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１：多種多様な企業における
取組み事例紹介

・・取組前は｢うちの会社（業界）は特殊でして、、、｣
と全社が必ず取組困難な理由を列挙します。
しかし、取組後には、業界特有の事情がたとえ残量理由の5
割を占めていたとしても、自社に裁量のある仕組み・慣習・
風土を見直していくことで残業は半減することに気づきます。
その生み出した時間を用いて、業界特有の課題に対しても

立ち向かっていき、解決していきます。
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株式会社かんぽ生命保険
・長時間労働の常態化や特定のベテラン社員に依存した業務運行等の課題解決のため、経営トッ
プの強いコミットメントのもと、経営戦略の一環として働き方改革の取組を2015年5月に開始

（従業員数：７，４９０名 業種：生命保険業）

【単位：時間】

・マネジメントの手引きを全管理者へ配布
・手作業で実施している定型業務のシステム化の推進
・全管理者を対象に意識改革セミナー開催・トップから繰り返し必要性を社内報で発信
・事務局全員がWLBコンサルタント養成講座を受講
・「朝夜メール」の全社展開・残業時に部長への申請を義務付け
・AIの利用 保険支払い業務において、対応時間が4分の１に！
・サテライトオフィスの試行実施
・勤務間インターバルの試行実施

月間平均残業時間が対2014年度比約43%減！
浮いたコストは社員のeラーニング費用に充当し還元

約43％削減
※2014年度比

15.7
12.2 10.6 ９.０
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グラフ1

		2014年度

		2015年度

		2016年度

		2017年度



1人当たりの月間の平均超過勤務時間数

1人当たりの月間平均残業時間数

15.7

12.2

10.6
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Sheet1

				1人当たりの月間の平均超過勤務時間数 ヒトリアゲッカンヘイキンチョウカキンムジカンスウ

		2014年度 ネンド		15.7

		2015年度 ネンド		12.2

		2016年度 ネンド		10.6

		2017年度 ネンド		9
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店長にとって大きな衝撃だったのは、「お客様のために」という
理由での残業よりも「店舗スタッフ同士のコミュニケーション不足、

店長のマネジメント力不足」が原因の残業のほうが多かったこと

売上５億円増加！深夜38%削減！残業２５％削減！
年末年始セール中も前年比８０％をキープは快挙！
グランフロント大阪店では残業ゼロを達成！

年末年始セール
も前年比

８０%以下！

①週1～2回のカエル会議（30分）で業務把握 ②問題点の発見と対策（例・開店前
の掃除時間を一日の売上戦略会議に変更・店長が人員配置を頻繁に変更していたのをや
めた、等） ③プレイヤーになっていた店長が、所要時間や優先順位について店舗ス
タッフを育成するようになり、売上が増加。

グランフロント大阪店長

株式会社シップス (従業員数 1235名 アパレル小売） 5
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				14年度 ネンド		15年度 ネンド		16年度 ネンド

		法定外 ホウテイガイ		20.94		20.4		15.84

		深夜 シンヤ		2.7		1.9		1.1
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				昨年比較 サクネンヒカク

		５月 ゴガツ		79.4

		６月		72.8

		７月		75.1

		８月 ガツ		73.1

		９月		63.5

		１０月		65.6

		１１月		73.5

		１２月		73.5

		１月		78
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株式会社エムワン

代表取締役 村井 俊之氏

（三重県 ：58名 業種：調剤薬局）

• カエル会議で「有給でやりたいことリスト」を共有。（ライフを応援しあう）
• 業務体制の見直しと他店舗への応援体制の整備
• 各自のスキルの洗い出し（スキルマップ）。業務共有により全体をレベルアップ
• 椅子も机もない環境で立ちながらでもカエル会議を続け、職場の意識や雰囲気を変
えた

前年比
230％UP！！

全体の45％に！！

全員のスキルアップ等を通じて売上の230%へ
取組みチームの有休取得数が、昨年比352％へ
従業員の出産数は2.5倍！ 結婚数も2倍へ

採用エントリーが33名/年だったのが168名/年に。
内定辞退がゼロへ！（採用が1か月で完結。大阪企業を蹴って就職した人も)
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三菱地所プロパティマネジメント株式会社
（東京都 従業員数：1,072名 不動産管理業）

1. 定時退社促進・定時退社強化週間の設定・退社時のアラーム鳴動
2. 執務環境改革・打合せ机にタイマー設置・部内ＢＧＭをかける
3. コミュニケーション活性化・月1回のカエルランチ・週1回の昼休み後共有タイム
4. 残業事前申請 5.Ｗeb会議 6.集中スペース
7. ワークスタイルチャレンジ表彰 平均残業20時間･有休取得80％をクリアしたチームに1人6万円支給！

時間外手当／還元額割合の将来予測

残業30%削減！月間平均17時間に！1億8600万円を還元！
営業利益18％増！46.6億⇒55億に増加！！
全部門が「残業20時間以内、有給８０％以上」を達成!
時短が進むことで、還元額は増加。還元方法は毎年検討予定。
働き方が柔軟な発想を生み、三菱地所Ｇ初の取組である
企業向け託児所付ワーキングスペース「コトフィス」を立ち上げ。 コトフィス
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株式会社ジャパネットホールディングス
（グループ従業員数：2,377名※2018/4/1時点 業種：通信販売業）

項目 具体的施策 内容 項目 具体的施策 内容

ノー残業デー 残業を禁止し、定時に退社する
退館時間 規程時間までに退社する（現在は20:30）

育児時差出勤制度 30分～1時間、時間をずらした出勤が可能
育児短時間勤務 1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能

健康検診 一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプ
ション検診(一部)の受診も可能

生産性向上研修

インターバル勤務制度 前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける

スーパーリフレッシュ休暇 連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨
連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨

タニタ健康プログラム 歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を
配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置

タニタ食堂 健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する
社員食堂を設置

ストレスチェック 労働安全衛生法に基づいたストレスに関する
質問票を配布し、集計・分析を実施

業務計画管理システム 効率的に業務を進めるためのステップやデッドラ
インと業務時間を管理するシステム

業務の
生産性向上時間外勤務制限 1か月24時間、1年150時間を超える時間外

勤務の免除

産前産後・育児休業 妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能

託児所 生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用
できる

専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進
め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ

会議室管理システム 会議室利用時間を管理するためにアラーム音
で終了時間を通知

業務スペースの
フリーアドレス化

特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要
な情報の断捨離も実施

集中ルーム 集中して作業を行うための、専用個室スペース
を執務室内に設置

働き方の
多様化

勤怠ルール
の改善

健康経営の
推進

休日の改善
取得の促進

公休日 公休日の増加（週休2日、夏季・年末年始
休暇など）

リフレッシュ休暇

※決算期は12月／2016年よりグループ連結売上
2016年はV・ファーレン長崎を除く

売上高推移
単位：億円

対象：正社員・契約社員

単位：時間

30％削減
外部のコンサル会社による
3ヶ月に1回の覆面調査。
評価項目に沿った点数

2017年8月 2017年12月 2018年3月
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売上高124％UP! 残業30％削減! 残業削減特別手当支給!

お客様満足度の推移月平均残業時間の推移

･長崎のコールセンターで16連休、東京拠点は9連休。仕事の属人化・不正防止に
･商品の絞り込みで商品数を約10分の１にしたことで、売上も利益率もあがった
･整理整頓で70トンの断捨離 探す時間・ミスが激減
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★最新リスト



				項目 コウモク		内容 ナイヨウ		2015年 ネン								2016年 ネン								2017年 ネン								2018年 ネン

				インターバル勤務制度 キンム セイド		前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける ゼンジツ シュウギョウ ジコク ヨクジツ シギョウ ジコク ジカンイジョウ キュウソク モウ

				ノー残業デー		残業を禁止し、定時に退社する ザンギョウ キンシ テイジ タイシャ

				退館時間 タイカン ジカン		規程時間までに退社する キテイ ジカン タイシャ

				スーパーリフレッシュ休暇 キュウカ		連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨 レンゾク ニチ アイダ キュウカ シュトク セイド コウキュウビ ア レンキュウ シュトク スイショウ

				リフレッシュ休暇 キュウカ		連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨 レンゾク ニチ アイダ キュウカ シュトク セイド コウキュウビ ア レンキュウ シュトク スイショウ

				公休日 コウキュウビ		週休2日、夏季・年末年始休暇など シュウキュウ ニチ カキ ネンマツ ネンシ キュウカ

				育児時差出勤制度 イクジ ジサ シュッキン セイド		30分～1時間、時間をずらした出勤が可能 ジカン シュッキン カノウ

				育児短時間勤務 イクジ タンジカン キンム		1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能 サイダイ タンシュク カノウ

				時間外勤務制限 ジカン ソト キンム セイゲン		1か月24時間、1年150時間を超える時間外勤務の免除 メンジョ

				産前産後・育児休業 サンゼン サンゴ イクジ キュウギョウ		妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能 タイショウ キュウギョウ カノウ

				託児所 タクジショ		生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用できる タイショウ カイ エン リヨウ

				タニタ健康プログラム ケンコウ		歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置 ホスウ ソウ ショウヒ ケイソク カツドウ リョウ ケイ ハイフ カクキョテン タイソセイケイ ケツアツケイ セッチ

				タニタ食堂 ショクドウ		健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する社員食堂を設置 ケンコウ ハイリョ

				ストレスチェック		労働安全衛生法に基づいたストレスに関する質問票を配布し、集計・分析を実施 ロウドウ アンゼン エイセイホウ モト ハイフ ジッシ

				健康検診 ケンコウ ケンシン		一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプション検診(一部)の受診も可能 イガイ シャ カイシャ フタン イチブ カノウ



				項目 コウモク		内容 ナイヨウ		2015年 ネン								2016年 ネン								2017年 ネン								2018年 ネン

				生産性向上研修 セイサンセイ コウジョウ ケンシュウ		専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ センモン コウシ マネ ア テキカク シリョウ サクセイ ホウホウ マナ

				会議室管理システム カイギシツ カンリ		会議室利用時間を管理するためにアラーム音で終了時間を通知 カイギシツ リヨウ ジカン カンリ オン シュウリョウ ジカン ツウチ

				業務スペースの
フリーアドレス化 ギョウム カ		特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要な情報の断捨離も実施 トクテイ ツクエ モウ ヒ ダ フヨウ ジョウホウ ダン シャ ハナ ジッシ

				集中ルーム シュウチュウ		集中して作業を行うための、専用個室スペースを執務室内に設置 シュウチュウ サギョウ オコナ センヨウ コシツ シツムシツ ナイ セッチ

				業務計画管理システム		効率的に業務を進めるためのステップやデッドラインと業務時間を管理するシステム コウリツテキ ギョウム スス ギョウム ジカン カンリ



















2015年1月：週1日

2017年1月：週2日

2017年12月導入

2015年1月：22時

2016年5月：21時

2017年1月：20時30分

2015年1月導入:顧客サービス部門対象

2015年1月：公休日の増加

2018年4月導入：
顧客サービス部門対象

2018年4月：
全社員対象

2018年5月導入：
正社員対象

2018年5月：中学入学まで対象（正・契約社員）

2018年5月：中学入学まで対象（全従業員）

2014年以前より：福岡拠点
2015年3月：東京拠点

2014年以前より：全従業員対象

2015年11月：長崎拠点も導入

2014年以前より：
小学入学まで対象（正・契約社員）

2016年9月：小学3年まで対象（契約社員）

2014年以前より：小学入学まで対象（全従業員）

2014年以前より：一般検診（社会保険加入者）

2017年6月：
乳がん・子宮がん・大腸がん検診などの項目を追加

2015年3月：東京拠点

2016年1月：長崎拠点

2017年10月：福岡拠点

2017年11月：正社員

2016年8月：年に1回実施

2018年4月

2015年7月：長崎拠点

2017年10月：福岡拠点
2018年3月：山梨拠点

2017年5月：
東京拠点

2017年10月：東京拠点

2014年以前より導入

2015年7月：導入



リリース用



								項目 コウモク		内容 ナイヨウ		2015年 ネン								2016年 ネン								2017年 ネン								2018年 ネン

						働き方改革 ハタラ カタ カイカク		インターバル勤務制度 キンム セイド		前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける ゼンジツ シュウギョウ ジコク ヨクジツ シギョウ ジコク ジカンイジョウ キュウソク モウ

								ノー残業デー		残業を禁止し、定時に退社する ザンギョウ キンシ テイジ タイシャ

								退館時間 タイカン ジカン		規程時間までに退社する キテイ ジカン タイシャ

								スーパーリフレッシュ休暇 キュウカ		連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨 レンゾク ニチ アイダ キュウカ シュトク セイド コウキュウビ ア レンキュウ シュトク スイショウ

								リフレッシュ休暇 キュウカ		連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨 レンゾク ニチ アイダ キュウカ シュトク セイド コウキュウビ ア レンキュウ シュトク スイショウ

								公休日 コウキュウビ		週休2日、夏季・年末年始休暇など シュウキュウ ニチ カキ ネンマツ ネンシ キュウカ

								育児時差出勤制度 イクジ ジサ シュッキン セイド		30分～1時間、時間をずらした出勤が可能 ジカン シュッキン カノウ

								育児短時間勤務 イクジ タンジカン キンム		1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能 サイダイ タンシュク カノウ

								時間外勤務制限 ジカン ソト キンム セイゲン		1か月24時間、1年150時間を超える時間外勤務の免除 メンジョ

								産前産後・育児休業 サンゼン サンゴ イクジ キュウギョウ		妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能 タイショウ キュウギョウ カノウ

								託児所 タクジショ		生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用できる タイショウ カイ エン リヨウ

								タニタ健康プログラム ケンコウ		歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置 ホスウ ソウ ショウヒ ケイソク カツドウ リョウ ケイ ハイフ カクキョテン タイソセイケイ ケツアツケイ セッチ

								タニタ食堂 ショクドウ		健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する社員食堂を設置 ケンコウ ハイリョ

								ストレスチェック		労働安全衛生法に基づいたストレスに関する質問票を配布し、集計・分析を実施 ロウドウ アンゼン エイセイホウ モト ハイフ ジッシ

								健康検診 ケンコウ ケンシン		一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプション検診(一部)の受診も可能 イガイ シャ カイシャ フタン イチブ カノウ

						生産性向上 セイサンセイ コウジョウ		生産性向上研修 セイサンセイ コウジョウ ケンシュウ		専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ センモン コウシ マネ ア テキカク シリョウ サクセイ ホウホウ マナ

								会議室管理システム カイギシツ カンリ		会議室利用時間を管理するためにアラーム音で終了時間を通知 カイギシツ リヨウ ジカン カンリ オン シュウリョウ ジカン ツウチ

								業務スペースのフリーアドレス化 ギョウム カ		特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要な情報の断捨離も実施

								集中ルーム シュウチュウ		集中して作業を行うための、専用個室スペースを執務室内に設置 シュウチュウ サギョウ オコナ センヨウ コシツ シツムシツ ナイ セッチ

								業務計画管理システム		効率的に業務を進めるためのステップやデッドラインと業務時間を管理するシステム コウリツテキ ギョウム スス ギョウム ジカン カンリ



















2015年1月：週1日

2017年1月：週2日

2017年12月

2015年1月：22時

2016年5月：21時

2017年1月：20時30分

2015年1月:顧客サービス部門対象　　　

2015年1月：公休日の増加

2018年4月:対象拡大

2018年5月

2014年以前より

2015年11月：長崎拠点

2014年以前より：小学入学まで対象

2016年9月：小学3年まで対象（契約社員）

2014年以前より：小学入学まで対象

2014年以前より：一般検診

2017年６月:乳がん・子宮がん・大腸がん検診などの項目を追加

2015年3月：東京拠点

2016年1月：長崎拠点

2017年10月：福岡拠点

2017年11月

2016年8月：年に1回実施

2018年4月

2015年7月：長崎拠点　

2017年10月：東京拠点

2014年以前より

2015年7月：導入

2017年5月

2017年10月:福岡拠点



資料

		項目 コウモク		2016年度 ネン ド		2017年度 ネン ド		対象 タイショウ

		平均残業時間（月） ヘイキン ザンギョウ ジカン ツキ		28.6時間		20.6時間		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャイン ネンポウセイ ケイヤク シャイン ケイヤク シャイン キンタイ カンリ シャ

		有給消化率 ユウキュウ ショウカ リツ		60.4%		58.2%		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャイン ネンポウセイ ケイヤク シャイン ケイヤク シャイン キンタイ カンリ シャ

		育児休業取得率（男性） イクジ キュウギョウ シュトクリツ ダンセイ		4.5%		0.0%		正社員のみ セイシャイン

		育児休業取得率（女性） イクジ キュウギョウ シュトクリツ ジョセイ		100.0%		100.0%		正社員のみ セイシャイン

		育児休業取得率（全体） イクジ キュウギョウ シュトクリツ ゼンタイ		46.2%		46.9%		正社員のみ セイシャイン

		時短利用者数 ジタン リヨウ シャ スウ		77人		110人		正社員、契約社員 セイシャイン ケイヤク シャイン

		総労働時間（月） ツキ		172.2時間		164.7時間		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャイン ネンポウセイ ケイヤク シャイン ケイヤク シャイン キンタイ カンリ シャ

		法定外労働時間（月） ツキ		22.1時間		16.6時間		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャイン ネンポウセイ ケイヤク シャイン ケイヤク シャイン キンタイ カンリ シャ

		有給取得率について2017年度が下がっているのは、急激な社員増加に伴い、分母である付与日数が大きく成りすぎた為と思われます。

		2018年度はスーパーリフレッシュ休暇ならびにリフレッシュ休暇拡大により、数字は間違いなく上がると思います。

		労務戦略　金子由























WLBサマリー資料



				項目 コウモク		具体的施策 グタイテキ シサク		内容 ナイヨウ				項目 コウモク		具体的施策 グタイテキ シサク		内容 ナイヨウ

				勤怠ルール
の改善 キンタイ カイゼン		インターバル勤務制度 キンム セイド		前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける ゼンジツ シュウギョウ ジコク ヨクジツ シギョウ ジコク ジカンイジョウ キュウソク モウ				健康経営の
推進 ケンコウ ケイエイ スイシン		タニタ健康プログラム ケンコウ		歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置 ホスウ ソウ ショウヒ ケイソク カツドウ リョウ ケイ ハイフ カクキョテン タイソセイケイ ケツアツケイ セッチ



						ノー残業デー		残業を禁止し、定時に退社する ザンギョウ キンシ テイジ タイシャ						タニタ食堂 ショクドウ		健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する社員食堂を設置 ケンコウ ハイリョ

						退館時間 タイカン ジカン		規程時間までに退社する（現在は20:30） キテイ ジカン タイシャ ゲンザイ

				休日の改善
取得の促進 キュウジツ カイゼン シュトク ソクシン		スーパーリフレッシュ休暇 キュウカ		連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨 レンゾク ニチ アイダ キュウカ シュトク セイド コウキュウビ ア レンキュウ シュトク スイショウ						ストレスチェック		労働安全衛生法に基づいたストレスに関する質問票を配布し、集計・分析を実施 ロウドウ アンゼン エイセイホウ モト ハイフ ジッシ



						リフレッシュ休暇 キュウカ		連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨 レンゾク ニチ アイダ キュウカ シュトク セイド コウキュウビ ア レンキュウ シュトク スイショウ						健康検診 ケンコウ ケンシン		一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプション検診(一部)の受診も可能 イガイ シャ カイシャ フタン イチブ カノウ



						公休日 コウキュウビ		公休日の増加（週休2日、夏季・年末年始休暇など） コウキュウビ ゾウカ				業務の
生産性向上 ギョウム セイサンセイ コウジョウ		生産性向上研修 セイサンセイ コウジョウ ケンシュウ		専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ センモン コウシ マネ ア テキカク シリョウ サクセイ ホウホウ マナ



				働き方の
多様化 ハタラ カタ タヨウカ		育児時差出勤制度 イクジ ジサ シュッキン セイド		30分～1時間、時間をずらした出勤が可能 ジカン シュッキン カノウ						会議室管理システム カイギシツ カンリ		会議室利用時間を管理するためにアラーム音で終了時間を通知 カイギシツ リヨウ ジカン カンリ オン シュウリョウ ジカン ツウチ

						育児短時間勤務 イクジ タンジカン キンム		1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能 サイダイ タンシュク カノウ

						時間外勤務制限 ジカン ソト キンム セイゲン		1か月24時間、1年150時間を超える時間外勤務の免除 メンジョ						業務スペースの
フリーアドレス化 ギョウム カ		特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要な情報の断捨離も実施



						産前産後・育児休業 サンゼン サンゴ イクジ キュウギョウ		妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能 タイショウ キュウギョウ カノウ						集中ルーム シュウチュウ		集中して作業を行うための、専用個室スペースを執務室内に設置 シュウチュウ サギョウ オコナ センヨウ コシツ シツムシツ ナイ セッチ



						託児所 タクジショ		生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用できる タイショウ カイ エン リヨウ						業務計画管理システム		効率的に業務を進めるためのステップやデッドラインと業務時間を管理するシステム コウリツテキ ギョウム スス ギョウム ジカン カンリ
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Sheet1

				売上高 ウリアゲダカ

		2012年 ネン		1170

		2013年 ネン		1423

		2014年 ネン		1538

		2015年 ネン		1559

		2016年 ネン		1783

		2017年 ネン		1929

				グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。






グラフ1

		2016年度

		2017年度



残業時間

月平均残業時間の推移

28.6

20.6



Sheet1

				残業時間 ザンギョウジカン

		2016年度 ネンド		28.6

		2017年度 ネンド		20.6

				グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。
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★最新リスト

		

				項目 コウモク		内容 ナイヨウ		2015年 ネン								2016年 ネン								2017年 ネン								2018年 ネン

				インターバル勤務制度 キンムセイド		前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける ゼンジツシュウギョウジコクヨクジツシギョウジコクジカンイジョウキュウソクモウ

				ノー残業デー		残業を禁止し、定時に退社する ザンギョウキンシテイジタイシャ

				退館時間 タイカンジカン		規程時間までに退社する キテイジカンタイシャ

				スーパーリフレッシュ休暇 キュウカ		連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨 レンゾクニチアイダキュウカシュトクセイドコウキュウビアレンキュウシュトクスイショウ

				リフレッシュ休暇 キュウカ		連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨 レンゾクニチアイダキュウカシュトクセイドコウキュウビアレンキュウシュトクスイショウ

				公休日 コウキュウビ		週休2日、夏季・年末年始休暇など シュウキュウニチカキネンマツネンシキュウカ

				育児時差出勤制度 イクジジサシュッキンセイド		30分～1時間、時間をずらした出勤が可能 ジカンシュッキンカノウ

				育児短時間勤務 イクジタンジカンキンム		1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能 サイダイタンシュクカノウ

				時間外勤務制限 ジカンソトキンムセイゲン		1か月24時間、1年150時間を超える時間外勤務の免除 メンジョ

				産前産後・育児休業 サンゼンサンゴイクジキュウギョウ		妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能 タイショウキュウギョウカノウ

				託児所 タクジショ		生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用できる タイショウカイエンリヨウ

				タニタ健康プログラム ケンコウ		歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置 ホスウソウショウヒケイソクカツドウリョウケイハイフカクキョテンタイソセイケイケツアツケイセッチ

				タニタ食堂 ショクドウ		健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する社員食堂を設置 ケンコウハイリョ

				ストレスチェック		労働安全衛生法に基づいたストレスに関する質問票を配布し、集計・分析を実施 ロウドウアンゼンエイセイホウモトハイフジッシ

				健康検診 ケンコウケンシン		一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプション検診(一部)の受診も可能 イガイシャカイシャフタンイチブカノウ

				項目 コウモク		内容 ナイヨウ		2015年 ネン								2016年 ネン								2017年 ネン								2018年 ネン

				生産性向上研修 セイサンセイコウジョウケンシュウ		専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ センモンコウシマネアテキカクシリョウサクセイホウホウマナ

				会議室管理システム カイギシツカンリ		会議室利用時間を管理するためにアラーム音で終了時間を通知 カイギシツリヨウジカンカンリオンシュウリョウジカンツウチ

				業務スペースの
フリーアドレス化 ギョウムカ		特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要な情報の断捨離も実施 トクテイツクエモウヒダフヨウジョウホウダンシャハナジッシ

				集中ルーム シュウチュウ		集中して作業を行うための、専用個室スペースを執務室内に設置 シュウチュウサギョウオコナセンヨウコシツシツムシツナイセッチ

				業務計画管理システム		効率的に業務を進めるためのステップやデッドラインと業務時間を管理するシステム コウリツテキギョウムススギョウムジカンカンリ



2015年1月：週1日

2017年1月：週2日

2017年12月導入

2015年1月：22時

2016年5月：21時

2017年1月：20時30分

2015年1月導入:顧客サービス部門対象

2015年1月：公休日の増加

2018年4月導入：
顧客サービス部門対象

2018年4月：
全社員対象

2018年5月導入：
正社員対象

2018年5月：中学入学まで対象（正・契約社員）

2018年5月：中学入学まで対象（全従業員）

2014年以前より：福岡拠点
2015年3月：東京拠点

2014年以前より：全従業員対象

2015年11月：長崎拠点も導入

2014年以前より：
小学入学まで対象（正・契約社員）

2016年9月：小学3年まで対象（契約社員）

2014年以前より：小学入学まで対象（全従業員）

2014年以前より：一般検診（社会保険加入者）

2017年6月：
乳がん・子宮がん・大腸がん検診などの項目を追加

2015年3月：東京拠点

2016年1月：長崎拠点

2017年10月：福岡拠点

2017年11月：正社員

2016年8月：年に1回実施

2018年4月

2015年7月：長崎拠点

2017年10月：福岡拠点
2018年3月：山梨拠点

2017年5月：
東京拠点

2017年10月：東京拠点

2014年以前より導入

2015年7月：導入



リリース用

		

								項目 コウモク		内容 ナイヨウ		2015年 ネン								2016年 ネン								2017年 ネン								2018年 ネン

						働き方改革 ハタラカタカイカク		インターバル勤務制度 キンムセイド		前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける ゼンジツシュウギョウジコクヨクジツシギョウジコクジカンイジョウキュウソクモウ

								ノー残業デー		残業を禁止し、定時に退社する ザンギョウキンシテイジタイシャ

								退館時間 タイカンジカン		規程時間までに退社する キテイジカンタイシャ

								スーパーリフレッシュ休暇 キュウカ		連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨 レンゾクニチアイダキュウカシュトクセイドコウキュウビアレンキュウシュトクスイショウ

								リフレッシュ休暇 キュウカ		連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨 レンゾクニチアイダキュウカシュトクセイドコウキュウビアレンキュウシュトクスイショウ

								公休日 コウキュウビ		週休2日、夏季・年末年始休暇など シュウキュウニチカキネンマツネンシキュウカ

								育児時差出勤制度 イクジジサシュッキンセイド		30分～1時間、時間をずらした出勤が可能 ジカンシュッキンカノウ

								育児短時間勤務 イクジタンジカンキンム		1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能 サイダイタンシュクカノウ

								時間外勤務制限 ジカンソトキンムセイゲン		1か月24時間、1年150時間を超える時間外勤務の免除 メンジョ

								産前産後・育児休業 サンゼンサンゴイクジキュウギョウ		妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能 タイショウキュウギョウカノウ

								託児所 タクジショ		生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用できる タイショウカイエンリヨウ

								タニタ健康プログラム ケンコウ		歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置 ホスウソウショウヒケイソクカツドウリョウケイハイフカクキョテンタイソセイケイケツアツケイセッチ

								タニタ食堂 ショクドウ		健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する社員食堂を設置 ケンコウハイリョ

								ストレスチェック		労働安全衛生法に基づいたストレスに関する質問票を配布し、集計・分析を実施 ロウドウアンゼンエイセイホウモトハイフジッシ

								健康検診 ケンコウケンシン		一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプション検診(一部)の受診も可能 イガイシャカイシャフタンイチブカノウ

						生産性向上 セイサンセイコウジョウ		生産性向上研修 セイサンセイコウジョウケンシュウ		専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ センモンコウシマネアテキカクシリョウサクセイホウホウマナ

								会議室管理システム カイギシツカンリ		会議室利用時間を管理するためにアラーム音で終了時間を通知 カイギシツリヨウジカンカンリオンシュウリョウジカンツウチ

								業務スペースのフリーアドレス化 ギョウムカ		特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要な情報の断捨離も実施

								集中ルーム シュウチュウ		集中して作業を行うための、専用個室スペースを執務室内に設置 シュウチュウサギョウオコナセンヨウコシツシツムシツナイセッチ

								業務計画管理システム		効率的に業務を進めるためのステップやデッドラインと業務時間を管理するシステム コウリツテキギョウムススギョウムジカンカンリ



2015年1月：週1日

2017年1月：週2日

2017年12月

2015年1月：22時

2016年5月：21時

2017年1月：20時30分

2015年1月:顧客サービス部門対象　　　

2015年1月：公休日の増加

2018年4月:対象拡大

2018年5月

2014年以前より

2015年11月：長崎拠点

2014年以前より：小学入学まで対象

2016年9月：小学3年まで対象（契約社員）

2014年以前より：小学入学まで対象

2014年以前より：一般検診

2017年６月:乳がん・子宮がん・大腸がん検診などの項目を追加

2015年3月：東京拠点

2016年1月：長崎拠点

2017年10月：福岡拠点

2017年11月

2016年8月：年に1回実施

2018年4月

2015年7月：長崎拠点　

2017年10月：東京拠点

2014年以前より

2015年7月：導入

2017年5月

2017年10月:福岡拠点



資料

		項目 コウモク		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対象 タイショウ

		平均残業時間（月） ヘイキンザンギョウジカンツキ		28.6時間		20.6時間		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャインネンポウセイケイヤクシャインケイヤクシャインキンタイカンリシャ

		有給消化率 ユウキュウショウカリツ		60.4%		58.2%		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャインネンポウセイケイヤクシャインケイヤクシャインキンタイカンリシャ

		育児休業取得率（男性） イクジキュウギョウシュトクリツダンセイ		4.5%		0.0%		正社員のみ セイシャイン

		育児休業取得率（女性） イクジキュウギョウシュトクリツジョセイ		100.0%		100.0%		正社員のみ セイシャイン

		育児休業取得率（全体） イクジキュウギョウシュトクリツゼンタイ		46.2%		46.9%		正社員のみ セイシャイン

		時短利用者数 ジタンリヨウシャスウ		77人		110人		正社員、契約社員 セイシャインケイヤクシャイン

		総労働時間（月） ツキ		172.2時間		164.7時間		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャインネンポウセイケイヤクシャインケイヤクシャインキンタイカンリシャ

		法定外労働時間（月） ツキ		22.1時間		16.6時間		正社員、年俸制契約社員、契約社員（COMPANY勤怠管理者のみ） セイシャインネンポウセイケイヤクシャインケイヤクシャインキンタイカンリシャ

		有給取得率について2017年度が下がっているのは、急激な社員増加に伴い、分母である付与日数が大きく成りすぎた為と思われます。

		2018年度はスーパーリフレッシュ休暇ならびにリフレッシュ休暇拡大により、数字は間違いなく上がると思います。

		労務戦略　金子由





WLBサマリー資料

		

				項目 コウモク		具体的施策 グタイテキシサク		内容 ナイヨウ				項目 コウモク		具体的施策 グタイテキシサク		内容 ナイヨウ								42,948		42,979		43,009

				勤怠ルール
の改善 キンタイカイゼン		インターバル勤務制度 キンムセイド		前日の終業時刻と翌日の始業時刻に、
9時間以上の休息を設ける ゼンジツシュウギョウジコクヨクジツシギョウジコクジカンイジョウキュウソクモウ				健康経営の
推進 ケンコウケイエイスイシン		タニタ健康プログラム ケンコウ		歩数や総消費カロリーを計測できる活動量計を配布し、各拠点へ体組成計と血圧計を設置 ホスウソウショウヒケイソクカツドウリョウケイハイフカクキョテンタイソセイケイケツアツケイセッチ						応対品質面 オウタイヒンシツメン		71.0		74.4		77.4

																						注文 チュウモン		77.0		81.5		84.2

						ノー残業デー		残業を禁止し、定時に退社する ザンギョウキンシテイジタイシャ						タニタ食堂 ショクドウ		健康に配慮したタニタ食堂メニューを提供する社員食堂を設置 ケンコウハイリョ						購入前問い合わせ コウニュウマエトア		68.1		71.3		75.0

						退館時間 タイカンジカン		規程時間までに退社する（現在は20:30） キテイジカンタイシャゲンザイ

				休日の改善
取得の促進 キュウジツカイゼンシュトクソクシン		スーパーリフレッシュ休暇 キュウカ		連続した10日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた16連休の取得を推奨 レンゾクニチアイダキュウカシュトクセイドコウキュウビアレンキュウシュトクスイショウ						ストレスチェック		労働安全衛生法に基づいたストレスに関する質問票を配布し、集計・分析を実施 ロウドウアンゼンエイセイホウモトハイフジッシ

						リフレッシュ休暇 キュウカ		連続した5日間の休暇を取得する制度
公休日と合わせた9連休の取得を推奨 レンゾクニチアイダキュウカシュトクセイドコウキュウビアレンキュウシュトクスイショウ						健康検診 ケンコウケンシン		一般検診以外にも、希望者は会社負担でオプション検診(一部)の受診も可能 イガイシャカイシャフタンイチブカノウ

						公休日 コウキュウビ		公休日の増加（週休2日、夏季・年末年始休暇など） コウキュウビゾウカ				業務の
生産性向上 ギョウムセイサンセイコウジョウ		生産性向上研修 セイサンセイコウジョウケンシュウ		専門の講師を招き、生産性が上がる会議の進め方、的確な資料の作成方法などを学ぶ センモンコウシマネアテキカクシリョウサクセイホウホウマナ

				働き方の
多様化 ハタラカタタヨウカ		育児時差出勤制度 イクジジサシュッキンセイド		30分～1時間、時間をずらした出勤が可能 ジカンシュッキンカノウ						会議室管理システム カイギシツカンリ		会議室利用時間を管理するためにアラーム音で終了時間を通知 カイギシツリヨウジカンカンリオンシュウリョウジカンツウチ

						育児短時間勤務 イクジタンジカンキンム		1日最大6時間まで、勤務時間の短縮が可能 サイダイタンシュクカノウ

						時間外勤務制限 ジカンソトキンムセイゲン		1か月24時間、1年150時間を超える時間外勤務の免除 メンジョ						業務スペースの
フリーアドレス化 ギョウムカ		特定の机を設けず、引き出しをなくすことで不要な情報の断捨離も実施

						産前産後・育児休業 サンゼンサンゴイクジキュウギョウ		妊娠中・産後1年未満を対象とした休業
保育園に入れない場合は2歳まで延長可能 タイショウキュウギョウカノウ						集中ルーム シュウチュウ		集中して作業を行うための、専用個室スペースを執務室内に設置 シュウチュウサギョウオコナセンヨウコシツシツムシツナイセッチ

						託児所 タクジショ		生後2ヶ月～10歳を対象に1回300円で利用できる タイショウカイエンリヨウ						業務計画管理システム		効率的に業務を進めるためのステップやデッドラインと業務時間を管理するシステム コウリツテキギョウムススギョウムジカンカンリ
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愛知県警察本部（従業員数：約1万4000名 業種：公務員）

・県内トップクラスの遺失物取扱い部門と刑事部門が対象
・席替えを行い、ジョブローテーションを実施
・「カエル会議」でトライ&エラーを繰り返す
・働き方見直し期間の事件捜査の成果は抜群の評価を得る
●突発的な対応が多い中でも
「カエル会議」を実施

●働き方変革のカギは、
トライ&エラーの繰り返し

全てのメンバーがそろわなく
ても会議を継続的に実施。

↓
限られた人数での効率的な捜
査の推進をテーマに、情報の
共有を強化！
日々の時間意識を高めたこと
も働き方改革に大きく寄与。

警察組織の刑事部門での働
き方見直しという、前例の
ない事業だからこそ「まず
やってみる」を実施。

↓
実行をもとに、幅広い観点
から効率化のアイディアが
生まれた。

事案処理件数4割増しながら夏期休暇が7.0日から9.9日へ増加
特殊組織において、働き方改革に取り組み、
かつ検挙率などで抜群の成績を収めた。

当直明けで翌日の勤務
を続けてしまうことが
多かったので
｢帰ります証｣をつけた。

9
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佐川急便株式会社 10（京都府／従業員数：47,597人名／輸送事業）

情報共有強化で顧客件数増加！
トラックでは入れない地域・個人宅へ営業活動増加で業績向上！

残業時間減少と有給5日以上取得できるように！
現在65の営業所で、この「潮来スタイル」を実践

取り組みのきっかけは一部のエリアで人が集まりにくいところがあったこと。
茨城県の潮来（いたこ）営業所では、所長が困りに困って今までにない方法を導入！
・通常１人のセールスドライバーが朝から晩までやる仕事を、女性も含めて先発・中
継ぎ・抑えの3チームに分け短時間なら働ける人を積極的に採用。
急な欠勤者にも即応できる勤務シフトに。

・2トントラックを軽自動車に変え、運転に自信がなくても勤務可能にした。
・半日有休や時間有休といった制度で両立可能に。

26.9%
34.7%

（潮来営業所）

http://www.work-life-b.com/
http://www.work-life-b.com/

グラフ1

		カテゴリ 1		カテゴリ 1



2012年度

2014年度

女性採用率

26.9

34.7



Sheet1

				2012年度		2014年度		系列 3

		カテゴリ 1		26.9		34.7		2

		カテゴリ 2		2.5		4.4		2

		カテゴリ 3		3.5		1.8		3

		カテゴリ 4		4.5		2.8		5
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大塚倉庫株式会社（従業員数：389名 物流業）

・WLB講演、トップ対談を実施
・部署ごとに最終退室者が時間を入力､翌朝イントラの「最終退出表」に表示！
・複数担当制、繁忙期指数に応じ部署を超えた応援により休みやすい体制に。
・自社へ集荷に来る配送会社の労働時間削減の仕組みを実現

(朝9時に積込みのため前日夜から列を作って車中で寝ていたドライバーに、
トラックヤード予約制を導入､スマホから予約し帰宅して睡眠を取れるよう改善)

３ヶ月後導入前

（時間）

2.2時間

1.0時間
23%

42%

物量24%up

10日以上有給取得率推移

物量24%増加にも関わらず10日以上有給取得率42％（20%増
加!)ドライバーの待ち時間 最大1.2時間削減（65%削減！）

11

11
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２：郵便局の働き方改革事例をご紹介
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日本郵便(株)における働き方改革の取組み
13

2016年度 2017年度 2018年度
事務局の育成・スキルアップ
(外部講座の受講)

全支社での担当者育成
(社内講座を企画・実施)

トップのメッセージ発信

モデル局での取組み
(外部コンサルタントの活用/
自主展開)
＜第一期＞ 関東：3局
＜第二期＞ 近畿：2局

東北：3局

＜東北支社管内での
自主展開＞ 東北：6局

＜第一期＞

人材研修育成室
2名が受講

ダイバーシティ推進室
2名が受講

ダイバーシティ推進室、
モデル局の総務・人事課計3名が受講

＜取組み内容・実施スケジュール＞

＜第二期＞ 後半からはダイバ―
シティ推進室
事務局が主導

＜東北支社管内での
自主展開＞

＜モデル局＞

●エリアマネジメント局（小規模局）
ー１期目： 川崎大師
ー２期目： 利府

●単独マネジメント局（大規模局）
ー１期目： 豊島・青葉
ー２期目： 仙台中央・福島中央・生野・泉南
―東北自主展開： 青森中央局、盛岡北局、仙台北局、秋田中央局、山形南局、会津若松局

http://www.work-life-b.com/
http://www.work-life-b.com/
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【本社･支社の統一取組】
①８時間集中ＤＡＹ
② スマート会議
③ フレンドリーブック
(写真付プロフィール名簿を全社員で
共有)

＜本社での例＞

日本郵便株式会社 （東京都・従業員数：193,910名 陸運業)

・2017年3局（関東）、2018年５局（東北・近畿）をモデル局
として取り組みを実施
・各支社のキーパーソンが「仕事の仕方見直し講師養成研修」を
受講。各支社で取り組みを進めることのできる基盤を整備
【川崎大師郵便局】
・整理整頓に取り組み、倉庫を商談スペースに変更。プライベー
トな話をきけて、1週間で年間売上目標の15.5％の保険の成約。
・局内のレイアウトを見直し、郵便窓口を２窓から３窓に増加。
移動時間と作業効率がUP！2018年２月期は郵便の期間雇用社員
の超勤はほぼ０に！

【利府郵便局】
・ガン保険の営業成績向上を目指し、勉強会等を実施！
2017年4-8月と2018年4月-8月の比較で、
業務事故6件⇒0件・超勤を11%削減にしながら、
がん保険実績は72,044円⇒412,515円・572.6%UP！
物販は121.6%UP！かんぽ実績は129.7%UP！

【豊島郵便局】
・指示待ち文化から、自ら問題発見・解決策を考案するように変
化！
「自分たちでテーマを考えることが普段の仕事にはない。指示待ち文化だった。（この
取り組みを通じて）やれと言われてやることが、いかに楽であったかがわかった。（本
来自ら発想し）やりたいことをやらせてもらえるなそんないいことはない、と思えるよ
うになった」（リーダーのインタビューより一部抜粋・編集）

■ 社員一人あたり （超勤時間）
2016年 2017年

▲64時間

約▲93,300時間

2016年 2017年

22％減

■ 全体 （超勤時間）
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３：郵便局組織の働き方の特徴と難しさ
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法律等による制約
• 拠点の多さ（法的制約：随時かつ簡易な差出し方法として、ポストを各市
町村等内に満遍なく設置 ポスト18万本 2万局）

• 共働き世帯の増加による不在。（法的制約：3日以内に配達）
• 土曜日も稼働（法的制約：一週間につき六日以上郵便物を配達 休日出
勤分のコストを料金に乗せられない）残業代のつかない管理職が土日出勤多
数になる。だから若手は管理職になりたがらなくなる悪循環

• 本社決裁スピードの遅さ（2万局一斉平等が求められ、莫大なコストに
なるので結果決裁できない｡PC.POS.タブレット．車両不足）（全国に差の
ないように？）
– 大規模局ほど指示待ち文化だった（豊島・福島中央・仙台中央）
– 小規模局は成果が出やすい（利府・川崎大師）

• 異動が多い（ノウハウが属人化、かつ2～3年で異動とともに消失する）
• 有給休暇を計画通りに取っていない（計画年休はたてるものの3月に
シワ寄せ。3月の決算期に人手不足に。また前々年度発給の未消化年休は5
月以降の付与となっており、4月に消化しようとしてもできない）

16

外的要因が多いので、自分達では変えられないと思考停止
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そのほかの問題
• 研修が多すぎる
本社・支社・エリア等がそれぞれ研修を企画
（不祥事や、売り上げ不振のたびに増え、さらなる業務圧迫）
研修数の上限が決まっていない・日程通知が遅い

• 商材が多すぎる
（はがき多数・切手多数・保険・荷物・お中元）カウンター周りは
ハウルの動く城状態

• 車両管理がアナログすぎる （どの車両が何時に戻るか、積み荷が入
り切るかの把握できず、連携が取れないので車両不足。効率的に配達にまわ
れない。）

• 共働き夫婦は郵便局との接点がないので、青壮年層との接点が
減る一方（そこにゆうちょ・かんぽの商品販売を委託され、ノルマを課さ
れても、新規のいない中で高齢者に繰返し販売することになる。達成できず
、訪問回数が増加し、生産性低下）

17
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４：取組み提言
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法律を改正せずとも、改革できること
１：再配達を減らす取組みの強化
売上だけをKPIにするのではなく、“再配達を不要にするための交渉をどれだけ実施し

たか”等をKPIにする等。（大阪・泉南局では指定場所配達を働きかけ）

２：研修を集約し、開催回数の上限を決める。日程は年度初めに通知。
現在、本社・支社・エリアなどがそれぞれ研修を企画し、かつ急な出席を求めている。

研修自体が突発業務のようになっている状況を改善する

３：支社により決裁権を持たせる 全国一律での導入に発展してしまうことを恐れ、
支社の要望に対して、本社の決裁等が滞っている。支社に権限を渡すことでスピー
ディーな意思決定ができ、地域性がでる。指示待ち文化を変え、地方ごとの特色を出す。

４：整理整頓と多すぎる商材の選別
商材は選別し、販促ポスター等はPOSレジからオンデマンド発注できるようにするこ

とで、その店の特性と客層にあわせた販促物が適量とどくようになる。
（多くの企業では、販促物は店が自発的に発注するしくみになっている）

５：郵便・ゆうちょ・かんぽのデジタル戦略一元化
共働き夫婦はスマホの中ですべて完結したい。再配達用のLINE(ぽすくま）は、共働き
夫婦によく使われている。小学校の給食費の引き落としで学校からゆうちょ口座を指定
されるのが初接点となる。ここで3社がアプローチできるアプリを入れることで、青壮
年層にゆうちょ・かんぽの商品サービスを連携営業出来る。忙しい時に訪問されたり、
窓口でゆっくり説明されるよりも、企業イメージもあがる。

19
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５：まとめ 郵便局における働き方改革の意義
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国民のためにも
21

・20万人企業である日本郵便(株)が働き方改革をすることは、国民への
大きなメッセージとなる。

郵便局は最も国民に身近な存在である。

地方の中小企業ではとくに、「働き方改革をすると、サービスレベルが
落ちる、売上を諦める」という話題になりがちだが、トライアルで取り組
んだ局ではむしろ「喜ばれる価値を増やしながら、売上増」を実現した。

こうした取り組みを組織全体に広げ、我が国の代表的な事例となるよう
に頑張っていただきたい。

働き方改革で魅力的な組織にしなければ、今後ますます職員が確保
できなくなる。そうなればユニバーサルサービスを履行できなくなる。

これは国民にとっても大きな損失である。そのようなことにならないよ
うに、働き方改革しているのだということを発信・宣言してほしい。

民間企業と違って、障壁となる点に、法律による制約がある。少ない
人員で機動的に成果をだすために、障壁となる法律があるならば、今
後前向きに改正の検討を進めていただきたい。
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