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2015年 4月 28日 

ソフトバンクテレコム労働組合 

執行委員長 中島 順也 殿 

ソフトバンクモバイル株式会社 

人事本部長代行 長崎 健一 

 

 

労働・生活環境の改善に関する要求事項について（回答） 
 

 
 

 貴組合よりテレコム労申 26-05号にて要求の件について、下記のとおり回答する。 

 
 

記 

 

1 業務環境の改善要求 

1-1 内製化について 

 昨今内製化が進む中、経験者が別部署へ異動する事でノウハウの共有ができず営業やバックヤ

ードの間で業務遂行に支障がでているとの声がある。 

さらにコスト重視の内製化計画のあおりを受け、異動元および異動先にて引き継ぎ期間が少ない

状況があり、顧客クレームへ発展するケースならびに既存社員への負荷が少なからず発生してい

る。 

 現在行われている内製化の進捗状況と今後の計画について確認したい。 

 

【回答】 

顧客への影響等という観点から、現 法人事業統括を前提として回答する。 

FY14～FY15の法人統括の内製化では、業務委託 640人工相当の予定のうち、2015年 5月時点で

約 8割が完了しており、FY15 も継続実施予定である。なお、FY16以降の計画は現時点では未定で

ある。異動時の引き継ぎについては、お客様への影響を第一優先とし、また、社内業務への影響も

鑑み、各人の業務内容に応じて個別に調整を行ってきたが、今後、より詳細に状況を把握しながら

円滑に進めていく。 

 

1-2 人員不足の解消について 

 データ・クラウド系商材においては CS 部門や SE 部門、サービスプロダクト部門の人員が不足

しているとの声がある。営業職の増員により問合せ・オーダー件数が増加し、回答やサポートに

対する業務負荷が高まっている。このことより営業側からも、バックヤード側からも不平が生じ

ていると考える。 

 これらの状況を踏まえ、過重労働に直結している事態を解消すべく、早急に適正な人材配置を

行うことを要求する。 

 

【回答】 

データ系商材については、FY15 上期中に要員シフトにより、法人統合カウンターおよびデー

タ系ヘルプデスク組織を立ち上げ、CS部門、SE部門の業務負荷を軽減するとともに、営業社

員・顧客からの問い合わせに迅速に対応できる体制を整える予定である。なお、SEについて

は増員を検討中である。 

 

1-3 業務プロセスの見直しについて 

 営業アシスタント部門や CS部門において、データ系のシステム改善のヒヤリングやアンケー

トが主催部署・部門は変われど過去何度も行われており、各部門が各種改善の要望を上げてい

る。しかしながら、根本的な改善が図れていない現状がある。働きやすさ実現のため、改善が見
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込める予算を確保した上で、スピード感を持って、各部門の要望を取り入れた業務システムに改

善することを要求する。 

 

【回答】 

データ系業務プロセスの IT 化策については、以前より組織横断的に該当業務に従事する部門

間で共通の課題意識にあり、今般、商材ごとのエントリ集約、エントリに必要となる情報集

約、進捗/アラート 等案件管理高度化、レポーティング/分析機能との連携等を目的として、

FY15 中にシステム開発に着手すべく予算確保も含めた対応を行う検討を進めており、FY16以

降、順次リリースを目指していく。 

 

1-4 研修について 

 地方拠点にも、研修制度を利用して自己研磨したいと考えている向上意欲旺盛な社員は多数い

る。eCampus での各種研修については、e ラーニング形式での研修も充実してきており、場所に

捉われず社員がスキルアップできる機会は増えている。しかしながら座学タイプの研修の開催地

の大多数が本社周辺事業所であり、業務調整や移動時間、費用面から参加したくても参加できな

いという声が多数上がっている。社員のスキルアップ、延いては社員の生産性向上のために、各

エリア単位で希望者を募り、研修を開催することを要望する。（例えば福岡支社で 10 人以上の

希望者がいる場合に研修を現地開催する、等 ） 

 

【回答】 

現在も特に社員ニーズが高いコース、会社施策との連動性が高いコースなどに関しては、各

地域での募集を行い、現地にて開催を行っている（FY14 実績 19コース開催）。また、「いつ

でもどこでも学べる研修の提供」を実現すべく、集合研修の eラーニング化（FY14 実績 17

コース）を実施し、地域や日程に関係なく学習できる環境作りを創出した。また、現在、地

域で勤務する社員がより参加しやすいサテライト形式（ビデオカメラで生中継するスタイ

ル）での研修を検討中である。研修の最小催行人数も鑑みた地域での集合研修の追加、集合

研修の eラーニング化の推進およびサテライト形式での研修を引き続き検討していく。 

 

1-5 営業向け共有 PC端末増設について 

 営業向け共有 PC端末については、テレコム労申 24-03 号での申し入れに基づき、現在 1台／

2人まで増設された。しかしながら現場では、依然として PC端末が不足しており、業務効率に

影響を及ぼしているとの声がある。営業は日中営業活動に注力し、帰社後に社内調整というワー

クスタイルが多い。そのため夕方以降の時間帯において共用 PCの使用が集中し、結果 PC端末不

足に陥っていると考える。また、この環境は時間外労働増加の要因にもなっていることが想定さ

れる。 

 このことからアンケート調査等による PC端末不足について実態を確認した上で、端末の増設

を要求する。 

 

【回答】 

スマートワークの視点で法人事業統括全員にアンケートを実施した結果、PC端末の増設に関

する要望が多く寄せられた実態から、より効率的な働き方を実現するうえで、PC 端末の全員

配布を前向きに検討していく。なお、個人所有 PCの社内 WiFiへの接続を許可する PC-BYOD

（Bring Your Own Device）については、新しいワークスタイルを提案して行くためのモデル

ケースとして、当面並行して検討していく。 

 

1-6 地方営業の目標設定について 

 労申文書テレコム労申 25-01 号への会社回答において、地方営業の営業目標に関して「『民力』

データベースを基に、都道府県毎の地域係数を定めている」という回答を得ているが、定量的な

情報では比較できない地域特性がある。 

例えば、公共交通機関の乏しい地域は社用車での移動が主となり、移動中に業務が行えず、交通

手段の利便性が高い地域と比較すると実働時間に大きな差が生じている。また、地域によっては
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おとくライン未開局・データ回線のエリア外・モバイル/PHSの電波が届きにくいなど、サービス

の提供状況により営業活動に不利が生じている。 

 これらの地域の状況を考慮した目標設定の導入を要求する。 

 

【回答】 

FY15 においては、営業の役割に応じた評価指標を検討しているため、それにより、同じよ 

うな市場を担当している同士での競争環境とする予定である。 

 

1-7 営業力向上について 

 営業部門では、部門メンバーに占める若手・中途社員の割合が非常に高く、各部門の主力とな

っている営業社員に業務負担が偏っているとの声が上がっている。またそれに伴い、若手・中途

社員の知識底上げに手が回らず悪循環が発生している。 

若手・中途社員の知識不足の背景として、各種研修が日中帯に行われることが多く参加しづらい

こと、先輩社員にとって新人や中途社員に対する予算がつけられたままの教育も大きな負担とな

っていることが上げられる。 

 研修については早朝に開催し早朝勤務扱いとする、新人の獲得した成績についてはエルダーと

ダブルカウントとする等、向上心を上げる施策を要望する。 

 

【回答】 

新入社員分の予算に関しては、１Qは 0%、2Qは×50%、3Q以降×100%の配布ロジックを用い

てスキルの立ち上りを考慮している。新人への教育・指導を通して、エルダー自身の気付

き、成長につながるという声も多く聞く。自分自身の活動によらない実績をダブルカウント

しないのは、他の直販営業社員同士でのダブルカウントをしないのと同じ理屈で、新人との

間でも、公平性の観点で導入すべきでないと考える。実績を分け合うという点では、按分ル

ールもあるが、逆に新人のモチベーションを削ぐ格好になってしまう懸念がある。なお、研

修の開催時間見直しについては今後の検討事項とし、研修を早朝に受講する場合の勤務の取

り扱いについては、前日までに上長の承認を受けることを条件に時間外勤務扱いとして差し

支えない。 

 

1-8 期末の戦略端末在庫について 

 毎年期末になるとモバイル戦略端末の在庫が無くなり、玉繰り作業も業務負担となる。 

 戦略端末については前年度の実績を参考に期末前に多めに在庫を持つようにするか、戦略端末

のラインナップ増加を要望する。 

 

【回答】 

FY14 下期より、端末調達におけるロジックの見直しを行っており、在庫不足（コンベ端）が

発生しないレベルの調達を行っている。よって、第 4 四半期末にはこういった在庫不足が発

生していない認識である。 

 

1-9 Smileの社員/組織検索機能の充実について 

 NotesDB で管理していた業務連絡名簿が Smile に移行されたが、Smile の情報は基本的に各組

織に所属しているメンバー情報のみである。部門によっては NotesDB で管理していた内容を

Smile に記載しているが、一部の組織に留まっている。切替え後、新入社員や中途採用者から、

各業務の担当部署が検索できず業務に支障が出ているという声が上がっている。 

 Smile において部署で担当している業務内容、問い合わせ先および勤務場所を掲載し、内容を

充実させることを要望する。 

 

【回答】 

業務効率化や社員同士のつながりを深めることによる仕事のやりやすさの追求を目的に、

Smile の「社員・組織検索」の情報充実と活用・利用促進について、全社へ働きかけを行

う。 
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1-10 福利厚生の拠点格差是正について 

 全従業員が利用できるベネフィット・ワンや社内優待は実施されているが、社員食堂・生ビー

ル半額デーや社員限定販売会など日常利用できる福利厚生は拠点が限定されている。また、ウェ

ルネスセンターのマッサージルームは本社以外にも設営されてはいるものの、数も少なく、曜日

が限定されている。拠点によって福利厚生に大きな格差が生じている。 

 全国の組合員が均一に福利厚生を受けられるよう、これらの格差の是正を要望する。 

 

【回答】 

地域の主な拠点においては、地域格差を是正するため、FY14から休憩室や会議室を利用した

優待販売会、試飲会等のイベントを行っており、計 54 回、延べ 3,800 人が参加した実績があ

る。ホークスのパブリックビューイング時においては、地域のみ 100 円ビール、100円おつ

まみの提供も実施した。一方で、ウェルネスセンターのマッサージルームのようにその要員

や場所の確保などの理由から、地域格差の是正が困難なものもあるが、今後とも地域格差是

正に向けた取り組みを継続していく。なお、FY15に全社員を対象とした福利厚生新規施策の

導入も検討している。 

 

1-11 ソフトバンク携帯の社員家族モニター制度新設について 

 組合員は業務用携帯として最先端の端末を支給されていることで、自らがソフトバンク携帯の

素晴らしさを感じ、周囲に発信している。しかしながら、業務用携帯であるため一部使用制限が

あり、サービスのすべてを利用できていない。 

 ソフトバンク社員である組合員及びその家族が自社のサービスを利用し、その素晴らしさを知

人・友人に広く発信できるように、社員家族モニター制度として本人及び家族が無料でソフトバ

ンク携帯を利用できるように福利厚生の拡充を要望する。 

 

【回答】 

 ソフトバンク携帯電話（iPhone/iPad/スマートフォンなど）の機能・サービスを体感し、社

員自らが広告塔となることを目的とした「従業員特別販売」をカスタマー戦略本部（旧組織

名称）主管のもと例年実施している。無料ではないが、一定期間（2年間）はパケット定額

サービス定額料の割引が適用となる特典がある。なお、申込みにあたっては、社員名義での

申込みとなるものの、複数回線申込み可能であるため、実質、家族の分も対象となる。 

 

2 人事制度の改善要求 

2-1 休職者が発生した部署の課題について 

 育児休業等で休職者が出る場合、休職中も部署の頭数に数えられ、残されている社員の業務負

担が大きいとの声が上がっている。 

 休職が分かりえた時点で派遣社員等含め人員補充する仕組みや、休職者については部署の頭数

に含めず、残されたメンバーの貢献が評価されるような制度の導入を要求する。 

 

【回答】 

休職者の代替要員については妥当性を人事と確認のうえ、派遣社員による人員補充を行うこ

とも代替要員手配の一つとしている。記載のような貢献の評価については、現行の貢献度評

価が組織目標や業績への貢献度合いを評価する制度であることから、休職・退職等による業

務フォローを含め組織への十分な貢献が認められる場合には、貢献度評価で評価されるべき

と考える。 

 

 

2-2 自動車移動を余儀なくされる拠点社員へのフォローについて 

 運転免許証を保持していない者またはペーパードライバーが、自動車での移動を余儀なくされ

る拠点へ配属された場合、運転の経験不足により事故を引き起こす可能性が高いと考える。 
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 免許取得およびペーパードライバー講習に一定の補助を行うことや、安全運転に関する e ラー

ニングを設けるなど、社員の安全を考慮した施策の実施を要望する。 

 

参考：車両事故発生状況（2014/4～2015/2）：41件（事故/被害/違反） 安全衛生委員会議事録

より 

 

【回答】 

事故を未然に防止し、社員の安全を図ることを目的とした安全運転啓発の取り組みは重点課

題と認識しており、FY14についても全国各拠点において 121回の安全運転講習会を実施し、

2,018 名に受講実績がある。また、異動等に伴い初めて運転業務が必要となる社員向けに

「ペーパードライバー向け講習プログラム（eラーニング）」を用意し、総務ポータル（グ

ループイントラ）で案内している。今後も引き続き、社員の安全確保、自動車事故の削減に

取り組んでいく。 

 

＜総務ポータルリンク先＞ 

http://intraweb.sb.local/i4/blog/?iid=12606 

 

2-3 資格取得支援規定 資格一覧の更新について 

 費用補助対象となる資格一覧について、2013年 4月 1日に更新されて以降、アップデートが

されていない状況である。 

 常に最新技術にキャッチアップしていく社員を支援するべく、一覧の更新を毎年度行うことを

要望する。 

 

【回答】 

取得支援資格に関しては部門担当にヒアリングのうえ、FY15中に見直しを行う予定である。

その後は定期的（1～2年毎）に見直しを実施する。ただし、資格一覧の中において名称変更

などあれば、随時更新していく。 

 

2-4 単身赴任者の帰省費用について 

 現在単身赴任者の帰省費用は立替払いとなっているが、二重生活により諸経費が増す単身赴任

者にとって費用の立替は軽視できない負担である。 

 業務出張と同様に会社システムを利用して申請できるようにするとともに、会社請求による処

理ができるよう運用の見直しを要望する。 

 

【回答】 

帰省旅費の会社請求の仕組み構築の検討に関しては、委託業者とのシステム連携など確認す

べき事項が多岐に渡っていることから、その実現可否も含め今後検討したい。 

 

2-5 配偶者ウェルカムバック制度の拡張について 

 会社がグローバルに展開する中、2013 年 11 月 1 日に新設された「配偶者ウェルカムバック制

度」が非常に良い制度であるとの声とともに、制度の拡張を求める声が組合員から寄せられてい

る。 

 具体的には、出産・育児・介護・配偶者の転勤といったライフイベントによる退職者はもとよ

り、キャリアアップを理由に他社に転職後、再び当社で力を発揮したいという方まで、対象範囲

を拡張して再雇用する制度に変更を要望する。 

 

【回答】 

現在の配偶者ウェルカムバック制度の再雇用の要件・範囲を、出産・育児・介護・配偶者の

転勤等の事情により退職した場合にまで拡大すべきかについては、退職者の実態や社員のニ

ーズを考慮のうえ、今後検討していく。 

 

http://intraweb.sb.local/i4/blog/?iid=12606
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2-6 女性の管理職登用について 

 政府として 2020年までに指導的な地位に占める女性の割合を 30%にするという目標が 

掲げられているが、当社において女性管理職を増加する策・案はあるのか。 

 現在の管理職における男女比構成とともに、会社側の考えを掲示いただきたい。 

 

【回答】 

当社ミッショングレード制度は、年齢、性別、学歴、勤続年数、国籍、障がいの有無などに

関わらず、役割・実力に応じてグレードが上がるという制度であり、これは管理職登用にお

いても考え方は同様である。ミッショングレード制度導入以降、女性管理職比率は年々上昇

しており、新 SBM では 2015 年 4月現在、女性管理職比率は 5年前の 4.5%と比較し 0.6％上昇

し 5.1％である。女性社員においては出産・育児期を迎える社員が多数いることから、出産

祝金制度や法定を上回る育児休業期間、柔軟な勤務制度を設けることで、現在では 9割以上

が育児休業から復職し仕事と育児を両立している。 

今後は両立支援に必要な制度拡充の継続検討を行いながら、これまで同様、ミッショングレ

ード制度の主旨に則り、役割と成果、能力に応じた公正な評価を行い、役職・権限を任せる

ことで、実力ある社員であれば性別に関わらず活躍することができるよう、推し進めていき

たい。 

                                                        

以上 

 


