
事例●③

サントリーパブリシティサービス
厚生労働省が示す四つのケアと同社独自の「メンバーケア」を軸に、 
階層別研修、産業医・保健師面談、情報発信等を推進

取材対応者：SPC推進センター 課長　伊東博之氏

　　　　　　SPC推進センター 主任　菅江順子氏

　　　　　　経営企画部 主任　藤井綾香氏

　　　　　　経営企画部　山野今日子氏

❶背景：業務の性質上、丁寧な顧客対応が求められるほか、社員の約 9 割が女性であるなど特徴的な

社内事情や社員の個性、働き方を踏まえ、グループ全体での取り組みに先駆けて2019年から対策を

実施。個人と会社全体で「心身のコンディションの波に対処する力」の養成を目指す

❷取り組み：厚生労働省が示す四つのケアと同社独自の「メンバーケア」を軸に、 1 〜 3 次予防に向

けた施策に取り組む。人事部門を中心とする産業保健体制を構築し、全社員対象・階層別の研修の

ほか、産業医・保健師による面談、情報発信等を推進

❸コロナ禍での対応：産業医による休職・復職判定に一部オンライン面談を導入し、保健師面談でも

オンライン対応を拡大。コロナ禍で事業所等が休業を迫られるなど、イレギュラーな状況下でも柔

軟なメンタルヘルスケアを実施

❹コミュニケーション促進策：社内イントラネット上のSNSページ「となりの」で全国の社員が自由

な投稿により交流を深める

❺課題と展望：①メンタルヘルス不調対応の仕組み化、②管理職の対応力の底上げ、③社員のキャリ

ア充実を課題と捉え、日々現場で起こるトラブルに対し、迅速に施策を打ち続ける

ポイント
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［ 1 ］背景

　サントリーパブリシティサービスは、全国のサ

ントリー各工場、サントリーホール、サントリー

美術館などの施設運営や案内業務などを手掛ける、

サントリーグループの 1 社である。

　同社はサントリーグループ全体での取り組みに

先駆け、2019年から現在まで続く独自のメンタル

ヘルス対策を実施している。その背景には、社員

の多くが現場で受付や案内業務に当たっており、

時にクレーム対応など感情を抑えながら応対する

勤務環境があった。サービス業ならではの特徴と

して、こうしたストレスのかかりやすい職場での

勤務が前提となるため、同社はいち早く対策に取

り組んできた。

　加えて、同社社員の特性にも、①属性、②働き

方、③個性においてそれぞれ次のような特徴があ

り、こうした点もメンタルヘルス対策を促す背景

となっていた。

① 属性：多様な雇用形態の社員が混在している／

社員の約 9割が女性である／若い社員が多い

② 働き方：業務はシフト勤務が基本である／毎回

同じメンバーでの勤務体制ではない／現場主体

の仕事、かつ「顧客対応」という感情労働であ

る

③ 個性：日々先を読んだ細やかな顧客対応が求め

られるため、感受性や想像力が豊かで、完璧な

対応を目指すあまり真面目で理想を高く持つ社

員が多い

［ 2］基本スタンス

　同社は現場で業務に当たる社員の心身の健康を

「資産」として最重要視する。ただ、業種の特徴や

社会的な状況から考えても、メンタルヘルス不調

者を社内で「ゼロ」にすることは実質的に不可能

ともいえる。これを前提に「心身のコンディショ

ンの波に対処する力」を社員個人と組織全体が養

うことこそ、社員の安定した力の発揮、ひいては

組織運営の土台づくりにつながるという考え方を

メンタルヘルス対策の基本スタンスとしている。

この基本スタンスは研修などの機会で社員に説明

し、一般社員には自身のストレス状態の把握とス

トレスへの対処・コントロールにより心の健康維

持を目指すセルフケア、管理職・リーダー層には

メンバーの健康状態を配慮し、未然予防と重症化

防止につなげるラインケアの研修を展開する。

［ 1］産業保健体制

　メンタルヘルス対策の主体となるのが、同社の

人事部門であるSPC（S
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hain）推進

1.	取り組みの背景
サービス業の特徴と�
社内人員構成等の特性から�
グループに先駆けて取り組みを実施

2.	取り組みの概要
「四つ＋α」のケアを軸に�
1〜 3 次予防策を実施

CORPORATE PROFILE

1983年設立。ブランド創出につながる工場見学・企業

展示などの企業施設や、地域活性化に貢献する音楽

ホールなどの文化施設の運営を行う。近年は施設運営

で培ったノウハウを基に、教育研修企画、施設運営コ

ンサルティング、事務局業務、イベントの企画・運営、

企業のCSR活動支援など事業を拡大している。

https://www.sps.sgn.ne.jp/

　

本社　東京都江東区豊洲 3－ 2－24

資本金　 1億円

従業員数　2643人

� 　〈2022年 4 月現在〉
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センターだ。「SPC」とは従業員満足度の向上が、

従業員のサービス品質の向上につながり、顧客の

満足度、最終的には企業収益の向上へと循環して

いく─というフレームワークを指し、特にサー

ビス業において用いられる概念である。同社では

会社として質の高いサービスを提供するに当たり、

人事部門が土台となって現場の社員の力を最大限

に引き出す役割を果たすという思いを込めて、部

門名にしている。

　医療職については、産業医が本社に 1 人いるほ

か、親会社であるサントリーホールディングス

（SHD）のメンタル専門医 1 人と連携し、 2 人体

制でメンタルヘルス不調による休職・復職判定を

行う。加えて看護職（西日本の一部の拠点を担当

する） 1人、外部委託の保健師 2人でメンタルヘ

ルスケアに当たる［図表 1］。

［ 2］取り組み内容

　同社では、厚生労働省が示す四つのケアである、

①セルフケア、②ラインケア、③事業場内ケア、

④事業場外ケアに沿った対策のほか、プラスアル

ファの要素として「メンバーケア」も重視してい

る。これは、管理職が行う②ラインケアの一歩手

前のケアとして、現場のリーダー層がメンバーの

不調に気づいて話を聞き、必要に応じて管理職に

つなぐなど、同じ現場にいるからこそできる初期

対応を指すものだ［図表 2］。

　これら「四つ＋α」のケアを軸に、1次予防（未

然予防）、 2次予防（早期の発見と対応）、 3次予

防（復職支援）に向けた施策を整理し、取り組む

体制を構築している［図表 3］。以下では、施策を

詳しく見ていこう。

 �産業保健体制図表 1
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メンタル
休復職判定

産業医
（本社）

SHD メンタル医
（西日本）

産業医
（13拠点）

保健師 看護師
（西日本）

健診・
ストレスチェック

EAP 全社衛生委員会（本社・地方）

スタ文GRPRPR

SPC推進センター

［注］

［注］�　左から「PRコミュニケーション第 1事業」「PRコミュニケーション第 2事業」「ゲスト
リレーション事業」「文化ハピネス事業」「スタッフ部門（SPC推進センター、経営企画
部、管理本部）」。
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⑴研修

　メンタルヘルス対策においては教育を重視し、

全社員対象と階層別の研修を設けている。

　全社員対象としては、セルフケアを学ぶ機会と

して、入社時研修プログラム、エリア社員研修プ

ログラムを 1 次予防策に位置づけ、実施する。入

社時研修プログラムは毎月 1回、30分程度の集合

形式で実施し、当月の入社者を対象とする。プロ

グラムは厚生労働省サイト「こころの耳」※の内容

を基にSPC推進センターで作成している。講師役

は菅江氏が務め、「セルフケアについて聞いたこと

がありますか？」「自分のメンタルヘルスとどのよ

 �四つのケアとメンバーケア図表 2

 �施策の位置づけ図表 3

セルフケア

ラインケア

メンバーケア

事業場内ケア

事業場外ケア

自分自身で行うことのできるケア。働く人が自らのストレスに気づき、
予防対処すること。 ・�・�全員

管理者が行うケア。日頃の職場環境の把握と改善、部下の相談対応を行
うこと。

・�・�部長
・�・�課長
・�・�主任など

メンバーの様子に気づく・相談等の初期対応を行い、必要なタイミン
グで上司につなぐこと。 ・�・�リーダーなど

社内の産業保健スタッフが行うケア。社員や上司の支援、具体的なメン
タルヘルス対策の企画立案を行うこと。

・�・�産業医
・�・�保健師・看護師
・�・�労務担当

社外の専門的な機関や専門家を活用し、その支援を受けること。 ・�・�外部機関の電話相談

セルフケア

メンバーケア

ラインケア

事業内／外
による
専門ケア

産業医

保健師

社外オンライン相談

『メンタルヘルス対応ハンドブック』

管理者向け研修プログラム

リーダー研修プログラム

エリア社員研修プログラム

ストレスチェック

入社時研修プログラム

1 次 予 防 2 次 予 防 3 次 予 防

療養ハンドブック
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うに向き合ってきましたか？」などの問いかけを

交えながら進行する。また、研修後にも振り返る

ことができるよう、研修内容をまとめた資料を参

加者に共有する。この研修プログラムは、近年は

入社時に限らず、節目での研修や会議など、社員

が集合する機会をとらえて幅広い層を対象に実施

している。エリア社員研修プログラムは、新たに

任用・採用された拠点の実務の中核となるエリア

社員に対し、セルフケアをテーマとする集合研修

を実施するものだ。

　階層別では、現場のリーダー層向けに「メンバー

ケア」として 1 次予防策に加えて 2 次予防策を扱

う「リーダー研修プログラム」を実施している

［図表 4］。管理職（主任・部課長クラス）にはラ

インケアとして 3 次予防策も含めた内容の「管理

職向け研修プログラム」を年に 1 回、半日程度の

集合形式で実施する。

　管理職向けのラインケア研修は、菅江氏と保健

師が講師役を務める。この研修のベースとなるの

が、次項⑵で述べる『メンタルヘルス対応ハンド

ブック』である。

※ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

　 https://kokoro.mhlw.go.jp/

⑵メンタルヘルス対応ハンドブック

　管理職向けのラインケアのガイドとして、『メン

タルヘルス対応ハンドブック』を整備している。保

健師による医療職としての見解を加えながらSPC推

進センターと業務委託先の保健師（㈱メディヴァ）

で共同作成した。同社のメンタルヘルス不調対応

体制を網羅しており、約70ページにわたる。社員

にメンタルヘルス不調が発生した際、休職開始か

ら復職まで管理職に求められる対応に加え、管理

職自身のセルフケアも促す内容だ［図表 5］。現場

でメンタルヘルス不調が発生した際の対応を、あ

るべきレベルに一定化する目的で作成している。

　「ただ、『これを読んで各自対応してください』

とするだけでは、現場で適切に対応することは難

しいので、管理職向け研修プログラムではハンド

ブックの内容を具体的にかみ砕き、現場で実践で

 �メンバーケア研修において呼びかける 2次予防の取り組み例図表 4

気になるメンバーと直接コミュニケーションをとる
まずは、メンバーの抱えている問題をじっくり聴いてください

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

声をかける ⇒ 事実ベースで話をする
　「最近月曜日に遅れてくることが多いようだけれど…？」
　「ミスが続いているね。あなたらしくなくて気にかけています」

提案する ⇒ サポートしたいという気持ちを伝え、尋ねる
　「○○さんの力になりたいので、よければ話してもらえる？」

場所をえらぶ ⇒ 話しやすい環境で聴く
　・・他の人に聞かれないような場所で
　・・対面するよりも斜めに腰かける

聞き役に徹する ⇒ 相手を批判せず、十分に聴く（傾聴）
　・・話し方：○ 相手のペースに合わせる、最後まで話を聴く
　　　　　　× 自分の経験談ばかり話す
　・・医療機関の受診はあくまでも本人の意思で。
　　「念のために、専門の方に診てもらったらどう？」

相談者の同意の上、早めに上司に情報共有・相談をおこないましょう
（一人で抱え込まないように！）
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きるよう解説しています。管理職のメンタルヘル

スに対する知識付与、復職基準や管理職の役割に

対する理解度向上につなげたいと考えています」

（菅江氏）

　『メンタルヘルス対応ハンドブック』は社内イン

トラネットに掲載しており、全社員がいつでも必

要な際に閲覧可能だ。

⑶療養ハンドブック

　『療養ハンドブック』はセルフケアの 3 次予防策

として、メンタルヘルス不調による休職者を対象

に整備している。療養中の不安解消と、スムーズ

な職場復帰支援を目的とし、休職期間の過ごし方

を案内する。また、復職時の条件や復職判定の

ルールを整理することで、復職時の会社と復職者

間のトラブルを予防する役割も果たしている（復

職ルールについては、［ 3］で後述）。休職開始時は

上司から直接、『療養ハンドブック』の説明を行っ

た上で、本人に渡している。

⑷産業医・保健師面談

　産業医は月 1回本社を訪問し、休職・復職に際

しての面談を実施している。これまで休職・復職

判定は対面の面談のみで行っていたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大以降、WEBカメラで顔を映し

た状態での面談でも可とし、対応を一部オンライ

ン化している。

　保健師はオンライン対応を交えて随時メンタル

ヘルス不調の未然予防、また復職前後のフォロー

のための面談を受け付ける機会を設けている。こ

の保健師面談は、コロナ禍の2020年の導入当初よ

り対面とオンラインを併用して実施し、順次オン

ラインでの対応を拡大している。距離による制約

が解消されたことで、地方拠点からの相談希望件

数は増加傾向にあるという。保健師面談実施後、

休職に至らなかった件数は 9 件（2021年実績）

と、導入初年度である2020年実績の 7 件から増加

しており、不調が悪化する前に実施する保健師面

談が、早期のケアと休職防止に効果をもたらして

 �『メンタルヘルス対応ハンドブック』のイメージ図表 5

職場復帰が決まったら
復帰後の受け入れ体制を具体的に検討・調整し、本人へ復帰日と復帰後の体制を伝えます
職場のメンバーにも同様に伝え、しばらくは様子を見ながらの勤務になることを理解・協力してもらえるよう促します

✓ �就業制限をかけて戻ります（残業、夜シフト禁止など）
✓ �職場や仕事に慣れることが最初の目標です（個人差がありますが元のように働けるまで 6カ月程度かかります）

調整POINT

勤務シフト

■□ �就業制限を守ったシフトが組めているか
■□ �急な欠勤・体調不良時に軌道修正可能か
■□ �管理者の目の届くところに配置できそうか
　 �（難しければ面談機会が確保できているか）
■□ �通院時間・産業医面談枠を確保しているか

その他

不調の原因となった要素（業務量・特定の業務・
人間関係など）をどの程度考慮できそうか

業　務

量 復帰前の60〜70％程度のパフォーマンスで
消化可能な量か

範囲 就労制限内でできる業務内容か

難易度 ルーティン業務などを安定して行え、自信
が取り戻せるようなものが含まれているか

裁量権 判断が易しいものから取り組めそうか
（復帰後は判断能力が鈍っています）
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いる。

　社員が保健師面談を希望する場合、SPC推進セ

ンターを介する申し込み方法のほかに、社内イン

トラネット上で直接保健師と連絡が取れるダイレ

クト相談窓口を用意している。ダイレクト相談の

割合は保健師面談全体の約17％（2021年実績）で

ある。

　このような通常の保健師面談以外に、リスク環

境下にある社員へのケアとして、保健師や臨床心

理士による個別面談も実施している。これはイレ

ギュラーな状況に置かれた職場の社員に実施する

面談で、直近ではコロナ禍で休業を迫られた工場

や、新規事業として立ち上げた事業所の社員を対

象として、面談等によるメンタルケアを実施した。

　「工場見学の案内業務を担当していたある部署で

は、新型コロナ感染拡大に伴って工場見学を一時

中止したことで、社員の仕事内容が大きく変わり

ました。自宅待機やテレワークを続ける中で社員

が不安や閉
へい

塞
そく

感を抱えているとして、部署全体の

士気低下を問題視する管理職層からの要請に応え

る形で、セルフケア研修に加え個別面談などでケ

アを実施しました。一方、新規事業立ち上げ時の

ケアとしては、新しい拠点で運営業務を開始する

際にはどうしても長時間労働やストレスのかかる

業務が重なってしまうため、当該拠点で働く社員

を対象に健康相談を実施しています」（菅江氏）

　また、労務トラブルに対
たい

峙
じ

した管理職や、トラ

ブルに関係した社員に対して、必要に応じケアを

実施する。保健師や臨床心理士がオンライン面談

を実施し、必要と判断した際には産業医面談や病

院の受診を勧奨する。

　「人事部門が社員の健康状態や労働時間のデー

タを確認した上で、問題が起きそうな事業所があ

れば上層部に保健師面談の提案をしますが、現場

の管理職や事業部の本部からメンタルヘルスケア

の要請が来ることもあります。さまざまな視点か

らリスクを把握し、対処することを意識していま

す」（菅江氏）

⑸情報発信

　セルフケアの 1 次予防策として「健康情報箱」

のコーナーを社内イントラネット上に開設してい

る。健康診断やストレスチェックなど、心身の健

康維持・増進に関する情報発信の拠点と位置づけ

る。女性社員が多い同社の特性を踏まえ、男性の

社員や管理職も理解しておくべき内容を共有する

ために、月経や更年期などにまつわる女性特有の

健康問題をテーマとした産業医の講話の掲載など

を行ってきた。

⑹女性活躍応援プログラム「ミンナハレ」

　女性活躍応援プログラム「ミンナハレ」を2021

年から展開している。女性の心身の健康課題につ

いて、上司層向けと女性社員向けの内容を用意し

ており、女性社員のヘルスリテラシー向上と、上

司の考動のヒントの情報共有に役立てている。

　「年代や社内での役割によって、女性社員の抱え

る健康課題は異なります。上司が同じ女性でも理

解し合えない健康上の問題や、上下関係もあって

相談しづらい悩みを一人で抱えこんで、最終的に

メンタルヘルス不調を起こしてしまうケースは少

なくありません。当社は女性だけで立ち上げた会

社であり、2023年に設立40周年を迎える現在もな

お、社員の約 9割が女性です。これだけ長い間、

女性が活躍してきた当社ならではのノウハウを整

理したいという思いから、このコンテンツを制作

しました」（藤井氏）

　社内外問わず月 1回、 2時間、同コンテンツを

用いた研修をオンラインの集合形式で開催する。

毎回イントラネット上やメールで参加者を募って

おり、男性上司も上司向けの内容を受講できる。

上司向けの研修を受講している伊東氏に参加した
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感想を伺った。

　「女性の体の変化や悩みなど、男性の上司には相

談しにくいであろう内容が理解できました。上司

に求められる具体的な対処は現場によって変わる

かと思いますが、女性社員の抱える悩みに対する

スタンスや思いやりといった面で、前進する内容

だと感じています」

⑺EAPサービス

　外部の相談窓口として、EAPサービスも用意し

ている。現在は外部業者に委託し、電話で24時間

相談が可能となっている。

　現時点の利用頻度は多くないものの、⑷で前述

した産業医・保健師面談に加えたサポートとして、

回数や時間に制限がなく、電話以外にもメールや

対面など、さまざまな形式で幅広い内容の相談が

できる点に、社員は安心感を持っているという。

［ 3］休職・復職のルール／復職支援

　休職時は［ 2］⑶で前述した『療養ハンドブック』

を休職者に配布する。同ハンドブックでは療養開

始から復職まで、段階的な回復基準の目安を示し、

休職者自身も現在の状態が確認できるよう案内し

ている。

　復職可能の判定基準には、①休職前と同じ職場

で労働契約上の 1 日の所定労働時間の勤務が可能

になっていること、②規則正しい生活ができ翌日

までに疲労が回復していることを設けている。こ

れらに加え、テレワークを業務上上司が認め利用

する部署・個人においては、③契約上の週所定日

数の半分以上の日数、職場に出勤できることも基

準とする。これらは、規程上テレワークは週の半

分以下の日数で可能と定めていること、および社

員は基本的に顧客相手の現場業務を行うため職場

に出勤できる状態まで回復している必要があるこ

とに基づく。以上の①～③は、復職判定の産業医

面談を実施する条件でもある。

　復職に当たっては、拠点や個人の労働契約ごと

に働き方が大きく異なるため、一律の復職プログ

ラムは設けず、個別対応としている。

　休職期間は最大 1年半としているが、保健師面

談を導入した2020年以降、長期休職者は減少傾向

にある。休職に至らず、保健師など医療職による

サポートや就労制限を受けながら、回復するケー

スが増えている。

　一方で、復職後に不調を再発して再休職となる

場合にも保健師面談を行い、再休職に至った背景

や、今後復職した際に不調に陥らず働き続けるた

めに必要なことについて、保健師とともに内省・

振り返りを進めるという。このようなケースでは、

本人、上司それぞれが個別に保健師面談を活用し

ながら、再復職の検討を行っている。

［ 4］コミュニケーション促進

　コロナ禍で仕事内容の変更や事業所単位での休

業もあり、社員同士が直接顔を合わせる機会が減

少したことから、また、もともとシフト勤務によ

り社員の入れ替わりがある状況下、社員同士のコ

ミュニケーション促進に役立っているのが、同社

の社内イントラネット上にある社内SNS「となり

の」だ［図表 6］。

　「となりの」は2017年 3 月から経営企画部が運

営。全国の拠点から投稿が集まり、全社重点活動

の 2テーマである「働き方改革」と「こころとか

らだの健康」についての活動のほか、「各自がチャ

レンジしたこと」「自社のクレド（信条）につなが

る活動」という 4テーマの中から一つを設定して

投稿する［図表 7］。経営企画部を通さず社員の誰

でも自由に投稿することが可能であり、個性豊か

な投稿が集まる。業務の工夫点や新人育成の様

子、社内ワークショップの内容を共有する投稿内

容も多い。活動共有のスピードアップや、部門横
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 �「となりの」投稿テーマ区分図表 7

 �社内イントラネットのイメージ図表 6

全社重点活動 2テーマ その他の活動や情報

NEXT的
働きかた

ここから
プラス

ちょこっ
TRY

バリューde
クレド

働きかたNEXTに
関する取り組み

こころとからだの健康に
関する取り組み

現場でチャレンジ
したことなんでも

バリューやクレドに
関する取り組み

◆�仕事がちょっと楽にな
る工夫

◆�ライフスタイルに合わ
せた働き方

◆�シフトの壁を乗り越え
るための工夫

◆�勉強会・研修報告

◆�インバウンド対応成
功・失敗談

◆�新たに作成したツール

◆�他カテゴリ以外で、
日々の仕事での気づき
や挑戦したこと

◆�バリューやクレドの浸
透策（WS・勉強会等）

◆�バリューやクレドを体
現したチームや個人の
取り組み

◆�クライアントやお客様
からの嬉しい声

◆�街で見かけたバリュー
やクレドを感じる仕組
み・サービス

ライトなテーマ名で、気軽に投稿できるように

テ
ー
マ
名

内
容

例
え
ば
こ
ん
な
投
稿
…
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断の新たなビジネス創出にも効果を上げている。

　「いいね」やコメントでリアクションできる機能

もあり、コミュニケーションの場として社員に活

用されている。社長の千 大輔氏もたびたびコメン

トを書き込んでいる。

　「当社は全国で幅広い事業を行っているため、ほ

かの事業部の動きが見えにくい中、『となりの』を

通して互いの業務を知ることができます。『みんな

のトークは私のヒント』というコンセプトどおり、

アイデア交換の場であるだけでなく、オフライン

で顔を合わせた際の共通の話題づくりにも一役

買っており、コミュニケーション醸成の場となっ

ています」（菅江氏）

　同社は、「社員のメンタルヘルス不調をゼロにす

ることはできない」という考え方から、取り組み

において数値での目標は定めていない。

　ただ、同社がメンタルヘルス対策の中心に置く

研修の成果は、研修後アンケート結果から見て取

れる。管理職向け研修プログラムでは、『メンタル

ヘルス対応ハンドブック』の理解度が、研修前は

7 段階のうち平均で 4 程度だったものが、研修後

は 6 以上となった。菅江氏は「ツールを作るだけ

ではなく、研修に落とし込み、社員が自分ごとと

して考える時間を設けて初めて効果が出ることを

実感しました」と振り返る。

　また、ラインケア、メンバーケアの研修成果の

一つに、育児休業後のメンタルヘルス不調から回

復し、復帰に至った事例が複数ある。女性社員の

多い同社ならではのケースといえる。

　出産前に現場の中核を担っていた社員は、育休

復帰後にさまざまな理由で以前のように働けなく

なり、その葛藤からメンタルヘルス不調を起こす

ケースも多い。同社では保健師や看護師から、 

家庭内でパートナーの協力を得るためのコミュニ

ケーションのアドバイスを行うなど、医療職によ

るフォローを実施している。現場レベルでも、メ

ンタルヘルス不調の兆候に気づいた上司が、気分

転換にと休暇取得や業務の配置換えを提案し、あ

るいは女性社員には女性管理職が女性同士で相談

の場を設けるなど、個別対応により休職に至らず

勤務を継続できたケースが多くあるという。

　育休復帰後のメンタルヘルス不調対応における

サポートの重要性を菅江氏に話していただいた。

　「復帰後に職場のメンバーの顔ぶれが変化してい

て、人間関係に苦労する社員もいます。若い社員

には時間の制約や体調の変化も想像しにくいで

しょうから、『○○さん、復帰してから何で前のよ

うに働かなくなったんだろう』という声が上がっ

て傷つく社員もいました。産休前には『ウエルカ

ムベビーガイダンス』として復帰後の準備、心構

えを説くようなコンテンツを用意していますが、

悩みは一人ひとり異なるものです。そういった場

合には、医療職や上司が個別にサポートすること、

また上司がコミュニケーションを取って、本人が

周囲に自分の状況をどう説明し、どう働き掛けれ

ば理解を得ることができるかをともに考えていく

ことで、不調に陥る前に勤務に復帰することがで

きます」

　メンタルヘルス対策について、同社は、日々現

場で起こるトラブルに対し、スピーディーに施策

を打つことを意識している。現状の課題として同

3.	取り組みの成果
管理職のメンタルヘルス対応への�
理解度が向上。�
育休復帰後の不調も職場全体で支える

4.	現状の課題と今後の展望
メンタルヘルス対策の三つの課題と�
健康経営浸透に取り組む
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社では、①メンタルヘルス不調対応の仕組み化、

②管理職の対応力の底上げ、③社員一人ひとりの

キャリア充実─の三つを挙げる。

　①の「メンタルヘルス不調対応の仕組み化」に

ついて、現在に続く取り組みの開始は2019年であ

るものの、その10年以上前から労務対応の一環と

して個別にメンタルヘルス不調者対応を行ってお

り、それまでの対応を個別の要素を見極めながら

仕組み化し、対策に落とし込むことが目下の課題

である。

　②の「管理職の対応力の底上げ」については、

メンバーの身体の不調の場合は管理職が一般的に

対応できる一方で、メンタルヘルス不調となると

対応に自信がないとして、人事部門に相談が来る

ケースが多いことから、管理職がメンタルヘルス

への理解を深め、現場での対応力を高めることを

喫緊の課題としている。

　「もちろん人事もサポートしますが、不調者に

とってはいつも顔を合わせる上司からのフォロー

に安心するケースも多いと思います。休職に至っ

た場合も不調者は上司と相談しながら職場復帰を

進めていくことになりますから、管理職の対応力

の育成は急務であると認識しています」（菅江氏）

　③の「社員一人ひとりのキャリア充実」につい

ては、若い年齢層の社員が多い同社の特性から、

精神面での成長も対策として注力していく。

　「キャリアを会社任せとするのではなく、働き方

のビジョンを自律的に考え、高いパフォーマンス

を発揮していくことが、精神的な安定にもつながっ

ていくはずです」（同氏）

　今後の展望として、菅江氏は以上の三つの課題

の克服とともに、メンタルヘルス対策を含めた健

康経営の浸透を指摘する。

　「健康経営は社内に浸透することで初めて意味が

生まれると思います。『自社の身の丈に合った健康

経営の形とは何だろう』という課題意識を持って、

会社全体での取り組みを検討しているところです」

　最後に、メンタルヘルス対策に取り組む他社に

向けたアドバイスを伺った。伊東氏は「悩みなが

ら取り組んでいる最中」としながらも、個人の状

況に即した対応を求められるメンタルヘルス不調

対策ならではの視点から、次のように話す。

　「人事として会社を機能させなくてはならないと

いう立場と、社員本人にとっての幸せな働き方を

実現したいという思いと、双方の落としどころに

ついて毎回個別に難しい判断を求められると感じ

ています。もちろん、対策の仕組み化は必要です

が、一方で会社にとって望ましい形と社員にとっ

て最良な対応とを調整する意味で、人事には人間

的で柔軟な対応も求められると思います。デスク

ワークであれば、 3割の回復状態だったら 3 割な

りの働かせ方が可能かもしれませんが、当社の業

務では、顧客対応など、社員の健康状態に関係な

く高い基準でのサービス提供を求められることか

ら、メンタルヘルス不調への対応はより難しいと

考えています。サービス業は幅広い人材を雇用で

きる業態ですから、社員が健康で幸せに働けるこ

とには、大きな意味があると思います。今後も対

策の質を高め、好事例を発信していくことで、同

様の業種、業態の会社同士、高め合えることを期

待しています」

5.	他社へのアドバイス
サービス業ならではの難しさと�
向き合いながら、対策の質を高める
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