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自己紹介
氏 名：中山 智行
生年月日：1972年（昭和47年）4月16日生

職務略歴：
1991年 富士通ビジネスシステム（現：富士通マーケティング）へ入社

・オフコンのシステムエンジニアとして従事
2000年 いわゆる2000年問題の対応を経て富士通ビジネスシステムを退社
2001年～ Siベンターを数社経験し、Microsoft製品の導入支援を担当

・Microsoft Project Server ～ Project Online導入
・Office365 導入

2016年～ウッドロー・ビジネス・コンサルティングに転職し現在に至る。
・前職までの経験を活かしMicrosoftクラウドサービスの導入支援
等を担当。

趣 味：夏はキャンプ！冬は雪山あそび！

本日はよろしくお願いします。
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働き方改革を進めて見えてきた！見直すべき業務フローと解決方法
～ Nintex Workflow for Office365による定形業務自動化のすすめ～



１．あらためて『働き方改革』とは。



『働き方改革』の定義

働き方改革では以下のことを目的として、さまざまな取組みが行われて
います。

•働き方改革の総合的かつ継続的な推進
•長時間労働の是正と柔軟な働き方の実現
•雇用形態にかかわらない公平な待遇
参考：厚生労働省｜働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱（労働政策審議会29.9.15答申）の概要

１．あらためて 『働き方改革』 とは。



どうして『働き方改革』が必要なのか。

日本政府が働き方改革を進める理由

• 人口及び労働力人口の減少
• 長時間労働の慣習を改善する必要性
• ダイバーシティー（多様性）マネジメントの
推進と生産性向上

出典）ニッセイ基礎研究所「今なぜ働き方改革が進んでいるのだろうか？－データで見る働き方改革の理由」
生活研究部准主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 金明中様記

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=56128&pno=3?site=nli

１．あらためて 『働き方改革』 とは。



労働力人口の減少は止められない！？

１．あらためて 『働き方改革』 とは。人口及び労働力人口の減少

出典）2010年までは国勢調査、2013年は人口推計12月1日確定値、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の
出生中位・死亡中位仮定による推計結果

「いままでのやり方では労働力を確保できない！」

労働力確保は、
「働くひと一人一人の状況に合わせたより多様な働き方」

を実現する必要性！！



１．あらためて 『働き方改革』 とは。

出典）厚生労働省「毎月勤労統計調査」

注）事業所規模５人以上

「-186時間」の減少

一般労働者の労働時間は
減っていない。
「-19時間」

日本の労働者一人当たりの総実労働時間等の推移

長時間労働の慣習を改善する必要性①

実は一般労働者の労働時間は減少していない。



長時間労働の慣習を改善する必要性②

有給休暇取得への罪悪感を感じる日本人。

１．あらためて 『働き方改革』 とは。

～～

労働者1人当たり年次有給休暇の取得率の推移

年次有給休暇の
取得へのためらい

ためらいを感じる理由（複数回答）

有給休暇の取得率の改善がみられない

なぜ？

・「祝日数」が昔に比べて増えた？
・「完全週休2日制」が少しずつ定着？

根本的な理由は、
『有給休暇が取れない』又は
『取りづらい』という職場環境にある！

合わせて
68.3%

資料）厚生労働省「就労条件総合調査：結果の概要」

出典）厚生労働省(2014)「平成26年度労働時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」



ダイバーシティーマネジメントの推進と生産性向上

ダイバーシティー（多様性）マネジメントや生産性向上は
『働き方改革』と直接的に繋がっている。

１．あらためて 『働き方改革』 とは。

ダイバーシティーマネジメントとは。
• 個人の性別や人種、国籍などの違いにこだわらずに優秀な人材を活用する企業経営方式

日本の生産性の現状
• 日本は過去と比べて労働時間は短くなった（パートタイム労働者を含めた場合）が、労働生産
性はOECD加盟の他国と比べてまだ低い。

• 例えば2015年における日本の時間当たりの労働生産性は、44.8ドル（GDP改定後）で、OECD
平均50.0ドルより低く、OECD加盟国の中でも19位に留まっている。

■OECD（経済協力開発機構）の加盟国：35か国
【EU加盟国：22か国】 イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フィンランド、スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランド、チェコ、ハンガリー、

ポーランド、スロヴァキア、エストニア、スロベニア、ラトビア
【その他：13か国】 日本、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、アイスランド、トルコ、韓国、チリ、イスラエル



『働き方改革』の目的

１．あらためて 『働き方改革』 とは。

• 長時間労働を減らすこと

• 「労働生産性」や「仕事への満足度」も
上げること

■企業の取組み



２．働き方改革の事例と見えてきた課題



労働時間革命宣言企業

2017年1月に「労働時
間革命宣言」で錚々た
る企業のトップが署名。

『働き方改革』がメ
ディアでも取り上げら
れ世論の声として認知
されていきました。

↓

より政治主導で進めら
れるようになってきた。

２．働き方改革の事例と見えてきた課題

第６回 働き方改革実現会議より（2017年2月1日）https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai6/gijisidai.html



取り組んできた「働き方改革」

■事例１：高島屋
•在宅勤務制度を導入
•サテライトオフィス（都内12カ所、名古屋や大阪等全国計20カ所）
設置

【効果・目的】
• 育児や介護に携わる従業員が増えていることを踏まえ、出張先や自宅などでも
働ける環境を整備し、効率的な働き方につなげる。

• 商品を買い付けるバイヤーなど従業員が本社や店舗に戻らなくても、出張先や
取引先に近いサテライトオフィスで業務をこなし、労働時間の短縮につなげる。

２．働き方改革の事例と見えてきた課題

出典）「産経ニュース」 https://www.sankei.com/economy/news/171017/ecn1710170009-n1.html



取り組んできた「働き方改革」

■リモートワーク推進で見えてくる課題
•インフラやストレージサービス等の準備

•社員の勤務状況把握

•オフィス不在による社内メンバー間とのコミュニケーション不足

２．働き方改革の事例と見えてきた課題

新たなコミュニケーション基盤が必要



取り組んできた「働き方改革」

■事例２：パナソニックエイジフリー株式会社／モロゾフ株式会社
•多様な正社員制度の導入

•パナソニックエイジフリー：「時間制正社員」
•モ ロ ゾ フ ：「ショートタイム社員」

【効果・目的】
• 魅力ある働き方・安心出来る雇用を提供し、高齢化の進展に伴う労働力確保につ
なげる。

• パートタイマーと正社員との格差を解消し、モチベーション・満足度を上げ優秀
な人材の離職防止につなげる。

２．働き方改革の事例と見えてきた課題

出典）「パナソニックプレスリリース」 https://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/11/jn171122-3/jn171122-3.html
「日経経済新聞Web」 https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1201V_S4A610C1000000/ 



取り組んできた「働き方改革」

■柔軟な雇用形態導入で見えてくる課題
•多様な働き方に対応する運用の明確化

（業務内容の確認とルーチンワークの効率化）

•権限等のスムーズな移行（パートタイム→正社員に昇格時等）

２．働き方改革の事例と見えてきた課題

定形業務（ルーチンワーク）の効率化



３．見えてきた課題をどうして改善するか？



新たなコミュニケーション基盤が必要

３．見えてきた課題をどうして改善するか？

■Face to Faceに勝るコミュニケーションはない！？

コミュニケーション不足 ⇛ 生産性低下

• 社外環境下でも利用可能なコミュニケーション方法の採用
• 社外環境下での業務の効率化



コミュニケーション基盤構築の必要性

３．見えてきた課題をどうして改善するか？

• 社外環境下でも利用可能なコミュ
ニケーション方法の採用

• 社外環境下での業務の効率化

• 社外環境（在宅・出先・サテライトオ
フィス等）からでも利用可能で、操作に
ストレスの無い環境の準備

• 社員の勤務状況が把握できる仕組み

必要な機能

印刷は？

勤務状況
は？

コミュニケー
ション方法は？

資料保存
は？

■改善策



定形業務（ワークフロー）の効率化

３．見えてきた課題をどうして改善するか？

■雇用形態の多様化による業務の増加懸念

雇用形態の多様化 ⇛

• 定形業務の見直しで業務軽減（効率化）
• 社外環境下でも操作可能な承認フロー

必要な業務に集中できる
環境の必要性



• 定形業務の見直しで業務軽減
• 社外環境下でも操作可能な承認フ
ロー

定形業務（ワークフロー）の効率化

３．見えてきた課題をどうして改善するか？

• 場所を選ばず（どこからでも）承認処理
ができ、操作もシンプルな環境

• 定形業務の見直しを実施し、プロセスの
自動化を検討（効率化と作業軽減）

定形業務

勤務報
告

入退社
手続き

契約書
類作成

■改善策



４．クラウド環境を利用したしくみづくり



４．クラウド環境を利用したしくみづくり

クラウドサービスは『働き方改革』の強い味方！

働き方改革でクラウドサービスの出番が拡大中

• 在宅勤務やサテライトオフィス等社外からのコミュニ
ケーションツールとして、いまやクラウドサービスは欠
かせない存在。

• さまざまなメーカーが多数のクラウドサービスを提供し
ており、ワークスタイルに合わせ選択可能。



４．クラウド環境を利用したしくみづくり

Office365が『働き方改革』をサポート

•社外からでも簡単にコミュニケーションでき現状把握が可能

数あるクラウドサービスの中で「Office365」は様々
な機能が利用でき、いまやスタンダードな製品です。

Office365

Exchange
ﾒｰﾙ/予定表

OneDrive
個人ｽﾄﾚｰｼﾞ

SharePoint
ポータルサイト

Teams
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

Yammer
共同作業



４．クラウド環境を利用したしくみづくり

Office365上で利用できるプロセス改善ツール

• Nintex Workflow for Office365は、Office365上で「ワークフローの自動
化」を図ります。

Nintex Workflow for Office365は、
Office365上で「ワークフローの自動化」を図ります。



５．Nintex Workflow for Office365で
業務フロー改善



Nintex Workflow for Office365

５．Nintex Workflow for Office365で業務フロー改善

ドラッグ＆ドロップの簡単操作

ノンコーディングで動かせるワークフロー

Nintex Workflow for Office 365の特長は、SharePoint 
Onlineのエンジンを利用して動くサービスです。

特にOffice 365をご利用されているユーザーの方にとって、重要
な書類のやり取りも発生するワークフローがOffice 365
（SharePoint Online）の中だけで完結することはセキュリティ
の観点からも一つの理想です。今までSharePoint Onlineのみを
利用してワークフローの自動化を図ろうとすると大変高度な知識
と技術が必要でした。

Nintex Workflow for Office 365は、この問題を劇的に解決しま
す。ドラッグ＆ドロップの簡単操作・ノンコーディングでワーク
フローの自動化を図ります。



Nintex Workflow導入のポイント
５．Nintex Workflow for Office365で業務フロー改善

Nintex Workflow for Office365で実
現を目指すのは、稟議を含めた全ての
定型業務(ワークフロー)を自動化する
ことにあります。

稟議≠ワークフロー
Nintex Workflow for Office365は、いわゆる稟議等の承認フローの導入だけではありません！



【ドキュメントサンプル】

Nintex Workflow デモ
５．Nintex Workflow for Office365で業務フロー改善

※レポート作成機能で「在宅勤務届を」印刷

終了

申請

承認タスク

承認通知メール 却下通知メール

承認 却下

在宅勤務者一覧に
データ追加

レポート機能（Document Generation）で
ワークフロー情報とドキュメントアプリの連
動が実現出来ます。

在宅勤務届を印刷

■在宅勤務申請フロー



デモンストレーション

Nintex Workflow for Office365

実環境に切換えます！

５．Nintex Workflow for Office365で業務フロー改善



Nintex Workflowの利用メリット
５．Nintex Workflow for Office365で業務フロー改善

申請フォームの作成

モバイル操作可能

メール等の通知機能付き

承認後のプロセス自動実行

Nintexの機能

メール文作成等の手間が減る！

外出中でも手続き可能！

承認忘れの防止！

プロセス自動化で作業効率UP！

導入メリット



Powell365のご紹介
５．Nintex Workflow for Office365で業務フロー改善

SharePoint
デフォルト

テンプレートを基にポータルサイトを
簡単構築

Nintex Workflowと連携も可能！

SharePointの運用までに負担の掛かっていたのポータルサイト構築をスムーズに実現します。



６．まとめ



『働き方改革』に必要な基盤構築

• 多様なサービスより、自社にワークスタイルにマッチし
てクラウドサービスを選択し導入を検討する。

⇨コミュニケーション機能充実の「Office365」がお勧め

• 自社の定形業務（ルーチンワーク）を整理し自動化の検
討を行う。

⇨「Nintex Workflow for Office365」で自動化を促進可能

６．まとめ



Nintex Workflow for Office365
https://www.nintex.jp/workflow-platform/workflow/workflow-for-office-365

Powell365
https://www.powell-365.com/en/#pll_switcher 

お問合せ（ウッドロ-BC中山）
nakayama@woodrow.co.jp



Gracias

Merci

Ευχαριστώ


