
1. 妊娠・出産・育児 1~15 ページ

16~27 ページ

2. 介護・治療(傷病) 28~33 ページ

34~38 ページ

3. 働き方(時短・柔軟化) 39~45 ページ

46~51 ページ

4. 男女平等参画に関わる教育・啓発(セミナー等） 52~56 ページ

57~58 ページ

5. 交流会 59~64 ページ

65~66 ページ

6. SOGI等(多様性推進) 67~70 ページ

7. その他 71~73 ページ

74~76 ページ

■ INDEX 77~78 ページ

○好事例集に関するお問合せ先○

フード連合 組織・中小局（竹澤・山本）

TEL: 03-6435-2885

メール: soshiki01@jfu.or.jp

2019事例

2018事例

2019事例

2018事例

2019事例

2018事例

2018事例

2019事例

2019事例

2018事例

2019事例

2018事例

2019事例

2019年度
男女平等参画 取り組み好事例



 　［妊娠］

● 積立休暇の使用範囲に「不妊治療」を追加 2 ページ

（キッコーマン労働組合）

● 積立年次有給休暇の使用事由に「不妊治療」を追加 3 ページ

（名糖産業労働組合）

● 不妊治療を行う社員へのサポート拡充 4 ページ

（サントリー労働組合/サントリー食品インターナショナル労働組合）

● 積立休暇使用事由に不妊治療の通院を追加 5 ページ

（サッポロビール労働組合）

● 積立休暇使用事由に妊産婦の通院等を追加 6 ページ

（サッポロビール労働組合）

 　［出産］

● 7 ページ

（ニチレイ労働組合）

● 産休・育休復帰時の希望地復帰支援制度を導入 8 ページ

（キリンビール労働組合）

 　［育児］

● 短時間勤務の半休導入、柔軟化 9 ページ

（ニッスイアドベンチャークラブ）

● 子の看護/介護休暇の上限引き上げ・時間単位取得 10 ページ

（マルハニチロユニオン）

● 祝日会議の原則禁止 11 ページ

（敷島製パン労働組合）

● 育児短時間制度、看護休暇制度の拡充 12 ページ

（フジパングループ労働組合）

● 育児休業取得期間の延長 13 ページ

（明治労働組合）

● 男性の育児参画 14 ページ

（グリコユニオン）

● 育児時短勤務の取得期間延長 15 ページ

（大関労働組合）

1

産前・育休復帰前・育休復帰後面談について

1.  妊娠・出産・育児
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◇自由記載
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概要 積立休暇の使用範囲に「不妊治療」を追加

取り組み内容

2018年の秋闘(2年に1度制度回りの要求を掲げる活動)の際に、

積立休暇の使用範囲に「不妊治療のために必要な検査、治療等」を追加す

るよう、会社に要求。

取り組み結果

2019年1月より、積立休暇の使用範囲に「不妊治療のために必要な

検査、治療等」を追加するが決定。

単組名： キッコーマン労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

不妊治療により、仕事との両立が困難になっている組合員からの問い合わせがあり、会社に

対して要求していくことを決定。

・交渉に際しては、フード連合内で同様の制度を導入している組織に対してヒアリングを実施。

　要件文言や証明書類の提出の有無に関して確認を行った。

・会社としても、早期から同制度の必要性について理解を示し、導入が決定。
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単組名： 名糖産業労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 積立年次有給休暇の使用事由に「不妊治療」を追加

取り組み内容

現行の積立年次有給休暇の使用事由に加えて、不妊治療の際にも取得す

ることが可能となるよう申し入れた。

取り組み結果

2019秋闘協議にて、積立年次有給休暇の使用を認められることとなった。

2020年4月より運用開始。

組合員へのアンケートで寄せられた意見や他労組の事例等を参考にして、当社に取り入れたい

項目を検討。不妊治療は日数が長くなることもあり、私傷病には含まれないと考えて現行の積立

休暇の使用事由では対応できないと判断したため取り組む検討を行なった。

組合員へのアンケートや他労組の事例等を参考にして、中執内で検討し、定期大会で秋の取組

み議案として承認を受けた。その後、会社に申し入れを行なった。



1. 妊娠、出産、育児 (2019)

◇取り組むきっかけ

◇取り組みプロセス

◇自由記載

4

単組名： サントリー労組/サントリー食品インターナショナル労組

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 不妊治療を行う社員へのサポート拡充

・アンケートを取ったことが、子を欲しいと思っているが実現せず悩んでいる社員に対し、寄り添う姿

勢が組合として明確になり、組合員の安心感へつながった

・なかなか周囲にも相談しずらく、課題として表面化しずらい問題に対し、アプローチできた

取り組み内容

・不妊治療に対するWebアンケート（無記名・任意）

・アンケート結果および世間情勢も加味した打ち手の検討

・人事部との支援策の検討、実施

取り組み結果

◇不妊治療へのサポート策の実施

・会社メッセージ発信やハンドブック作成

・相談窓口の設置

・出生支援休職制度の導入（不妊治療に関する休職）

・不妊治療にかかる費用の補助（条件あり）

・晩婚化などを背景にした不妊治療を受ける夫婦の増加や不妊治療が一般的になり、国や自治

体の助成や保険制度の整備も進む中、社員がよりイキイキと働く環境を作ることを目的に組合委

へアンケートを実施したところ、不妊治療の経験者や検討者が多数おり、治療の時間捻出・業務

調整や心身への負担から、治療と仕事との両立について様々な課題や悩みがあることや職場のサ

ポートの必要性があることが分かった。

・組合員アンケート実施

・アンケート内容の解析、世間情報の収集

・人事部とのプロジェクトにより、施策を検討（組合本部・人事部の共同提案）

※共済会にも情報共有し、役割分担を整理

・組合として組織決議

・施策の実施
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概要 積立休暇使用事由に不妊治療の通院を追加。

取り組み内容

積立休暇の使用事由に不妊治療を目的とした通院を追加するよう会社に要

請した。

取り組み結果

不妊治療を目的とした通院を積立休暇の使用事由として追加した。

組合員から挙げられた声がきっかけとなった。

不妊治療中は、通院する機会が多く、治療が長期にわたる場合があるため、有給休暇だけでは

対応できない場合が想定されるため。

・組合員に対して、ヒヤリングを行う。

・組合員から挙がった声を本部にて検討し、支部の意見を聞きながら、会社側に要望することを

組織内で決定し、交渉した。

単組名： サッポロビール労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児
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単組名： サッポロビール労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 積立休暇使用事由に妊産婦の通院等をを追加。

取り組み内容

積立休暇の使用事由に妊産婦の通院、および体調不良時の使用することを

会社に要請した。

取り組み結果

妊産婦の通院、及び体調不良時の使用について積立休暇の使用事由とし

て追加した。

組合員から挙げられた声がきっかけとなった。

妊産婦については、定期的に健康審査または保健指導を受ける必要がある。また、体調不良に

より、急遽休まざるを得ない場合が想定される。より安心して働ける環境を整えるため、妊産婦の

通院、及び体調不良時については積立休暇の対象範囲とすべきとの考えに至った。

・組合員に対して、ヒヤリングを行う。

・組合員から挙がった声を本部にて検討し、支部の意見を聞きながら、会社側に要望することを

組織内で決定し、交渉した。
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取り組み結果

ニチレイグループにおいて、上記面談の統一的フローおよび、面談時に使用す

る面談シート（面談項目も共通）が確立

働きがい向上委員会という専門委員会を立ち上げており、育休復帰者と会議をしていた際に、取

り組み課題についての提起が出た。

働きがい向上委員会にて、全国の育休取得対象の方と、様々な地域でランチ会を開催し、産

前、育休復帰前、復帰後に困ったこと、会社に聞いてほしかったこと・教えてほしかったことをヒアリ

ングし、面談シートへ反映させ、産前、育休復帰前、復帰後の面談フローを整えた。

面談フローは2020年4月に要領化し、ニチレイグループで統一的対応がとられるよう整えた。

2020年度よりニチレイグループで統一的に運用されるため、運用後の感想ではないが、面談シー

トを見た組合員からはかゆいところに手が届く項目が記載されていると高評価を受けている。

単組名： ニチレイ労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 産前・育休復帰前・育休復帰後面談について

ニチレイグループにおける、統一的産前・育休復帰前・育休復帰面談フローの

確立
取り組み内容
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取り組み結果

・人事配置の制約があることなどから、希望地転勤の実現には至らず。

・現実的に人事配置の対応が可能、かつ必要性の高いケースと想定される内容とし

て、事由を産休・育休(計6ヵ月以上)からの復帰時に限定し、会社が本人の希望

地への復帰ができるよう対応する制度の導入に至った。(2019年4月)

・2017-2019年にかけて、総合的に人事諸制度全般見直しの労使議論を行うこととしたため、

その中で、かねてより組合員から一定の声が挙がっていた希望地転勤の仕組みを労組から提起し

た。育休からの復帰時に配偶者との同居が叶わないことから離職を選択するような事例が実際に

あるなど、継続就業の観点から課題認識が強かった。

・2017年4月～2018年10月にかけて、計13回の労使委員会で総合的に人事諸制度全般の

見直しを議論した中で、適宜議題として取り扱った。その後、2019年1月に団交で労使合意し

た。

・労使委員会の議論に進捗があった際に、適宜支部代表者会議、支部執行部訪問の場などを

を用いて、組織内議論を行った。

・組合の求める内容にMAXで答える内容ではなかったが、組合の考えが前向きに反映された形で

あり、組織内議論はスムーズであった。

・半年前申請としており、導入以降にまだ復帰実例は発生していない。

単組名： キリンビール労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 産休・育休復帰時の希望地復帰支援制度を導入

取り組み内容

組合員の意識変化や多様なニーズへの対応として、希望地転勤の導入に向

けた検討を労組から提起し、労使議論を行った。(2017年4月～2019年1

月)
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制度導入の際、ランチミーティングに参加した育児経験者から、感謝の言葉を頂けたのは本当に

うれしいことでした。自分はもう該当しない（短時間勤務ではなくもうフルタイムで働いている等）

が、今後のためになったと仰ってもいただけた。それなりの数の方々に協力頂いていたのも、会社を

動かす材料となった。

単組名： ニッスイアドベンチャークラブ

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 短時間勤務の半休導入、柔軟化

取り組み内容

2018年度に東京本社とその近郊事業所において、育児休職取得経験者に対して

ランチミーティングを実施。地方事業所に勤務する育児休職取得経験者にメールで

アンケートを実施し、ニッスイの制度や風土における課題を抽出した。その課題に優

先順位をつけ、働き方改革と連動しながら2019年度協議を実施した。

取り組み結果

1日6時間の短時間勤務者に対して看護休暇以外の半日単位での有給取

得と、1日単位ではなく月単位での労働時間単位の清算（フレックス）が

2020年4月から導入となった。

元々育児事由を抱える女性社員のランチミーティングは検討しながらも実施されてこなかったが、

育児休職を取得した経験を持つ女性が本部専従になったことから、自分が不便だったことを少し

でも解消したいという思いもあって周囲に協力を得、かつ会社とも方針がうまく合致して結果を生

むことができた。

2018年度テレワークプレ導入、2019年度テレワーク本導入に伴い、変形勤務と短時間勤務と

いう、勤務時間が固定されている職員は、出社して仕事を行う場合と在宅で仕事を行う場合の

整合性がつかなくなることが判明した。またかねてから育児経験者のランチミーティングで抽出してい

た半休が取れないことと、固定された勤務時間が課題であったため、柔軟な働き方を実現するた

めに労使で定期的に協議を行い、役員会の承認を経て導入となった。
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取り組み結果

組合申入れについて会社は全面的に理解を示し、2020年4月より上限日

数については引き上げることで合意予定。時間単位の取得については、就労

管理システム改修の必要があることから、開始時期について目途が立ち次第

会社より改めて申入れをいただく予定。

単組名：

取り組み内容

体調を崩しやすい子を抱える組合員から、子の看護休暇を使い切り、有給休暇の残日数を気に

しながら欠勤とならないように働くことに対する不安の声が複数上がっていた。また、年次有給休暇

の時間単位取得を希望する声が多いものの、その理由を調査すると、子の急な発熱などによる保

育園からの呼び出しに対応するため等であった。より安心して働き続けられる職場を整備するた

め、組合から会社に労働協約改定の申入れを行うこととした。

育児と介護は似て非なるものではあるが、短期介護休暇についてもあわせて検討を行うべきと考え、子の

看護休暇と短期介護休暇の双方について、上限日数の引き上げと時間単位取得の改定案を本部にて

作成した。その後全国大会で申入れ内容を提起し、組織決定後、会社に労協改定を申入れた。会社と

の交渉においては、困っている組合員の状況を伝えると共に、労協改定によってどのような働き方が可能に

なるか等を説明した。会社は時間単位取得については管理が煩雑になることから難色を示したが、2021

年1月から改正法が施行されることも鑑み、導入時期は2020年中とするも組合提案を了承する考えを

示している。

年次有給休暇の時間単位取得を望む組合員の声は根強いため、年次有給休暇本来の趣旨

や時間単位取得を認めるとの法改正に至った経緯を労働政策審議会の議事録等で確認し、組

合員には年次有給休暇に対する正しい認識を持つよう説明する必要がありました。また、年次有

給休暇の場合は会社が時季変更権を行使できることも合わせて説明しました。

マルハニチロユニオン

子の看護休暇の上限日数を5日⇒10日（2人以上の場合は10日⇒20

日）へ引き上げること、更には子の看護休暇は時間単位の使用を認めること

を組合から会社へ申し入れた。

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 子の看護/介護休暇の上限引き上げ・時間単位取得
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秋の労働条件要求として会社へ申し入れ、会社側と実態調査を進め、全工場で祝日に会議

を開催している実態が確認できたため、即時通達を流し、祝日会議を原則禁止することとなっ

た。

単組名：

組合員からは育児だけでなく、介護の面からも感謝の声をいただいた。

取り組み内容

弊社では祝日が休みではないため、祝日でも会議が開催されていたが、育

児や介護等の理由で祝日に休みを取得したい従業員が、休みを取得しや

すい環境にするため、祝日の会議を原則禁止にするよう会社へ申し入れた。

取り組み結果

会議日程に制約がない限り、今後は会社として祝日会議を原則禁止するこ

ととなった。

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要

組合員から、学校や幼稚園が休みとなる祝日に有休を取得したいが、会議が入って有休を申

請しにくい環境を改善してほしいとのお申し出があったため。

敷島製パン労働組合

祝日会議の原則禁止
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取り組み結果

賃金専門部長会議で、育児をしながら働く為の制度案を検討し、中央執行委員会にて協議し

た結果、秋の労働条件改善要望に決定した。

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 育児短時間制度、看護休暇制度の拡充

取り組み内容

当社の制度は、育児短時間勤務制度では「小学校3学年終了時まで」、

看護休暇制度では「未就学児の子1人に対して10日間（2人に対して20

日間」と法定以上となっている。しかし、組合員が将来に渡って安心して仕

事を続け、育児による離職を防ぐ為にさらなる制度拡充を要求した。

・育児短時間勤務制度

「子が小学校6学年の年度終了時まで」短時間勤務が可能

・子の看護休暇制度

「子が小学校6学年の年度終了時まで1年間につき10日間（2人以上の場合は

20日間）」看護休暇取得が可能

労組の男女平等アンケートにおいて、「育児をしながら働きたい」という声が多く、仕事と育児を両

立したい組合員が大半だった。しかし、育児をしながら働くことの障害として「勤務時間」が課題と

の声が約半数の組合員からあがっていた。

単組名： フジパングループ労働組合
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2017 年 10 月に施行された改正育児介護休業法により、育児休業給付金の支給対象期

間が「最長 2 歳に達する前日まで」となり、法定の育児休業期間と当社制度に定める休業期

間が実質的に同一となった。一般的に法定の休業期間内については、保育園入園希望者が

多く、入園倍率が高くなることから、当社の育児休業期間のみでは、法改正後、1 歳の子女の

保育園への入園が困難となることが予想され、組合員の復職が難しくなる可能性があった。

単組名： 明治労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 育児休業取得期間の延長

取り組み内容

育児休業の「対象者」及び「休業期間の終了」における養育する「子の年

齢」について、現状の「満2歳」から「満3歳」と1年間延長となるよう申し入れ

た。

取り組み結果

2018秋闘協議にて、会社は、子の保育所等への入所が困難な場合に限り、特

別に育児休業の延長を認めるとの考え方を示した。結果、労組申し入れ趣旨が踏

まえられ、「特別延長育児休業」が新設され、子の満3歳の誕生日の属する月の

末日を限度として、特別に延長して育児休業をとることを可能となった。

「2017～2018年度運動方針」の策定に向け実施した意見集約の中で挙げられた、労働条件・福利

厚生に関する要望項目をはじめ、これまで各種セミナー・会議・組合員説明会、組合員意識調査等を

通じて挙げられてきた多岐に亘る組織意見について、「緊急性」「重要性」「実現可能性」「会社への影

響」といった点を踏まえ、中央執行委員会を中心に精査・検討し、議論を行った。その上で、2018年7

月開催の中央執行委員会にて申し入れ内容案として決定し、同9月に開催した第7回中央定期大会

において、組織決定後、会社へ申し入れ。 計4回の協議を経て同12月に労使合意。

依然として続いている待機児童問題に不安を抱えている組合員が安心して働くことのできる環

境づくりにつながりました。
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グリコユニオン

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 男性の育児参画

・育児参画につながるという賛成の意見も多くあるが、育児に専念するためには安心して休むこと

ができるように、休む期間の業務サポート体制の構築やサポートするメンバーの協力体制をさらに

充実することが必要であり、運用状況を踏まえてさらにより良い制度につなげ、ひいては業務の効

率化、生産性の向上につなげていく気運になりつつある。

取り組み内容

女性従業員の活躍推進をさらに推進するため、男性従業員の育児参画意

識を高め、会社全体で育児支援を推進する組織を目指す取組み

取り組み結果

２０２０年１月より、Co育て出産時休暇（通称：Co育てMonth）とい

う原則、１ヵ月の有給を与える制度を導入し、男性従業員の育児参画を

促進している。

２０１９年４月から男性従業員の育児休職取得（原則、５日間以上）を促進する制度を

導入したが、育児参画への意識変革や行動変容につなげるためにはもう少し長い期間を設ける

必要性があったため、有給での休暇を与える制度の導入について労使で検討した。

社内のD&I検討プロジェクトに組合からも参画し、男性従業員の育児参画を醸成する取組み

を検討。１９年４月より、男性従業員も育児休職取得を働きかける制度（原則、５日間取

得）を導入した。その後、会社側が実施するアンケートや組合のオルグ等を通じて出てきた意見

（男性の育児参画を促すための前向きな意見）を統合し、新たに育児のための１ヵ月間の有

給を与える制度（通称：Co育てMonth）を導入した。

単組名：
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・2017年度より継続して秋季要求や春闘の付帯要求として要求を行ってきた。

・小学校3年生までの期間延長実現まで継続して会社側へ要求し取り組む。

取り組み内容

育児時短勤務の期間を現行の小学校始期より延長を要求する。

（秋季要求にて2017年度より継続して要求）

取り組み結果

育児時短勤務期間が小学校始期までから小学校1年生終了まで延長。

・組合員の要望

・上部団体の方針（女性活躍推進の環境創り）

・女性活躍推進法の施行など、政府動向や世間情勢などを考慮

単組名： 大関労働組合

取り組み課題
分類 妊娠・出産・育児

概要 育児時短勤務の取得期間延長
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第２子の育休明けで、得意先を持つセールスとして復職。（それまではセールス内勤のスタッフ）復職に

当たり、支店長を中心に支店内ミーティングで、彼女の今後の活躍をテーマに話し合いを実施。みんなで

応援していくことに。（母親の代わりはできないけれど、セールス業務はフォローできる。）

本人も育休をキャリアの１つと考えており、ママさんセールスのパイオニアと自覚している。

取組内容

取組課題 育児と仕事の両立

取組結果 ママさんセールスの取り組み

全森永労働組合

得意先を持つセールスにママさんが復職することは難しかった。

取り組むきっかけ

支店一体となり、取り組みを実施した。

取り組みプロセス
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・平成３０年度より妊娠・育児・介護事由の対象者に対して、フレックスタイム制度をトライアル実施。

・現在、妊娠・育児・介護事由の対象者に対して、在宅勤務制度をトライアルで実施中。

フレックスと在宅勤務の併用、在宅勤務と時短勤務の併用あり。

取組課題 育児・介護と仕事の両立

取組結果
妊娠・育児・介護事由対象の多様な働き方の制度導入（ト

ライアル実施）

日本ハムユニオン

・育児については、過去からの高いニーズに加え、より柔軟に働ける環境を構築していくことが育児者にとっ

て働きやすい環境に繋がると考えたため。

・高齢化社会化が進んでいくなかで当社としても今から取り組むべき課題であることに加え、育児同様、柔

軟な働き方が介護者にとって働きやすい環境構築に繋がると考えたため。

取り組むきっかけ

２０１７年秋季交渉にて要求し、毎月の人事懇談会を通じて、具体的な制度化に向けて検討を進め

ていった。

取り組みプロセス

取組内容
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①WBC（ウェルカムベイビーケアリー）

・育児休暇の最初の5日間の有給を使用して男性の育児を促す仕組み

・出生情報が（人事システムに）登録された後、会社から対象者（男性）の

所属長に「「WBCとろうね！」というメールを送ってね！」というメールが

届きます。

所属長から本メールを出すことで、所属長の支援意識に高まります。

また「WBCとります！」というPOPも本人に配布され、デスクに置かれます。

②ウェルカムベイビーサポートブックの配布（ベネッセと共同作成）

取組課題 男性の育児への参画意識向上

取組結果

①ＷＢＣ（ウェルカムベイビーケアリー）

②ウェルカムベイビーサポートブックの配布（ベネッセと共同

作成）

サントリー労働組合

男性が積極的に育児に参加し様々な経験をすることは、新たな発見や自身の成長にも繋がり、非常に

有意義であると考えることから、男性の育児休職促進を目的に導入。

取り組むきっかけ

2011年に様々な状況・価値観をもつ個々人が、持てる力を存分に発揮し、より一層イキイキと働ける

よう育児・介護という特定の事由を超えた幅広い観点から、制度改定も含めた環境整備・風土醸成に

ついて労使で検討するという目的のもと、「育児介護プロジェクト」が立ち上がり、その一環で育児休職

の最初の５日間を有給化（男性の育児休職取得促進）導入。

取り組みプロセス

取組内容
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育児休職者ネットワークシステム「Yammer」

これから育児休業に入る方・育児休業中の方を対象に、休業中の情報交換を行うことを目的としたSNS

サイトを18年3月を目途に新設予定。

取組課題 育児休職者への情報共有

取組結果 育児休職者ネットワークシステム「Yammer」の導入

キッコーマン労働組合

育児休職者への情報共有が不足しているという労使における課題認識のもとで

検討を行うことになった。

取り組むきっかけ

当初は育児休職者に対してメンター制度（職場における上司とは別に指導・相談役となる社員が育児

休職者をサポートする制度）の導入を検討していたが、同制度の導入が困難であるとの判断し、最終的

にSNSサイト内での情報共有を行っていくことが決定。

取り組みプロセス

取組内容
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支部長会や中執で育休からの復職支援方法を検討し、労使経営管理委員会にて提示、秋の労働

条件改善として要求した。

育児介護休業法改正により、2歳までの延長は義務化され、当社の基準は法定と同水準となった。待

機児童の問題や採用面においても企業選択の大きな魅力となるよう、延長期間を3歳までの間必要な

期間取得できるよう要求した。

取組課題 育児休業期間の延長

取組結果 育児休業の延長期間を2歳から３歳まで延長

取組課題 育児休業からの復職支援

取組結果
・事業所内保育所の設置

・育児短時間勤務制度の対象の延長：小学校６年生終了まで

フジパングループ労働組合

敷島製パン労働組合

取組内容

取組内容



妊娠、出産、育児 (2018)

22

・時間有給（2016春闘付帯要求で妥結→2017年度から導入）

2017/4～正社員のみ時間毎の有給休暇取得制度開始、2018/8～時間社員・契約社員も開始予

定。2017年度トータルの取得者は126名、2018年度は6月までで104名取得しています。

・婦人科検診の補助対象拡大（2017春闘付帯要求で妥結→2017年度から導入）

婦人科検診の補助対象を社員本人のみから健康保険の被扶養者の配偶者まで拡大しました。（男性

社員の制度認知を高める目的もあり）

・マタニティ制服の導入（2016春闘付帯要求で妥結→2017年度から導入））

・育児をしながら働いている女性組合員とのランチ会を実施している。

・（組合活動）組合員の女性比率を踏まえた女性職場執行委員の選出を行っている。

取組課題 妊娠・出産・育児と生活の両立に向けて

取組結果 ・女性組合員とのランチ会を実施

取組課題 有給取得推進と男女共に働きやすい環境の為に

取組結果
・時間有給の取得

・婦人科検診の補助

グリコユニオン

アンデルセン労働組合

取組内容

取組内容
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・「一人ひとりが個性を活かし、能力を発揮できること」をサポートする為の情報発信

の場を設置。

・社内制度、ルール面を整理したハンドブックを作成。

・出産や育児でのアドバイス、育児介護制度の説明①子供の事故を防ぐ ②子供が泣き

止まない ③改正育児・介護休業法について

取組課題 「女性活躍推進」のための様々な情報発信の場が必要との声が多く挙がっていた

取組結果 女性活躍サイトの創設、情宣

Ｊ-オイルミルズ労働組合

取組内容

各社の育児関連制度や女性活躍推進法を紹介するセミナーとハラスメントについてのグループワークを実

施。参加者71名（女性20名、男性51名）

取組課題 法改正の頻度が多く各社制度も何度か改正され整理が必要となった

取組結果 男女共同参画セミナーで各社の制度を紹介・説明した

全森永労働組合

取組内容
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ワークライフバランス（WLB）向上のための取り組みの一つとして、“男の育児”座談会の開

催や制度を活用した男性従業員にインタビューを実施。社内広報で共有することにより、従

業員への意識付けや職場の理解や相互理解を促した。

取組課題
ワークライフバランスの向上を目指し、男性従業員の育児休職の取得の推

進

取組結果
男性の育児休職・育短制度取得に向け、取り組み事例や体験談など

の広報活動の実施

味の素労働組合

取組内容

労働組合関係者や、人事部、総務部の男性社員を中心に育児休暇を率先して取得し、広報法活動を

行う事で認知拡大の取り組みを行なっている。

取組課題 育休は女性も男性も取得できる制度だと認知が広まっていない

取組結果 男性の育児休職の取り組み事例などの広報活動実施

不二製油労働組合

取組内容
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・社内ポータルサイトに「女性活躍に関するトップメッセージ」「社内で活躍する女性の紹介」「出産・育児に

関わる制度ガイド」など、活躍する女性を応援する情報を発信している。

・キャリア形成を支援するための女性向けのキャリアプラン研修を実施。

・能力を発揮できる組織づくりとダイバーシティ意識醸成のために、女性を部下に持つ管理職に対する研修

を実施。

取組課題
職場においても女性の活躍の場が増えてきており、男女共同参画社会に向かって歩

みを進めていた中で、更なる女性の活躍推進を行う必要があった

取組結果 ・社内ポータルサイトによる情報発信

明治労働組合

取組内容

ジャパンファーム労働組合

取組課題 女性の仕事と育児の両立を促進。出産しても働き続けられる環境づくり

取組結果 時短労働

申請すれば、時短労働が可能。

出勤率に影響するので、ほとんど有休を使用している状況。

2時間毎の使用が可能(0.25～1.0日)。

取組内容
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・最大で約３年間の育児休業が可能

・産休前の面談 → 今後のキャリアについて一緒に考える

・休業中の会社の情報の提供、共有 → 無料で使用可能な自己啓発ツールもあり

・復職前の面談 → 復職後の担当業務や休業中の組織の変化や方針について

取組課題 育児休業からの復職支援

取組結果 スムーズな復職

全森永労働組合

①これから育児休業に入る方・育児休業中の方を対象に、休業中の情報交換を行うことを目的とした

SNSサイトを18年3月に新設。

取組課題 育児休職者への情報共有

取組結果 育児休職者ネットワークシステム「Yammer」

キッコーマン労働組合

取組内容

取組内容
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・次世代育成支援対策推進法に基づき、第4期行動計画（2017年4月1日～2021年3月31日）を

策定。

男性の育児休職取得率を7％以上を目標とし、正社員（職員、アソシエイト職員）の育児休職の始期

の5日間までを有給扱いとすることで、男性の育児休職取得の（ハードルを下げた上で、）取得率向上に

向けた社内周知を行っていく。

その他の取り組みとして、「子の看護休暇の対象拡大」（現行の「小学校就学前まで（＝法定）」から

「小学校在学中」に拡大し、いざという時のための備えを厚くする。 ）

・正社員（幹部含む）が利用できるカフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）において、育児メニューは

重点施策として１ポイント＝1.2円で利用が可能。

取組課題 男性職員の育児休職取得率向上

取組結果
1人の子について、育児休職の最初の5日までは有給扱い

※育児休職取得期間は、子が3歳に達する年度末までの2年間

ニッスイアドベンチャークラブ

男性の育児休暇取得促進を目的として、3歳以下の子どもを持つ男性社員を対象としたセミナーを16年

11月に実施。20名程度が参加し、10：30～13：00の時間帯でランチミーティングを行った。

取組課題 男性社員の育児休暇取得促進

取組結果 男性社員向け育児と仕事の両立支援座談会(通称イクメンセミナー)

キッコーマン労働組合

取組内容

取組内容
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明治労働組合

男性育休取得促進を目的に、既に取得した方とその奥様にインタビューを行い、明治グループ労連作成の

機関紙に記事を掲載しました。

取組課題 男性の育休取得率向上に向けて

取組結果 男性育休取得促進活動を行った

取組内容

①配偶者の異動などを理由に一度退職した後でも、会社へ復職できる制度。

・退職後5年間有効

・出産・育児、介護・看護、転居を伴う結婚や配偶者の転勤

②専業主婦を前提としない、共働きも踏まえた諸手当の見直し実施。(両立支援手当の設立など）

取組課題 働き方や夫婦のあり方が多様化する中、時代に合った制度への見直しが必要

取組結果 復職制度

Ｊｰオイルミルズ労働組合

取組内容
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2．介護・治療 (傷病）
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単組名： 日水物流　労働組合

取り組み課題
分類 介護・治療(傷病)

概要 休暇期間の拡大と積立休暇活用

休暇を取得できず、年間上限日数を超える従業員が大半で、積立上限日数以上は切り捨て

となっていた。有給は取得できるが、積立休暇が活用できていなかった。

取り組み内容

介護休暇期間現行通算93日から通算365日に拡大

看護・介護無休休暇：現行各年5日（無給）から積立休暇（有給）の

使用を可能とする。　女性従業員増加と親族の高齢化に対応するため

会社：組合双方からの改定案

取り組み結果

会社側の理解はあり。改定時期について検討中

会社勤怠システム改修と改定案が策定でき次第、組合へ申し入れ。

女性活躍促進と会社側が取り組んでいたが、制度自体の改定が行われなかった。

組合側より、働く女性で家族をもっている方が、不安を感じていることを申し入れ。

介護休暇制度と並行して、育児休暇制度の改定も申し入れた。　育児休業期間：現行は原

則1歳まで。を3歳までに拡大。

育児時短勤務　現行は原則3歳まで。を小学校卒業までに拡大。働く従業員への意欲と安心

感醸成。

物流業界人手不足により、私事の都合により退職を余儀なくされる方々がいた。　退職理由

が、育児：介護といった事例から休暇制度の見直しと離職率低下を図りたかった。

会社側は、上記の事柄は理解している。
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介護に関する相談件数が徐々に増えてきており、制度が非常に複雑でわかりにくいという意見も

増えてきたたため。

単組名： 不二製油労働組合

取り組み課題
分類 介護・治療(傷病)

概要

組合に来ている相談事例を会社と共有→会社としても課題として認識しているとのことで、ハンド

ブックの作成着手→ハンドブックの作成と配布（同時に、問い合わせ窓口（担当者）の明記も

依頼した）。

・今後は介護だけではなく、育児等の制度についてもできるだけわかりやすく伝えていけるように検

討を継続していく。

・外国籍社員については、課題として残っている（母国が遠いため、日本の制度だけでは不十

分な事例が出てきている）。

制度の周知と問い合わせ窓口の明確化

取り組み内容

介護ハンドブックの作成と配布（会社と協業で）。

制度が複雑なため、曖昧な情報や誤情報が出ることによって混乱を招くこと

がないように問い合わせ窓口を一元化し、ハンドブックに明記した（会社担

当者のみ。組合としては会社の担当者を伝えるだけの対応）。

取り組み結果

介護に関する制度（国、会社の両方）を一覧にしているので、制度の存在

はわかりやすくなった。

問い合わせ窓口を明確化したことにより、スムーズな対応ができるようになっ

た。
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「退職後の復職」を求め、結果として「休職」での合意となりましたが、介護については、結果とし

て、休業（通算365日）に加えて、3年間の休職が認められることとなり、最長4年の対応期間

となり、組合員の安心感につながりました。

単組名： 明治労働組合

取り組み課題
分類 介護・治療(傷病)

概要 やむを得ない理由による退職に対する復職支援

取り組み内容

「介護、配偶者の海外転勤」の事由により退職した場合、退職後 3 年以

内であれば退職時の等級での復職が可能となる制度を新設するよう申し入

れた。

取り組み結果

2019秋闘協議にて、会社は、一度退職となった元従業員に対し、要件に

該当するからといって再度の雇用を確約することは困難であるとの考えを示し

た。結果、労組申し入れ趣旨を踏まえられ、同事由による3年間の「休職」

が認められることとなった。2020年4月より運用開始。

社会経済環境等により離職の原因となりうる事由は増加傾向にある一方で、介護、配偶者の海外転勤により

退職した者は、事由が解消されれば復職が可能となるケースが多い。当社にも従来、離職者と再雇用契約を結

ぶ制度があったが、必ずしも退職前と同水準の労働条件で業務に従事できるとは限らなかった。本制度を導入す

ることにより、組合員にとっては今までの業務経験を活かしつつ復職することができ、当社にとっても即戦力を得ら

れる大きなメリットとなると考えた。 退職後の経過期間については、当社では「特別延長育児休業」として最大 3

年間の休業が認められていることからも、3 年以内での復職であれば退職前と同等の業務を担うことが可能であ

ると考えた。

「住居の移転を伴う異動の一定期間の回避」と同様。
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単組名： 全日本たばこ産業労働組合

取り組み課題
分類 介護・治療(傷病)

概要 積立休暇制度の取得要件緩和

取り組み内容

組合員のモチベーション向上、ワークライフバランスの充実の観点から積立休

暇の取得要件緩和を要求

取り組み結果

①これまで本人の私傷病による積立休暇の取得は1週間以上の休養を要する場

合とされていたが2日以上の休養に緩和

②家族の看護で取得する場合は有給を15日以上取得している者に限るとしてい

たが有給を5日以上取得に緩和

③不妊治療を新たな要件として追加

・医療環境の変化に伴い短期間での入院や治療が可能なケースが増えている

・核家族化、高齢化が進むなかで家族を看護するために仕事を休まざるを得ないケースの増加

・個々人のライフスタイルが多様化しており組合員ニーズが強い

家族の看護、不妊治療においては全国大会や招集会議において多くの支部から要望が挙がっ

ており、それら意見・要望を集約し2020春闘要求の一つとして取り組んだ。
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介護と生活の両立（2018年度事例）
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ニッスイアドベンチャークラブ

セミナー内容については下記になります

●コンセプト：「働きながら介護を続ける」「要介護者と別居していてもできる介護」

●セミナー内での共有内容（講師：柳澤美由紀氏（J-ユニオン㈱提携））

・社内において：介護について関連する社内制度の確認、職場での協力の得る方法

・社外において：公的機関での支援内容等の確認、公的介護保険制度の確認、

家族や地域社会内での協力を得る方法

●その他特徴

・本社、支部と年に２ヵ所開催（→より参加しやすく）

・他労組との合同（→他社状況も良く知り共有化する）

・完全自由参加（→能動的に求めてる人のみ対象）

取組内容

取組課題 働きやすい職場を目指して介護離職に対する不安を払拭する

取組結果
「働きながら介護を続けるをテーマとしたセミナー」を労働組合主

催で開催

昭和産業労働組合

働きやすい職場を目指している組織「女性委員会」が弊労組にはあります。過去は女性が働き易い職場

づくりをしておりましたが、近年は女性に限定せず検討・活動をしています。

その中で組合員の中に介護離職に対する潜在的な不安があることについて提言があり、その不安を払

拭するために働きながら介護をするがコンセプトの介護セミナーを開催しました。

取り組むきっかけ

①女性委員会が働きやすい職場を目指すために組合員が潜在的に抱えてる問題について吸い上げを行

い、介護に対する不安が多いことがわかりました。

②女性委員会が議論を行い、介護に対する漠然とした不安を解消するために、今現在介護者がいる人

だけでなく、今後その可能性がある人（ほぼ全員）に対してのセミナーを企画開催を行いました。

取り組みプロセス
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①介護休暇の拡大

対象家族1人の場合年間10日、2人以上の場合年間最大20日付与。

（従来は対象家族1人につき年間5日、2人以上で年間10日）

※6時間/日の短時間勤務者も半日単位での取得可能（午前休、午後休）。

②介護事由による単身赴任認定要件の緩和（職員のみ）

単身赴任の認定事由の１つ、「親族の介護・看護」の要件につき、対象

親族との「同居」の場合だけでなく「近居」も対象とする。

③正社員（幹部含む）が利用できるカフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）において、介護メ

ニューは重点施策として１ポイント＝1.2円で利用が可能。

取組課題 介護と仕事の両立支援、環境整備

取組結果
①介護休暇制度の改定

②介護事由による単身赴任認定要件の緩和（職員）

ニッスイアドベンチャークラブ

介護事由を抱える社員が多くなり、従来の制度をさらに利用しやすくするため、2018年1月の改正育児・

介護休業法の改正に合わせて育児・介護制度を見直した。

取り組むきっかけ

仕事をしながら介護をしている職員が増え、両立支援のさらなる充実が必要であることから労使協議を実

施。介護休暇の日数が不十分等の現場の声を踏まえ、制度を拡充した。

取り組みプロセス

取組内容
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①多岐に渡ったセミナーの開催

・今の組織に求められる人材像や女性活躍推進、育ボス教育

・ワークライフバランス・セクハラ・育児・介護・働き方改革セミナー

・「仕事と育児の時間術」等のセミナー開催

②介護に関するコンテンツの充実

・介護をしながら働く際に必要な対応・制度一覧をイントラに掲載

・「仕事と介護の両立について」等の定期的なコンテンツの発信

・「介護で離職しなために」仕事と介護の両立支援セミナーの開催

・介護入門書として、ワンポイントアドバイスやケーススタディ、両立ケアプランの実例等の紹介

取組課題
介護に直面した際に慌てずにベストな道を選択できるよう、介護保険制度や仕事と介

護の両立についての理解を深める

取組結果 多岐に渡ったセミナーの開催

J-オイルミルズ労働組合

改訂前は私傷病のみが取得可能であったが、小学校入学前の子の看護（検査及び予防措置を含む）

や家族の介護にも取得できるようになった。また、積立日数も50日から60日に増加。取得条件は、年次有

給休暇の残余日数が7日からになってから取得可能としていたが、当該年度に新規付与された日数になっ

た時点で年次有給休暇を使用する、または、積立有給休暇を取得するか選択可能になった。

取組課題 育児・介護に要する休暇制度が十分でない

取組結果 積立有給休暇の使途拡大

白鶴酒造労働組合

取組内容

取組内容
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・介護が必要な状態の家族を介護する社員は、1就業年度あたり10日間まで介護欠勤を取得すること

が出来る。

・家族を看護する社員で、年次有給休暇を15日以上取っている社員は、家族の看護に必要な期間、

積立休暇を使用することができる。

・要介護状態の家族を介護する社員は、介護する家族1人につき、開始から3年間の間で介護が必要

な期間、短時間勤務をすることができる。

・要介護状態の家族を介護する社員は、介護する家族1人につき730日以内で介護が必要な期間休

職することができる。

取組課題
育児・介護といったライフイベントに向き合いながらも、仕事を通じた貢献・成長を志

向する社員を支援すること

取組結果 制度の新設・改正

全日本たばこ産業労働組合

取組内容

ジャパンファーム労働組合

取組課題
親の介護のために仕事を辞める人がいた。また、有休を使うことがなく流してしまう人が

いる

取組結果 失効有休の利用可能

遡って5年間の失効有休を使用できるようにする。

取組内容



● 制度・環境活用の徹底 40 ページ

（味の素労働組合）

● 生産性向上とワークライフバランスの充実に向けた取り組みの実施 41 ページ

（日清オイリオグループ労働組合）

● 時代に合った制度への見直し 42 ページ

（味の素AGF労働組合）

● 住居の移転を伴う異動の一定期間の回避 43 ページ

（明治労働組合）

● 時短・在宅業務 44 ページ

（日本アクセス北海道労働組合）

● 長時間労働の是正 45 ページ

（日東富士製粉労働組合）

● 長時間労働の是正 46 ページ

（キッコーマン労働組合）

● 従業員活躍推進部の設置 47 ページ

（明治労働組合）

● 柔軟な働き方（フレックスタイム・朝型弾力勤務・テレワーク）の導入 48 ページ

（全日本たばこ産業労働組合）

● 時代に合った制度への見直し（人事制度の改定・どこでもオフィス実施） 49 ページ

（味の素労働組合）

● 「推進委員会」「OWP(OilliO Women's Power)」結成 50 ページ

（日清オイリオグループ労働組合）

● 総実労働時間削減 51 ページ 上

（日本ハムユニオン）

● 残業時間縮小の推進・女性社員向けスキルアップセミナー実施 51 ページ 下

（ジャパンファーム労働組合）

39

3．働き方（時短・柔軟化）

2018年度事例
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専門委員会を立ち上げ、労使協同で制度検討を実施。。

中央執行委員会にて会社方針案に対する執行部見解を明らかにし、組合員へ説明および意見

集約。

中央委員会に付議し、組織決定したのち、団体交渉にて妥結を図った。

取り組み内容

・制度拡充（スーパーフレックス、どこでもオフィス、時間単位有休、etc.）

・環境整備（サテライトオフィス契約、PCのmobility向上、etc.）

取り組み結果

全社平均での総実労働時間、1,800時間。

90分以上の育児短時間勤務取得者の減少。

多様な人財の活躍できる環境作り、従業員の働きがいと健康の増進に向けて、グローバル基準の

働き方を実現するために、ICTを活用した仕事の効率化等、労使で取り組んだ。

味の素労働組合

取り組み課題
分類 働き方(時短・柔軟な働き方)

概要 制度・環境活用の徹底

単組名：
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取り組み内容

労使による働き方改革推進委員会を実施し、各取り組みを推進する。

フレックス勤務やテレワーク等の効率的かつ柔軟な働き方の定着を図る。

時間単位有給休暇の導入、および利用状況を検証する。

取り組み結果

各種制度の充実化、利用率の向上

2018年春の取り組み（働き方改革を更に進めることを労使で確認）

生産性向上とワークライフバランスの充実に向けた取り組みの実施

・2018年春の取り組みにて「働き方改革推進委員会」の設定を要求

・テレワーク、フレックスの拡充、時間単位有給等を導入

・諸制度導入後の効果検証、課題の洗い出し、改善に向けた協議の継続

諸制度の利活用は着実に進んでいるが、職場や職種によって利用状況にバラツキがある等の課

題はあるため、改善に向けて継続的に取り組むことを確認している。

単組名： 日清オイリオグループ労働組合

取り組み課題
分類 働き方(時短・柔軟な働き方)

概要
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単組名： 味の素AGF労働組合

取り組み課題
分類 働き方(時短・柔軟な働き方)

概要 時代に合った制度への見直し

取り組み内容

就業規則改定、人事諸制度の拡充

取り組み結果

・所定労働時間7時間化

・在宅勤務制度　導入

・時間単位年休制度　導入　など

本社・生産・研究・営業など他部門から職場労使代表を集め、現状の課題の洗い出しやありたい

姿について、本音の議論を実施。メリデメ、効果、予算などの観点含め、経営会議に提案できる

よう準備を進めてきた。

・役員、人事部、組合本部のみで議論を進めるのではなく、現場ファーストを意識した意見の吸い

上げや生の声を反映させることにより、充実した議論が進めてこれたのではないかと実感している。

2016年春闘にて労使合意した「総合的労働条件検討部会」設立を機に、働き方改革を通じ

たあらゆる働き方・制度・ツールを整備してきたことがきっかけ。
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取り組み内容

勤続 3 年以上の組合員について、「最長 3 年間『住居の移転を伴う異動』

を命じられない制度」を新設するよう申し入れた（一組合員につき、本制度

の使用は 1 回限り）。

取り組み結果

2019秋闘協議にて、労組申し入れ内容通りにて合意。

2020年4月より運用開始。

単組名： 明治労働組合

取り組み課題
分類 働き方(時短・柔軟な働き方)

概要 住居の移転を伴う異動の一定期間の回避

労組が 2019 年に実施した「組合員アンケート」や組合員説明会時の意見交換において、「出

産・育児期に夫婦別居となり苦労している」「別居と不妊治療の両立が困難である」「子女の進

学等により家族同伴の転居ができない」等、転勤に関する様々な実態や要望の声が多数挙げら

れている状況にあった。具体的な制度設計にあたっては、当社において3 年程度の期間であれ

ば、会社事業運営上への影響を最小限に留めることが可能であると考えた。

2018 年 4～5 月に実施した「2017-2018 年度運動方針（補強案）等の必要性検討に向けた意

見集約」の中で挙げられた労働条件・福利厚生に関する要望項目をはじめ、各種セミナー・会議、組合

員説明会、組合員アンケート等を通じて挙げられてきた多岐に亘る組織意見について「緊急性」「重要

性」「実現可能性」「会社への影響」といった点を踏まえ、中央執行委員会を中心に精査・検討し、議論

を行った。その上で、2019 年 7 月開催の中央執行委員会にて申し入れ内容案として決定し、同9 月

開催した第 8 回中央定期大会において、組織決定後、会社へ申し入れ。 計3回の協議を経て同12月

に労使合意。

設計にあたっては「権利行使した者の賃金を低下させない」「会社の事業運営への影響を最小限

にする」ことを重視し、組織内で議論を進めました。意見が多数挙がったのは「仮に制度実現でき

た際に、年に何回、権利行使がスタートできるタイミングがあるのか？」といった点でしたが、労組と

しては「制度実現を優先すべく、申し入れ時点では回数・タイミングには拘らない」との姿勢で協議

に臨みました。結果、年間2回のタイミングで権利行使が可能となる予定です。
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単組名： 日本アクセス北海道労働組合

取り組み課題
分類 働き方(時短・柔軟な働き方)

取り組み内容

フレックスタイム、テレワーク等、働き方に大きな変動がある中で長時間労働の

是正を目指す。オンとオフのメリハリをつけることで、しっかりと休養（リフレッ

シュ）をとってもらう。業務を効率よく行う習慣をつけることを目指す。

　

取り組み結果

ノー残業デー実施。

担当業務により、労働時間に個人差はあるが、余りにも労働時間に差が見受けられる。

身体的疲労や、精神的負担が増え、健康状況に影響を及ぼす場合も見受けられた。

労使協議会を開催し、内容を精査した。

オン・オフのメリハリをつける事で毎日の充実度が変わったとの声が有り。

概要 時短・在宅業務
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単組名： 日東富士製粉労働組合

取り組み課題
分類 働き方(時短・柔軟な働き方)

概要 長時間労働の是正

①組合員の声を会社に挙げ、深夜・早朝・土日祝日にパソコンを使用している者の

ログ調査を依頼

②組合役員が含まれていたため、その者を対象として、ある時刻間ではパソコンを立ち上げても強

制的にシャットダウンされるシステムを導入

緊急対応が遅れるなどのリスクが確認されたため、何かしらの打開案が必要であるが、

全従業員がこのシステムを使用する環境を整えて労働環境の改善を進めたい。

取り組み内容

深夜・早朝・土日祝日におけるパソコンの使用が多い組合役員を対象に、

ある時刻間ではパソコンを立ち上げても強制的にシャットダウンされるシステム

を導入。

取り組み結果

深夜や早朝における顧客や上司に対する対応がなくなった。

今後、対象の幅を広げていき、長時間労働是正を労使で

協力して進めていきたい。

土日祝日に顧客や上司からの問い合わせ等で時間外に就労しているケースが散見された。



働き方見直し (2018)

46

①16年秋闘の要求により、「フレックスタイム勤務、裁量労働制、テレワーク、各種時短制度、エリア社員等、

多様な働き方を実現できる制度や仕組みについて労使双方の立場から議論を重ね、実効性のある制度導入

や拡充を検討する委員会」を設置(17年10月～)。年2回のペースで実施を予定。

②労働時間の実態把握を目的に、17年10月より就労管理システムを大幅にリニューアル。

１．新PC打刻取得ソフトの導入による「ログイン」「ログオフ」時間取得精度の向上

２．勤務表レイアウトの変更→時間外非活動・時間単位年休の見える化

３．打刻もれ、PC打刻と勤務実績の乖離が大きい場合等エラー表示・入力制御

４．自所属の打刻状況・PC打刻と勤務実績との乖離を一覧で確認できる専用画面の追加

③毎週水曜日のノー残業デー(工場等一部職場を除く)の実施率向上に向け17年10月より下記施策を実

施。

取組内容

取組課題 長時間労働の是正

取組結果
①「働き方に関する検討委員会」の設置

②就労管理システム見直し

キッコーマン労働組合

①フレックスタイム、裁量労働制、テレワーク、各種時短制等、多様な働き方に関する制度が増えている中で、

それらの制度の効果検証や拡充を検討する委員会を設置を行うことを2016年秋闘の要求として掲げ、設置

が決定。

②より正確な労務状況の把握と、所属長による労務管理をサポートすることを目的に実施。

取り組むきっかけ

①2017年10月より半年に1回のペースで実施。

②③2017年10月より各種システムを変更。

取り組みプロセス
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2017-18年度運動方針より、「従業員活躍推進部」を設置した。本専門部は、定年退職再雇用者や

女性組合員に対して、学習会や内部・外部セミナーの開催・案内、フォローを行っていく。また、2016年

度までは「女性セミナー」を毎年開催していたが、本セミナーも上記専門部に包含した。

取組内容

取組課題
定年退職再雇用者、男女平等参画、無期転換等、多様化する

従業員に対する対応策が必要であった

取組結果 従業員活躍推進部の設置

明治労働組合

2017年4月に定年退職再雇用者（常勤者）の組織化を実施し、さらには、2018年4月以降は改正

労働契約法の効力発揮により、有期雇用従業員が無期労働契約へ転換することが可能となる等、今

後も組織内外において大きな環境変化が見込まれていた。

取り組むきっかけ

組織の在り方を集中的に議論するプロジェクトチームを結成し、検討課題の一つとして専門部の在り方に

ついて議論を行った後、中央執行委員会、中央大会での審議を経て、新専門部の設置を議決した。

取り組みプロセス
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2015年から働き方改革にとりくみ、働き方改革のひとつとして、労使でさまざま議論をするなかで2017年

3月より柔軟な働き方の選択肢（フレックスタイム・朝型弾力勤務・テレワーク）の制度を導入。

上司の判断はあるものの、シフト勤務以外の方は個々人が自由に選択できる。

ＪＴでの働き方改革とは：個々人のＷＬＢが尊重され、仕事とプライベートをともに充実できている状態

にすることにより、イキイキとした職場風土を醸成し、組織パフォーマンスの最大化を図ることを目的としてい

る。

取組内容

取組課題 個々人のＷＬＢの充実と組織パフォーマンスの最大化

取組結果
柔軟な働き方の選択肢（フレックスタイム・朝型弾力勤務・

テレワーク）の制度を導入

全日本たばこ産業労働組合

労使議論の場でＷＬＢ等について意見交換を行なうなか、会社として「働き方改革」に取り組むという提

案をうけたため

取り組むきっかけ

これまで次世代育成支援対策委員会（労使議論の場）を通じて、ＷＬＢの充実について意見交換を

行なうなか、2015年に会社側より「働き方改革」について説明を受け、以降、本社での試行、拠点での

試行を行ない、労使で意見交換を行なってきた。試行結果をふまえ、2017年1月に正式に制度導入の

協議を行ない、妥結している。

取り組みプロセス
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①一般職人事諸制度理念

一人ひとりの強みを伸ばす 『多様なキャリア形成』

自らキャリアを描き、誰にも負けない強みを磨き、成長スピードを加速させ、

“一人ひとりの働きがい向上”と“味の素グループの持続的成長”を実現する。一人ひとりのキャリアの可能

性を広げるために、役割区分（男女や専門職・総合職など）を設けず、等級のみのシンプルな仕組みへ

変更。

共働きや介護等今日的なライフステージの変化に伴い、介護や育児、配偶者転勤による別居など“やめ

ざるを得ない従業員が働き続けられる”ことを実現するために、エリア申告制度を導入。勤務地を選択でき

る公平な仕組みを再構築した。

②「常にオフィスに出社して働く」働き方から、「決められた時間で、いつでもどこでも働くことができる」働き方

へとシフトするため、在宅勤務や契約オフィスとの提携によりどこでも仕事が出来る環境およびルールの整

備を実施。出張中の隙間時間や介護や育児事由などでも活用可能。ただし、職場内コミュニケーションの

取組内容

取組課題 時代に合った制度への見直し

取組結果
・人事制度の改定

・どこでもオフィスの実施

味の素労働組合

①2002年に一般職人事諸制度を改定した以降、当時とは社内外の環境が大きく変化しており、人財

も多様化している。多様な人財を活かし、一人ひとりの成長を加速させるべく、一般職人事諸制度の改

定を行った。

②2013春闘にて、介護に携わる従業員が、職場を離れることなく、働き続けられる制度の導入を要請。

取り組むきっかけ

専門委員会を立ち上げ、労使協同で制度検討を実施。。

中央執行委員会にて会社方針案に対する執行部見解を明らかにし、組合員へ説明および意見集約。

中央委員会に付議し、組織決定したのち、団体交渉にて妥結を図った。

取り組みプロセス
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直近の取組内容は以下の通りです。

① ・女性活躍推進法に関連するデータ分析と当社の行動計画の確認

・当社における女性活躍推進についての会社見解の確認

・他社の女性活躍推進に向けての取り組み事例の共有

・今後の労使での取り組みについての粗論議、他人事諸制度改訂

②活動目的である”一人ひとりの女性が能力を主体的に発揮し、充実したライフキャリアを実現で

きる企業風土の醸成”を目指し、様々な制度拡充等について検討した。今年度は、育児休職

者の復職サポート、時間単位有休取得制度の導入を会社に提案した。（2015年～）

取組内容

取組課題 男女平等参画の継続的な取り組みの実施

取組結果

①専門委員会「男女共同参画推進委員会」による取り組み(2006～2015年)

②各支部より女性組合員を選出し、専門委員会「OWP(OilliO Women's 

Power)」を結成

日清オイリオグループ労働組合

男女平等参画について、労働組合としての継続的な取り組みを模索する中で、世間動向や社内の状況

などを踏まえ、その時々に応じた活動を展開してきました。

取り組むきっかけ

世間動向や社内の状況などを踏まえ、中央執行委員会にて専門委員会の活動方針やメンバー等を決

定します。活動方針に則って、専門委員会内で議論を深め、具体的な取り組みを計画・実行します。

取り組みプロセス
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働き方見直しに直接繋がるかわかりませんが、労働時間の課題については、総実労働時間削減に向けて

時間外労働時間、所定労働時間、有休取得促進の取り組みを行っている。

時間外労働時間の削減については、労働時間の見える化（新たな勤怠システムの導入）を行い、残業

＝上司の命令に基づいて行う事を徹底し、所定労働時間内でおさめた働き方に出来るよう取り組んでい

る。

取組課題 総実労働時間が長い

取組結果 総実労働時間削減

日本ハムユニオン

取組内容

ジャパンファーム労働組合

取組課題
女性の活躍推進のため。かつて女性の課長職・部長職がおらず、若手社員のロール

モデルになる人を育成し、女性が活躍しやすい環境・土台作り

取組結果
・女性社員(総合職)に対し定期的にスキルアップセミナーを実施

・残業時間縮小を推進し、業務の見直しを進める

総合職を対象に、外部講師を招き、女性目線でのセミナーを実施。

女性特有の考え方や特性を如何に生かすかを焦点とする。

また、各チームリーダーが残業時間状況から業務にムラがないか確認し、改善につなげる。

リーダーと部下とのコミュニケーションを取り、職場環境の改善にもつなげる。

取組内容



● 会社で利用できる制度の紹介 53 ページ

（味の素冷凍食品労働組合）

● 男女平等参画フォーラムの開催 54 ページ

（敷島製パン労働組合）

● ダイバーシティセミナーの実施 55 ページ

（サントリー食品インターナショナル労働組合）

● ライフキャリアマップイベント・セミナーの実施 56 ページ

（サントリー労働組合/サントリー食品インターナショナル労働組合）

● レディースセミナー・支部女性会の開催 57 ページ 上

（協同乳業労働組合）

● 「女性組合員を対象としたセミナー」（なでしこ研修）の開催 57 ページ 下

（製粉部会加盟労働組合）

● 男女共同参画の推進 58 ページ 上

（味の素労働組合）

● 男女平等参画セミナー・女性組合員セミナー・女性組合員交流会の開催 58 ページ 下

（雪印メグミルク労働組合）
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4．教育・啓発（セミナー等）

2018年度事例
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・女性管理職や子育てと仕事の両立をしているまたはしていた先輩組合員に講師になってもらう

事でより理解を深める。

・会社の制度を改めて確認して積極的な活用に繋げる。

・組合だけではなく、会社の人事とも連動する事で、会社への課題提起を通じてより良い制度構

築を目指すベースが出来てきた。

・直近のテーマは女性がいきいきと辞めずに働き続けるためには。

単組名： 味の素冷凍食品労働組合

取り組み課題
分類 教育・啓発(セミナー等)

概要 会社で利用できる制度の紹介

取り組み内容

女性意見交換会＆懇親会

取り組み結果

参加者　女性：19名（内WEB会議4名）

会場：大阪（現地：大阪、愛知、岐阜、香川　WEB：東京、福岡）

当初は支部単体で女性意見交換会を実施していたが、中身はセミナーや懇親会などが主な活

動であった。年度末の活動レビュー等で共有された事をきっかけに複数の支部間で連携が始まり、

女性同士でコミュニケーションを深める場として定着していった。数回実施したところで、懇親会だけ

ではなく女性ならではの悩みや課題についての議論や会社への課題提起に向けた取り組みへと変

化していった。

年度の始めに女性意見交換会実施の有無と実施の場合は予算計上を行う。

内容は支部で担当者を決め、詳細については担当者を中心に企画を行う。

内容が固まったら、案内を出して各支部から参加者を募り実施する。

必要に応じて本部からもフォローする。

参加者にアンケートを実施して次年度開催に向けた課題や会社への課題提起に繋がる内容の

把握も含めレビューを行う。
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単組名： 敷島製パン労働組合

取り組み課題
分類 教育・啓発(セミナー等)

概要 男女平等参画フォーラムの開催

取り組み結果

若年層の意識向上に繋がった他、全社から組合員が集まる交流の場にもな

り、さらには企画運営した男女平等参画部役員の成長も促すことができた。

男女ともに働きやすく、暮らしやすい社会について学び、考える機会及び、若手組合役員の成長

の機会が必要と判断したため。

弊組男女平等参画部役員会の中で、開催場所、日時、内容を検討し開催した。

取り組み内容

毎年弊組男女平等参画部役員会の中で、「男女ともに働きやすく、暮らしや

すい社会について学び、考える」という目的に対し、テーマを決めフォーラムを開

催している。2019年度の内容は弊組の男女平等の取り組み、弊社の賃金・

人事制度の解説の他、外部講師を招き税金・ふるさと納税についての講演を

実施した。（本年はLGBT・SOGIについて実施予定）
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・１から研修を作ったため、非常に苦労した。ただ、ダイバーシティ＆インクルージョンの意味を

改めて整理して伝えることにより、これまで言葉は知っている程度だった方がその必要性を

しっかりと理解してくれる機会とすることが出来た。また、当年度についてはこの取り組みが

会社側にも影響を与え、管理職へのダイバーシティ＆インクルージョン研修の実施など、

大きな広がりを見せている。

取り組み結果

・職場で核となるメンバーを集め集合型の研修を実施し、その内容を職場で

共有いただく流れを作った。参加者から有意義だったという声をもらったのはもち

ろんのこと、職場でも広がりを見せ、会社側(管理職)を巻き込んで本セミナー

の内容を共有する機会を持ってくれたところもあった。

・サントリー食品インターナショナル労働組合では過去から女性活躍のための専門委員会を

設け、女性活躍に主眼を置いて取り組んでいたが、女性活躍には周囲の理解も必要であり

その観点は女性のみにとどまらず、一人一人のダイバーシティ(多様性)に対する理解醸成が

本質的には必要と考え、女性活躍からステージを変え、ダイバーシティへの理解と、それを

受け容れ活かすインクルージョンに取り組むこととなった。

・期初より専門委員会で現状のダイバーシティ＆インクルージョンにおける職場の課題を

自身の実体験も踏まえ洗い出し、仮説を立て、それを解決するためにはどういった方法が

必要かということを検討。その結果、やはりダイバーシティ＆インクルージョンへの正しい理解が

まずは第一歩と捉え、セミナーの実施を決定。社外セミナーに専門委員会のメンバーが

積極的に参加し、その研修の要素を盛り込んで１からセミナーを作り上げた。

単組名： サントリー食品インターナショナル労働組合

取り組み課題
分類 教育・啓発(セミナー等)

概要 ダイバーシティセミナーの実施

取り組み内容

・女性やマイノリティに限定されがちな”ダイバーシティ”の意味や意義を正しく理

解してもらうために、女性に限らず全組合員向けに研修を実施。

内容はダイバーシティという言葉や概念の正しい理解と、取り組むことの意義や

重要性を社会情勢等を含めて説明し、ワークショップでは自分の身の回りの事

例に目を向けてもらう機会を作った。



4．教育・啓発(セミナー等）(2019)

◇取り組むきっかけ

◇取り組みプロセス

◇自由記載

56

・組合本部の担当者と支部女性組合員の座談会やヒアリング・アンケートによる、悩み・課題の抽

出

・会社側との課題の共有や、会社側がやりたいことの理解、それらを通して、どういった場づくりや既

存施策の活用が適切であるかを、人事部・キャリア開発部・ダイバーシティ推進部と連携して検討

し、施策を実施

単組名： サントリー労組/サントリー食品インターナショナル労組

取り組み課題
分類 女性役員登用(女性活躍推進)

概要 ライフキャリアマップイベント・セミナーの実施

・地方拠点などで、ロールモデルが身近におらず、漠然とした不安を抱えている若手女性社員に対

し、前向きに自分のキャリアやライフを設計したり、悩みを共有する場を作れた

・これらの機会（イベント）には男性社員の参加も一部で促したことで、職場全体の男女平等参

画に対する風土醸成・意識醸成につながった

取り組み内容

・女性組合員が、妊娠や出産など様々なライフイベントとキャリアの両立に向

け、前向きにそれぞれに向き合えるように組合としてサポート出来ないかを、会

社側とも協同で検討し、実施した

取り組み結果

・各エリア（営業拠点）での自身のライフ/キャリアプランを作るセミナーの実施

（会社・組合共催）

・グループ内の様々な会社や部署、そこで活躍する女性社員を知ることのでき

るイベント（部署紹介フォーラム　略してBUDHOFO）の実施
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①女性組合員に集まってもらい、「健康保険事業」、「組合諸制度」の説明を行なう。

ランチの時間を利用し、「マナー講座」、「紅茶の楽しみ方」の学習なども行なう。

体験学習を通して、女性組合員同士の交流を図る。

参加者18名（２年に１度開催）

②支部単位で、ランチの時間を利用し女性組合員同士の交流・情報交換の場を設ける。

この場で上がった意見や要求などは、その支部の協議会にて議論される。

研修ラインナップの中の一つとして、女性組合員を対象とした「なでしこ研修」を開催しています。

研修内容

・当社の両立支援制度全般

・女性の組合活動参画に向けたケーススタディ

・社内で育児と仕事を両立している組合員を招いた講演

・女性中執として活躍している他労組の方を招いた講演

取組課題 女性組合員間の情報共有や女性活躍促進

取組結果 「女性組合員を対象としたセミナー」の開催

取組課題

女性の社会進出が進み、当社の女性組合員比率も上昇している。女性視点での

労使に対する意見集約、女性ならではの働く上での問題点の把握、女性組合員同

士の交流・情報交換の機会が必要となっている。

取組結果 ①レディースセミナーの開催 ②支部女性会の開催

製粉部会加盟組合

協同乳業労働組合

取組内容

取組内容
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①職場における男女平等参画推進を担うリーダーの教育、啓発を目的とし、「イクボス・イクメン」を提唱し、

父親支援事業を展開しているNPO法人ファザーリングジャパンより講師を招き、多様な人材を生かす働き方

と職場づくりについて学習。

②女性リーダーの育成、女性組合員の活躍推進に向けた研修を目的に、日本生産性本部より講師を招き、

女性を取り巻く環境変化とキャリアについて学習したのち、自身の今後の人生キャリアを考えるためのグループ

ディスカッションを実施。

③各支部の女性組合員間の交流・情報共有・連携の場を用意し、今後の男女平等参画推進の取り組み

の基盤とする。女性組合員が気軽に参加できる交流会を企画し、参加してもらうことで、労働組合を身近な

ものとして捉えてもらう。

取組課題
労働組合活動への女性組合員の参画率を高め、男女が仕事と生活を両立させ多くの

人が活躍できる環境を整備する必要があった。

取組結果
①男女平等参画セミナー ②女性組合員セミナー

③女性組合員交流会

雪印メグミルク労働組合

取組内容

・介護、育児などにより定時後の組合活動への参画が難しい組合員のため、参画しやすい昼休を活用し

た取り組みを実施した。

・職場討議の昼休み開催やイベント（オリーブセミナー・コーヒーセミナーなど）気軽に参加出来、ワークラ

イフバランスへの一助となるような企画を開催した。

取組課題 定時後などにイベントに参加できない組合員対象の取り組みを実施

取組結果 男女共同参画の推進

味の素労働組合

取組内容



● 女性座談会の開催 60 ページ

（J-オイルミルズ労働組合）

● レディースフォーラム（女性社員の交流会） 61 ページ

（不二家労働組合）

● 女性社員同士の交流会 62 ページ

（サッポロビール労働組合）

● 女性組合員を集めた座談会の実施 63 ページ

（キッコーマン労働組合）

● 女性交流会の開催 64 ページ

（敷島製パン労働組合）

● 男女共同参画の推進（女子会開催） 65 ページ 上

（ロッテ労働組合）

● 男女共同参画の推進（昼休みの時間帯の職場討議） 65 ページ 下

（不二製油労働組合）

● 女性委員会の設置 66 ページ 上

（大関労働組合）
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５．交流会（女性組合員対象）

2018年度事例
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単組名： J-オイルミルズ労働組合

取り組み課題
分類 交流会

概要 女性座談会の開催

取り組みを行う上で、年齢が様々な10人に集まって頂き会を行っているが、年齢が近いメンバーで

より少人数で開催した方が話しやすそうだと感じた。次回から開催する際はその点も考慮しながら

改善していきたいと考えている。

取り組み内容

各拠点に出向いて、現地の女性組合員を参加対象とした座談会（情報交

換会）を開催し、働く上での課題等について情報交換を行う場を設けてい

る。

取り組み結果

現在２拠点で開催し、自身のキャリアアップや労働組合に求める事を中心に

女性組合員の意見を頂いた。

当労組では女性として初の中央執行委員が選出された事をきっかけに、女性組合員の皆さんが

相談しやすい環境を作り、また女性同士でカジュアルに話をしながら本音の意見を聞く機会を設け

る事を目的に取り組みを始めました。

支部執行委員の協力を得ながら、各拠点で勤務されている女性組合員に声かけを行い参加し

てもらいました。昼食を準備し、食事をしながら雑談するようなスタイルで進めました。
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単組名： 不二家労働組合

取り組み課題
分類 交流会

概要 レディースフォーラム（女性社員の交流会）

取り組み内容

「女性の方に労働組合の活動に触れてもらうこと、女性同士の横のつながりを

作ってもらうこと、自身のキャリアについて考えてもらうこと」を目的に、交流会を

開催。外部講師を招き、ゲームを通じて、自身の今後についての考えを深め

てもらった。

取り組み結果

普段関わり合いのない方との交流や、深く考えることのない五年後の人生プラ

ンなどについて、考える一助になったとの報告があった。

近年、女性社員比率が上昇し続ける中で、結婚や出産なども含め退職していく方が一定程度い

ると感じられた。そのため、自身が働く職場以外でのつながりを作り出すこと、今後の自身の人生

設計を見通しやすくすることで、離職の低減につなげたいと考えた。

また、労働組合の活動に少しでも触れてもらう機会を作る必要があるとも考えた。

年代が被り過ぎないような人選

気楽に参加しやすく、また参加者が楽しめるようなものを考えた。

外部講師によるゲームを使った交流会とすることが決定

また、夜に懇親会を行うのではなく、昼食での交流を促進するためホテルビュッフェを用意した。
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・事務局としての参加も基本は女性のみとした。いい意味で女性のみという安心感でよい交流会で

あったようです。

取り組み内容

社内の様々な職種の女性組合員１７名が全国から集まり交流会を実施

・徐々に増えてきてはいるものの、依然少数派である女性同士で、現在の「職場環境」や「業務スタイ

ル」等に関する不安や課題を洗い出し、その原因を深堀りする。

・特に女性比率が低い職種（例えば業務用営業や生産部門）のメンバーが、仕事の悩みや課題を

女性同士で相談・意見交換できる場とする。

・他支部メンバーとの交流を通じ、今後気軽に相談し合えるネットワークを構築する。

取り組み結果

会社側にもオブザーバーとして参加してもらい、現場の声を聞いて、各種制度・

働き方等の課題解決に取り組むきっかけとなった。

女性組合員（社員）は増えてきているもののまだ少数。職種によっては、同じ業務を行っている女

性メンバーと会社業務で交流する機会が少ないという声があり、労働組合で交流の場を設けることと

した。2018年、2019年と２年実施した。

・参加者は各支部１名として募集するが、当日の進行等を考え、ある程度本部と支部で参加メン

バーのすり合わせを行った。

・座学ではなく、グループワークを多くし参加メンバー同士の交流の機会となるようにした。

・子育て中の組合員も参加できるよう開催時間にも配慮した。

単組名： サッポロビール労働組合

取り組み課題
分類 交流会

概要 女性社員同士の交流会
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取り組み内容

営業職の方々を中心に、総合職の女性組合員8名を集めて座談会（Women‘s

Cafe）を実施。女性として働いていく上での｢悩み｣や｢工夫している点｣などをざっく

ばらんに話し合って頂き、女性活躍推進に向けた労使の議論の場での活用や、今

後の自身の働き方を考えるきっかけとすることを目的に設定した。

取り組み結果

終了後のアンケートでは、「自分が思っている不安は他の人も感じているのだと

分かり安心した」「1人で抱えずに、共有する事で解決方法を一緒に考えるこ

とができてよかった」という声を頂くことができた。

男女平等参画の推進に関して、単組の運動方針に掲げているものの、具体的な取り組みに至っ

ていないという課題認識から、まずは実際の組合員が何を考えているか実態を理解することが必

要であると考え、女性組合員を集めた座談会を企画。

・事務局や当日の進行を原則女性のみとして座談会を企画。

・会議室ではなく、カジュアルな雰囲気のレンタルルームを会場とし、リラックスした雰囲気の中で話

をして頂けるように工夫した。

・参加者には事前にアンケートを実施し、職場やプライベートで女性として抱えている不安やうまく

いっていることについて回答して頂き、当日はその集計結果も活用した。

単組名： キッコーマン労働組合

取り組み課題
分類 交流会

概要 女性組合員を集めた座談会の実施
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取り組み結果

普段、組合活動への参加に積極的ではない組合員から何故組合活動に参

加しにくいか、どんな環境なら組合役員を引き受けても良いと思えるのかなど、

率直な意見を伺うことができた。

徐々に女性役員は増加してきているものの、女性役員比率が組合員の女性比率よりも低い状

況で女性役員を増やす取り組みの一つとして計画した。

弊組男女平等参画部役員会の中で、開催場所、日時、内容を検討し開催した。

単組名： 敷島製パン労働組合

取り組み課題
分類 交流会

概要 女性交流会の開催

取り組み内容

各支部で女性役員比率向上のため、女性組合員をメインターゲットとした交

流会を開催。意見交換会の他、普段、組合活動への参加に積極的ではな

い組合員に参加してもらうため、内容をランチビュッフェや、アクセサリー作り、ヨ

ガ体験など工夫するとともに、子供連れの参加も可とした。
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定時後に参加が難しい育児時短勤務者向けに、昼休みの時間帯に職場討議を実施している。

取組課題 育児時短勤務者は、定時後に職場討議を開催しても参加が難しい

取組結果 男女共同参画の推進

不二製油労働組合

取組内容

・男性参加不可の女子会を女性執行委員の企画立案、準備、開催までを各支部各々で

年1回実施。

・機関紙に年3回、女性執行委員に男女参画部コーナーとして、記事を作成してもらって

いる。

取組課題 男女共同参画に向けて

取組結果 男女共同参画の推進

ロッテ労働組合

取組内容



交流会 (2018)

66

を設置し、組合役員のみならず女性一般組合員も参加し、自由に職場での要望や意見、就業規則など

について意見を出す場をつくり、労組執行部や会社に伝えたいことなどをまとめてもらった。これらを参考にし、

秋季交渉、春闘において子育てしながら働く方々の声が多かった、所定労働時間の短縮等の措置を現行、

小学校就学の始期に達する子を育ててながら働く従業員を、小学校3年生までとすることを要求とし、現在

も継続協議中。

取組課題 女性組合員が日頃感じていることや、意見、不満、要望などを聞く機会を設ける

取組結果
アンケート集計を行い、会社、労働組合の取り組みと必ずしも合致していないことが

分かった。今後の活動の方向性を見出す材料となった。

大関労働組合

取組内容



● SOGIに関して理解を深める研修会の実施 68 ページ

（キッコーマン労働組合）

● 積立年次有給休暇の取得要件への「性別適合手術・トランスジェンダーに 69 ページ

かかるホルモン治療」の追加

（明治労働組合）

● 本部役員多様性の推進 70 ページ

（アサヒビール労働組合）
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単組名： キッコーマン労働組合

取り組み課題
分類 SOGI等(多様性推進)

概要 SOGIに関して理解を深める研修会の実施

取り組み内容

中央・支部の全役員が集まる研修会の場で、SOGIに関する研修会を実施(講

師：NPO法人 ReBit)。

内容：①多様な性とは？(LGBT、SOGIとは？、国内外での取り組み、企業で

LGBTを考える意味等）②職場から考えるLGBT（当事者が職場で困ること、企

業の好事例）③グループワーク（ギャップを埋めるために個人ができることは？、今日

からできること）

SOGIに限らず、年齢・国籍・障害の有無等、「各人の持っている属性・価値観には何一つ正解・

不正解はない」ということを研修の最後に確認。あらゆる属性に関わらず、一人ひとりの組合員の

立場・価値観を理解・配慮して接することで、組合員にとって居心地の良い職場環境を作っていく

ことが組合役員の役割であることをメッセージとして伝えた。

取り組み結果

終了後のアンケートでは、「全社員に対して実施すべき非常に重要な内容だ

と思う」「自分の普通が人の普通ではないこと」という声が多く上がり、反響の

大きい結果となった。

会社より、「ダイバーシティ＆インクルージョン(多様性推進)」に関する人事方針が打ち出されたこと

を受け、組合執行役員に対するSOGIに関する周知・啓蒙を目的として研修を実施。

・一方的に話をする講演会方式では、参加者がSOGIに関して自分事に捉えづらくなると判断。

グループワークの時間を多く確保し、LGBT当事者の方2名に各グループに入って頂き、参加者に

身近にSOGIを考えてもらうように工夫を行った。

・会社側の担当者にも研修に参加頂き、労使一丸になって取り組んでいくテーマであることを確

認。
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単組名： 明治労働組合

分類 SOGI等(多様性推進)

取り組み課題
概要

積立年次有給休暇の取得要件への「性別適合手術・ト

ランスジェンダーにかかるホルモン治療」の追加

取り組み内容

現行の積立年次有給休暇の使用事由に加えて、以下の条件において取得すること

が可能となるよう申し入れた。

① インフルエンザ・ノロウィルス等の発症による療養

② 健康診断・二次検診・人間ドック・精密検査

③ 性別適合手術・ホルモン治療

取り組み結果

2019秋闘協議にて、会社は「健康診断」「人間ドック」については労組申し入れを受け入

れなかったものの、それ以外のものについては労組趣旨が踏まられ、積立年次有給休暇の

使用を認められることとなった。2020年4月より運用開始。

 ①感染症法に基づき指定される感染症への罹患

 ②健康診断結果に基づく二次検査・精密検査

 ③性別適合手術・トランスジェンダーにかかるホルモン治療

特に「性別適合手術・トランスジェンダーにかかるホルモン治療」への積立年休の使用については、潜在的

なニーズを把握しつつ、経団連が 2017 年に発表した「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向け

て」の中において、「経済の持続的成長を実現するには、多様な人材の能力を引き出し、経済社会全体

の生産性を向上させていくことが不可欠」とし、その観点の一つに LGBT への取組みの重要性に触れてい

たことから、タイミング的にも会社感度が高まっており、労使交渉が可能と判断したことから、申し入れに至っ

た。

「住居の移転を伴う異動の一定期間の回避」と同様。

本制度は「積立年次有給休暇の取得事由の追加」という大テーマの中の１つであったため、本制

度の導入によって、SOGI等に対する組織内の議論が大いに深まったとは言えない状況です。

本制度の導入は労使にとって多様性推進のあくまで第一歩であり、これをきっかけの１つとして、さ

らに必要な取り組みを議論していく必要があると考えています。
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単組名： アサヒビール労働組合

取り組み課題
分類 SOGI等(多様性推進)

概要 本部役員多様性の推進

・変更していることは小さなことかもしれないが、規約等の見直しを大会議案として提示することで、

本部の想いを全組合員に周知するきっかけにできたことは大きい。会社においても、多様性の啓発に

取り組んでいく方向性も後押しとなり、労使双方から意義を発信していくことでより定着を図るきっか

けになることを期待している。

取り組み内容

◆以下2つの案件を見直すには何をすべきか組織内で検討した。

・労組専従の立候補届に、性別・年齢の欄を不要とする

　　⇒改正にあたっては、組合規約の改正が必要と確認。

・専従者が、育児休業に入っても復帰しやすい仕組みを構築した

　　⇒改正にあたっては、組合規約の改正が必要と確認。

取り組み結果

◆いずれも単組内の大会で議案として提案し、全支部賛同のもと決議し、改

正した。

・フード連合の資料を参考とした勉強会を単組中央執行委員会の中で共有したことや、専従者の

育児休業に伴う制度の在り方を考えることが、制度見直しのきっかけとなった。

・実運用を考える中で、サントリー食品インターナショナル労組や、味の素労組の運用を参考にさせ

ていただけたことが、制度を見直し議論をするうえでのきっかけとして大きかった。

・単組内の規約等の見直しだが、専従者の取り扱いに関することなので、会社と意見交換しながら、

実務的な在り方を見直すことができた。会社との協議にあたっては、既に他労組で運用されている方

法を参考にできたことで、前向きな議論ができた。

・単組の大会議案とすることで、組合員一人ひとりに本変更を周知する一助にはできたと考えてい

る。



　　［ハラスメント対策］

● 新任役員へのハラスメント研修実施 72 ページ

（敷島製パン労働組合）

　　［女性参画促進］

● 男女比率に合った参加体制の確立に向けた取り組み 73 ページ

（キッコーマン労働組合）

● 男女共同参画の推進（女性参画促進に向けた取り組み） 74 ページ 上

（名糖産業労働組合）

● 男女共同参画の推進（座談会の実施等） 74 ページ 下

（J-オイルミルズ労働組合）

● ”ママさん”の組合役員化 75 ページ 上

（全森永労働組合）

● 全国大会や中央委員会への参加/連合女性リーダー養成講座への参加 75 ページ 下

（全森永労働組合）

● 組合行事参加女性比率向上 76 ページ 上

（ロッテ労働組合）

● 海外赴任への同行に伴う休職制度 76 ページ 下

（不二製油労働組合）
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7．その他
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新任役員研修会の内容策定時に会社側のコンプライアンス担当と打ち合わせを実施し、内容及

び日程をすり合わせたうえで研修を実施した。

取り組み結果

新任役員の知識等が向上するとともに、会社のコンプライアンス担当者からも

現場の生の声を聴くことができる貴重な機会として感謝された。

コンプライアンスに関するお申し出の件数や内容から、組合役員にはコンプライアンスに関する知識

が必要不可欠と判断したため。

概要 新任役員へのハラスメント研修実施

取り組み内容

労働組合の新任役員に対し、会社のコンプライアンス担当マネージャーを講師

として招き、コンプライアンス全般と弊社の傾向について研修を実施した。

単組名： 敷島製パン労働組合

取り組み課題
分類 ハラスメント対策
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単組名： キッコーマン労働組合

取り組み課題
分類 その他

概要 男女比率に合った参加体制の確立に向けた取り組み

支部担当者の方から、「自分が何をすればいいのか明確に理解できる案内で良かった」という言葉

を頂くことができた。

取り組み内容

支部の一般組合員の参加者を募る研修を実施する際、支部担当者への案

内の注意書きで「組合活動への男女平等参画の観点から、各支部内の男

女人数構成比に沿う形で参加者の男女比率をご検討下さい」と明記。合わ

せて現時点での各支部・全組合員の男女比率も明記した。

取り組み結果

本取組前の同研修では参加者の男女比率が男性：女性＝82％：18％

だったのに対し、本取組を実施した結果、男性：女性＝56％：44％とな

り、全組合員の男性：女性＝61％：39％の比率と同程度にすることができ

た。

男女平等参画に関する取り組み案内が曖昧であるという課題認識のもと、情報の受け取り手(支

部担当者)が何をすればいいのか明確に理解できるような取り組み依頼方法を検討した。

★これまでの案内例：積極的な女性の参加に向けて、呼びかけをお願いします

↓

★本取組の案内：組合活動への男女平等参画の観点から、各支部内の男女人数構成比に

沿う形で参加者の男女比率をご検討下さい

組合本部で管理している組合員名簿から、全組合員の男女比率と支部別の男女比率のデータ

を取得し、案内文に掲載した。
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・女性組合員に対し、セミナー等に参加してもらえるよう直接話をしている。

・単組企画の研修会は、男女参加できるように入社年数で区切っている。

取組課題 男女共同参画に向けて

取組結果 男女共同参画の推進

名糖産業労働組合

取組内容

①働く女性として環境改善や規程の変更等を中心に座談会を開催し、現状抱える課題を抽出と、解決

方法の模索。

・女性活躍とは？

・仕事と生活の調和とは？

・女性の活躍推進をするには？

②若手（入社5年目程度まで）の女性社員のみを対象とし、ワークライフバランスやキャリアプラン等に関す

る意見交換や情報共有のための懇親会を実施。

③ランチをしながら、ワークライフバランスや職場のサポート体制等に関する意見交換や情報共有実施。

取組課題
男女共同参画を推進していく上で世代別、女性特有の課題解決に向けた様々な

議論の場が必要

取組結果 男女共同参画の推進

J-オイルミルズ労働組合

取組内容



その他 (2018)
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夫婦ともに同じ事業所で働いているママさんに、他役員が全力でサポートすることを約束して役員を依頼。シ

フト制勤務であるので夫婦でシフトを調整して組合活動に参加。

取組課題
事業所内女性社員のママさんの割合が多くなり、ママさんは組合役員をしないという風

潮があったため、組合役員をする女性がいなかった

取組結果
ママさんが組合役員となったことで組合活動への女性の参加が増えた。また他のママさ

んたちの組合役員になることへのハードルが下がり、組合活動への意識が高まった。

全森永労働組合

取組内容

①支部女性役員が特別傍聴（議決権・選挙権なし、発言権あり）として参加。

②連合のセミナーに支部女性役員の参加を要請。

取組課題
男女バランスのとれた考え方や意見を組合活動に反映させたい

決議機関への女性参画率20％以上、女性の参画推進についての教宣

取組結果
①全国大会、中央委員会への参加

②連合女性リーダー養成講座への参加

全森永労働組合

取組内容



その他 (2018)
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配偶者が海外赴任する場合に、会社を退職せずに休職で対応出来る制度を構築。

休職期間は最大2年、育休と合わせると最大4年間は休職することが出来る制度となった。

取組課題
配偶者が海外出向という一時的なライフイベントで、退職以外の選択肢を整備し、永

く不二製油で活躍してもらう為にはどうしたらいいか？

取組結果 海外赴任への同行に伴う休職制度

不二製油労働組合

取組内容

本部・支部それぞれで組合行事参加人数、会議出席者数、利用者数等の女性比率を確認・記録し、後

日、会議で報告する取り組みを行なっている。

取組課題 男女共同参画に向けて

取組結果 組合行事参加女性比率向上

ロッテ労働組合

取組内容
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1 2019 積立休暇の使用範囲に「不妊治療」を追加 キッコーマン労働組合 2

2 2019 積立年次有給休暇の使用事由に「不妊治療」を追加 名糖産業労働組合 3

3 2019 不妊治療を行う社員へのサポート拡充 サントリー労働組合/サントリー食品インターナショナル労働組合 4

4 2019 積立休暇使用事由に不妊治療の通院を追加 サッポロビール労働組合 5

5 2019 積立休暇使用事由に妊産婦の通院等を追加 サッポロビール労働組合 6

6 2019 産前・育休復帰前・育休復帰後面談について ニチレイ労働組合 7

7 2019 産休・育休復帰時の希望地復帰支援制度を導入 キリンビール労働組合 8

8 2019 短時間勤務の半休導入、柔軟化 ニッスイアドベンチャークラブ 9

9 2019 子の看護/介護休暇の上限引き上げ・時間単位取得 マルハニチロユニオン 10

10 2019 祝日会議の原則禁止 敷島製パン労働組合 11

11 2019 育児短時間制度、看護休暇制度の拡充 フジパングループ労働組合 12

12 2019 育児休業取得期間の延長 明治労働組合 13

13 2019 男性の育児参画 グリコユニオン 14

14 2019 育児時短勤務の取得期間延長 大関労働組合 15

15 2018 育児と仕事の両立　 全森永労働組合 17

16 2018 育児・介護と仕事の両立 日本ハムユニオン 18

17 2018 男性の育児への参画意識向上 サントリー労働組合 19

18 2018 育児休職者への情報共有 キッコーマン労働組合 20

19 2018 育児休業からの復職支援　 敷島製パン労働組合 21

20 2018 育児休業期間の延長 フジパングループ労働組合 21

21 2018 有給取得推進と男女共に働きやすい環境の為に　 アンデルセン労働組合 22

22 2018 妊娠・出産・育児と生活の両立に向けて グリコユニオン 22

23 2018 多くの法改正に伴う、各社制度改正内容の周知 全森永労働組合 23

24 2018 「女性活躍推進」のための様々な情報発信の場 J-オイルミルズ労働組合 23

25 2018 男性の育児休職取得推進 不二製油労働組合 24

26 2018 男性の育児休職取得推進 味の素労働組合 24

27 2018 出産しても働き続けられる環境づくり ジャパンファーム労働組合 25

28 2018 女性活躍推進 明治労働組合 25

29 2018 育児休業からの復職支援 全森永労働組合 26

30 2018 育児休職者への情報共有 キッコーマン労働組合 26

31 2018 男性社員の育児休暇取得促進 キッコーマン労働組合 27

32 2018 男性職員の育児休職取得率向上 ニッスイアドベンチャークラブ 27

33 2018 男性の育休取得率向上に向けて 明治労働組合 28

34 2018 復職制度 J-オイルミルズ労働組合 28

35 2019 休暇期間の拡大と積立休暇活用 日水物流労働組合 30

36 2019 制度の周知と問い合わせ窓口の明確化 不二製油労働組合 31

37 2019 やむを得ない理由による退職に対する復職支援 明治労働組合 32

38 2019 積立休暇制度の取得要件緩和 全日本たばこ産業労働組合 33

39 2018 働きやすい職場を目指して介護離職に対する不安払拭 昭和産業労働組合 35

40 2018 介護と仕事の両立支援、環境整備 ニッスイアドベンチャークラブ 36

41 2018 育児・介護に要する休暇制度が十分でない 白鶴酒造労働組合 37

42 2018 介護保険制度や仕事と介護の両立についての理解を深める J-オイルミルズ労働組合 37

43 2018 仕事を通じた貢献・成長を志向する社員を支援する 全日本たばこ産業労働組合 38

44 2018 失効有休の活用 ジャパンファーム労働組合 38

45 2019 制度・環境活用の徹底 味の素労働組合 40

46 2019 生産性向上とワークライフバランスの充実に向けた取り組みの実施 日清オイリオグループ労働組合 41

47 2019 時代に合った制度への見直し 味の素AGF労働組合 42

48 2019 住居の移転を伴う異動の一定期間の回避 明治労働組合 43

49 2019 時短・在宅業務 日本アクセス北海道労働組合 44

50 2019 長時間労働の是正 日東富士製粉労働組合 45

51 2018 長時間労働の是正 キッコーマン労働組合 46

52 2018 従業員活躍推進部の設置 明治労働組合 47

53 2018 柔軟な働き方（フレックスタイム・朝型弾力勤務・テレワーク）の導入 全日本たばこ産業労働組合 48

54 2018 時代に合った制度への見直し（人事制度の改定・どこでもオフィス実施） 味の素労働組合 49

55 2018 「推進委員会」「OWP(OilliO Women's Power)」結成 日清オイリオグループ労働組合 50

56 2018 総実労働時間削減 日本ハムユニオン 51

57 2018 残業時間縮小の推進・女性社員向けスキルアップセミナー実施 ジャパンファーム労働組合 51
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１．妊娠・育児・出産

２．介護・治療(傷病)

３．働き方(時短・柔軟化）
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INDEX

58 2019 会社で利用できる制度の紹介 味の素冷凍食品労働組合 53

59 2019 男女平等参画フォーラムの開催 敷島製パン労働組合 54

60 2019 ダイバーシティセミナーの実施 サントリー食品インターナショナル労働組合 55

61 2019 ライフキャリアマップイベント・セミナーの実施 サントリー労働組合/サントリー食品インターナショナル労働組合 56

62 2018 レディースセミナー・支部女性会の開催 協同乳業労働組合 57

63 2018 「女性組合員を対象としたセミナー」（なでしこ研修）の開催 製粉部会加盟労働組合 57

64 2018 男女共同参画の推進 味の素労働組合 58

65 2018 男女平等参画セミナー・女性組合員セミナー・女性組合員交流会の開催 雪印メグミルク労働組合 58

66 2019 女性座談会の開催 J-オイルミルズ労働組合 60

67 2019 レディースフォーラム（女性社員の交流会） 不二家労働組合 61

68 2019 女性社員同士の交流会 サッポロビール労働組合 62

69 2019 女性組合員を集めた座談会の実施 キッコーマン労働組合 63

70 2019 女性交流会の開催 敷島製パン労働組合 64

71 2018 男女共同参画の推進（女子会開催） ロッテ労働組合 65

72 2018 男女共同参画の推進（昼休みの時間帯の職場討議） 不二製油労働組合 65

73 2018 女性委員会の設置 大関労働組合 66

74 2019 SOGIに関して理解を深める研修会の実施 キッコーマン労働組合 68

75 2019 積立年次有給休暇の取得要件への「性別適合手術・ホルモン治療」追加 明治労働組合 69

76 2019 本部役員多様性の推進 アサヒビール労働組合 70

77 2019 新任役員へのハラスメント研修実施 敷島製パン労働組合 72

78 2019 男女比率に合った参加体制の確立に向けた取り組み キッコーマン労働組合 73

79 2018 男女共同参画の推進（女性参画促進に向けた取り組み） 名糖産業労働組合 74

80 2018 男女共同参画の推進（座談会の実施等） J-オイルミルズ労働組合 74

81 2018 ”ママさん”の組合役員化 全森永労働組合 75

82 2018 全国大会や中央委員会への参加/連合女性リーダー養成講座への参加 全森永労働組合 75

83 2018 組合行事参加女性比率向上 ロッテ労働組合 76

84 2018 海外赴任への同行に伴う休職制度 不二製油労働組合 76
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４．教育・啓発(セミナー等）

５．交流会(女性組合員対象)

６．SOGI等(多様性推進)

７．その他

 


