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T-PECストレスチェック
労働安全衛生法の改正により義務化されたストレスチェックに対
応したサービスです。57問や80問のストレスチェックの実施から
医師面接までワンストップで対応いたします。

セクハラ、パワハラ、アカハラ相談室
経験豊富な相談員が窓口となり、苦情や相談に対して柔軟、かつ
適切な対応を行います。外部相談窓口を設けることで、安心して相
談できる環境が整い、結果的に早期対応が可能となります。

生活習慣病受診サポートサービス
生活習慣病に関するご相談にお答えしたり、医療機関を紹介・手
配するなど、生活習慣病の早期治療、重症化予防をサポートいた
します。

人事・労務ホットライン
心理及び労務の専門家が、休職者・復職者への対応に関するアド
バイスや就業規則上の問題解決のためのアドバイスをいたします。

法律相談サービス
身近に存在する、不動産に関係する法的問題、交通事故、お金に
関する法的問題、相続等の問題に、経験豊富な弁護士が窓口とな
り、法律に関する相談を受け付け、アドバイスいたします。

コンプライアンス通報・相談窓口サービス
通報窓口代行サービスのほか、法的な悩みにも対応できるよう提
携法律事務所による通報法律相談サービスを行っています。これ
は、通報代行業務と公益通報に関する相談窓口を兼ねたアウト
ソーシングサービスです。

日本の医学界を代表する各専門分野の総合相談医によるセカンド
オピニオンサービスをご提供しております。また、必要に応じ、優
秀専門臨床医のご紹介をあわせて行っております。

ドクターオブドクターズネットワーク

復職判定について、こころの専門医が復職に関するセカンドオピ
ニオンを実施、中立の立場で復職に関する意見書を作成します。

こころの専門医ネットワーク

認知症は発見が早期であればあるほど、認知症の予防治療効果、
遅延効果が高いとされています。ティーペックは、微細な認知
機能の変化を高精度で客観的に確認できる簡易チェックテスト
をより多くの方に受けていただけるよう、テストシステムのご
提供からテスト実施業務まで幅広く支援いたします。

簡易認知機能確認スケール「あたまの健康チェック」

心理カウンセラーが定期的に事業所を訪問し、「個人カウンセリ
ング」や「人事労務担当・管理職へのコンサルティング」「産業保
健スタッフ・人事労務担当との連携、会議への出席」「職場復帰支
援」を行い、企業におけるメンタルヘルス対策を、より有効かつ効
果的にサポートいたします。

定期訪問カウンセリング

メンタルヘルス研修サービス
組織の生産性向上やメンタルヘルス対策を推進する上で、「研修」
は重要な取り組みのひとつです。企業や団体ごと、職種や職場ご
とに抱えている課題や問題点に合わせた研修を実施することで、
メンタルヘルスの理解が深まり、組織全体の生産性向上へとつな
がっていきます。
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●日本全国（約16万件）の「専門病院」「大学病院」「地域の病院」
「クリニック〈開業医〉」等を無償で検索できます。

●専門医療検索ができます。
　「小児科系」「産婦人科系」「内科系」「耳鼻咽喉科系」「眼科系」
「整形外科系」「外科系」「歯科系」「泌尿器科系」「皮膚科系」
「脳神経外科系」「麻酔科系」「循環器科系」

●「人間ドック」と「メンタルヘルス」専門の検索ページがござ
います。

●先進医療に関する情報を検索できます。

……お気軽に、ご利用ください。

※PC、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話は、上記のURLにてアクセス可能です。但し、一部、PC、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話では、インターネットブラウザの種類・バージョンまたは、機種等に
より、ご利用頂けない場合がありますので、予めご容赦願います。また、病院等の詳細情報の表示画面においても、地図表示の機能が対応されていない場合がありますので、併せてご容赦願います。

携帯電話、スマートフォンか
らのアクセスは、上記のＱ
Ｒコードをご利用ください。

｢医療機関情報｣を一般公開しておりますのでご自由にご利用ください

　医療機関検索



口構造が経済の負荷となる時期）へと突入してしまったわ
けです。

限られた人材が100％能力を発揮する	
仕組みづくりの3つの視点

　人口ボーナス期は、一つの国に一度おとずれると、二度
とは来ないといわれているため、日本企業は、今よりも人材
が不足することを前提に、限られた人材が100％能力を発
揮する仕組みづくりをしなくてはなりません。
　それでは、人口オーナス期における仕組みはどうあるべ
きなのか。そのための視点は「なるべく男女ともに働くこ
と」、「なるべく短時間で成果を出すこと」、「なるべく違う
条件の人を社内に揃えること」の3点に集約されます。
■なるべく男女ともに働くこと
　人口ボーナス期の労働市場は、重工業が中心で筋肉量
の多い男性が仕事をし、筋肉量の少ない女性が家庭を守
る、といった働き方が効率的でした。しかし、人口ボーナス
期を経た現在、知的労働の割合が増しています。となると、
筋肉量ではなく知識や情報の量や質が仕事で成果を上げ
るために必要な視点となります。となると、男性だけでなく

事業存続のため組織全体で	
働き方を見直す必要

　株式会社ワーク・ライフバランスは、福利厚生では
なく経営戦略としてのワークライフバランス（以下、WLB）
を組織内で実現するため、企業や官公庁に対して「働き方
の見直し」をコンサルティングする会社です。
　2006年の創業当時、日本の企業社会ではWLBという
言葉自体、認知度が低く、創業当初は、育児と仕事の両立、
育児休業からの職場復帰といったテーマでのコンサルティ
ングがほとんどを占めていました。いわば「福利厚生として
のWLB」だったのです。
　しばらくすると、今度は「労働時間の削減」というニーズ
が増えてきました。多くは、「労働基準監督署から指導が
入ったので、何とか残業を削減したい」という内容であり、
その視点は「コンプライアンスの遵守」にありました。まだ、
経営戦略としてWLBをとらえる企業は数えるほどでした。
　そして、ここ数年増えてきたのが、「介護と仕事の両立
の視点からの労働時間削減」というニーズです。「老親の
介護のために休職や退職する中堅社員が出てきた」、「40
～50歳代の管理職層が、介護のために会社の仕事や昇
進は二の次にする “割り切り型社員”になってしまう」と
いった状況を何とかできないかという内容です。また、優秀
な人材がなかなか採用できない、旧来型の事業スタイルか
ら脱却できずビジネスとしての未来が見えない、といった
課題にも、WLBが解決策のひとつになるのでは、と注目さ
れています。
　こうした変化は、女性だけでなく男性も時間的制約を持

つようになり、長時間労働が難しくなってきたという社会全
体の状況を反映したものです。企業は今、事業存続のため
に組織全体で働き方を見直し、「経営戦略としてのWLB」
を実現しなければならない状況に直面しているのです。

急速に“人口オーナス期”に	
突入した日本

　働き方の見直しに当たっては、「人口ボーナス期・オーナ
ス期」に関する理解を深めておかないと、実効性のある対
策は難しいといえます。
　人口ボーナス期とは、「ある社会が『多産多死』の社会
から『少産少死』の社会に切り替わる際に、子どもと高齢
者の数が減り、労働力人口が多くなった状態」のことです。
こうした人口構造は、企業に豊富な労働力をもたらすとと
もに、社会全体における子どもや高齢者の扶養負担を小さ
くします。つまり、人口構造が、国の経済成長に対しボーナ
スを与えている時期です。
　ところが人口ボーナス期は、永遠には続きません。
　経済成長の結果、お金に余裕が出てきた労働者は子ど
もに教育投資をし始めます。子どもの世代は高学歴ゆえ人
件費が高騰するとともに、就業開始年齢が遅くなるため晩
婚化、晩産化も進みます。一方で高齢者世代は、医療技術
の発達と、医療に投資できる経済力を持つことによって寿
命が延伸し高齢化が進みます。その結果、働く世代が高齢
者を支える社会保障制度の維持も困難になります。人口
構造が、国の経済成長の負

オーナス
荷となる人口オーナス期の到

来です。
　日本では、1960年ごろから人口ボーナス期に入り90年

代半ばに終わったといわれています。そして90年代後半に
は人口オーナス期に突入しました。こうした転換は他の先
進諸国でも共通していますが、日本の場合、あまりにも急速
な転換だったため、混乱も大きいといえます。
　なぜ急速な転換になってしまったか？　理由は大きく2つ、
挙げられます。
　一つ目は、それまで国が待機児童対策に本気で取り組
まなかったことです。子どもの預け先が確保できない状況
では、夫か妻どちらかが職場復帰できず退職せざるを得ま
せん。多くの家庭が、妻が仕事を辞めることを選択しました。
このことにより「現在の労働力」の減少につながってしまい
ました。
　二つ目は、「長時間労働を良しとする国全体のムード」
を是正できなかったことです。このムードの中では、仕事に
やりがいを感じている女性は、子どもができると時間的制
約を受けキャリアの障害になると考え、子どもを産むことを
あきらめてしまいます。これで日本は、「未来の労働力」も
減らしてしまいました。
　この2つの理由によって、日本は急速に人口オーナス期

（高齢者の割合が大きく労働力人口の割合が小さな、人

　これまで長時間労働の削減は、社員の福利厚生やコンプライアンス遵守、メンタルヘルス対策の観点から行われてきた。
しかし、少子高齢化が進み労働力人口が減少するなかで、長時間労働に頼った働き方では企業経営が立ち行かなくなる状
況となり、誰もが短時間で成果を出せるような働き方への転換という新たな視点が必要となっている。今回はこうした視点
から「経営戦略としてのワークライフバランス」について考えてみたい。
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　ヨーロッパの主要国では、かつて2.0以上の水準だった
合計特殊出生率が、1970～80年頃にかけて全体として
低下傾向となった。その後、少子化のスピードを何とか遅
らせようと各国でさまざまな施策を打ち、結果、人口オー
ナス期への“ソフトランディング”に成功している。フラン
ス、スウェーデン、オランダの3国の例を見てみる。

■フランス　かつては家族手当等の経済的支援が中心
だったが、1990年以降、保育の充実にシフト。さらに出
産・子育てと就労に関して幅広い選択ができる「両立支
援」を強めた。「養育休暇」として、①1～3年休職する、②
パートタイム労働（週16～32時間）に移行する、③職業
教育を受ける―のいずれか、またはその組み合わせを
選択できる。

■スウェーデン　比較的早い時期から、経済的支援と併
せ、保育や育児休業制度など「両立支援」の施策を進め

た。育児休業は、子どもが8歳になるまで、両親合わせて
480労働日取得できる。「父親にも育児を担わせること
によって、母親に早く職場復帰してもらい、夫婦ともに仕
事と育児を両立できる環境をつくった」（大塚さん）。

■オランダ　ワークシェアリングを推し進め、パート労働
者の比率を高め失業率の低下と景気回復を両立させた。
そのかわりフルタイム、パートタイム問わず、時間当たり
同一の賃金が支給される。また１年以上雇用されている
労働者は、すべて同一の育児休暇（無給）を取得できる。
さらに、事業者には労働時間に関する労働者の希望を考
慮すべき法的な義務が課せられている。

　大塚さんは「こうした施策がなかった日本では、一気に人
口オーナス期に突入した分、企業の仕組みやマネジメントも
一気に変える必要があるのです」としている。 〈編集部〉
参考資料：内閣府「少子化対策」および「平成17年度版 少子化社会白書」など

人口オーナス期へソフトランディングした先進諸国
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　日本の多くの企業では、そもそも成果主義を誤って導入
しています。欧米のそれは基本的に時間当たりの生産性
で評価するのに対し、日本では年度など期間当たりで評価
するのが普通であり、時間当たりの生産性は不問に付され
ます。しかし真の意味での成果主義を実現するためには、
企業における評価の視点を変え、組織全体の仕組みを変
えることが求められているのです。

他責思考から自責思考へ	
転換すること

　組織全体の仕組みを変える際によく採られる方法として、
最初にある一つのチームから残業の多い現状について
の認識と課題発掘を始めるというものがあります。一つの
チームでこうした作業を行うと、残業削減のための課題が
個人に帰するものと、チームのメンバーの多くに共通する
ものに大別されます。この「共通する課題」は会社組織全
体の課題と考えられるため、まずはチームで解決策を考え、
場合によってはもう一つ上の組織体や経営陣に示し、一緒
に対策を考え、業務プロセスを変えていく――というのが
全体の流れのイメージです。
　ここで注意すべきは、社員や組織の自己認識と実際の
課題の間には少なからずギャップがあるということです。
　たとえば「当社は会議の進め方に問題があって、残業が
減らせない」というお声をよく頂戴します。しかしよくよく聞
いてみると、会議の進め方ではなく、会議の参加者の「話
す力」「聞く力」に問題があったりするのです。その場合、
会議の進め方を見直す前に、プレゼンテーションの研修を
する必要があります。
　「お客様のせいで早く帰れないのです」という声もよく
聞きますが、これは典型的な他責思考です。「なぜお客様
は夕方5時に電話をしてくるのか、急ぎの仕事を依頼してく
るのか」を考えてみましょう。その際、残業の原因の多くは
自分にある、という自責思考に切り替えれば、自らどういう
アクションを起こせば状況を改善できるかが見えてくるは
ずです。たとえば普段から「午後5時半には帰ります」とい
うことを伝えていたら、どうでしょうか。午後一番にお客様
に、メールや電話でその日の仕事の進捗状況を聞く習慣を

という3つのキーワードでふるいにかけ、こうした条件下で
残るために必死で働かせることで、会社への忠誠心を高め
ていました。また、ふるいにかけて脱落させても「替わりは
いくらでもいた」のです。一方で結婚、出産、育児といった
ライフイベントが多い女性は、転勤・出張・残業のふるいか
らは、必然的に脱落していきました。むしろ「男は仕事、女
は家庭」と家庭内分業をしてもらい、女性は男性労働者の
サポートに回ってもらったほうが、経営者としても都合が良
かったのです。
　ところが市場ニーズの多様化が進む現在では、多種多
様な商品、サービスを開発し、価値を創造していくことが欠
かせません。そのためには、性別、年齢、価値観などにおい
て多様な人材を社内に確保しておく必要があります。
　そんななか、人口ボーナス期と同様に、転勤・出張・残業
でふるいにかけてしまうと、もはや誰も残りません。ある人
は育児、ある人は介護、ある人は今後のキャリアのために、
仕事以外の時間を確保することが重要な時代になったの
です。もはや、画一的なマネジメント・画一的な働き方では、
人材を確保することが難しいのです。　
　「人材奪い合い時代」はすでに始まっています。女性で
あることや育児や介護を担っていること、さらには難病や障
害があること、外国籍であることなどの条件について、「労
働するうえでの障害ではなく、むしろ強みになり得る」という
発想の転換と、労働環境の整備が必要となるのです。

評価すべきは長時間働くことではなく	
決められた時間で成果を出すこと

　厳しいことばかり申し上げましたが、この3つの視点に立
ち、いち早く仕組みを転換された企業では、業界平均の倍
の率で利益を伸ばす、優秀な人材が集まってくる――と
いったメリットをすでに享受しています。人口オーナス期だ
から成長をあきらめるのではなく、人口オーナス期なりに成
長するルールはあり、この新ルールにいち早く乗り換えるこ
とが重要なのです。
　新しいルールの下での仕組みは、これまでのように長時
間働いている人が評価されるのではなく、決められた労働
時間内に成果を出している人が高く評価されることを目指

特集
残業を減らそう・なくそう
福利厚生から経営戦略としての
ワークライフバランスへ

女性にも活躍の場が広がってきます。また、労働力人口は
絶対的に減少しているので、必然的に、男性だけでなく女
性にも働いてもらうことが重要となります。
■なるべく短時間で成果を出すこと
　人件費が高騰する人口オーナス期には、長時間労働は
大きくコストに跳ね返ってくることから、企業は社員に対し

「なるべく短時間で働き成果を出す働き方」をトレーニン
グしなければ、利益が出ない状況に陥るでしょう。
　また前述したように、介護負担により時間的制約を受け
る人が増えていることからも、短時間で働き成果を出すこ
とが必要なのです。現在、特別養護老人ホームなどへの
入所希望者は52万人に上っています。この数は、保育所
の待機児童、約2万5,000人の20倍以上であり、入所する
には要介護度が相当高くないと無理な状況です。必然的
に在宅介護が主流となりますが、デイサービスなど通所介
護サービスの送迎時間を考えると、介護者は夕方5時には
帰宅する必要があります。残業など到底無理です。
　しかも未婚の方や共働きの家庭では、男性が介護者に
なることが増えていくでしょう。来年（2017年）には、団塊
の世代が要介護の年代に入ってきます。それを支える団塊
ジュニア世代は、これから管理職となる一方で、晩産化の
影響もあって育児の真っ最中であり、仕事・育児・介護の3
つを同時に抱えることになります。にもかかわらず、兄弟数
の少ない団塊ジュニア世代は、兄弟間で介護負担を分け
合うこともできません。またこの世代は、男性の未婚率が
女性より約10％も高いことから、今まで育児や家事の経験
のない男性が、いきなり介護者となるケースも確実に増え
ていきます。
　これまでのように長時間労働を前提とした働き方を続け
ていては、そうした社員は早晩、介護離職せざるを得なくな
り、企業にとっては貴重な人材を失うことになります。
■なるべく違う条件の人を揃えること
　市場ニーズが平準化していた高度成長期には、画一的
なマネジメントで、画一的な商品、サービスを作ることで効
率的に売り上げを高め、利益を上げることができました。
　さらに、経営者は低いコストで効率的に労働力を得るこ
とができました。そして豊富にいる社員を、転勤・出張・残業

します。そして、そのカギとなるのが、「トップのコミットメン
ト」と「評価制度の見直し」です。以下、事例を挙げ、説明
します。
■トップのコミットメント
　建設コンサルティングを行っているA社。以前はお客様
への「夜討ち朝駆け」も当然、というぐらいの長時間労働
でした。金曜の終業間際に仕事を依頼され、残業と休日出
勤で月曜朝に納品ということも日常茶飯事でした。その分、
社員の皆さんは本当に疲弊し、長時間労働・メンタルヘル
ス不調増加の傾向も見られました。
　ところが、社長および役員会において長時間労働の削減
やWLB確保の重要性が確認され、浸透すると、社内のす
べての仕組みが、WLBを軸に一気に変わっていきました。
　社内の仕組みを変えるに当たり、最初にトップのコミット
メントがあると、すべてにおいて「話が早い」のです。特に、
次に述べる「評価の制度の見直し」をするには、トップとマ
ネジメント層が、「どういう働き方を評価するか」について
しっかりと軸を持つことが絶対に欠かせません。
■評価制度の見直し
　情報サービス産業のB社は、長年、売上げが高かった社
員やチームに対して年間表彰を行ってきましたが、最近そ
の選考基準に総労働時間の枠を設けました。チームのメン
バーのうち一人でも一定の労働時間を超えたら、どれだけ
チームの営業成績が良くても、表彰選考の対象にすらなれ
ないのです。
　読者の中には、これを理不尽と見る方もいらっしゃるで
しょう。時間管理があいまいな環境で育ってきた管理職の
方は不安にすら思うかもしれません。
　確かに、時間的制約がある社員が少数派だったかつて
ならば、労働時間に関係なく売り上げだけで評価するほう
が公平なルールだったかもしれません。少数派には涙をの
んでもらうだけで済んだでしょう。しかし、時間的制約のあ
る社員が多数を占めるようになってくると、これは不公平な
ルールとなります。なぜなら、「時間」も仕事で使える資源
の一つであり、時間的制約のある社員とない社員では、能
力以外のところで与えられている資源に差があることにな
るからです。
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　ここで重要なのは、夕方以降の時間を「自身の成長のた
めのインプット」のために使うことです。人口オーナス期に
企業が成長していこうとすると、社員一人ひとりがどれだけ
多くのことをインプットし、仕事でアウトプットできるかがカギ
となります。前述したとおり社員は、「なるべく違う条件・違
う価値観」を持つほうが良いので、仕事以外に、どんな趣
味を持ち、どんな勉強をし、どんなライフスタイルで、どんな
人と会っているか、またそこで得たインプットをいかに仕事
にアウトプットするかが問われます。若い社員で「勉強のた
め、残業代をつけなくても良いから、終業後に職場に残りた
いとか、目の前の仕事を片付けたい」という人もいますが、
それは断るべきです。今や社内の知識や経験だけでは、新
たな商品・サービス、価値は生み出せない時代です。長期
的なキャリアを考え、社外でのインプットを若いうちから行
うこと、これがこれからのプロの仕事の流儀です。
　管理職の方々にも、積極的に外に出ることをお勧めしま
す。たとえそれが資格試験の勉強であっても、社外の予備
校や自習室に身を置くだけで、今の社会の多様性を肌で
感じ取ることができます。それにより、部下の多様性への
戸惑いがなくなり、むしろそれを積極的に活用していく「体
質」をつくることができるでしょう。
　さらに、社員のインプットを社内で共有できる仕組みがあ
るとベストです。ちなみに弊社では、朝出社したら1日の予
定をメールで送り情報共有するなかで、「昨日はどんな学
びがあって、それをどう仕事に生かしていくのか」を書き込
むようにしています。

“人口オーナス山”へ乗り移る	
今が最後のチャンス

　昨年6月30日に閣議決定された「日本再興戦略」の副
題は「未来への投資・生産性革命」となっています。これは

「今後、国としても労働生産性を高め、これまでの長時間
労働から、短時間で高い付加価値を出すという働き方に
大きく舵を切っていく」という宣言です。
　そして今年4月には、「女性活躍推進法」が施行されま
す。従業員301人以上の企業は、採用者に占める女性比
率や勤続年数の男女差、労働時間の状況、管理職に占め

バー全員の能力を底上げする必要があり、管理職には
そのための指導が求められます。そこで提案したいのが、

「ティーチング」から「コーチング」への転換です。
　人口ボーナス期には、管理職は部下に対し自分の経験
を教え込む「ティーチング」を行ってきました。しかし現在は、
多様化する消費者ニーズに応えるための「考える力」が大
事になってきます。この考える力は、教える形のティーチン
グではなく、問いを投げかける「コーチング」でこそ伸びる
のです。「この問題について、あなたはどう思う？」、「こう
いった条件だったら、どんな方法が有効かな？」といった問
いを投げかけることによって、部下は考えを深めていくこと
ができるのです。
　管理職も含めたチーム内で、プライバシーをある程度、
オープンにしておくことも大切です。親の介護問題、育児
の悩みなど、普段から話し合っておけば、急に休まなければ
ならなくなった時でも、負担をかけてしまう他のメンバーの
理解が得やすくなるからです。
　出産から育児への流れは、いつぐらいまで手がかかるか
という見通しが立てられます。しかし介護に関しては、親が
いつ、どんな状態になるか、予測がつきません。そういった
状況や懸念を普段から共有しておくことで、チーム内に「明
日は我が身のギブアンドテイク」という空気が醸成される
はずです。特に中年男性には「身内のことは恥ずかしいの
で、外に一切出さない」という傾向があります。しかし、それ
によってストレスがたまり仕事面での停滞だけでなく、介護
での暴力、虐待にもつながっていくといわれます。
　「男は黙って……」という美学は、率直に言って組織に
とって迷惑です。特に管理職の方々にはオープンマインド
で仕事に当たっていただきたいと思います。

社外でインプットしたものを	
社内でアウトプットする

　昨年夏、政府は「夏の生活スタイル変革」として「ゆう
活」のキャンペーンを展開しました。その目的は、「朝早くか
ら働き始め、明るい夕方のうちに仕事を終わらせWLBを
実現し、国民が豊かさを実感できるようにすること」にあり
ます。

つけていれば、相手も仕事の見通しをつけて、無理な要求
はしなくなってくるのではないでしょうか。お客様の行動は
確かに変えづらいですが、勇気と決断と周囲のサポートに
よって、改善の余地は実はあるのです。

個人プレーからチームプレーへ	
管理職のマネジメントも変えよう

　新しい仕組みの中では、当然、管理職のマネジメントの
仕方も変わってきます。
　現在の管理職は、人口ボーナス期の成功体験から、自
分と同じような働き方を部下に求めている人が多いと思い
ますが、人口オーナス期では、性別も、働ける時間とタイミ
ング、そして性別、価値観も異なる部下に対して、それぞれ
に合ったマネジメントをしなければなりません。
　かつては、部下全員が転勤・出張・残業ができるという同
じ条件であることが当然だったし、一人辞めても、また同じ
条件の人を採用するだけで業務は滞りなく進みました。しか
し現在は、育児休業や介護休業などで一人分穴があいた
場合、残りの人員でそれをカバーしなければなりません。そ
もそも管理職自身、介護負担で時間的制約を受ける可能
性が高い時代であることは前述したとおりです。したがっ
て、管理職だけが責任を負うのではなく、チームで取り組
み、チームで成果に対し責任を持つという、個人プレーから
チームプレーに変えていくことが大切です。
　チームプレーを定着させるためには、普段から、お互いに
カバーし合うことを前提に仕事を割り振ることが必要ですが、
そこで重要なのが情報共有です。たとえば、各メンバーが当
日の予定について、何をどういう優先順位で行っていくの
かを、チーム内で共有するのです。そうすると、たとえばメン
バー同士で「その仕事、午後やるけれど、一緒にやりません
か？」、「同じ仕事をやろうとしているけれど、無駄だからどち
らかがやりましょう」といったように、効率的な仕事の割り振り
が可能になります。情報共有のためのツールは、掲示板のよ
うなアナログな方法よりも、SNSなどデジタルツールを活用
すべきです。働き方が多様化する中で、在宅勤務や、短時間
勤務で勤務時間が他の人とずれてくる人も出てくるからです。
　また、こうしたカバー体制を可能とするためには、メン
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る女性比率などを把握し課題分析を行い、女性の活躍推
進に向けた行動計画を策定、公表しなければなりません。
これは女性の積極的な活用にとどまらず、それを皮切りに
企業に対し多

ダイバーシティ
様性への対応を強く求めるものと受け取る

べきでしょう。
　 “人口ボーナス山”は、この瞬間も刻 と々沈んでいく一方
です。今こそ、青 と々隆起していく“人口オーナス山”に乗り
移る最後のチャンスです。これからの各企業、そして国全
体の成長･存続のためにも、読者の方々には長時間労働
の削減とWLBの確立を経営戦略として位置づけ、スピー
ド感をもって対応していただきたいと願っています。

特集
残業を減らそう・なくそう
福利厚生から経営戦略としての
ワークライフバランスへ

2030年、就業者数790万人減
厚労省研究班が予測
女性や高齢者の就労促進も提言
　2030年の日本の就業者数は、14年比で12.4%・
790万人減の5,561万人になる―。これは昨年11
月24日、厚生労働省の雇用政策研究会が発表した数
字だ。前提条件は、今後実質ゼロ成長が続き、かつ女
性や高齢者の就労が進まない場合としている。一方、
2％程度の実質成長率を維持し、女性や高齢者の就
労が進めば、30年の就業者数は6,169万人と、14年
比で2.9%・182万人の減にとどまるとの試算も出され
ている。
　同研究会では、長時間労働の抑制など働き方の改
革を進めることで、女性や高齢者の雇用を増やすとと
もに、生涯を通じた能力開発により生産性の向上を図
るべき―としている。 〈編集部〉
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最先端レポート

　調査は、企業や自治体が2020年に向けて、ど
のようなワークスタイル改革を進めているか、ま
たその改革にITをどのように活用しているかを
まとめたもの。経営系部門や情報システム部門な
ど、企業内でワークスタイル改革を推進している
と想定される部門の636人から、インターネット
で回答を得た。
　まず、ワークスタイル改革を支援する代表的な
IT企業について尋ねたところ、トップは「日本
マイクロソフト」で、以下「グーグル」「NTT
コミュニケーション」という結果となった。
　ワークスタイルに今後影響を及ぼすもの（図
1）としては、「経営環境・事業環境の変化」
が41.8％とトップだった。次いで高かったのが
「女性の活用」で31.8％となっている。半面、
女性役職者比率を尋ねたところ、「ほとんどい
ない」との回答が48.7％と半数を占めた。1,000

人以上の企業でも37.8％、99人以下の企業では
64.4％に達した。
　ワークスタイル改革では、在宅勤務など会社以
外の場所で仕事をする場面も増えてくるが、そ
の課題については（図2）、「情報セキュリティ
が不安」が40.0％ともっとも高く、次いで「労
働時間を把握するルールや仕組みが未整備」の
34.4％だった。ワークスタイル改革のプラス効
果としては、「業務効率の向上」との回答がほぼ
半数（49.8％）を占め、以下、「従業員の労働
時間の短縮」（40.9％）、「移動中などのすき
間時間の活用」（30.5%）と続き、経営効率化に
期待を寄せる企業の姿が明らかとなった。
　労働力人口が減少する中で質の高い労働力を確
保するため、企業には、ダイバーシティ（人材の
多様性）の推進、雇用・就労形態の多様化が求め
られている。今回の調査はその参考になろう。

ワークスタイル改革に迫られる
企業の危機感が浮き彫りに
　株式会社日経BPコンサルティングは先ごろ、「2020年に向けたワークスタイルとIT活用に関する調査」
の結果を公表した。ワークスタイル改革に影響を及ぼすものとして「経営環境・事業環境の変化」を挙げる
企業が4割に達するなど、激変する経営環境・事業環境の中で、働き方を変えなければ生き残りを図れな
いという企業の危機感が浮き彫りとなった。 問題焦点型と	

情動焦点型
　コーピング（Coping）とは、「問
題に対処する」「負けずに戦う」
「切り抜ける」といったことを意味
するCopeという動詞にingを付加
したものである。ストレスフルな状
況や問題に直面したときに、ストレ
スを適切にコントロールすることを
指す心理用語で、ストレスコーピン
グとも呼ばれる。
　コーピング論を提唱したアメリ
カの心理学者、チャード・S・ラ
ザルスは、その機能を「問題焦点
型」と「情動焦点型」に大別、ま
たコーピング行動について以下8
つの対処型に分類した。①②は問
題焦点型、④～⑦は情動焦点型、
③⑧は両者の混合型とされている。

①計画型　計画的に対処したり、
解決法を検討する。
②対決型　問題に正面から立ち
向かう。
③社会的支援模索型　専門家等
に援助を求める。
④責任受容型　自分の行動を反
省、謝罪する。
⑤自己コントロール型　感情を
制御し表に出さない。
⑥逃避型　飲酒や人に当たり散
らすことで問題を忘れる。
⑦解離型　問題は自分と関係が
ないと思うようにする。
⑧肯定的再評価型　問題解決し
た経験を評価する。

コーピングKeyword

健康キーワード

ストレスを適切に
コントロールする方法

　問題焦点型コーピングとは、問
題の原因と突き止め、ストレッ
サーそのものに働きかけて、それ
自体を変化させる方法のこと。
　一例として、対人関係がスト
レッサーである場合、相手の人と
直接話し合って解決する方法が挙
げられる。仕事で自分では処理で
きない業務を任されたときに、上
司に相談し仕事量を調整してもら
う、あるいは他の人と分担しても
らったり、別の人に変わっても
らったりすることも、問題解決型
コーピングに当たる。
　情動焦点型コーピングは、スト
レッサーそのものには働きかけず、
それに対する考え方や感じ方を変
えることで、ストレスを回避する
方法のこと。
　ストレッサーとなっている問題
について「さほど重要ではない」
「今はどうにもできない」などと
受け止め、負の感情をコントロー
ルすることや、運動やリラクゼー
ション、アルコールによる気晴ら
しなど一時的な気分転換も含まれ
る。ストレスに起因する不安感や
怒りなどの感情を、周囲の人に聴
いてもらうことによって発散する
方法も、情動焦点型コーピングと
いえる。
　何らかの働きかけによって、ス
トレッサーそのものを変化させら
れる場合は、問題焦点型コーピン
グが勧められるが、そうでない場
合は情動焦点型コーピングが適当

であると考えられる。
　前出の例のように、自分では処
理しきれない仕事を任された場合、
上司に相談でき解決策が見つかる
可能性があれば、問題解決型コー
ピングで良いだろう。
　しかし、周囲の状況が変えられ
そうになければ、情動焦点型コー
ピングが必要となってくる。具体
的には、「なんとかなるだろう」
と楽天的にとらえたり、あるいは
帰宅後や休日に趣味や運動に没頭
して気晴らしをしたりする、と
いったことである。
　また、休日には気晴らし（情動
焦点型コーピング）をし、平日、
会社では問題解決型コーピングと
いうように、2つの方法を組み合
わせることもあろう。

環境からの刺激を	
自己成長の機会に
　ところで、これまでのコーピン
グの視点は、いかにネガティブな
状況から抜け出し、正常な状況に
回復するか、という点にあった。
　しかし最近では、いわゆるポジ
ティブ心理学の流れの中で、環境
からの刺激を自己成長の機会と見
なすプロアクティブ・コーピング
という概念も出てきている。
　ストレスチェック制度が義務化
され、個人のストレスマネジメ
ントのあり方が問われている今、
コーピングという概念もクローズ
アップされてくるのではなかろう
か。

図1　ワークスタイルに今後影響を及ぼすもの（複数回答） 図2	在宅勤務制度・システム導入における課題
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病気休職満了後、診断書の提出を
拒否した社員を解雇できるか？

　自律神経失調症により休職していた社員について相談です。
　病気休職期間満了後、復職の可否を判断するため、何度も診断書の提出
を求めたのですが、拒否されてしまいました。そのかわり、通院先の病院
ではない別の医師に「証明書」と称する文書を書いてもらい会社に提出す
るにとどまっています。
　これらの経緯を踏まえ、この社員について就業規則の「精神又は身体に
障害があるか、又は虚弱、老衰、疾病のために勤務に耐えないと認められ
た者」に当たるとし解雇したいのですが、会社側のこの判断は正しいでしょ
うか。ご教示ください。

Question

休職前の勤務状況、経過している休職期間および
会社の対応によっては、会社の解雇が有効となります。

Answer

回答者  小笠原耕司 弁護士
1984年、一橋大学法学部卒業。現在、
小笠原六川国際総合法律事務所の代
表弁護士を務めるほか、青山学院大
学講師として教壇に立つ。講演やセミ
ナー等でも活躍し、内容は企業・金融
法務の実務に即したものから社員の
メンタルヘルスや労務管理、人材面を
主眼とした法律問題まで幅広い。著書
は「安全配慮義務違反を防ぐための
EAP（従業員支援プログラム）導入の
すすめ」（清文社）ほか多数。

Respondent

法律相談

本誌では企業、従業員を取り巻く
不安要因を法律的側面より支援し、
理解を深めていただくために、企
業のとり得る対策等について当社
顧問弁護士で、小笠原六川国際総
合法律事務所代表弁護士を務める
小笠原耕司氏を回答者とし、読者
からの相談に答えていただいた。

◆職場復帰を支援する5ステップ
　精神的な問題によって休職した
労働者を復職させるには5つのステ
ップを経ることが重要とされていま
す（厚生労働省「心の健康問題によ
り休業した労働者の職場復帰支援
の手引き」平成21年改訂）。具体的
には、①病気休業開始及び休業中
のケア、②主治医による職場復帰可
能の判断、③職場復帰の可否の判
断及び職場復帰支援プランの作成、
④最終的な職場復帰の決定、⑤職
場復帰後のフォローアップの5ステッ
プとなります（図参照）。
　本件では、主治医等から診断書

（復職診断書）の提供を受けずに
勤務不可能と判断しているため、上
記②ステップを欠いた状態となって
います。

そこで、このような事情が解雇の
有効性に影響を与えるのかどうか検
討を加えます。

◆解雇権濫用法理
　労働契約法16条は「解雇は、客
観的に合理的な理由を欠き、社会通
念上相当であると認められない場合
は、その権利を濫用したものとして、
無効とする」とし、解雇権濫用法理
を規定しています。
　したがって、解雇が有効となるた
めには、①就業規則による解雇事由
の存在、②解雇事由該当性（客観的
合理的な理由があることも含む）、③
解雇の社会通念上の相当性――が
必要になります。
◆解雇事由該当性について

本件では特に本件社員が当該解
雇事由に該当するか（前出・②解雇
事由該当性）が問題となります。労
働者が、復職可能であると十分に判
断できる資料の提供に協力的では
ない場合に会社が「勤務に堪えな
い」と認定してよいでしょうか。
　ここで、裁判例（大阪地決平成15

年4月16日）は、同様の事案において、
ⅰ証明書を作成した医師は労働者の
診察を継続して行っていたわけでは
ないこと
ⅱ書面の題名が「診断書」ではなく、
「証明書」となっている事情が明ら
かではないこと
ⅲ労働者が休職期間満了まで１８か
月と長期間にわたって休職を続けて
いたこと
ⅳ会社が労働者による医師の選択を
考慮して管理職ユニオンが紹介した
医師や診断を受けた医師でもよいと
した上で診断書提出期限も労働者
の申し出に従って3回も変更し、さら
にその間自宅待機を命じていたこと

―から解雇事由「精神又は身体
に障害があるか、又は虚弱、老衰、
疾病のために勤務に耐えないと認め
られた者」への該当性を認めました。
　この裁判例は、事例判断としての
要素が多いために一般化し難いも
のではありますが、会社が使用者と
して休職している労働者の復職に
当たって相当な措置を講じていた場
合に、労働者が就労可能であると判
断できるだけの資料を提供しないこ
とは、就業規則の解雇事由該当性
に影響を与えることもあるといえるで
しょう。
　以上からすれば、本件で社員が

「精神又は身体に障害があるか、又

は虚弱、老衰、疾病のために勤務に
耐えないと認められた者」に当たる
可能性は十分にあります。
◆社会通念上の相当性

前出・③社会通念上の相当性
は、平等取扱いの原則（特定人の狙
い撃ちや過去の取扱いとの関係で
バランスが取れているか）、相当性
の原則（解雇原因が解雇に相当す
る事由であるか）、適正手続の原則

（本人の弁解の機会の付与がある
か等）が考慮されます。特に本件で
は、労働者が復職可能であると十分
に判断できる資料の提供に協力的
ではないため、適正手続の原則の観
点から社会通念上の相当性がある
といえるか問題となります。

この点について、前掲裁判例は、
会社が労働者の病状について、「医
師の診断を要求することは、信義な
いし公平の観点に照らし合理的か
つ相当な措置であるとし、会社が労
働者に対し、医師の診断等を指示す
ることができ、労働者としてもこれに
応じる義務がある」と判示しました。
そして、労働者が特に理由を説明す
ることなく診断書の提出をせず、通
院先の医師等への意見聴取をも拒
否し続けた事情からは、「社会通念
上の相当性を欠くとはいえない」とし
ています。

このように、労働者の休職期間が
長期間にわたる場合には、労働者に
会社が復職の判断をするために協
力する義務が認められることもあり、
協力義務に違反した場合、労働者の
診断書を取っていなくとも適正手続
が履践されていたと評価できること
もあります。

本件においても会社が労働者に
対して、復職可能な資料を提供する
機会を十分に与えていれば、適正手
続きの観点からも解雇に社会通念
上の相当性が認められるでしょう。

図　職場復帰支援の流れ
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」より

■第1ステップ 病気休業開始及び休業中のケア
　ア 病気休業開始時の労働者からの診断書（病気休業診断書）の提出
　イ 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケア
　ウ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応
　エ その他

➡
■第2ステップ 主治医による職場復帰可能の判断
　ア 労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出
　イ 産業医等による精査
　ウ 主治医への情報提供

➡
■第3ステップ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
　ア 情報の収集と評価

労働者の職場復帰に対する意思の確認／産業医等による主治医からの意見収集
／労働者の状態等の評価／職場環境等の評価／その他

　イ 職場復帰の可否についての判断
　ウ 職場復帰支援プランの作成

職場復帰日／管理監督者による就業上の配慮／人事労務管理上の対応／産業医
等による医学的見地からみた意見／フォローアップ／その他

➡
■第4ステップ 最終的な職場復帰の決定
　ア 労働者の状態の最終確認
　イ 就業上の配慮等に関する意見書の作成
　ウ 事業者による最終的な職場復帰の決定
　エ その他

➡
職場復帰

➡
■第5ステップ　職場復帰後のフォローアップ
　ア 疾患の再燃･再発、新しい問題の発生等の有無の確認
　イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価
　ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認
　エ 治療状況の確認
　オ 職場復帰支援プランの評価と見直し
　カ 職場環境等の改善等
　キ 管理監督者、同僚等への配慮等
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