
ちょっとだけヒント
～生産性向上取組事例等の紹介～

秋田労働局 雇用環境・均等室



生産性向上の取り組み 好事例
～ 厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイトより ～

(https://work-holiday.mhlw.go.jp/)
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セラテックジャパン株式会社（長野県：製造業）

○「ミニカンパニー制」による全員参加型経営
・工程やセクションごとの「チーム（ミニカンパニー）」９チームによる独立
採算性の活動

・チームリーダーを中心にメンバー全員で協力し合い、チームの目標達成・採
算性向上を追求

・時間当たりの生産性・採算性が向上すると、昇給・賞与にも反映する仕組み

○定例会議の時間短縮 ：１時間→「３０分」に短縮、会議資料はグループウェ
アで事前に確認することで、ルーチン化していた挨拶や発表は廃止。

エムケー精工株式会社（長野県：製造業）

①「集中タイム」の導入（研究開発部門）：机の前のオレンジ色の札を掲げて
特定の時間帯の話しかけや電話の取り次ぎ等を原則禁止

②出社予定時刻・退社予定時刻の情報共有：出勤時に当日の退社予定時刻を記
入、退社時に翌日の出社予定時刻を指定のホワイトボードに記入

③「立ちミーティング」の導入（生活事業部門）：短時間で効率的な会議のた
めに実施
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株式会社竹内製作所（長野県：製造業）

①業務改善制度の活用：個人又はグループの提案、採用にそれぞれ報奨金を支給
②重筋作業の負荷軽減や職場環境改善策による多様な人材の活躍

重量物の搬送や手作業の自動化、空調設備や自動ラインの新規設備投資により
中高齢社員と女性社員の負荷軽減が実現。製造現場での女性社員が倍増。さら
に女性が活躍できる職場環境整備を推進中。

③社内ポータルサイト活用による業務効率化
④育児中の社員の柔軟な勤務対応：時間短縮勤務シフトを7パターン設定

サントリーホールディングス株式会社（東京都：製造業）

○労働生産性向上の具体策として、「会議ダイエット」「資料ダイエット」「集
中タイム」を実施

・会議ダイエット
会議の内容を見直し、目的が不明確、必要以上に長時間、必要以上の出席者の
会議を削減・廃止する

・資料ダイエット
資料の内容を見直し、目的が不明確なものは廃止、過剰な枚数・装飾をやめる

・集中タイム
電話・メールなどを遮断して業務に集中する時間を作ることで業務効率をあげる
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小浜信用金庫（福井県：金融業）

○多能工の育成
・安心して休める環境づくりのため、各部店でジョブローテーション等を行い、

お互いの業務をカバーできる体制の整備に取り組んでいる。
○営業店事務の省力化、本部への集中化
・営業店で行っていた業務の一部（全店の口座振替依頼書、印鑑登録、諸届関
係等）を本部で処理し、ファイリングし、システム化することによって、余
裕ができた時間を営業推進等の時間に充てている。

アシザワ・ファインテック株式会社（千葉県：製造業）

・社員を含めたプロジェクト・チームによる検討会を毎月開催し、社員の満足
度向上や生産性向上のために何をしたらいいのか検討している。

・担当者１名しか業務ができないということがないように仕事の洗い出しを行
い、全ての業務に手順書を作成している。また、部署内での連携を図ってい
る。

・社員を若いうちからいろいろな部署に異動させて、多くの経験を積ませてい
る。また、マイスター認定制度の創設等により社員の技能向上を促進し、各
部署間での連携・サポート体制を強化している。
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株式会社下部ホテル（山梨県：宿泊業）

・人材のマルチ・タスク化
従来までは、従業員は各部門の専門職（スペシャリスト）であったが、業務

の繁閑については、総務部門、接客部門、総務部門等の各部門によって異なる
ことを踏まえ、従業員が所属する部門以外の業務も習熟させることで、各部門
が忙しい場合は、事前に応援の依頼を各部門に指示し、比較的手の空いている
従業員がヘルプに入れるように工夫している。

この結果、いわゆる「手待ち時間」等の生産性の低い時間を削減することで、
所定外労働時間の削減が可能となった。

・休日の確保を前提としたシフト化について
従業員の休日の確保を徹底するため、１ヶ月のシフトを組む際に、従業員か

ら休日の希望日を申請させ、実際の業務量と調整しながら出勤日を決定してい
る。この結果、与えられた人員で業務を回すことで所定外労働時間の削減にも
つながった。

・業務の分業化について
朝と夜の業務を分業化し交代制の勤務を導入することで、所定外労働時間削

減を行った。
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株式会社バンテック（神奈川県：総合物流業）

・時間管理活動（ＴＤＭ：タイム デザイン マネジメント）を展開し、部署の業
務を個人の時間当たりの単位に細分化し、それぞれの業務をどのくらいの所要
時間でこなすのか各自が計画を立て、その実績を記録していく。そして、定期
的（週1回,月２回など）に、上司と部下の１対１の面談（ワンオンワン）によ
り検証を行う。計画と実績に差が生じた場合はその原因を分析し、上司部下間
で活動の修正や対策について話し合い合意する。このワンオンワンにより、コ
ミュニケーションが活性化し、双方の成長が期待できる。なお、現場では紙
ベースで上司と部下との時間管理を実施。

コネクシオ株式会社（東京都：小売業）

・業務改善の好事例を発表、共有する「働き方改善大会」の開催
2012（平成24）年の合併による従業員規模の倍増を受け、出身母体の異なる
従業員の一体感醸成や生産性向上等を目的として、2013（平成25）年から業
務改善の好事例を発表する「働き方改善大会」を開催している。
この大会では、各ショップの代表者が日々の業務の中で取り組んでいる改善事
例を発表し、優れた好事例については社長や役員から表彰を受ける。毎年、全
国各地のショップから創意工夫をこらした多数の発表があり、好事例の全社的
な共有につながるとともに、従業員のモチベーション向上にも寄与している。
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株式会社日本ピーエス（福井県：建設業）

○壁のないオフィスによる業務の見える化
・パーティションを廃し、全てのミーティングスペースをガラス張りとした。
・業務の可視化を行い、グループ間のコミュニケーションを促進する。
・見る・見られることによる「ムリ・ムダ・ムラ」のある業務や会議を削減する。

○時間外労働時間や休暇取得日数の見える化
・本社、支店、現場事務所、営業所の労働時間が、労務管理システム、時間管理
システムを導入したことにより、リアルタイムに把握できる。

・各部署において、月の時間外労働時間（30時間内）と年次有給休暇取得（月１
日）の目標を行動計画に掲げ、毎月進捗状況を把握する。

○会議費用【人件費】の見える化
・ムダな会議や会議運営のムダの削減を目指し、会議７カ条（会議の始まりに会
議の目的を確認する等）の作成や「会議に参加した人数」、「管理職・一般職
の時間単価」に「会議時間数」を乗じて、会議費用（人件費）の見える化を行
い、原価意識の向上を図っている。
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株式会社インフォテクノ朝日（東京都：情報通信業）

・毎朝夕、各従業員のタスクについてメール（朝メール・夕メール）のやりとり
をするなどの手法により、管理職は所属の従業員のタスクを把握・共有し、必
要に応じ迅速にサポートできるような環境を整備することとした。また、一般
従業員は時間を意識した作業計画を作成・実践し、事後の振り返りまでを一連
の流れで行うことで、セルフマネジメント力の養成を図るようにしている。

・労働生産性の向上に資する特長的な取組の一つとして、「リワーク量」の見え
る化を行っている。 上流工程において顧客との擦り合わせが不十分であったこ
と等によって生じるリワーク（手戻り）を可能な限り減少させるため、生じた

「リワーク量」を見える化し、毎月、各部署の所属長に対し、「リワーク率」
の情報を提供している。これにより、リワークの発生原因を分析し、上流工程
における顧客とのコミュニケーションの質を向上させている。

・労働生産性の向上の一環として、社内や親会社との会議の効率化についても、
力を入れている。 決められた時間内で結論を得ることを参加者に意識付けする
ため、あらかじめタイマーに制限時間（原則１時間以内）を設定した上で会議
を行うこととしている。また、会議そのものの削減や参加者の厳選、各種ルー
ルの設定（定刻５分前に集合、定刻に開始、定刻５分前に終了しようという

「５０５ミーティング」など）などに取り組んでいる。さらに、一定の職位にあ
る従業員を対象として、会議の司会や進行を円滑に進めるために必要なファシ
リテーションに関する研修を実施している。
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これらのほかにも、各自の業務に集中して取り組むため、午前９時から10時ま
での間は社内電話を差し控えることにしたり、時差勤務（早朝勤務）制度の導入
などにより労働生産性の向上を進めている。

AGCアメニテック株式会社（東京都：情報通信業）

～無駄な資料は作らず、既存のものを活用～
時間外労働を削減しつつ成果を上げていくためには労働生産性の向上が不可欠

であり、同社ではその一環として「無駄な資料は作らない」こと等に重点を置い
ている。
例えば、会議で方針決定の際に必要となるような各種データについても、社内

の共有フォルダに置いたファイルに日々直接入力し、会議ではそれを参照するよ
うにして、会議のために新たな資料を作らずとも済むようにしている。
また、従来は紙に出力していた経理関係の帳票等についても可能な限り電子化

を進めるとともに、業務で使用している各種ソフトウェアの機能を最大限に活用
し、ソフトウェアで出力可能なデータはそれをそのまま利用することで、数字の
転記等の作業を極力削減している。
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アクセンチュア株式会社（東京都：総合コンサルティング業）

・四半期ごとに全社員に自身の働き方に関するアンケート調査を実施して、業務
の効率化や働き方の改善に向けた取組状況を部署別に把握。課題を見える化し、
対策を打っている

・生産性の高い社員により報いるために、時間ではなく成果に基づく報酬制度を
拡大。

・生産性向上に繋がるツールやコツを全社で共有する“PRIDE Tool Box”の開設

・生産性向上の具体事例を月替わりのシリーズ読み物「挑戦者たち」として社内
ポータルと全社メールで展開



Ｓ社の事例
• 月1回のノー残業デーに残業をする人は「恥ずかしいマント」を着用

「残業は恥ずかしいこと」という意識づけを図っている

• 月１回 部署ごとに「カエル会議」を実施
タイマー会議：発表時間をあらかじめ決めておき時間を計るなど、時間を意識
しながら運営
業務改善：業務の問題点を出し合い、課題を見つけ出し、実行のためのアク
ションプランを策定。 また、夜メールの実績から業務分析を行い、業務分掌
を見直して属人化をなくすなど、中長期的な業務改善を実施

Ｈ社の事例
• あえて「忙しい日」をノー残業デーに設定

他の曜日より忙しく、残業しがちだった曜日をノー残業デーに設定
その日の朝礼では管理職からノー残業デーであることを周知
「残業で業務をこなそう」ではなく「効率的に業務を行う」という意識が根付
き、他の曜日の残業も少なくなっている
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Ｔ社の事例
• 毎日2時間の「がんばるタイム」（集中タイム）を設定

社員同士の会話、上司からの指示、電話の取次ぎ、コピー、コーヒーを
淹れることなど、一切の会話・立ち歩きを禁止
当初は社長自らがホイッスルを持って職場を見回り（現在は総務部）
机をパーテーションで仕切り、仕事への集中を高める等の取組も実施

• ノー残業デーの強制消灯
スイッチ一つで電気が一斉に切れるシステムを150万円かけて導入
ノー残業デーには社長自らが消灯スイッチを押してきた
最初は週1日からはじめ、10年かけて毎日をノー残業デーとした
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～ 集中タイム ～

• 集中タイムの意義
誰にも邪魔されず集中して業務に没頭する時間を設けることで、電話・雑
用・指示・相談…といった業務の効率を下げる「割り込み・雑音」を
排除して生産性の向上を図る

• 集中タイムの効果
仕事のリズムを断絶させず集中して業務に取り組むことで生産性向上
単に作業時間が確保できるだけでなく、集中タイムを意識して会議や電話
などの段取りをする必要があるため、時間管理の能力が向上する

• 集中タイムを効果的に実行するポイント
朝一番に集中タイムの時間帯を設定（確認）し、その前後を中心に
一日の仕事の順序・段取りを組み立てる
集中タイムに行うべき業務の区別を明確にする
集中タイムの時間帯を他の人にもわかるように共有（表示）する
集中タイムに入っている表示をする（旗やカードなど）
周囲の人は、集中タイム中の人は「いない人」（外出中）とみなす
集中タイム中の業務処理時間を測る
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年休をとりやすい職場にするには ～私たちが考えた取り組み～
平成３０年度秋田労働局ワークショップから

キーワード 具体的な取組内容

業務改善
・仕事の割り出し ・段取り、マニュアルの見直し ・IT活用 記録の見直し
・遂行状況の視覚化 ・専門職がやるべき業務かどうかの検討 ・異動

チームワーク
・コミュニケーションで職場の和 ・声なき人の悩みを聞く ・明確な目標の設定
・シフト表は皆が見れるようにし、休みをカバーできるよう心の準備をしていく。

ポジティブ思考
・感謝の気持ちを言葉に ・ありがとうお互い様の精神
・できない理由ではなくどうすればできるかを考える

部門間調整力
・リーダー的な人材を常に育成しながら部門で足りない所へ調整できるように
・部門の長の方の教育 ・他職種の協力が得られるか

感謝
・ありがとう笑顔運動 ・明るく元気なあいさつ ・相手に伝わる行動
・コミュニケーションがとりやすい職場へ

指導力
・シフト作成者に制度を理解してもらい職員へ説明する ・トップの考えを変える
・管理者自らすすんで休みをとりその中でも業務が回る体制作りができる ・金
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～ 生産性向上のために ～

① 見える化

② スキルアップ

③ 平準化

④ 自動化

⑤ 健康管理
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生産性向上とは、

「成果に直結する業務に、限られた時間の中
でいかに時間をかけることができるか」

業務の効率化だけでなく、どの業務に焦点
を当てるかという選択も必要

そのためには・・・
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組織の成功循環モデル・その１

グッドサイクル
①お互いに信頼、尊重し、一緒に考える
（関係の質）
②気づきがあり、面白い（思考の質）
③自分で考え、自発的に行動する（行動の質）
④成果が得られる（結果の質）
①更に信頼関係が高まる（関係の質）

マサチューセッツ工科大学 ダニエル・キム教授提唱

①関係の質

②思考の質

③行動の質

④結果の質
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組織の成功循環モデル・その２
マサチューセッツ工科大学 ダニエル・キム教授提唱

バッドサイクル
①成果が上がらない（結果の質）
②対立、押し付け、命令（関係の質）
③面白くない、受け身になる（思考の質）
④自発的に行動しない（行動の質）
②関係が悪化する（関係の質）

①結果の質

②関係の質

③思考の質

④行動の質


