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新型コロナ禍に見つめ直す

「働き方改革」
２０１８年に、
働き方改革関連法が成立しました。同関連法は『働く方々が、
個々
の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにする』
（厚
生労働省）ことを目的にしたものですが、
成立当時は、『仏造って魂入れず』になっ

テレワークなど、私たちは働き方の変革を迫られることになりました。一方で、
準備不足による課題も顕在化してきました。働き方改革の先にあるものは何か、

アフターコロナに向けて企業は何をすべきなのか。株式会社ワーク・ライフバラ

ンス コンサルタントの堀江咲智子氏に、そのポイントを伺いました。

通勤時間が減り、その分、自分の時間を
持てるようになりました。仕事（ワーク）

が経ちました。そしてその収束はいまだに

新型コロナウイルスの感染拡大から２年

方改革」が一気に加速したかのように見受

法」の成立以降、流行語にもなった「働き

ています。２０１８年の「働き方改革関連

と生活（ライフ）の垣根が一段と低くなっ

予断を許しません。この間、一部の職種で

けられます。

念は、２年経った今ではあまり聞かれなく

あったテレワークによる仕事の成果への懸

り組まなければならないことがあると言わ

実態は、真の働き方改革に至るまでに、取

大きく変容したのかもしれません。しかし

確かに、
私たちの働き方に対する意識は、

なりました。
「出社しなくても仕事はでき

メント体制。社員一人一人の情報アクセス

リアルに見えにくくなった社員のマネジ

ざるを得ません。

を余儀なくされました。感染拡大直後に

はテレワークを迫られ、密を避ける働き方

テレワークの普及 で
見 えてきた課題

株式会社ワーク・ライフバランス
コンサルタント
中小企業診断士

る」
、
「パソコンがあれば、社内だけでなく
お客様とも繋がりが持てる」といった声も
聞かれるようになっています。

1日····· 育児・介護休業法改正（雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化）
中小企業へのパワハラ防止措置義務の適用
年金制度改正（在職定時改定など）
くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準改正

アクセスしにくい」
など。若い社員からは、

ルダーが整理されておらず、必要な情報に

なっている」
、
「情報をアップする共有フォ

との密な接点が持てず、関係を築きにくく

くて不安だ」
、
「この２年間、特に新入社員

は、
「部下が何をしているのかが分からな

れています。例えば、上司に当たる方から

の方からは、さまざまな問題を投げかけら

私がコンサルタントを実施している企業

難しさなどが挙げられます。

ライフの垣根が低くなった故の自己管理の

仕事の効率性の乖離。そもそも、ワークと

に対するリテラシーの有無と、それによる

北海道札幌市生まれ。大阪府立大学工学部機械工学科卒業。
経営者、管理職、一般職、女性向けなど、対象者に合わせてきめ細
やかにアレンジした講演内容に定評がある。働き方見直しコンサル
ティングでは担当チームのモチベーションを上げながら、楽しく働き
方を見直す手法が特徴。気合いややる気に頼らず仕組み自体を変え
ることで本質的な解決ができるようアドバイスするなど、周囲を巻き
込みながら全社的に最適な方法を提案している。
趣味は編み物とアクセサリーを作ること。手を動かすことが好きでハ
ンドメイドサークルを主催し、ハンドメイドを通じた新興国への寄付を
13年連続で行っている。
経済誌・専門誌などでの執筆実績多数。

「携帯電話を手放せなくなった。着信があ
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されず、より長く働いて成果を上げ

考え方では実労働時間が評価に加味

がありました。しかし、このような

期間あたりの生産性を重視する傾向

得を迫られる社員は、中堅幹部の方が多い

取得は突然訪れます。そして介護休暇の取

は予定が立てられます。しかし介護休暇の

す。子どもが生まれることによる育児休暇

家族に介護が必要になるケースもありま

中小企業のトップの方から、
「うちは小

イノベーションの要素が見つかったと、ポ

る動きとなり、決して生産性は上が

ことも考えられるのです。高齢化社会に

さいからそこまでの余力がない」
「資本が

なかったこともあったかもしれません。

りません。これからは、一日の中で

とって、このようなケースは決して特殊な

ない」
といったことを聞くことがあります。

日本では、月単位や四半期ごとの

仕事と生活のメリハリを付けて、仕

ことではありません。

が大きく寄与しました。テレワークを違和

テレワークが可能になったのもＩＴの進化

ＢＣＰのためにも、
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のです」と答えています。なぜなら、トッ

私は、
「中小企業だからこそ実現できる

イノベーション
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互いに理解しあうことが大切なのですが、
事へのモチベーションといったような、数
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と生活を両立させて、人生を豊かにするこ

ることもありました。
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突発的な仕事が多い、
情報共有が少ない、

そこで挙がったことは、会議が多い、

）
取組みました。
議 」（※１に

出すために、当社が提案する「カエル会

総務部内で、同社が抱える課題を洗い

めて浮かび上がった資料作成の負担を軽

する」といったことでした。そして、改

中するために「会議を入れない日を設定

や進め方も明記する」
。三つ目が仕事に集

議を是正するために「事前に会議の議題

スケジュールする」
。二つ目が、長時間会

かどうかを見直すために「考えて会議を

具体的な取組みの一つが、必要な会議

この間「カエル会議 」も継続して行い、

においてテレワークをほぼ１００％実施。

バー間で共有しやすくなるのです。

議に名称を付けることでその目的がメン

ル会議 」はそのための手段であり、会

出すことで働き方は改善されます。
「カエ

に課題はあり、ちょっとした一歩を踏み

別なことではありません。身近なところ

ことをゴールに据えて、会議の抜本的な

らを聞いて、
決して特殊なことではなく、

減するために、
「窮状を上司に伝え、明確

は、新型コロナ前の２０１９年のこと。

当社がコンサルタントを実施している

皆さんの企業の中でも起こりうることと

繰り返しますが、こうした取組みは特

宇部情報システム様が、会議のあり方に

改革を進めます。
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他部門にも導入されるなど、全社的な取

同年にテレワークを導入し、同時に人事

実は、同社が働き方改革に取組んだの

※１ カエル会議®
：部署ごとに週１回実施、自分たちは
こうなりたいという
「ありたい姿」
を部署ごとに話
し合って決め、現状の課題の抽出、それを解決
するためのアクションプランについて議論する会
議。
「カエル」
には早く帰る、働き方を変える、人
生を変える、などの意味が込められており、
「絶
対に否定しない」
「何を言っても大丈夫」
という
ルールのもとに意見交換が行われる。

率化を図り、ひいては、働き方改革を劇

すだけでなく、会議の活性化と仕事の効

ながら仕事を見える化し、お互いがフォ

宇部情報システム様は、
「情報共有し

宇部情報システム様は、新型コロナ禍

も現実的になっているのです。

組みとなっています。そして、「 時退社」
これらの取組みを行うことで、会議の

がけるようにします。

R

19

（生 22 - 1495, 法人開拓戦略室）

※本誌からの無断転載、コピーを禁止します。
（非売品）

26

R

R

●お届けいたしましたのは

発行： 株式会社 星和ビジネスリンク

95

20

な指示がもらえるように動く」ことも心

山口県宇部市

感じるのではないでしょうか。

株式会社
宇部情報システム

メスを入れることで、無駄な会議をなく

働き方改革
事例紹介
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