
幸せ職員が増えれば、職場も成果も変わる！
～イクボス流！働き方・働きがい改革～

ＦＪファウンダー／副代表

代表 安藤 哲也
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講師プロフィール
安藤哲也（あんどう・てつや）

• 1962年生まれ。現在、21歳（女）、18歳（男）、11歳（男）の父親。

大学卒業後、出版やＩＴ系企業で働く。

06年11月、会社員（管理職）の傍ら、父親の子育て支援・自立支援事業

を展開するNPO法人ファザーリング・ジャパン（FJ）を立ち上げ代表に。

2012年には社会的養護の拡充と児童虐待の根絶をめざす、

NPO法人タイガーマスク基金を立ち上げ代表に。

地域では、保育園、学童クラブの父母会長、小学校のPTA会長

を務めるほか2003年より、パパ’ｓ絵本プロジェクトのメンバーとして、

全国の図書館・保育園・自治体等にて、パパの出張絵本おはなし会を開催中。

著書に『パパの極意～仕事も育児も楽しむ生き方』（NHK出版）、『できるリーダーはなぜメー

ルが短いのか』（青春出版社）『絵本であそぼ！』（小学館）などがある。

• 主な委嘱委員・・・ 厚生労働省イクメンプロジェクト推進チーム座長/内閣府・ゼロから考える少子化
対策プロジェクトチーム/内閣府・男女共同参画推進連携会議/国土交通省観光庁・休暇改革国民
会議/東京都・次世代育成支援検討委員会/東京都・子育て応援とうきょう会議/文部科学省・父と子
の愛着形成プログラム研究委員会/厚生労働省・男性の仕事と育児の両立意識啓発事業委員会/
内閣府・少子化社会対策に関する先進的取組事例調査研究会/内閣府・認定こども園制度の在り
方に関する検討会/松戸市・男女共同参画推進協議会/埼玉県地域家庭教育推進協議会/電通ジ
セダイ育成委員会/にっぽん子育て応援団団長/文京区・少子化対策チーム委員/内閣府・子供の
未来応援国民運動発起人／財務総合政策研究所・女性活躍研究会委員



1.日本の生産年齢人口は減り続ける
（千人）

出典：国立社会保障・人口問題研究所

人材不足

売り手市場



2.家庭のあり方が変わってきている

出典：内閣府資料

1980年 2014年



3.働き方の考え方が変わってきている
（1）短時間労働者が増えている

雇用者総数に占める短時間雇用者の割合
（右目盛）

女性雇用者に占める短時間雇用者の割合
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アンケート： 今後5年以内に介護が生じる可能性 （n = 2099）

出典：内閣府資料
（中央大学 佐藤博樹教授のコラムより抜粋）

対象： 主として40歳以上の大企業社員

４５歳以上の人の

１５％が介護を抱える
と言われています

3.働き方の考え方が変わってきている

（2）社員が介護を抱えるリスクが高まる

ケアメン
ケアボス



3.働き方の考え方が変わってきている
（3）働く人の価値観が変わってきている
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仕事との両立または余暇を優先したい 余暇よりも仕事を優先したい

「仕事と余暇のいずれに生きがいを求めるか」

出典：ＮＨＫ放送文化研究所 日本人の意識調査

％



なぜ、ダイバーシティ（多様性推進）なのか？

・団塊世代が75歳超える2025年 大介護時代へ突入
・認知症患者700万人=5人に1人 厚労省試算

25万人が育児と介護の「ダブルケア」に直面
その8割が30-40代

内閣府調べ



日本の将来推計人口（平成24年1月推計）
国立社会保障・人口問題研究所調べ

★参照→ 日本の子ども人口時計（東北大学） 1000年後に子どもの数がゼロに。



現在、起きている世の中の変化
・人口減少、少子高齢化

・健康寿命の延伸

・年金・医療制度の崩壊懸念

・労働力不足、グローバル化

・終身雇用、定年制の見直し

・働き方改革、副業解禁

・ＡＩ（人工知能）、ロボットの台頭

・教育改革、学び直し

・ダイバーシティ（多様性）の尊重

⇒人生100年時代

現在、起きている世の中の変化



人生100年時代⇒ライフ＆キャリアの変化

学習

20年

仕事（１社）

40年

余生

10年

■人生70年時代： みんなが同じ「３ステージ」の生き方

■人生100年時代： 人それぞれ「マルチステージ」の生き方

学習

20年

仕事

40年
副業
様々な生き方 30～40年

転職
独立

フリーランス

今や人生80年時代となり、

さらに今後は

100年ライフを生きるには、
「生産性資産」「活力資産」「変身資産」が必要



私たちは今、
社会の大きな構造的変化

そして自分自身の生き方問題に
直面している。

働き方の改革⇒ワークライフバランス

経営者の意識改革、管理職のダイバー
シティマネジメントが求められている

生き方改革



過労死ライン（月８０時間残業）
を超える企業が２２．７％
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働き方改革は、労働時間短縮だけの
“働かせ改革”ではない

①生産性向上＝自律型社員の創出

②健康経営＝メンタルヘルス問題やハラスメントの予防

③多様性推進＝個を活かすマネジメント

部下全員を輝かせ、成果を出す＝イクボス



日本企業が抱える二大課題
①長時間労働

②業務の属人化

「Work Hard ＝遅くまで頑張る」→「Stay Long ＝遅くまで会社にいるだけ」。
多様性を活かせない。健康的でない。家族を大事にしない

自分がいないとこの仕事は回っていかない
休めない。帰れない。→健康と家庭を破壊

「Work Smart」
短い時間で高い価値を生む、生産性（コスパ）の高さ
を重視する働き方。→WLBで両立が可能

これから求められる働き方は・・・、



6歳未満の子のいる夫婦の家事・育児時間（1日あたり・国際比較）

第2子以降の出生数が伸びない



2

意識と働き方を見直そう



夫の家事・育児時間が長いほど、第２子以降の出生割合が高い。
休みの日に、父親が家事・育児に関わる時間が長いほど、第2子が
生まれやすいという調査結果となっている。



男性育休取得者のメリット

夫のライフとワークの好循環は、家族にとっても良い影響をもたらす！

夫婦両方のライフとワークの充実が、ライフとワークの「充実の好循環」の鍵を握る！
参照：※1 庭野(2007) , ※2 冬木(2008), ※3 石井他(2016), ※4 佐藤・武石(2004), ※5 尾形・宮下(2003), ※6 Ishii-Kuntz(2003), ※7 内閣府(2005), ※8 内閣府（2011）

対 子ども

 育児休業の取得による父親の育児参加により、父親への親近感が増加。※3

メリット
その①

対 配偶者（妻）

 育児不安、ストレスの軽減、養育態度に好影響。※5

 就労継続、昇進意欲、社会復帰への意欲の維持。※3

メリット
その②

対 夫婦関係

 コミュニケーションが活発になる。※6

 家事育児だけでなく、稼得責任も二人で担うことで、精神的不安が軽減。※1

メリット
その③

妻の就労継続による家計のメリット

■就業継続した場合（大卒平均）

■出産退職子どもが6歳で、パート・アルバイトとして再就職した場合

2億7,645万円

4,913万円

その差は
2億2700万円！

妻の生涯所得に

大きな違い ※7



男性の育休への興味は？

厚労省「雇用均等基本調
査」平成23年

男性の育休取
得希望者数

約３割

電通ジセダイ委員会「パ
パ男子調査」09年

現役父親の
育休希望者

５割

日本生産性本部
「2013年新入社員秋

の意識調査」

男性新入社員
「子どもができ
たら育休希望」

７割



・男子学生の8割が「育児休業を取得したい」

最新の日経新聞調査では、

・女子学生の9割が将来子どもが生まれたら、
「夫に育児休業を取得して欲しい」と回答。

そうした願いが叶えられる会社に
若い人材は集まる
↓
人手不足解消の一手



企業のダイバーシティ・女性活躍推進の中で

男性育休100％や、
育休の有給化などがトレンドに

→（大手）日本生命、関西電力（7日間）
リクルートコミュニケーションズ（5日間）
東急電鉄（有給43日）、アクサ生命（有給1か月）
積水ハウス（※1か月完全取得←評価に影響なし）
ソニー、大和証券、丸井グループ、旭化成、
リコーリース、昭和電工、住友生命、大成建設など

（中小） あわしま堂（愛媛）、桔梗会（群馬）（100％）
アースクリエイト（岐阜）、ヒューリック（東京）

男性育休取得率５．2％に。（国の目標は13%）



育児休暇を使いたいと思ったができなかったという人、および使いたいと思うが難しいだろうと思う人487名に、なぜ無理なのかという理由

日本労働組合総連合会調査2014／男性の育児・家事参加状況や、育児と仕事に対する意識を明らかにする調査



講演・セミナー後のアンケートでは、、

「自分が仕事終わっても帰れる雰囲気ではない」

「育休どころか子どものことで有休すら取りづらい」

「管理職世代の意識を変えて欲しい」「うちの頭の堅いボスをなんとかしてくれ！」

「うちの夫はそこそこイクメン。でも平日は帰って来れない。休日が待ち遠しい」（ママ）

共働きで子育て中。何で母親だけが子どもの病気で休まなければならないの？（ママ）

「ワークライフバランス（ＷＬＢ）の実践には、
職場の風土が重要であり、
経営者や管理職のＷＬＢに対する
理解・意識の醸成は非常に重要である」



イクボスとは、職場で共に働く部下・スタッ
フのワークライフバランス（仕事と生活の両
立）を考え、その人のキャリアと人生を応援
しながら、組織の業績も結果を出しつつ、
自らも仕事と私生活を楽しむことができる
上司（経営者・管理職）のことを指す。

イクボスの「育」は・・・、
部下を育てる
企業組織を育てる
社会を育てる



イクボスが必要とされる背景
現代は、女性が働いたり、男性が家のことをすることに若い世代は抵抗が
なくなってきている。都市部の核家族は「共働き共育て」でないとやってい
けない。

しかしその上司（経営者～管理職世代）の固定化した価値観・仕事のやり
方や男女の役割意識が、ワークライフバランスつまり男性の育児休暇取
得、女性の活躍推進、超長時間労働の是正などの妨げとなっている。

一方、少子化で労働人口が減りつつある中、子育て世代の出産育児時の
離職や40~50代の介護での離職者をいかに防ぐかは企業の喫緊の課題。

「男女問わず全て」の労働者の「育児、介護、その他私生活」などスタッフ
の生活事情全般への理解を示す「イクボス」の存在が大切になってきた。

社員のワークライフバランス推進にとどまらず、企業にとっては従業員の
満足度、健康度、ロイヤルティ（忠誠心）を上げ、生産性向上と利益拡大に
も繋がっていく。



制約社員（職員）の増加

「制約社員」とは、働く場所や時間、従事する仕事内容などの労働条件につ
いて何らかの制約をもつ社員の総称です。

伝統的な会社組織の基幹を成してきた正社員が、会社に言われれば「いつ
でも・どこでも・どんな仕事でも」働く無制約社員を前提とするのに対し、近年
は特定の場所や時間での勤務を希望するパートタイマー・契約社員などの非
正社員に加え、正社員でも育児や介護、高齢、病気といったさまざまな事情
により働き方が限定される制約社員が増えています。

制約社員 推定7割



2015年3月20日
少子化対策大綱 閣議決定！

①5年後に「男性の配偶者の出産直後の休暇
取得率80%」実現

②「イクボス」や「子育て」を尊重するような

企業文化の醸成、「パタハラ」防止



イクボス企業同盟★加盟社一覧
みずほフィナンシャルグループ
全日本空輸
コクヨ
グラクソ・スミスクライン
日立ソリューションズ
UBS
東急電鉄
サイボウズ
日本生命
富士ゼロックス
トヨタファイナンス
ソニー
花王
北都銀行
東京海上日動火災
資生堂
損保ジャパン日本興亜
三井住友銀行
日本たばこ産業
AIGジャパン・ホールディングス
イオン
ダイエー
帝人
アサヒビール
第一生命保険
PwC Japan
チューリッヒ保険
オムロン
山陽マルナカ
千葉銀行
イオンアグリ創造
ミニストップ
あいおいニッセイ同和損保
アスクル
サトーホールディングス
明治安田生命
大塚製薬
朝日新聞社

住友生命
中国銀行
清水建設
東邦銀行
大東建物管理
NTTビジネスアソシエ西日本
ブランシェス
マックスバリュ九州
NTT都市開発
トップバリュ
ジョンソンコントロールズ
フィナンシャル・エージェンシー

ビースタイル
イオン九州
ロマンライフ
イオンファンタジー
山形銀行
三井住友海上火災
三井化学
パナソニック
百十四銀行
カゴメ
大東建託
ソフトバンク
伊予銀行
デンソー
サントリーホールディングス
富国生命
NTTビジネスアソシエ
ツヴァイ
光洋
マニュライフ生命
カルビー
イオンビッグ
三井住友ファイナンス&リース
イオンアイビス
日立ソリューションズ東日本
戸田建設
建設技術研究所
マルナカ
イオンイーハート
ANAセールス
ローラ アシュレイジャパン

三菱東京UFJ銀行
マックスバリュ北海道
香川銀行
タルボット ジャパン
イオンマーケティング
近畿健康管理センター
三井住友カード
イオン北海道
イオンエンターテインメント
イオン少額短期保険
生活品質科学研究所
イオンペット
イオンフードサプライ
住友電工
メガペトロ
マックスバリュ東北
マックスバリュ関東
クレアーズ日本
大和リース

七十七銀行
アイネス
ISTソフトウェア
マックスバリュ中部
イオンディライト
ユニリーバ・ジャパン
藤田観光
北海道テレビ放送
日立ハイテクノロジーズ
マックスバリュ長野
日立化成
渕上ファインズ
フジクラ
リフォームスタジオ
パシフィックコンサルタンツ
日立ソリューションズ・クリエイト
ファミリーマート
関西電力
リコーリース
イオンプロダクトファイナンス

三菱UFJモルガン・スタンレー証券
安川電機
イオンドットコム
ペンシル
コックス
日本郵政グループ
日本精工
リコージャパン
青森銀行
北陸電力
第一三共
協和発酵キリン
イオンマーケット
レオパレス２１
ブリストル・マイヤーズスクウブ
日本政策金融公庫
UR都市機構
スターフライヤー
サンデー
日立INSソフトウェア
みちのく銀行
西部ガス
大成建設
日本取引所グループ
仙台銀行
JSR

前田建設工業
スープストックトーキュー
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業

三菱ＵＦＪ信託銀行
アフラック
北海道新聞社
武田薬品工業
シグマロジスティクス
日立システムズ
武蔵野銀行
東京電力ホールディングス
大日本住友製薬
はなまる
JXTGエネルギー
住友電装
トーカイ
京葉銀行
JTRグローバルマーケティング＆トラベル
大建工業
三井トラスト・ホールディングス
南海放送
ノバルティスファーマ
ジュピターテレコム
ビッグ・エー
プーマ・ジャパン
コスメーム
キャタピラージャパン
イオン琉球
プルデンシャル生命保険
秋田銀行
オリックス・クレジット
コイズミ照明
マックスバリュ南東北
三菱UFJニコス
関西吉野家
ツクイ
PGF生命
テルモ
イオンコンパス
エーザイ
イオン銀行
阿波銀行
四国銀行
NTTテクノクロス
昭和女子大学
JSOL

双日
リコーインダストリアルソリューションズ
エス・エム・エスキャリア
積水ハウス
東電タウンプランニング
日本特殊陶業

200社
2018.12.17現在



青森県警 弘前警察署長（公務員）

◆ 男性職員が育児休業を取得しやすいよう働きかけ、県警初の
育児休業取得を実現。2016 年 7 月には県警全署長等がイクボス
宣言を実施

◆ 月一休暇や、職員・家族の誕生日等の記念日における休暇を
取得するよう積極的に働 きかけ。配偶者出産休暇・育児参加休暇
を取得しやすいよう、父親となる職員を署長室に呼び、共に休暇
計画書を作成

◆ 幹部会議は 1 時間から 30 分に短縮し、ノンペーパーに。簡易
な報告はメール可

◆ 自ら月一休暇を確実に取得。ノー残業デーには率先して定時
退庁を実施



戸田建設株式会社 （業種：建設業）
東京支店 建築工事１部工事課工事長

◆保育園の送迎に配慮した打合せ時間の設定、iPad 活用による情報
共有・業務の見える化促進など、育児期間中の社員の両立に配慮

◆ 3 か月先までの休日を職場全員で見える化し共有。休暇が取得し
やすい雰囲気を醸成

◆イクボスが動画を作成し、月１回定期的に上映会を開催することで
上司部下の距離感を縮め、風通しの良い職場を実現
◆自ら率先して早めの帰宅を意識し、家族との交流時間が増加

現場で、業務効率化による残業削減や全所員の
代休取得を指揮し、平均残業時間を月44％削減。

女性社員が仕事と育児を両立できる環境をつくったイ
クボスとして、日本建設業連合会からも表彰された。



厚生労働省／イクメンプロジェクトの
ページからダウンロードできます。
https://ikumen-
project.jp/download/index.php



制約社員の増加

「制約社員」とは、働く場所や時間、従事する仕事内容などの労働条件につ
いて何らかの制約をもつ社員の総称です。

伝統的な会社組織の基幹を成してきた正社員が、会社に言われれば「いつ
でも・どこでも・どんな仕事でも」働く無制約社員を前提とするのに対し、近年
は特定の場所や時間での勤務を希望するパートタイマー・契約社員などの
非正社員に加え、正社員でも育児や介護、高齢、病気といったさまざまな事
情により働き方が限定される制約社員が増えています。

制約社員 推定7割



多様性受容のマネジメントへ

＜一括管理のマネジメント例＞
職場にプライベートは持ち込むな！

お前の代わりなんていくらでもいるんだぞ。
会社の制度やルールに従え

入社○年度ならそろそろ課長だな

50代
既婚
男

50代
既婚
男

50代
既婚
男

40代
既婚
男

40代
既婚
男

40代
既婚
男

40代
既婚
男

30代
既婚
男

30代
既婚
男

30代
既婚
男

30代
未婚
男

30代
未婚
女

20代
未婚
男

20代
未婚
男

20代
未婚
男

20代
未婚
男

20代
既婚
男

20代
既婚
男

20代
未婚
女

20代
未婚
女

従来は、男性、正社員、終身雇用、

場所や時間に制約のない社員で構成。

＜多様性受容のマネジメント例＞
各自の価値観を受容できる職場づくりを考えよう

あなたの強みを職場で活かしてほしい
あなたが最大の成果をあげられる制度活用を考えよう
個々の事情を考慮してキャリアプランを考えよう

20代
未婚
男

20代
未婚
男

40代
未婚
女

30代
未婚
男

30代
未婚
女

50代
既婚
男

40代
既婚
男

30代
既婚
男

20代
未婚
女

30代
非正規
女

30代
育児女 30代短

勤女

30代
育児男

30代
外国男

50代
介護
男

30代
ﾒﾝﾀﾙ男

30代
育児女

50代
介護
男

40代
育児女

60代
再雇用
男

多様な雇用形態の社員、

場所や時間に制約がある社員で構成。

国籍も文化的背景も多様に。

従来は

辞めていた

社員グループ

時間に制約の
ある

社員グループ

場所時間に

制約のない

社員グループ

多様な働き方が実現でき、個々の強みを活かし合うことで成果を上げる

参照：https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/ g/

ピラミッド型 フラット型

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/


なぜＷＬＢ支援が必要になったのか？

 仕事以外の生活で、大事にしたいこと、取り組みたいこ
と、取り組む必要のある者が増加したから

 ワーク・ワーク社員

ワークライフコンフリクトが生じない。

ワークライフバランス支援も必要ない。

 ワーク・ライフ社員

ライフステージや価値観の変化等により仕事以外で取
り組みたいこと、取り組む必要があることに直面。



グローバル化により家計モデル
が「共働き共育て」へ変化。

性別役割分業意識が協業型へ。

核家族化。晩婚化・晩産化。
育児だけでなく介護も。
両立が不可欠。

人口ボーナス期に長時間労働によ
り成果をあげ成功体験をしてきた
ため、意識の変化が困難。

性別役割分業のため、無制限に働
ける環境があった。

女性の就労継続率UP・介護離職の防止
メンタル疾患の予防

離職によるコスト＆採用コスト削減。
社員の定着率＆「働きがい」UP
社員一人ひとりの能力の向上

豊かな創造性・発想
従業員の満足度UP!

生産性向上と利益拡大へ

部 下 上 司

ズレ

ここが課題

わが社を「働きやすさ」と
「働きがい」のある
いきいき職場に！



ワークライフコンフリクトの状態にある社員は、仕事に意欲的に
取り組めなくなる⇒業績が上がらない

上司は部下スタッフが、ワーク
ライフコンフリクトに直面しない
ようにしたり、直面した場合は
その解消を図ることが人材活
用のポイント

ワークライフバランスとワークライフコンフリクト

佐藤博樹・武石恵美子「職場のワーク・ライフ・バランス（日経文庫）」

会社はワークライフバランス支援を！

社員がワークライフバランスを実現で
きるように仕事管理や働き方の見直
し職場環境の整備を行うこと。



上司→イクボスの推移
会社で成果ＵＰ

会社で成果Down

部下ＷＬＢ配慮部下ＷＬＢ無視

激ボス イクボス

ダメボス 得ボス



４つの行動が、なぜいきいき職場の実現
と職場の成果につながるのか？

・部下をきちんと見る・よく知る・関わる

• 部下に権限委譲している

• 部下に適切にフィードバックしている

• 働き方のロールモデルを体現している

部下の能力や個人的な事情まで把握したうえで、適材適所の人員・業務配置を実施。
信頼関係を構築する。

制約の有無にかかわらず期待を伝え、部下の能力に応じた目標管理を行うことで
本人の能力とモチベーションを高める。

部下を信頼し任せることで、マネジメントや上司対応の余力を確保するとともに
部下の育成につながる。

昭和型と異なる多様な働き方を承認する。



イクボス職場は、

離職、部下のメンタル
疾患の予防

ハラスメント、不祥事
予防、コンプライアン
ス（企業倫理）の遵守

BCP対策にもなる

リスクが軽減

ライフ情報の共有化

チームワーク向上

女性や若手の活躍

優秀な社員の確保

組織力が向上



イクボス
きちんと見る
フィードバック
権限委譲

働き方のロールモデル
いきいき職場の実現

ＷＬＢ、ダイバーシティ、業績の関係

ＷＬＢ

ダイバーシティ

業績

多様な働き方がベース
気兼ねなく発言できる風通しの良さ
上下関係でなく、パートナーシップ

どんな人も
いきいき働き
成果を上げる

自分や自分の家族を大事にし
てくれる会社への愛社精神・エ
ンゲージメントが高まる

持続可能性

チーム生産性を高める唯一の方法
「心理的安全性」を高める（google）



イクボスのマネジメントによる成果
生産性の高め方

仕事の成果

私生活時間

仕事の時間

←成果を増やす
( x 1.2)

←仕事時間を減らす
(  x 0.6)仕事の時間

私生活時間

仕事の成果

職員の「幸福度」を上げれば、成果は出る



Well-Being（健康・幸福）経営

慶応義塾大学 前野隆司
「幸福経営学から導き出す
これからの働き方」より

・幸せな社員は創造性が高い
・幸せな社員はパフォーマンスが高い
・幸せな社員は組織を活かす
・幸せな社員は利他的
・幸せな社員は、うつになりにくい
・幸せな社員は離職しにくい
・幸せな社員は健康で長寿

ドーパミン 快の感情・意欲
セロトニン 精神の安定
オキシトシン 幸せ・愛情



ボス自身の覚悟

制度より風土、風土より上司
そして上司の覚悟が、職場を変える



イクボス・グループワーク（40分）

意識改革

業務改善

自らWLB

どうすれば、何をすれば、働きやすい職場になるかを
チーム全員で話し合い実践しよう！

イクボスはまず何をすべきか？

できない理由ばかり言ってないで、
どうすれば出きるかを考えよう！

28



・部下のプライベート（ライフ情報）を把握する

・制度や就業規則を勉強する

・業務の無駄を極力省く。やめる勇気を持つ

・自分の考え方や働き方を押し付けない

・自分自身が早く帰る、休暇をとる

・家族と話をする、実家に顔を出す

・社会（地域）活動をやってみる

セミナーで管理職から出た『イクボス・アクション宣言』



イクボスがつくる「組織の好循環」へ

イクボス組織

人財力と組織力
が向上

組織目標達成

余裕が出る
イノベーションへ

イクボスと
仕事成果は比例



≪人に対する考え方≫

会社と社員の関係性は大きく変わってきている

一度採用したら、終身雇用で、忠誠心を持って
会社の言う事をなんでも聞くという時代は終わった

会社と個人が信頼感で結ばれていく時代になっていく

だからこそ、
会社が個人に何を提供できるかが問われている

支援と貢献の関係性



味の素ＨＰより



ご清聴ありがとうございました！

イクボスが増えれば、社会は変わる！



社内研修資料について｜男性の育休に取り組む｜育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/[2019/06/14 13:17:29]

職場等で育児休業取得を含めた、育児との係わりを促進するための研修用資料となっており、パワーポイントと動画資料にてサポー
トします。

［ 職場内研修用資料の活用方法 ］

パワーポイント資料

［ 中小企業における
取組促進 ］ Update!

男性の育児休業取得の現状、中小企業における課題、取組の
ポイントなどを分かりやすく解説。

2019年2月改訂：女性の就業継続に関するスライドを追加
しました。

ダウンロード(pptx形式)

ダウンロード(PDF形式)

［ 従業員向け ］

従業員に対し、仕事と育児の両立のメリット、育休取得の方
法等を解説。

ダウンロード(pptx形式)

ダウンロード(PDF形式)

職場内研修用資料

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_office.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pptx
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https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_employee.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/


社内研修資料について｜男性の育休に取り組む｜育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/[2019/06/14 13:17:29]

［ 管理職向け ］

育休取得社員の事情を理解し、部下の家庭と仕事の両立を支
援することを目的としています。

ダウンロード(pptx形式)

ダウンロード(PDF形式)

※上記研修資料について、パワーポイントスライド(pptx形式)のノート欄に詳細情報を記載しておりますので、
そちらも併せてご活用ください。

動画資料

をクリックすると、YouTubeで動画が再生されます。
ダウンロードボタン をクリックすると、MP4形式の動画をダウンロードできます。

［ 今すぐ実践！男性の育児休業 ］ New!

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pptx
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pdf
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/training_manager.pdf
https://youtu.be/zQyEP0t5I_c


社内研修資料について｜男性の育休に取り組む｜育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/[2019/06/14 13:17:29]

男性の育児休業取得に関するポイントを、経営者や有識者へのインタビューを交えながら、わかりやすく解説。企業における職場内研
修で活用できます。

PR版 on YouTube (3分)  全編ダウンロード (42分)  

共通編ダウンロード (6分)  経営者編ダウンロード (10分)  

管理職編ダウンロード (9分)  従業員編ダウンロード (11分)  

制度編ダウンロード (6分)  

概要＆使用方法 (PDF形式)

［ 中小企業における
取組促進 ］

中小企業に勤める男性を主人公としたドラマと、中小企業で
育児休業を取得した従業員や経営者のインタビューで構成。
男性従業員の育休取得を本人・上司・同僚の視点から描き、
自社での取組を考えるきっかけとなることを目的としていま

す。

全編ダウンロード

Part1ダウンロード

［ 従業員向け ］

男性従業員の方に新しい働き方を提唱。育児休業を取得した
いができない男性社員を含め、育児をしようとする男性の背

中を押すことを目的としています。

全編ダウンロード

Part1ダウンロード

Part2ダウンロード

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/sme_full.mp4
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/sme_01.mp4
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/ikumen_full.mp4
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/ikumen_01.mp4
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Part2ダウンロード

概要版ダウンロード

Part3ダウンロード

［ 管理職向け ］

管理職やチームリーダーに向けて、部下の仕事と育児の両立
、業務効率化の重要さを知ってもらい、取組のきっかけにな

ることを目的としています。

全編ダウンロード

Part1ダウンロード

Part2ダウンロード

Part3ダウンロード

当サイトは、厚生労働省雇用環境・均等局の
委託事業として実施しているものです。
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