、フ
リーフォーマットで記入できるようにもしている。
　第２の取組みは、ＷＥＢ介護アンケートである。
全社員を対象に、2015年に無記名方式で行った。
回答は任意形式としており、全社員のおよそ３割

（１）状況把握をする

から回答があった。アンケート調査では、主に介
護経験の有無や悩み、不安などについて質問して
いる。
　第３の取組みは、ライフキャリア研修後のアン
ケート調査である。同研修は、今後のライフとキ
ャリアを自立的に考えることを目的としたもので、
51歳に到達した社員を対象に実施している。
2017年度より、研修プログラムに介護に関する内
容を追加し、アンケート調査においても介護の状
況を把握している。
　自己申告面談制度やアンケート調査の結果か
らは、介護経験のある社員は増加傾向にあり、
45歳前後から急速に増えることのほか、会社の
支援制度や相談窓口を知らないなど、社内で周
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　介護に直面した際には、まず上司へ相談するこ
とが大切であるため、日頃からコミュニケーショ
ンがとりやすく、話しやすい風土をつくることのほ
か、上司と部下の定期的な面談を積極的に行うよ
う促している。
　社内相談窓口は、ＡＮＡグループのキャリア支
援室に設置しており、キャリアコンサルタント資格

（３）相談する

をもった15名の社員が様々な相談に応じている。
相談件数は年間70件ほどであるが、介護に関す
る相談は非常に少ない状況である。社外の相談
窓口については、ＮＰＯ法人と契約し、会社には
言いにくいことや介護の専門的な知識を得たい場
合の利用を薦めているが、こちらも相談件数は多
くはない。

　主な介護関連制度については、法定を上回る
内容とし、短時間勤務制度は、５、６、７時間の３
つのパターンで選択が可能である。また、客室乗
務員などシフト勤務の社員は短時間での勤務が
難しいことから、日数を減らして働く仕組みとして、

（４）両立支援制度を使う

介護短日数制度を設けている。経済面での支援
は健康保険組合と共済会を中心に行っており、在
宅介護サービス時のホームヘルパーと入浴サービ
ス費用の補助などを行っている。

３．介護について話しやすい雰囲気・お互い助け合う意識の醸成
　これらの各取組みの推進力を高め、介護について、現場でより話しやすい雰囲気を作り、お互い助
け合う意識を醸成していくため、経営トップやマネジメント層によるイクボス宣言を行っている。部下の
育児・介護・ＷＬＢを応援するために７つの事項を宣言することにしており、１から６の事項は共通の内
容で、７番目の内容については、それぞれの考えを記述する。副社長は「会社も職場も必ず理解してく
れる。介護を理由に仕事を諦めないで！」とのメッセージを社員に向けて発信している。イクボス宣言
はイントラネットに掲載し、会社としての本気度を伝える有力な手段の一つと考えている。

４．今後の課題と取組みの方向性
　今後は、グループの中に、グループ各社の介護制度や公的な介護保険制度を熟知し、介護経験もあ
るアドバイザーを設けていきたいと考えている。このようなアドバイザーがいれば、介護に関する支援
制度を改定する際に、人事担当者が仕事の特性を理解した適切なアドバイスを受けることができるほ
か、グループ内の介護セミナーや研修の講師を任せることもできる。相談員の教育や、介護に関するホ
ームページの維持管理などを効果的に実施することも可能となる。介護初任者研修など国家資格を有
する社員を養成したいと考えている。また、介護をしながら働く社員が増える中、転勤時のサポートに
ついて、改めて整理が必要な時期が来ていると感じている。
　今後も引き続き、社員が仕事と介護の両立支援に関する正しい知識を持てるよう環境整備に努める
とともに、多様な働き方の選択肢の拡大にも取り組んでいく。介護の「護」はお互いさまの「互」と書く
こともあるが、お互い助け合う意識の醸成、風土改革に注力し、多様な社員の活躍を支援していきたい。

第２部

図表１：ＡＮＡの両立支援制度

主な介護関連制度

主な費用補助

◆介護休業　法定介護休職から延長して、通算で1年間、無給の介護休職を取得可能
◆特別繰り越し休暇　失効する有給休暇を年7日を限度に、最大120日間積み立て、介護事由で使用可能
◆介護短時間勤務制度
◆介護日、介護休暇日（半日単位での利用可能）
◆介護短日数制度　※テレワーク、フレックス制度は介護事由とは関係なく使用可能

◆健康保険組合
・在宅介護サービス時のホームヘルパー（HH）および入浴サービス費用補助
  （一日あたり実質の7割補助で上限5,000円、HHは月10日まで、入浴4日まで）
・ショートステイ費用補助（一日あたり実質の7割補助で上限5,000円、月7日まで）
・デイサービス費用補助（一日あたり実質の7割補助で上限5,000円、月8日まで）
・介護機器用品レンタル（一日あたり実質の7割補助で上限5,000円）
・介護機器用品購入（一日あたり実質の7割補助で年間60,000円）
◆共済会 カフェテリアプラン（ANA CAFE）での補助額1.2円×使用ポイント
・介護に関わる補助対象器具の購入やレンタル費用補助、「介護ステーション」利用可能
※2018年度より、介護事由による無利子融資、介護に関わるポイント換算率引き上げ、
　介護セミナー回数増、介護サポートHP充実、介護制度利用者へのアンケート実施　等

図表2：経営トップ層のイクボス宣言
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王子ホールディングス株式会社
Oji Hold ings Corporat ion

事業内容 ：生活産業資材、機能材、資源環境ビジネス、
    印刷情報メディア、その他
従業員数 ：35,392名（連結、2017年３月末）
平均年齢 ：43.5歳（単体、2017年３月末）

１．仕事と介護の両立支援の取組み
　王子ホールディングス（王子ＨＤ)は、国内紙事業が縮小する中で、各々の事業体の経営責任を明
確にし、異業種分野への展開などグループ経営の最適化を図る観点から、2012年10月にホールディ
ングス制に移行した。これに伴い、旧態依然の自社の古い企業文化を早期に払拭し、事業の多角化
とグローバル化にあわせた、未来につなげる新しい企業文化を作るため、社員の意識改革に取り組
んでいる。具体的には、「企業の力の源泉は人材」という大原則の下、仕事の質と生産性の向上を目
的に、業務改革の三本柱として、「情報改革」、「働き方改革」、「日常業務改革」を打ち出した。こ
のうちの「働き方改革」の中の「Work Life Balanceの支援強化」において、仕事と介護の両立支援
に取り組んでいる。

　同社における両立支援制度としては、通算１
年で12回分割取得ができる介護休職制度や、
コアタイムがないフレックスタイム制、介護等を
理由とする退職者の会社復帰を促進するため
の退職者リターン制度などがある。とりわけ、
同社の制度で特徴的なのが、「積立保存年休」
である。毎年時効で失効する未消化の年休は
最大60日まで積み立てが可能で、病気や介護
などの場合に利用できる。2015年３月からは、
介護や中学校就学前の子どもの育児、看護など
に限定し、積立保存年休内で年５日を上限とし
て、時間単位の取得を可能としている。入院中
の家族の介護や病院の付き添いといった、丸１

（２）両立支援制度の導入

日休む必要のない用事も多いことから、時間単
位の利用者は増加傾向にある。ただし、この時
間単位年休は、２～３交替の操業現場では業
務性質上、運用が難しいため、現時点では常昼
勤務者に限定している。2016年５月からは、積
立保存年休の取得要件を撤廃し、より柔軟に
休暇を取得できるようにしている。従来から、
年間で80％の年休取得を目標に取り組んでい
るが、この取得要件の撤廃により、保存年休を
あわせて年間120％取得する社員もいる。実労
働時間が減るため、業務を簡素化するなど各自
が工夫を行っており、生産性の向上にもつなが
っている。

　Work Life Balanceの支援強化の推進に当
たり、2015年７月にダイバーシティ推進委員会
を設置した。王子ＨＤの役員が委員長を務め
ているが、多様な価値観と発想を事業発展に
活かすというコンセプトに基づき、王子ＨＤの
会長（経団連・雇用政策委員長）と社外監査役
（女性）、さらに、介護問題に詳しい著名な大
学教授と民間コンサルタントの２名を加えたア
ドバイザリーボードを設置している。委員会が
決定した方向性を組織の末端まで浸透させる
ため、４つのカンパニーのプレジデントと従業
員301人以上の約20社の事業会社の社長と人
事部長も出席する体制としている。

（１）ダイバーシティ推進委員会の設置
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図表 1：ダイバーシティ推進委員会の設置
経営会議

研究開発・ガバナンス 生活産業
資材

カンパニー

機能材
カンパニー

資源環境
ビジネス
カンパニー

印刷情報
メディア
カンパニー

コーポレート
マネジメント
グループ

シェアード
サービス
会社群

ダイバーシティ推進委員会
（委員長：王子 HD 役員）
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本
部

事務局
（王子マネジメントオフィス人事本部）

王子HD会長
王子HD社外監査役
佐藤博樹
中央大学大学院教授

矢島洋子
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング主席研究員

アドバイザリーボード

図表 2：両立支援制度について

期間 1 年、最大 12 回まで分割利用可

・取得要件を撤廃
・介護目的では、時間単位の利用が可能（年5日分まで）

コアタイムなし

操業現場を除く全ての職場に導入

テスト導入実施中

介護等の理由による退職者の会社復帰を促進
（対象者：退職時、勤続年数3年以上。原則、退職後 5年まで）

■介護休職制度

■積立保存年休

■フレックスタイム制

■短時間勤務制度

■在宅勤務制度

■退職者リターン制度

■介護等の理由による配転の個別配慮
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　介護に対する潜在的な不安や疑問を持ってい
る社員、実際に介護をしている社員の不安を少し
でも解消するため、情報提供と相談体制の整備
を行っている。
　情報提供に関する取組みとしては、2015 年度
から、ダイバーシティ推進委員会が主催する「仕
事と介護の両立支援セミナー（家族でできる介
護予防）」を年１回開催している。同セミナーは
役員含めてすべての社員を対象とし、アドバイザ
リーボードの有識者２名から法改正の目的や要点
の説明を受けている。今後は、ＤＶＤを活用して
同セミナーを全国の事業所へ展開する予定であ
る。さらに、今からできる介護の準備や事例を

（３）情報提供および相談体制の構築

紹介する「仕事と介護の両立Ｗｅｂハンドブック」
を社内のホームページで公開している。今後は紙
面によるハンドブックの配付も予定している。
　相談体制の整備としては、社内外に相談窓口
を設置している。社外に関しては、民間企業と
連携して、電話やＷｅｂメールによる専門相談員
（ケアマネジャー）に直接相談できる流れを作っ
ている。一方、社内については、ダイバーシティ
推進室が窓口となって、いつでも相談できる体
制を整えている。ただし、この２年間に相談に
来た社員はいないため、些細なことでも気軽に
相談しやすい仕組みを検討している。

２．今後の課題と対策
　同社では、毎年、ダイバーシティ意識調査を実施している。これは、301人以上のグループ企業を対
象とした、働き方やワーク・ライフ・バランス、介護、就業意欲など様々な項目に関するＷｅｂ調査であ
る。2017年の調査により、全回答者10,690名のうち、約３％にあたる314名が介護中であることが判
明した。介護中の社員の年齢分布を見ると、40歳代から顕在化し、50歳代がピークとなっている。314
名と人数としてはそれほど多くはないが、全回答者の年齢分布から考えると、今後10年で介護者が急
増する可能性が高いことが把握できた。また、介護中の314名のうち、185名が介護休業制度を知って
いるが、実際に制度を利用した者は12名にすぎず、制度は知っているものの利用しないという社員が
多いことも確認できた。制度の利用が進まない背景としては、賃金カットや査定、キャリア等への影響
を懸念していることや、交替勤務者については日中の自由な時間で対応できること、地方の場合は両
親、祖父母など、近隣に面倒を見てくれる人がいるため、休業する必要はないと考えていることなどが
推察された。

　今後10年を見据えると、介護に直面する社員が増えると予想されることから、より介護しやすい環
境の整備が課題となっている。そのため、まずは、ダイバーシティ推進委員会を通じて、介護休暇や短
時間勤務、時間単位年休といった両立支援制度が利用できることをトップダウンで社員に浸透させる
とともに、職場の雰囲気を醸成していく必要があると考えている。さらに、積立保存年休の活用の仕組
みの見直しや、現在テスト中の介護のための在宅勤務や短時間勤務（操業現場含む）など、柔軟な勤
務制度の導入についても検討を予定している。

第２部

図表 3：介護中の従業員の状況

介護中の者の年齢分布

「2017年2月王子グループダイバーシティ意識調査（介護に関する事項）」より
調査対象：301人以上のグループ会社（本社・営業所・工場）、対象者：管理職・一般職
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