
 

 
 

未来の働き方トライアル 2016 
#03 Work Shorter -決めた時間に帰る- 

トライアル参加者における効果測定結果 
 
2016 年 3 月 14 日（月）~ 4 月 30 日（土）に実施した在宅勤務トライアル、7 月 1 日（金）~ 31 日（日）に実施し

た会議効率化トライアルに続き、今回のトライアルでは、Work Shorter -決めた時間に帰る- のテーマのもと、計 28 
の企業・団体とともに、退社時間計画トライアルを実施した。効率的な労働時間の短縮へ向け、各社はモデル部署に

おいて、週の実施頻度と目標退社時間を設定・周知し、入力ルールをあらかじめ設定してスケジューラーを活用し、

1 か月間の取組みを行った。トライアルの効果検証を目的として、以下 [測定] トライアル参加者調査 を実施し、そ

の結果を分析した。 
 
[取組] 目標退社時間の設定と、スケジューラーへの入力・共有 

1. モデル部署で、目標帰宅時間のタイプ（A/B/C）、一週間の実施回数（週 3-5 回）を設定する 
A. モデル部署一律で、会社の退社時間（定時）を設定する 
B. モデル部署一律で、モデル部署で決めた目標退社時間を設定する 
C. 個人で、目標退社時間を設定する 

2. 参加者は会社で導入しているスケジューラーツールを使用し、日々の予定を入力する 
3. 入力ルールをモデル部署ごとに設定し、周知する 

 
[測定] トライアル参加者調査 
モデル部署でトライアルに参加した社員の働き方や時間管理に対する姿勢等の変化を把握するため、トライ

アル実施前と実施後に個人アンケート調査を実施した。事前・事後共にアンケートに協力し、トライアル期

間中にスケジューラーを活用し、1 度でも決めた時間に帰った社員のデータを有効回答とした。 
 

調査分析サマリ 
 

1. 取組み成果（全体） 
・スケジューラーへの入力は、事前には打合せや外出など自身の予定を確認するための利用が中心だった

が、事後には作業工程や作業集中時間など、自身の業務をマネジメントするための利用が拡大した。 
・事前事後比較で、平均退社時間の構成比のトップが、事前 19 時台から事後 18 時台に早まった。ま

た、平均在社時間の構成比をみると、取組み後、取組み参加者の全体の在社時間が短縮した。 
・「締切や納期内に業務が終わらない」や「アウトプットや業務品質が低下する」と答えた人は、事後に

いずれの職位でも大幅ダウンし、これらの不安が解消されたことがわかる。 
 

2. 個人の目標達成度による効果の違い 
・設定した目標の達成率による成果の違いをみると、達成率が 「7 割以上」の人は、「7 割未満」の人に

比べて、平均的に早く退社することができ、仕事・生活面での効果を実感しやすいことがわかる。 
・退社時間が少しでも早まった組織に所属する人は、効果を実感しやすく、早く帰りやすい雰囲気の醸成

には個人単位だけでなく、チーム全体で足並みを揃え取組み推進することが重要と考えられる。 
 

3. 個人属性（未既婚）の効果の違い 
・仕事や生活への効果をみると、未婚者と既婚者では異なるが、それぞれに生活への効果を実感できるこ

とがわかった。未婚者は働き方改革に取組む動機がないとみられがちだが、個人の属性で取組みの対象を

限定しないことが重要と考えられる。 
 

4. 目標退社時間タイプによる効果の違い 
・「目標の達成率」はタイプ A が高く「労働時間の柔軟性」に対する満足度はタイプ C と B が高く、

「労働時間」に対する満足度にはタイプ別の差はない。取組みの目標（時間短縮か労働者満足か）や事業

特性（日中対応業務か多様な時間帯対応業務か）に応じた取組みが必要と考えられる。 
・スケジューラー活用状況において「1 日の仕事の優先順位や段取りを考えている」「1 週間や 1 か月で

早く退社する日や休む日に向けて、仕事の予定を調整している」タイプ C が最も高く、主体的なワーク

デザインをしていることがわかる。 
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取り組み成果（全体） 

事前事後 スケジューラーの設定状況　(n=588) 

 

・スケジューラーへの入力は、事前には「打合せ・外出」や「会議」などイベント入力により「自身の予定

を確認する」ための利用が中心だったが、事後には「退社時間」「作業工程」「作業集中時間」「プライ

ベートの予定」がアップし、全体的に自身の業務をマネジメントするためのスケジューラー設定状況が拡大

しているのがわかる。 

 
事前事後 平均退社時間の変化　(n=588) 

 

事前事後 平均在社時間の変化　(n=588) 

 

・平均退社時間の構成比をみると、

事前は 19 時台の 31.5% が最も高

かったが、事後では 18 時台の 31.8% 
が最も高いなど、全体的に早い時間

にスライドし、退社時間が早まって

いるのがわかる。 
 
・平均在社時間をみると、構成比

トップが事前では 9-10 時間未満だっ

たが、事後では 8-9 時間未満にな

り、取組み後に、全体の在社時間の

短縮傾向がみられる。 
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事前事後 取組みにあたっての不安なこと　(n=588) 

「締切や納期内に業務が終わらない」 

 
 
「アウトプットや業務品質が低下する」 

 

・取組み時の不安「締切や納期内に

業務が終わらない」は、取組み実施

後に全体平均で事前 59.4% から、事

後 24.7% に 30％ 以上大幅ダウン。

管理職、主任・係長相当、一般社員

の、いずれの職位でも、大きく減少

している。 
 
・「アウトプットや業務品質が低下

する」でも、調査全体で事前 18.5 % 
から 4.1 % まで下り、上記同様に、

いずれの職位でも大きく減少してい

る。 
 
業務納期や業務品質への評価視点は

管理側と現場において異なるが、管

理職、主任・係長相当、一般社員い

ずれの職位においても、実際に取り

組んだ後、不安が解消されたことが

わかる。 

 

 
 

個人の目標達成率 

＊目標の達成率：トライアル期間中に設定した計画退社日数に対する予定通り退社できた日数の割合 

（全体 n=588 / 7割以上 n=303 / 7割未満 n=284）

 

・設定した目標の達成率で退社時間をみると、目標の達成率 7 割以上の人は、18 時台が構成比トップで、7
割未満の人は 19 時台がトップになっている。達成率 7 割以上の人は、21 時台・22 時台以降の割合が少な

く、「7 割以上」の人は、「7 割未満」の人に比べ、平均的に早く退社することができたことがわかる。 
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事後 仕事と生活に対する満足度高 8 以上 
（管理職 7割以上 n=84　非管理職 7割以上 n=219） 

 
 

達成率 
7 割 
以上 

管理職 51.2% 達成率 
7 割 
未満 

管理職 39.0% 

非管理職 37.4% 非管理職 20.3% 

 

・個人の目標達成率が 7 割以上の人

は、7 割未満の人に比べ、「労働時間

の長さ（適正か）」の満足度が 
15.9pt 高い。 
 
・また、管理職・非管理職別でみる

と、個人の目標達成率 7 割以上で

は、管理職 51.2% / 非管理職 37.4% 
と満足度に差が出ており、7 割未満と

もに、非管理職に比べ管理職のほう

が満足度が高い。 

 

 
・ワーク ライフ バランス（仕事以

外でやりたいこと・やるべきことが

できる働き方になっているか）につ

いては、個人の目標達成率が 7 割以

上の人が 34.0%、7 割未満の人が 
21.8% で、7 割以上の人のほうが、

ワーク ライフ バランスの満足度が

高い。 
また、管理職・非管理職別でみる

と、7 割以上達成の人の場合、管理

職・非管理職はほぼ同じスコアに

なっている。 

 
 

達成率 
7 割 
以上 

管理職 34.5% 達成率 
7 割 
未満 

管理職 28.6% 

非管理職 33.8% 非管理職 19.3% 

 

 

組織の目標達成率*別の仕事の成果 
＊モデル部署の退社時間：モデル部署ごとに参加者の退社時間の変化の平均値を算出。複数のモデル部署を

設定した企業はモデル部署全体の参加者の平均値を算出 
（少しでも早まった組織に所属 n= 426 / 変化なし・遅くなった組織に所属 n=162） 

 

 

・参加モデル部署を、退社時間が

「少しでも早まった」と「変化な

し・遅くなった」に分類しそれぞれ

の組織に所属する人のの成果をみる

と、退社時間が少しでも早まった組

織に所属する人は、「自分の残業時

間が少なくなった」だけでなく「職

場の残業時間が少なくなり、早く帰

りやすい雰囲気になった」のスコア

も高い。 
早く帰りやすい雰囲気の醸成には、

個人単位だけでなく、チーム全体で

足並みを揃えて取り組みを推進する

ことが重要と考えられる。 
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個人属性別（未既婚）効果の違い 

事前事後 退社時間の変化（既婚：達成率 7 割以上 n=217　未婚：達成率 7 割以上 n=86） 

 

  
 

・個人の目標達成率 7 割以上の人で、未既婚別に退社時間の変化をみると、既婚者の退社時間は 19 時台と

20 時台の割合が減少し、18 時台以前の割合が増加しているものの変化は小さい。一方、未婚者は、19 時
台、20 時台に加え、21 時台の割合も減少し、18 時台の割合が大きく増加している。 

 

事後 仕事への効果　（既婚：達成率 7 割以上 n=217　未婚：達成率 7 割以上 n=86） 

 

・個人の目標達成率 7 割以上の人

で、未既婚別に退社時間の影響をみ

ると、事後「自分の残業時間が少な

くなった」と回答した人は、既婚 
26.7%、未婚 43.0% で、16.3pt の差

があった。 
また、「職場の残業時間が少なくな

り、早く帰りやすい雰囲気になっ

た」についても、既婚 25.8%、未婚 
34.9% で、9.1pt の差があり、いずれ

も未婚者の方が、既婚者よりも効果

を実感しているのがみてとれる。 

 

事後 生活への効果　（既婚：達成率 7 割以上 n=217　未婚：達成率 7 割以上 n=86） 

 

・個人の目標達成率 7 割以上で、未既婚別に生活への効果をみると、既婚者は家族や友人など他者とのコ

ミュニケーションに時間を使い、未婚者は趣味や休息など、自分の時間に使っているのがみてとれる。実際

に取組んでみると、取組みで得られた余裕時間の使いみちは、既婚者と未婚者では異なるが、それぞれに生

活への効果を実感できることがわかった。 
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目標退社時間タイプによる効果の違い 

＊目標退社時間タイプについて： A= 一律で退社（会社の定時）/ B= 一律で退社（部署の設定時間）/ C= 
個々で、退社時間を設定 

事後 個人の目標達成率 （7 割以上達成：タイプ A n=48 / タイプ B n=91 / タイプ C n=151） 

 

・個人の目標達成率 7 割以上・7 割未満の構成比を、目標退社時間タイプ別に見ると、タイプ A で、7 割以

上達成した人がやや多い。モデル部署「一律で定時退社」という目標設定は、実行率を高める上では有用で

ある可能性がある 

 

事後 労働に対する満足度高 8 以上 
 
＊満足度について：1 から 10 までの 10 段階の回答。8 以上と回答した人の割合を「満足度 8 以上」とし

ている。（7 割以上達成：タイプ A n=48 / タイプ B n=91 / タイプ C n=151） 

労働時間の長さ 

 
労働時間の柔軟性 

 

・個人の目標達成率 7 割以上の人

で、タイプ別に「労働時間の長さ」

に対する満足度を見ると、各タイプ

ほぼ同じスコア。退社タイプの決定

は、モデル部署にあわせて適宜決定

したため、現場の時間感とのレリバ

ンシーが高かったことがうかがえ

る。 
 
・個人の目標達成率 7 割以上の人

で、タイプ別に「労働時間の柔軟

性」に対する満足度の高い人の構成

を見ると、個々に目標を設定したタ

イプ C がもっとも高く、ついでタイ

プ Bが高くなっている。一律に定時

退社を設定したタイプ A は、タイプ 
C と比較すると「労働時間の柔軟

性」に対する満足度が 20％ 以上低く

なっている。 
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事後　業務におけるスケジューラー活用状況 
（7 割以上達成：タイプ A n=48 / タイプ B n=91 / タイプ C n=151） 

 
・「目標の達成率」はタイプ A が高

く「労働時間の柔軟性」に対する満

足度はタイプ C と B が高く、「労

働時間」に対する満足度にはタイプ

別の差はない。取組みの目標（時間

短縮か労働者満足か）や事業特性

（日中対応業務か多様な時間帯対応

業務か等）に応じた取組みが必要と

考えられる。 
 
・個人の目標達成率 7 割以上の人

で、トライアル実施後に「業務のス

ケジューラー活用」状況を確認する

と、「１日の仕事の優先順位や段取

りを考えている」「１週間や１ヶ月

で早く退社する日や休む日に向け

て、仕事の予定を調整している」の

項目において、タイプ C が最も高

く、主体的なワークデザインをして

いることがわかる。 
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[参考] 

個人属性の構成比 (n=588) 

 

年齢 

 

性別 

 

婚姻関係 
 
 

 

子の有無 
 

 

職位 

 

勤続年数 
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未来の働き方トライアル 第 3 回 実施概要 

 
テーマ 

 
Work Shorter - 決めた時間に帰る - 

実施期間 2016 年 10 月 1 日（土） - 31 日（月） 

参加企業 
・団体 

28 社 
（株式会社アシックス、株式会社壱頁、大塚製薬株式会社、株式会社Origami、カゴメアクシス株式会

社、株式会社きもと、コクヨ株式会社、株式会社小松製作所、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、田

辺三菱製薬株式会社、株式会社DACホールディングス、テンプスタッフ株式会社、東京ガス株式会

社、株式会社ナイキジャパン、NPO法人新座子育てネットワーク、株式会社日本政策金融公庫、日本

郵便株式会社、株式会社日本HP、日本オラクル株式会社、広島県庁、富士ゼロックス株式会社、古河

電気工業株式会社、株式会社ホワイトプラス、株式会社三越伊勢丹ホールディングス、森ビル株式会

社、株式会社LIXIL、株式会社リコー、中外製薬株式会社） 

トライアル 
参加人数 

913 名 
- 事前アンケート回答 839 名 
- 事後アンケート回答 754 名 

- 事前・事後マッチング可能 / 有効回答 588 名* 
*期間中にスケジューラーを活用し、1回以上決めた時間に帰った人を有効回答とした 

協力 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 

監修 佐藤 博樹 氏（中央大学大学院 戦略経営研究科 (ビジネススクール) 教授） 
白河 桃子 氏（相模女子大学 客員教授 / 少子化ジャーナリスト） 
矢島 洋子 氏（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 主席研究員 共生社会室長） 

運営 Google Women Will 事務局 

 
※ 実際の実施期間は企業により異なります 
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