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多様な働き方への環境づくり 
取り組み方針 

NECでは、「会社の成長」と「個人の成長と幸せ」の実現のた
め、当社の事業の成長を担う人材の育成と公正な評価を行い、よ
り生産性が高く、働きやすい環境の整備を進めています。 
事業を通じて社会に貢献する企業として、事業への貢献に応じた公

平な評価を行う処遇制度を確立しています。処遇制度をはじめ、福利
厚生制度、ワーク・ライフ・バランスの実現、従業員一人ひとりの能
力を最大限に発揮できる働き方について労使間で協議を行い、協力し
ながら働きやすい職場環境の整備を進めています。 
特に、法定水準を上回る育児介護関連制度の整備や、他社に先

駆けて2000年に導入した在宅勤務制度など、多様な人材が活躍で
きる環境の整備に取り組んできました。 

 
 

推進体制 

人事部門およびビジネスユニットを主体として、労使で連携を
取りながら活動を進めています。 

 
 

施策と2018年度の主な活動実績 

NECグループ変革イニシアチブ「Project RISE＊」 
2018年、NECグループでは、「（創業から）119年の大改革」

とうたい、経営や戦略、組織の在り方、従業員の価値観や行動を
抜本的に変革するためのイニシアチブ「Project RISE*」を立ち上
げました。 

Project RISEでは、事業部門のリーダーが削減可能な仕事を明
言し、徹底して無駄の排除に取り組むことで業務効率化を実現し 

たり、人事面でフェアな人事評価の仕組みを整備するなど、さま
ざまな施策を実行しています。 
また、年に1回継続してきた従業員サーベイに加え、変革に特化

したサーベイを3カ月に1度の高頻度で行い、変革の各施策に対す
る従業員の実感値を施策の見直しに反映するなど、従業員の声を
経営に活かす努力を続けています。 

 
*Project RISEとは、NECグループの社内変革プロジェクトの総称です。 
 
 

上司部下の双方向の対話 
NECでは、従来から上司部下の双方向の対話をベースとした評

価育成の仕組みを導入しています。上司と部下が、面談を通じ
て、組織目標と一人ひとりの主体的な意思やキャリアとを十分に
すりあわせ目標設定を行い、その達成度や評価結果のフィードバ
ックを行うことで、個々人の成長やキャリア形成につなげていま
す。加えて、2018年度からは、「Code of Values」というグル
ープ共通の新たな行動基準を策定し、成果だけではなく、より行
動面にフォーカスしたフィードバックやコーチングを強化してい
ます。それに向けて、管理職層に対し、あらためて行動評価の重
要性を伝え、コーチングやフィードバック強化に向けたトレーニ
ングを実施しています。 
また、各種法令、労働協約、社内規程にもとづいて、役割と成

果に応じた適正な賃金、賞与を支給しています。従業員の平均年
間給与は7,989,274円で、平均勤続年数は19.0年です（いずれも
2019年3月31日現在）。 

 
 

ワーク・ライフ・バランス 
NECでは、柔軟な働き方の実践と過重労働の防止および休暇取

得促進について、各国の関連法制度を遵守し、労使で協力して取
り組んでいます。また、労使協議を経てヘルスチェックシート記
入対象基準*1を2016年度から拡大し、従業員の健康確保に努めて
います。各ビジネスユニットや各地区の労使委員会において状況

を確認し、働き方改革による労働時間短縮、健康確保を行うとと
もに、休暇取得を促進しています。さらに、2019年4月の「労働
基準法」の改正に伴い、勤務管理システムの刷新など、労働時間
の適切な把握と時間外労働時間の厳格な管理を行い、労働時間に
起因する事故などが起こらないよう、潜在リスクを早期に把握
し、必要に応じて対策を実施する仕組みを設けています。 
また、2000年に他社に先駆けて在宅勤務制度を導入して以来、

多様化する事業環境の変化や、従業員のニーズに対応し、テレワ
ークやBYOD（Bring Your Own Device：私品の利用）を拡大し
て、スピーディーなコミュニケーションによるCS（顧客満足度）
の向上、時間の有効活用による労働生産性の向上につなげていま
す。2018年には「治療と仕事の両立のためのガイドライン」を作
成し、がんなどの治療や療養のための短時間勤務制度など、従業
員が安心して働き続けられる体制を整えています。 
なお、2018年度の当社単独での有給休暇取得率は前年度より微

減の67.4%で、平均残業時間は1カ月当たり16.2時間となってい
ます（前年度はそれぞれ69.3% 、16.3時間）。 

 
*1：長時間労働懸念者が健康状態を記載する労働時間の基準。 

希望者や過重労働懸念者は産業医と面談を実施する。 
 

NECでは、法制化以前から、他社に先駆けて「育児・介護休職制
度」を導入するなど、従業員が仕事と育児や介護との両立を支援す
るための諸制度の充実を図っています。 

 
 

育児支援 
仕事と育児の両立支援については、2005年度から、次世代育成

支援対策推進法に対応した当社独自の策定行動計画にもとづいた
諸施策を実行しています。 
具体的には、以下のようなものです。 
（1） 自治体の子育てサービスを利用する際に、その利用料を補

助する制度（ファミリーサポートサービス利用料補助） 
（2） 子育てのために転居する場合に、費用を補助する制度

（チャイルドケア支援制度）
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 ※導入後も利用者拡大を目的として、2012年および 
2014年に両制度の利用要件を一部緩和 

 

これらの制度導入と合わせて、両立支援に関する管理職研修や
育児休職中の従業員のプラクティスアップ研修などを実施し、
2007年、2012年、2015年に、「次世代認証マーク」（愛称「く
るみん」）を取得しています。加えて、行動計画に盛り込まれて
いない施策も順次実施し、従業員のさらなるワーク・ライフ・バ
ランスの推進を図っています。こうした施策により、2018年には
「プラチナくるみん」認定を取得しました。 

 
 

介護支援 
仕事と介護との両立支援に関しては、今後、従業員の親世代の

介護が重要な課題になると考え、仕事と介護を両立させる自助努
力の支援を目的とした介護支援制度の拡充に取り組んでいます。 
具体的には、以下のようなものです。 
（1） 従業員が、同居または近距離に住む親を介護するため転

居した場合に費用補助を行う介護転居費用補助制度 
（2） 要介護度の高い親の介護で介護方法が見直され、住宅改修

や介護施設入居などが必要となり、従業員が多額の負担を
した場合に、費用補助を行う介護環境整備支援金制度 

（3） 介護者の孤立感・焦燥感の軽減を目的として、介護関係
のきめ細かい情報提供と生の声の共有を柱としたポータ
ルサイト「介護支援ウェブサイト」の開設 

 
 

育児・介護関連制度利用者数推移 
［対象範囲： 日本電気（株）］ 
 

 2016年度 2017年度 2018年度 

育児休職取得者 376人 358人 381人 

育児短時間勤務者 893人 882人 845人 

介護休職取得者 18人 32人 24人 

介護短時間勤務者 19人 25人 23人 

 

仕事と育児・介護の両立支援制度の主な導入履歴 

年度 制度内容 
2017 ・ 在宅勤務制度の変更――（適用対象者を「全社員」に拡

大。実施回数を「回数制限なし」に変更。就業場所に
「実家」を追加） 

・ 子の看護休暇の取得対象の変更――（取得可能日数の計
算の根拠となる子を「小学校就学前の子」から「小学校
６年生修了前の子」に拡大） 

・ 育児休職制度の改定――（保育園に入れないなどの条件
を満たす場合、最大で子が２歳になるまで育児休職の取
得が可能。育児休職の終了予定日の変更回数制限の撤
廃） 

2016 ・ ファミリーフレンドリー休暇制度の取得事由に「小学校
就学前の従業員の子または孫を養育する場合」を追加 

2014 ・ 育児短時間勤務制度の適用期間延長――（子の小学校 3
年生修了までとしている適用期間を小学校 6 年修了まで
に延長） 

・ ファミリー・サポート・サービス利用料補助の拡充――
（国または自治体が委託もしくは紹介する民間の施設も
補助対象に追加） 

2012 ・ 育児在宅勤務制度の適用期間延長――（子の小学校 3 年
生修了までとしている育児在宅勤務の適用期間を小学校
6年修了までに延長） 

・ ファミリー・サポート・サービス利用料補助の適用対象
期間延長――（現在子の小学校 3 年生修了までとしてい
る利用料補助の適用対象期間を小学校 6 年修了までに延
長） 

・ チャイルドケア支援制度の拡充――（制度の適用対象とす
る保育所の要件を、「20 時まで預け入れ可能な保育所」と
する。 

2010 ・ 介護休暇の導入――（介護を必要とする家族の人数×5
日取得可能） 

・ 小学校就学前の子の疾病の予防を、「ファミリーフレン
ドリー」休暇対象事由に追加 

・ 育児（3歳未満）をする社員の時間外労働の免除 
・ 介護のための転居費用補助の導入 

 

年度 制度内容 
2010 ・ 住宅改修や介護施設入居などの介護方法の見直しに対す

る費用補助制度 
 （年間 20万円まで）の導入 
・ 介護支援ウェブサイトの開設 

2008 ・ 退職者リエントリー制度：配偶者の転勤や育児・介護を
理由に退職した者を、一定の要件を満たした場合に再雇
用する制度 

2007 ・ 不妊治療に対する費用補助制度（年間 20 万円まで）の
導入 

2005 ・ 子育てのための転居費用補助 
2004 ・ ペアレントファンド導入：本人または配偶者の出産時に

子ども 1人につき 55万円を支給 
2002 ・ ファミリーフレンドリー休暇制度：医療看護休暇制度を

改定。従来の医療看護事由に加え、配偶者出産、予防接
種など本人・家族の疾病予防、家族の介護、授業参観な
ど家族の学校行事、ボランティアを対象事由に追加 

2000 ・ 在宅勤務制度 
1998 ・ 育児クーポン制度：全国ベビーシッター協会のベビーシ

ッターサービスに対する割引クーポンを支給 
1997 ・ 介護クーポン制度：全国の看護師・家政婦（夫）紹介所

に登録しているケア・ワーカーによる介護などサービス
に対する割引クーポンを支給 

1992 ・ 介護短時間勤務制度 
・ 育児短時間勤務制度 
・ 医療看護休暇制度：本人の傷病治療・療養や家族の看護

のために取得できる年次有給休暇とは別の有給休暇制度 
1990 ・ 育児休職制度 

・ 介護休職制度 
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