
アンケート実施期間：2022年12月1日(木)～2023年1月27日(金)

取組結果アンケートの集計結果について

「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2022」に御賛同いただいた企業・団体・事業所の皆様を対象に、取
組等に関するアンケートを実施いたしました。結果を以下のとおりとりまとめましたので是非、ご覧ください。

（業種） （回答者数）

建設業 71

製造業 61

情報通信業 18

卸売業・小売業 21

金融業・保険業 17

生活関連サービス業・娯楽業 7

医療・福祉 20

公務 26

その他 63

合計 304

○業種内訳

（全従業員） （回答者数）

5人以下 12

6～20人以下 60

21～50人以下 48

51～100人以下 43

101～300人以下 49

300人を超える 92

合計 304

○従業員数内訳

※グラフの単位は「事業所」になります。
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「あいちワーク・ライフ・バラン

ス推進運動2022」のWEBサイトを見

た

インターネット広告を見た

LINE広告を見た

その他

Q1.運動を何で知りましたか

(複数回答)

労働団体、経済団体、業界団体
から情報提供（広報誌、ホーム
ページ、メール等）を受けた
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業務の効率化・生産性の

向上のため
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管理職や従業員の意識改革を
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Q2.この運動への賛同理由は何ですか

(複数回答)

県や市町村から情報提供
（広報誌、ホームページ、

メール等）を受けた
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Q3 .賛同した取組を現在までにどの程度
実施しましたか

Q5 .賛同した効果をどう感じていますか

全て実施した

17%

概ね実施した

63%

少しは実施した

19%

実施できていない

1%
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時間外労働の削減に
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「新しい生活様式」を踏まえた

職場環境整備に取り組みます

メンタルヘルス対策に

取り組みます

管理職や従業員の意識改革に

取り組みます

育児、介護、病気や不妊治療との
両立支援や離職した人の復帰支援
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大いに効果があった
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68%
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Q4 .賛同項目の中で、今後重視していきたい
項目はありますか (複数回答 )
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Q6 .どのような効果がありましたか
(複数回答 )

イクボス（部下のワーク・ライフ
・バランスを支援する上司）が

増えた
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Q1 2.推進運動終了後も継続して同様の
取組を実施する計画はありますか
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Q7.賛同した取組で実施が困難だったもの、もしくは
思うように効果が得られなかったものが
ありましたら、教えてください (複数回答)
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Q10.サイトに掲載している社内活用グッズについて
活用したものを教えてください（複数回答）
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現場仕事が主なので現場が遠いと時間外労働になりやすい。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

育児休暇取得の実現がスケジュール上、困難な場合があると感じた。
多様な働き方ではなかなか意識の改革が難しく、従来の働き方からの変革が困難であると感じた。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

採用難と人材不足により、時間外労働の削減が難しい。
【業種：建設業 全従業員数：～50人以下】

建設現場については土曜日休みもまだ少なく、工期までにとなると残業等しなくてはならない事が
多々ある。元請から改善されたらいいと思う。
【業種：建設業 全従業員数：～50人以下】

従業員に対して周知が徹底されなかった。
賛同した取組を実施した場合に生じる業務への影響についての心配が取り除けていない。
【業種：建設業 全従業員数：～100人以下】

コロナ禍でのコミュニケーション不足。
【業種：製造業 全従業員数：5人以下】

従業員の平均年齢が高く、意識改革が思うように進まない。
テレワークの導入を考えているが、資金面とセキュリティ対策が思うように進まない。
【業種：製造業 全従業員数：～20人以下】

部品調達が困難となり、入手後に短納期で対応を行う必要があり、短期間での残業・休日出勤が増
加したため。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

一人ひとりのメンタルヘルスケアは個人情報の共有範囲が不明確になるため難しいと感じた。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

客先指示での生産となるため、自社でのコントロールがしづらい。
【業種：製造業 全従業員数：～300人以下】

ポスターの掲示等だけでは、なかなか社員が興味を持ってくれない。
【業種：製造業 全従業員数：～300人以下】

時間外労働削減は業務量等に左右されるため、業務の効率化や生産性向上と絡め中長期的に取り組
む必要がある。
【業種：製造業 全従業員数：300人を超える】

製造業のため現場作業が多く、デスクワークも半分は現地現場対応のため、テレワークを進めるこ
とが困難であった。また、コロナ禍で売り上げが減少しているため実施するためのコストが十分か
けられなかった。
【業種：製造業 全従業員数：300人を超える】

意識が変わっても働き方や仕事量にあまり変化がないため、管理職の長時間労働はあまり減らな
かった。
【業種：製造業 全従業員数：300人を超える】

Q8. Q7で回答いただいた内容について、考えられる原因を
教えてください



従業員が抱える問題点が、多岐にわたり、就業規則などの標準化に時間がかかっている。
【業種：情報通信業 全従業員数：～20人以下】

お客様要望による業務運営を行っており、お客様先に常駐する機会が多いため、自身のみ定時退社
とはならない環境下にある。
【業種：情報通信業 全従業員数：～300人以下】

業務量の増加に対し、人材が不足していたため。
【業種：情報通信業 全従業員数：～300人以下】

コロナ禍における働き方として、在宅勤務の整備も行っているものの、依然働き方そのものを転換
しない限り、逆に効率が悪い。定着にはまだまだ時間がかかりそう。
【業種：卸売業・小売業 全従業員数：～20人以下】

仕事の進め方については本人の裁量に任されており、専門的業務が多く、ワークシェアしづらい。
結果、特定の者に業務負担が集中し超過勤務が増大している。業務の簡素化、その業務をこなすこ
とができる人材の育成、上司が業務内容・進捗状況をしっかり把握し業務を管理する必要があると
感じた。
【業種：卸売業・小売業 全従業員数：～50人以下】

在宅勤務を取り入れたかったが、情報漏洩やサイバーリスクの対策を考えると採用出来なかった。
また、自宅の光熱費の上昇を心配する声もあった。
【業種：金融業・保険業 全従業員数：～20人以下】

業務量が平準化されておらず、偏りがあるため。
【業種：金融業・保険業 全従業員数：300人を超える】

現在のサービス提供時間では、毎日30分の時間外労働が発生しているため、サービス内容を再考し、
定時退社できるように取り組んでいきたいと思っている。
【業種：医療・福祉 全従業員数：～20人以下】

代わりが利かない部署・職種もあり、年次有給休暇の取得しやすさに差があるため。
【業種：医療・福祉 全従業員数：～100人以下】

社内外に運動、取組の内容が浸透していないと感じた。
【業種：その他（広告業） 全従業員数：～100人以下】

人員が不足しているため。また、会議や打合せの回数が多いため。
【業種：その他（教育・学習支援業） 全従業員数：～100人以下】

管理職教育で実施すべき課題が多いため。それらの整理や優先順位をつけることなどに先ずは取り
掛からなければならない。
【業種：その他（港湾運送事業） 全従業員数：～300人以下】

それぞれが忙しく様々な価値観が集うため、納得のいくところまで話し合えていない。
【業種：その他（建設機械レンタル業） 全従業員数：～300人以下】

すぐに効果がえられるものではないと感じている。地道に毎年取り組んでいきたい。
【業種：その他 全従業員数：300人を超える】

現場がお客様に合わせて残業をしていたり、有休がとりにくい中で、どうしても本部社員も定時退
社をしたり有休取得をすることを遠慮してしまっている。
【業種：その他（教育） 全従業員数：300人を超える】



空気清浄機で事務所の換気、アルコール消毒、手洗いうがいを徹底している。
アクリルパーテーションを設置し、飛沫防止対策に取り組んでいる。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

就業時間や有休取得日数、残日数などをアプリを活用して本人がすぐ確認できるようにした。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

TV会議用背景画像の活用は反響が大きかった。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

有休を取得しやすくするため、声掛けをした。
病院等に行きやすくするため、ミーティング等で全員で予定を把握し、協力し合った。
【業種：建設業 全従業員数：～50人以下】

社内ツール（プラットホーム）を活用し、情報の共有、出先からの対応が出来る環境を構築した。
【業種：建設業 全従業員数：～100人以下】

7月～9月の間で連続3日間以上の有給休暇取得を推奨した。また、有給休暇取得奨励日を設定した。
【業種：建設業 全従業員数：300人を超える】

年間業務量を可視化し、閑散期には定時退社・残業削減を啓蒙した。
【業種：製造業 全従業員数：～50人以下】

コロナ禍において生産量の減少から休業することを余儀なくされているが、不公平感を少なくする
ため一部のみの休業を抑制し、多能工化で仕事を均等に分配し、出来る限り全体で休業取得するよ
うにしている。
【業種：製造業 全従業員数：～50人以下】

コロナ禍における感染防止のため、昼食時間を分散化し、社内ミーティング等は最小人数・中止対
応を行い密防止を図っている。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

会社から社内通知、面談を実施したことで、男性従業員の1ヶ月の育児休暇取得があった。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

テレワーク、席の配置変え、サテライトデスク設置等で感染拡大予防効果があった。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

在宅勤務中の勤務中断を可能にし、育児や介護に対応できるようにした。
【業種：製造業 全従業員数：300人を超える】

実施日の週に、ノー残業デーを周知する掲示を行った。
【業種：情報通信業 全従業員数：～50人以下】

コロナ禍で取り入れた、在宅勤務制度や時差出勤制度により、感染予防以外にも働き方の幅が広
がった。
【業種：情報通信業 全従業員数：～100人以下】

業務管理の効率化、業務の分散、業務のダブルチェック体制の採用等で、就業時間の短縮につな
がった。
【業種：金融業・保険業 全従業員数：～20人以下】

Q13. 現在までに実施された取組で特に効果が見られたもの、または
コロナ禍において工夫した取組がございましたら教えてください



コロナ禍において多様な働き方が増加した。在宅勤務やWebミーティング・面談の定着に始まり、
資料のペーパーレス化、固定電話廃止など、業務効率化に資する取組が増えた。
【業種：金融業・保険業 全従業員数：300人を超える】

自分の業務が終わり次第、帰宅できる仕組みをつくった。
紙ベースでの申請をやめ、スマホ又はパソコンから気軽に申請できるように変更した。
【業種：生活関連サービス業・娯楽業 全従業員数：～20人以下】

幼稚園、保育園に入園前の子育て中のテレワーク。子連れ出勤。
【業種：医療・福祉 全従業員数：～20人以下】

Zoom会議やテレワーク、フレックス出勤を実施することにより、時間的・心理的・身体的に働き方
に余裕ができた。
【業種：医療・福祉 全従業員数：300人を超える】

働き方改革の一環として仕事納め式と仕事始め式を取りやめたことにより、年末年始の休暇に合わ
せた有給休暇の取得促進につながった。また、式の代わりに新年の挨拶を動画配信したことで、業
務の都合で式に参加できていなかった職員も、業務の空き時間に視聴が可能になり、職員の業務へ
の意欲向上につながった。
【業種：公務 全従業員数：300人を超える】

遠方へ赴く会議について、関係他企業の協力もありリモート開催が多くなり、今まで移動にとられ
ていた時間を他の業務に割り当てることができた。また、事務所内ネットワークの強化により事務
効率が改善された。
【業種：その他（地域経済団体） 全従業員数：～20人以下】

年に二回の禁煙手当により禁煙者が増加した。
コロナワクチン接種の特別休暇を設けたことにより、コロナワクチン接種率100％となった。
【業種：その他（土木建設サービス業） 全従業員数：～20人以下】

個人毎の残業時間・年休取得状況の可視化と毎月の経営会議でのフォローを行った。
個人毎のスキル一覧表の作成と人材育成マップによる計画的資格取得を行った。
【業種：その他（安全衛生健康に関するサービス業） 全従業員数：～50人以下】

コミュニケーションツールを導入したことで、非対面であっても社員同士のコミュニケーションが
取りやすい環境を整えることができた。
【業種：その他（広告業） 全従業員数：～100人以下】

コロナ禍において多くの社員が感染の不安を覚える中で、テレワーク勤務の制度を新たに規定し、
今では日々一定数の社員がテレワーク勤務をしている。元々あったフレックスタイム制度、在宅勤
務制度、時短・日短勤務制度を利用する社員も増え、今ではかなり多様な働き方の実現ができてい
る。多様な働き方が選択できるようになった結果、育児・介護・不妊治療を理由に離職する社員は
０になり、離職率そのものも低下した。
【業種：その他（広告業） 全従業員数：～100人以下】

ノー残業デーの呼びかけを続けることで、定着し、定時退社の習慣がついたと思う。今後も継続し
ていきたい。
【業種：その他（土地改良事業の指導と援助） 全従業員数：～300人以下】

時間外をする際、申請が必要となる時間を30分前倒しした結果、長時間労働の削減に繋がった。
【業種：その他（港湾運送事業） 全従業員数：～300人以下】

営業スタッフの直行・直帰。
【業種：その他 全従業員数：300人を超える】



Q14.運動に参加した感想、今後実施していきたい取組、その他ご意見、
ご要望等をお聞かせください

取組に参加することで、改善を意識できるので良かった。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

その人なりの背景によって、より望ましい働き方ができるよう社内でも考えていきたい。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

活用グッズを利用することで、みなが意識をし、取組がしやすくなると思った。
意識改革からのスタートなので、今後もグッズを活用しながらまずは支店から、その後、支店から
全国へ発信できたらと思う。
【業種：建設業 全従業員数：～20人以下】

女性職員が少ないため、今後次世代の方にも入社していただけるよう、働きかけていきたい。
【業種：建設業 全従業員数：～50人以下】

効果があった取組やまだまだの取組、難しい課題もあるが今後も取り組んでいきたいと思う。
【業種：建設業 全従業員数：～100人以下】

取り組んでいる施策を視える化したことで、従業員の参加意識が高まったと思う。
【業種：建設業 全従業員数：～100人以下】

普段の生活を充実させるために仕事があることを当たり前に感じることの出来る職場を目指す。
【業種：建設業 全従業員数：300人を超える】

会議での管理職からの声掛けにより有給休暇の取得を推進した。取得率の増加につながったため、
今後も継続して対応を進める。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

当社のワーク・ライフ・バランス取組の主旨について、更に従業員の意識に浸透するよう社内活動
を進める。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

他社で、金曜日に仕事を依頼しない、仕事の期限を月曜日に設定しないという取組を実施しており、
このような取組も広まるとよいと思った。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

卓上スタンドは周囲に意思表示をするツールとして有効であった。
【業種：製造業 全従業員数：～100人以下】

今後もワーク・ライフ・バランスを推進し、魅力ある企業を目指す。
【業種：製造業 全従業員数：300人を超える】

育児・介護制度の充実、不妊治療について取り組んでいきたい。
【業種：製造業 全従業員数：300人を超える】

社内にも社外にも取組内容がアピールすることができるため、企業ブランド向上にも役立てている。
【業種：情報通信業 全従業員数：～100人以下】

時間外労働の削減がまだ実現できていない部分があるので強化していきたい。
【業種：情報通信業 全従業員数：～300人以下】

デジタル化を進めて、さらに業務の効率化を進めたい。
【業種：金融業・保険業 全従業員数：～20人以下】



引き続き、有給休暇取得の促進と従業員の働きやすい職場環境整備に努める。
【業種：金融業・保険業 全従業員数：300人を超える】

スタッフが働きやすい職場を作るためには、今回賛同した以外の項目についても意識して取り組む
ことが必要と考えている。賛同するだけでは意味がなく、スタッフへの周知を繰り返し、意識づけ
していく必要があると思う。
【業種：医療・福祉 全従業員数：～100人以下】

働き方改革は以前から進めていた取組だが、運動に参加することでより促進されたと思う。今後も
運動に参加していきたいと思う。
【業種：公務 全従業員数：300人を超える】

現在、職員に対しての周知等の取組ができていないので、今後は積極的に取り組んでいきたい。
【業種：その他 全従業員数：～20人以下】

今回参加し、常日頃から取り組んでいることも、「より意識する」ことによって更に大きな改善に
繋がることが分かった。今後も常に意識することを心がけていけば効果的な取組になると思う。
【業種：その他（地域経済団体） 全従業員数：～20人以下】

健康の大切さと効率の良い業務の進め方について改めて考える良い機会になった。
【業種：その他 全従業員数：～20人以下】

対象は管理者・社員だけでなく、トップマネジメントを含める必要があると考える。管理者・社員
だけで行っても変わらないと思う。
【業種：その他 全従業員数：～20人以下】

社内の雰囲気を変えていくきっかけづくりには効果があったと思う。
管理者・従業員の意識改革のためには「コーチング」などの社外教育を受講させ、知識を習得する
ことと、他社の取組を直接学ぶことが効果的かと思われる。
【業種：その他（安全衛生健康に関するサービス業） 全従業員数：～50人以下】

この運動を知らない人も多く、特に若い方の知名度がもう少し上がると良いと思う。
【業種：その他（広告業） 全従業員数：～100人以下】

賛同するだけでなく、取組に対して一定値の実績が出来た際に認定等もらえると、会社としてもイ
メージアップに繋がるし、より社員のモチベーションが上がると思う。
【業種：その他（広告業） 全従業員数：～100人以下】

※ Q8,13,14についてはご回答いただいた意見の一部を紹介しております（表現の統一のため、一部
変更しているものがあります）。ご協力、誠にありがとうございました。
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