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はじめに…
仕事は、私たちの生活を支え、人生に生きがいや喜びをもたらすも

のですが、仕事に追われ心身の疲労から健康を害したり、仕事と子育
てや介護の両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人も少な
くありません。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは、誰もが望む
生き方ができる社会の実現のために、必要不可欠なものです。

働きやすい職場づくりや働き方改革などにも取り組むことで、経営
者も従業員も、ともに満足できる職場環境の実現を目指してみません
か？
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ワーク・ライフ・バランスって？

ワーク・ライフ・バランスとは「仕事と生活の調和」と訳され、人それぞれ
の希望に応じて「仕事」と子育てや親の介護、地域活動、趣味といった「（仕事
以外の）生活」のバランスが取れている状態を意味します。

しかし、「バランスが取れている」とは、仕事と私生活の時間配分を均等（50：
50）にするということではなく、まして仕事をほどほどにして私生活を充実さ
せるということでもありません。

望ましい「バランス」は人によって違いますし、青年期・子育て期・中高年
期といったライフステージによっても変化します。

また、「ワーク」と「ライフ」の「バランス」を取るだけではなく、『働き方
や職場環境・制度を見直すことで個人の生活が充実し、生活が充実することで
仕事もはかどる』、『仕事がうまくいくことで個人の生活も潤う』、『生活で新た
な気づきや発見（インプット）があれば、その得られたものを仕事で生かす（ア
ウトプット）』といった、「ワーク」と「ライフ」がお互いに相乗効果を生み出
すことこそが 「ワーク・ライフ・バランス」 です。

※「ワーク・ライフ・バランス」の定義は諸説ありますが、「仕事と（仕事以
外の）生活のバランスがとれ、相互に好影響を与える状態」というのが共通
の定義と言われています。

WLB
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ワーク・ライフ・バランスはなぜ必要？

急速に進む少子高齢化や人口減少に伴い、働き手が不足しつつあることが大
きな要因です。

また、子育て世代はもとより、親の介護問題を抱える中高年世代など、勤務
時間に制約のある従業員が増えてきており、介護離職者も年間 10 万人を超え
ています。

加えて、仕事以外の「自分の時間が欲しい」というように、個人の価値観や
ライフスタイルが多様化するなど、雇用や就業を取り巻く環境が大きく変化す
る中、企業にも時代の変化に応じた
対応が求められています。

今いる人材で、今まで以上の成果
を生み出すことが求められる中、ワー
ク・ライフ・バランスが必要とされ
ているのです。
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資料１　労働力人口の推移（出典：平成 30年度版厚生労働白書）

WLB
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ワーク・ライフ・バランスのメリット

　ワーク・ライフ・バランスを実現することで、経営者側と従業員側の両方に様々
なメリットがあります。
＜経営者側のメリット＞
①　従業員の能力向上

職場以外の人と接する機会が増え、様々な経験をすることで従業員個人の
視野が広がり、柔軟性やコミュニケーション能力が向上します。

②　女性をはじめとする多様な人材の定着
女性をはじめとする誰もが働きやすい職場環境の整備により離職が減り、

蓄積された知識や経験が失われず、新たな採用や育成にかかるコストも削減
されます。

③　優秀な人材の確保
「従業員を大切にする会社」、「働き方が柔軟な会社」というイメージに

より、優秀な人材の確保につながります。
④　生産性の向上や時間外労働の削減

限られた時間の中で効率的に仕事を進めることで、時間当たりの労働生産
性の向上が期待できます。また、従業員の私生活が充実することで働く意欲
や仕事への集中力が高まり、時間外労働が減少し、人件費や光熱費の削減に
つながります。

⑤　組織としてのリスク削減
従業員のプライベートの充実や仕事への満足度の上昇により、メンタル不

調や労災、事故、不正、離職率などが減少します。

＜従業員側のメリット＞
①子育てや介護など、家庭の事情に柔軟に対応できます。
②趣味や自己啓発の時間が持てるようになります。
③ PTA や自治活動、ボランティアなどの地域活動へ参画する機会を持ちやすく

なります。
④家族とのふれあいや心身のリフレッシュが図られます。

ワーク・ライフ・バランスは、職場における福利厚生ではなく、

「明日への投資」です！

WLB
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ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、時間外労働の削減や年次有
給休暇の取得促進、育児・介護休暇等の整備とその利用しやすい雰囲気づくり
など、様々な取り組みがあります。

取り組みを始める時は、まず始めに、経営者と従業員が一緒になって会社の
現状と従業員のニーズの把握、課題の洗い出し、理想の姿とその実現のために
必要な取り組みを考えることが必要です。

課題が見えないまま制度だけを作っても、現場とのミスマッチが生じます。
経営者と従業員が一緒に現状・課題・従業員のニーズ（人間関係、福利厚生、
業務量等）を洗い出しましょう（グループワークが有効です）。

ステップ①で洗い出した課題が解決されたらどうなるのか、どんな会社にし
たいのか「目的地（＝ゴール）」をみんなで共有しましょう。

ステップ②で共有した「理想の未来像」を実現するためには具体的にどんな
取り組みをすべきか考えます。お互いの案からより有効な手法を導き出せるよ
う、コミュニケーションを取りましょう。また、経営陣は実現に向けて予算化
します。

従業員の意識啓発を兼ねた説明会を開催しましょう。また、トップの本気度を
見せるためのメッセージを発信し、顧客へのＰＲも行いましょう。

取り組み状況を点検し、その結果の評価を行いましょう（評価制度を作りま
しょう）。改善点を見つけ、柔軟に見直しを行い、持続して実施できる仕組みを
作りましょう。

ステップ①　現状を把握する

ステップ②　理想の未来像（目的・目標）を共有する

ステップ③　取り組みの手法を検討し、準備する

ステップ④　周知する

ステップ⑤　見直し・改善を図る

大切なのは【制度】と【風土】の改善を両輪で進め、
【働き方】を改革すること！

ワーク・ライフ・バランスを推進するためにWLB
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経営者や管理職、人事担当者などは、ここに記載されている
チェック項目の例を参考に自社の職場環境をチェックし、課題に
対する気づきを高め、共有しましょう！

〇ムダや重複がなく、効率的に仕事ができている □
〇業務の効率化を進めるような取り組みができている □
〇業務の効率化を進めるための検討が行われている □

〇新しい人材の採用ができている □
〇優秀な人材を確保するための取り組みがある □
〇就職希望者にとって魅力的な企業だとアピールできている □

〇年次有給休暇を希望どおり取得できている □
〇リフレッシュ休暇などの特別休暇制度がある □
〇休暇を取りやすい配慮がなされている □

〇定時退社がスムーズにできる体制を整えている □
〇会社での残業時間削減のための取り組みができている □
〇残業をなるべくしないという意識づくりができている □

〇出産・育児休暇が取得できている □
〇育児休業や短時間勤務制度ができている □
〇育児しながら働くことを支援する制度ができている □

〇介護支援制度を設けている □
〇介護しながら働ける制度ができている □
〇介護しながら働くことを支援する制度ができている □

〇会社が求める能力を分かりやすく説明することができている □
〇自己啓発や能力向上のための支援ができている □
〇自己啓発やキャリア形成の援助制度ができている □

業
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職場環境チェックシート ※福島県商工労働部雇用労政課　『ワーク・
　ライフ・バランスガイドブック』より
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ワーク・ライフ・バランス事例紹介

代表者名：代表取締役　曽根　佳弘
業　　種：漆器製造・卸・販売
従業員数：72人（男性41人、女性31人）
所 在 地：門田町一ノ堰字土手外 1998-3
H　　  P：https://www.owanya.com/

（2019 年 10 月 1 日現在）

令和元年度男女共同参画推進事業者表彰受賞企業

株式会社  三
さ ん

 義
よ し

 漆
し っ

 器
き

 店
て ん

令和元年度会津若松市男女共同参画
推進事業者表彰を受賞された「株式会
社三義漆器店」様のワーク・ライフ・
バランスの取組や職場環境づくりにつ
いて、曽根社長にお話を伺いました。

Ｑ．ワーク・ライフ・バランスの推進
のために取り組んでいることを教え
てください。
時間単位の有給休暇の取得を可能と

しており、育児・介護等のためだけで
なく、突発的な出来事や通院等にも柔
軟に対応できるようになっています。

また、定年は 66 歳となっております
が、ベテランの技術が重宝される業務が
多いため、定年退職者を積極的に再雇
用しており、年配の方も働きやすい、フ
レックスタイム制のような勤務も可能で
す。会社としては、80 歳まで働ける環
境を作ることを目標としています（現在、
従業員の最高齢は 78 歳）。

Ｑ．男女がともに働きやすい環境づく
りのために取り組んでいることを教
えてください。
ハラスメント防止については、就業

規則だけでなく、経営指針書や社員が

自ら作った「ハウスルール」にも記載
し、朝礼等でほぼ毎日周知しています。

相談しやすく、意見が出しやすい環
境づくりのため、男性・女性従業員そ
れぞれの相談窓口として相談対応者

（部長相当職）を決めているほか、年
３回の上司面談や社長へ直接意見を伝
えられるボックスの設置、業務改善提
案制度を設けており、その都度改善へ
向けた取組を行っています。

また、年数回の全社研修で男女混合
のグループワーク（未来創造などに
関するワークショップ等）を行うなど、
性別に関わらず、一人ひとりの能力開
発・定着が図られるよう研修等を行っ
ているほか、新年会や花見、ボウリン
グ大会等を開催し、社員同士の交流も
深めています。

我が社の社是は「共に
飛躍しましょう」です。こ
の言葉のように、社員はもちろん、関連
会社やお取引会社の皆様の飛躍につな
がるよう、社員とともに励んでまいりたい
と思います。

代表取締役　曽根　佳弘 氏
共に飛躍しましょう
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性別にとらわれない人員配置がされています

Ｑ．ワーク・ライフ・バランスの推進
に取り組むことによって、どのよう
な効果が生まれましたか？
時間単位の有給休暇を取れるので、

母親だけでなく、父親がお子さんを予
防接種に連れて行ったり、育児に積極
的に携わることができ、子育て応援に
つながっています。

また、性別・年齢・部署に関係なく、
多様な人材を班分けして行うワーク
ショップや社内活動により、社内全体
でのコミュニケーションが取れるよう
になり、課題や未来の姿を共有できて
います。

Ｑ．今後、取り組んでいきたいことに
ついて教えてください。
入社 10 年未満の従業員が育ってき

ているので、男女関係なく中間管理職
となる人材の育成に努めるほか、さら
に風通しの良い社風の確立などを目指
していこうと思います。

【認定・認証取得・表彰等の状況】
〇2018はばたく中小企業・小規模事

業者300社「需要獲得部門」受賞

※会津若松市男女共同参画推進事業者
表彰とは…

ワーク・ライフ・バランスの推進
や女性管理職の登用促進、ハラスメ
ント防止、育児・介護休暇の取得促
進など、男女がともに働きやすい職
場環境づくりを行っている事業者を
表彰するものです。

現在行っている主な仕事内容は、加
飾用の版下制作・販促デザイン・包装
副資材の制作などです。仕事自体は
ひとりで行いますが、打ち合わせやサ
ンプル依頼など他部署との連携があっ
て初めて成り立つ部署です。社内のい
ろいろな人と相談しながら創り上げて
いく楽しさが毎日の仕事のやりがいに
なっています。

【男女共同参画推進事業者表彰に
おける受賞理由・評価された主な取組】
〇女性の管理職登用や能力・経験に応

じた配置、グループワークや研修、提
言など、すべてにおいて性別にかかわ
りなく機会を提供し、社員がやりが
いを持てる、働きやすい環境づくり
に取り組まれている。

〇定年後の再就職においても、無理な
く働き続けられるような配慮をされ
ている。

デザイン部主任
星　慶子 さん

働きがいのある
職場環境
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男女共同参画推進事業者表彰受賞事業所紹介 Vol.1
従業員数は2019年10月1日現在

【平成16年度】株式会社 ホテルニューパレス
業種：宿泊・飲食業／従業員数：35人

評価された主な取組・新たな取組
⃝女性登用、男女間格差の積極的改善措置及び企業独自の取組の実施
⃝性別に関わらない希望部署への配置

【平成16年度】会津三菱自動車販売株式会社
業種：自動車販売・修理業／従業員数：28人

評価された主な取組・新たな取組
⃝社をあげての経営品質への取組
⃝男女社員の相互協力・自発的チーム活動による職場づくりの推進

【平成20年度】株式会社 シンク 業種：ソフトウェア開発／従業員数：75人

評価された主な取組・新たな取組
⃝育児・介護休業者復帰支援の取組
⃝セクハラ防止のための方針と懲戒処分の服務規程への明記

【平成17年度】合資会社 広田タクシー 業種：タクシー業／従業員数：37人

評価された主な取組・新たな取組
⃝男女共同参画の視点に立った事業展開　　⃝女性運転手の積極的起用

【平成19年度】会津土建株式会社 業種：建設業／従業員数：72人

評価された主な取組・新たな取組
⃝各種認証の新規取得　　⃝男性社員の育児休暇の取得推進

【平成19年度】富士通株式会社 会津支店 業種：電気機器／従業員数：8人

評価された主な取組・新たな取組
⃝相談体制の整備、全職員への人権教育の実施
⃝テレワーク勤務やコアタイム無しのフレックス、短時間フレックス勤務の積極

的活用の働きかけ
⃝持ち運び可能なシンクライアント PC の導入
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男女共同参画推進事業者表彰受賞事業所紹介 Vol.2
従業員数は2019年10月1日現在

【平成20年度】株式会社 南会西部建設コーポレーション
業種：建設業／従業員数：60人

評価された主な取組・新たな取組
⃝性別や職種によらない業務・研修機会の提供
⃝男性社員の育児休暇取得の実績　　⃝セクハラ防止のための社内体制の整備
⃝「マタハラ」、「パワハラ」のハラスメント防止の社内体制の整備

【平成22年度】会津よつば農業協同組合
 業種：農業協同組合／従業員数：1,250人

評価された主な取組・新たな取組
⃝正職員、女性管理職、勤続年数、育児休業取得者の人数・数値が一定数あること
⃝男性が多い職種への女性の能力活用・職域拡大への取組
⃝特定業務担当者へのフレックスタイム制度の導入

【平成23年度】第一緑化工業株式会社
 業種：建設業、法面処理工事／従業員数：20人

評価された主な取組・新たな取組
⃝男性の育児休暇取得と全職員の協力　　⃝ノー残業デーの実施
⃝建設業ならではの冬期間（閑散期）の有給取得の促進

【平成21年度】秋山ユアビス建設株式会社
 業種：総合建設業／従業員数：43人

評価された主な取組・新たな取組
⃝法定を超える介護休業や子の看護休暇の制度整備
⃝社内情報通信網や会議・研修などによる情報の共有
⃝新卒求人活動における女性監督員の積極的な募集

【平成23年度】株式会社 会津電気工事
 業種：建設業（電気設備業）／従業員数：25人

評価された主な取組・新たな取組
⃝子育て応援としての子ども手当の支給
⃝女性を中心とした ISO への取組　　⃝資格取得の費用補助
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男女共同参画推進事業者表彰受賞事業所紹介 Vol.3
従業員数は2019年10月1日現在

【平成23年度】一般財団法人 竹田健康財団
業種：医療業／従業員数：2,082人

評価された主な取組・新たな取組
⃝独自の「育児をしながら働く女性医師支援」の実施
⃝ 24 時間体制の事業所内託児施設の設置
⃝育児・介護休業取得、女性管理職の登用、資格取得支援や研修のプログラム化

【平成24年度】若松測量設計株式会社
業種：専門・技術サービス業（土木の測量・設計・調査）／従業員数：17人

評価された主な取組・新たな取組
⃝測量現場での男女協力による活躍　　⃝企画立案等への女性の積極的な参加
⃝女性の登用はもとより、性別によらない人材育成・配置

【平成25年度】日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 会津工場
業種：半導体製造／従業員数：425人

評価された主な取組・新たな取組
⃝社員の状況把握への取組の充実
⃝女性社員の活躍支援を推進するためのポジティブアクションの実施
⃝男性の育児休業取得実績　　⃝配偶者出産休暇の整備

【平成23年度】若松ガス株式会社 業種：ガス業／従業員数：183人

評価された主な取組・新たな取組
⃝男女半数ずつで構成された職場環境改善プロジェクトチームの編成
⃝子の看護休暇制度の有給化
⃝育児の為の所定外労働の免除制度の拡大

【平成25年度】株式会社 田季野 業種：飲食業／従業員数：13人

評価された主な取組・新たな取組
⃝社員の社会貢献への取組　　⃝家庭状況への採用面等での配慮
⃝終身雇用制度の実施等
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男女共同参画推進事業者表彰受賞事業所紹介 Vol.4
従業員数は2019年10月1日現在

【平成25年度】富士ソフトサービスビューロ株式会社
　　　　　 第１CS事業部 会津コンタクトセンター

業種：コンタクトセンター  サービス／従業員数：85人

評価された主な取組・新たな取組
⃝センター長や主任等といった管理職への女性登用実績　
⃝シフト制など、仕事と家庭の両立に配慮した環境整備
⃝男性社員の子育て休暇の取得促進

【平成26年度】株式会社日本政策金融公庫 会津若松支店国民生活事業
業種：政府系金融機関／従業員数：10人

評価された主な取組・新たな取組
⃝女性管理職登用の数値目標を掲げた全支店をあげての候補者の育成
⃝子育て世代への支援として短時間勤務制度や転勤特例制度、育児休業復帰支援の取組

【平成27年度】会津商工信用組合 業種：金融業／従業員数：169人

評価された主な取組・新たな取組
⃝常時相談窓口を設け、男女が共に働きやすい環境づくりに努める
⃝「女性の活躍推進宣言」の実施

【平成26年度】アイネット株式会社 業種：情報通信関連産業／従業員数：30人

評価された主な取組・新たな取組
⃝女性の管理職登用実績やパート社員から正社員への登用実績
⃝品質向上委員会（男女３名で構成）の設置
⃝会社の信条と社員の行動指針を明確にするクレドの制定
⃝定年社員の継続雇用の奨励

【平成26年度】富士ソフトサービスビューロ株式会社
第１BPOサービス事業部 会津BPOセンター

 業種：BPOサービス／従業員数：89人

評価された主な取組・新たな取組
⃝センター長や主任等といった管理職への女性の登用実績
⃝子育て世代への理解や仕事との両立に向けた協力体制の整備（育児休業の取得率 100％）
⃝女性プログラマーの育成
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男女共同参画推進事業者表彰受賞事業所紹介 Vol.5
従業員数は2019年10月1日現在

【平成27年度】荒川産業株式会社 業種：リサイクル業／従業員数：33人

評価された主な取組・新たな取組
⃝管理職に女性を登用するなどのポジティブアクションの取組
⃝残業の多い部署の従業員からノー残業デーを実践するなどの残業時間の減少に向けた取組

【平成29年度】損害保険ジャパン日本興亜株式会社 福島支店会津支社
 業種：損害保険業／従業員数：15人

評価された主な取組・新たな取組
⃝全国異動が可能なグローバル職員と通勤可能圏内での異動が可能なエリア職員

の転用が随時可能であるなど、状況に合わせた柔軟な勤務形態の選択
⃝専任職員による各種ハラスメント等の社員相談ホットラインの設置
⃝テレワーク、モバイルワーク、シフト勤務、TV 会議等、働き方改革や「女性

経営プログラム」などの取組

【平成30年度】株式会社 パティズ 業種：雑貨小売業／従業員数：47人

評価された主な取組・新たな取組
⃝本人の希望に応じた柔軟な勤務体制
⃝ハラスメント防止研修や個別対応フォローアップ、セクハラ相談窓口の設置、

マタニティマーク活用推奨など、誰もが働きやすい環境づくりへの取組
⃝管理監督職の 1/3 が女性であり、企画・立案も女性社員が中心となって実施

【平成27年度】日本精測株式会社
 業種：建設コンサルタント、介護事業／従業員数：89人

評価された主な取組・新たな取組
⃝相談窓口の設置などの男女が働きやすい環境づくりへの取組
⃝事業所内保育園の設置　　⃝男性社員の看護休暇取得促進への取組

【平成29年度】有限会社 福島メンテナンス
 業種：介護業／従業員数：30人

評価された主な取組・新たな取組
⃝介護や育児等の都合でフルタイムで働けなかった職員も正社員として固定給と

するなどの働きやすい環境整備
⃝職員とのこまめな情報交換ときめ細かなケア
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男女共同参画推進事業者表彰受賞事業所紹介 Vol.6
従業員数は2019年10月1日現在

【令和元年度】有限会社 ワシオ商会
業種：土木建設資材販売・レンタル・修理／従業員数：20人

評価された主な取組・新たな取組
⃝定期的な社員との面談や電話相談窓口の設置
⃝業務に必要な資格取得の奨励と資格に応じた手当の支給
⃝一般事業主行動計画の公表
⃝男性社員の育児休業や配偶者出産休暇、子どもの看護休暇の取得実績
⃝県の「働く女性応援」中小企業の認証

【令和元年度】小野屋グループ
　　　　　　㈱小野屋漆器店、㈲日本美術産業、㈱小野屋
 業種：宗教用具製造・卸・小売業／従業員数：197人

評価された主な取組・新たな取組
⃝ハラスメントに関する指針の作成と周知徹底
⃝定期的な５Ｓ活動やＱＣ活動等からの改善策の導入による仕事の効率化
⃝非正規雇用から正規雇用への積極的な登用
⃝工場部門のトップへの女性管理職の配置や、管理職の３分の１が女性であるな

ど、性別にとらわれない管理職登用

【その他の受賞企業】
平成 23 年度受賞 一般財団法人温知会 会津中央病院
  JR 東日本東北総合サービス株式会社 会津若松営業所
平成 24 年度受賞 株式会社東北入谷まちづくり建設
平成 27 年度受賞 佐川急便株式会社 会津若松営業所
平成 28 年度受賞 株式会社ダイナム 会津若松店
平成 29 年度受賞 株式会社ダイエツ
  伸和住宅株式会社
  東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社 会津若松地区
平成 30 年度受賞 武田土建工業株式会社
  株式会社デバイスホーム



15

ワーク・ライフ・バランス
ガイドブック

～ ともに満足できる職場環境の実現に向けて～

会津若松市

◆会津若松市 観光商工部 商工課
中小企業の育成・支援や雇用対策・勤労者福祉対策に関すること
〒965-8601 会津若松市東栄町3-46　☎0242（39）1252
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/

◆福島県 雇用労政課
「福島県次世代育成支援企業認証制度」に関すること
①「働く女性応援」中小企業認証
②「仕事と生活の調和」推進企業認証
〒960-8670 福島市杉妻町2-16　☎024（521）7289
https://www.pref.fukushima.lg.jp/

◆厚生労働省 福島労働局 雇用環境・均等室
「一般事業主行動計画」の策定・届出、「男女雇用機会均等法」や
「育児・介護休業法」に関すること
〒960-8021 福島市霞町1-46　☎024（536）4609
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/home.html

◆内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室
〒100-8914 千代田区永田町1-6-1　☎03（5253）2111
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/

◆中小企業庁 経営支援課
〒100-8912 千代田区霞が関1-3-1　☎03（3501）1763
https://www.chusho.meti.go.jp/

◆公益財団法人 21世紀職業財団
女性労働者の活躍支援、ワーク・ライフ・バランスの実現、
ハラスメントのない職場づくり、ダイバーシティマネジメントの推進に関すること
〒113-0033 文京区本郷1-33-13　☎ 03（5844）1660
https://www.jiwe.or.jp/

ワーク・ライフ・バランスに関する相談窓口
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発　行　会津若松市 企画政策部 企画調整課 協働・男女参画室

〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3-46
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