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「まつやま働き方改革推進会議」

【構成員】

◇松山市役所

◇サイボウズ株式会社

◇ NPO法人ワークライフ・コラボ

◇松山商工会議所

詳しくはP.12「スキーム」にて
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働き方改革先進都市まつやま
を 目指して

まつやま働き方改革推進会議
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松山市の人口推移
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出典：地域経済分析システム（RESAS）

2015年
生産年齢人口：303,024人

2040年（推計）
生産年齢人口：235,586人

2015年⇒2040年
生産年齢人口は67,438人減（△22.3％）

老年人口は29,771人増（23.1％）

2015年
老年人口：128,658人

2040年
老年人口：158,429人



松山市の人口ピラミッド
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出典：地域経済分析システム
（RESAS）

人口構造が
大きく変化！



なぜ働き方改革なのか①

▮市内企業の現状

市内中小企業の約4割が「人手不足」を経営課題としている

（平成27年度松山市中小企業景況調査分析）

▮有効求人倍率

1.62倍（H30.1） ※松山公共職業安定所管内

過去最高に近い状態で推移
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なぜ働き方改革なのか②

▮労働人口の減少

若年人口の減少と老齢人口の増加を伴いながら人口減少は続く

▶▶▶若者・女性・高齢者など、さまざまな方の活躍が必要

▮対策

人の確保とともに業務の効率化が必要

▶▶▶「働き方改革」が必要

▮効果

働きやすさ（長時間労働の是正や多様な働き方など）

▶▶▶収益に直結 （参考：平成29年12月18日 日本経済新聞）
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松山市 と サイボウズ㈱ との連携協定

▮名称

働き方改革先進都市まつやまに向けた連携協定

▮目的

サービス業をはじめとした松山市内企業等の働き方改革を促進するとともに、
活動成果を公開していくことで働き方改革先進都市の実現を目指す

▮期間

平成29年10月24日～平成33年(2021年)3月末まで(3年6ヶ月)

▮連携主体

松山市(産業経済部)、サイボウズ株式会社(社長室)
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協定内容

▮推進体制

まつやま働き方改革推進会議を設置し、施策の検討と実施等を推進

▮協力事項

◉多様な働き方を促進

◉ＩＴ機器の導入等を通した業務の効率化

◉働きたい・働き続けたい職場環境の整備

◉市内企業への普及・拡大
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平成33年(2021年)3月末時点の
目指すべき状態(ゴール)

▮働き方改革の継続

民間主導で働き方改革が継続できる自立した運営体制の構築

▮働き方改革による職場環境の改善

成果の例

◉残業時間の削減 ◉離職率の低下

◉有給取得率の向上 ◉育休取得率の向上 など
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スキーム
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市内企業

協働企業【ワークワク部】
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※協働企業（ワークワク部）：働き方改革に関心を寄せ、働き方改革推進会議の事業に積極的に参加する企業等
※チャレンジ企業：モデルケースとして実際に業務改善など働き方改革にチャレンジする企業等
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なぜ部活動なのか

➢部活動(運動)とは、…（中略）…

▮自発的・自主的 ⇒ 部員みんなで意見を出し合って

▮より高い水準へ挑戦 ⇒ 部員みんなで切磋琢磨して

▮楽しさや喜びを味わい ⇒ 部員みんなで楽しく働き方改革を進めて

▮豊かさをもたらす ⇒ 部員みんなで働き方改革先進都市を目指す

そこに市も参加させていただきたい・・・

そして、この活動が永続するよう仲間を増やしていきたい・・・
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興味と関心を持つ同好の児童生徒が、教員等の指導の下に、
自発的・自主的にスポーツを行うものであり、より高い水準の
技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、
学校生活に豊かさをもたらす意義を有している。
（出典：我が国の文教施策 文部科学省）



まつやまワークワク部の
活動について

事務局 N P O法人ワークライフ・コラボ



まつやま働き方改革推進プロジェクトの
『４大目標』実現を目指して！

①多様な働き方の促進

②ＩＴ機器等の導入を通した業務効率化

③働きたい・働き続けたい職場環境の整備

④市内企業への普及・拡大

これは誰が変えるのでしょう？ 行政？ 会社？



私たち一人一人の
想いと行動です！

★NPO法人ワークライフ・コラボは、平成19年から11年間、

仕事も生活も楽しもう！働き方・働かせ方を考えよう！と

発信してきました。

私たちがシーダー（種まく人）になろう！

働き方改革をしている個人・企業を孤立化させない！

他人任せでは、現状は何も好転しません！ 重要なのは…



どんな活動をするの？

想いの共有：
働き方改革に関する情報
部員同士で情報交換

情報の共有：
・国や地方の動き
・企業の取り組み事例
・個人の働き方等

楽しく共有！：
部員同士のリアルな
交流会を開催
異業種交流の場

バーチャル（グループウェア『kintone』を活用して）と
リアル（勉強会、交流会、オフ会など顔を合わせて）と
２本立て で実施します！

リアルで共有：
セミナー・
ワークショップへ優待
具体的なノウハウを学ぶ！



2017.12 部活オープン以降、見えてきた課題も

・そもそも、他者と意見交換（議論）する文化が薄い

※特に“オンライン上”（グループウェア上）にて

・何かを感じたり、疑問が浮かんでも、質問しない

・自ら行動を起こすのではなく、周囲の様子を見ている

・働き方改革は “重要だ、やらないといけない” と、

思ってはいるが、“自社は大したことない、やってない”

という照れや謙遜から、言えない、言わない、教え合わない。

今後、多様な働き方を推進するにあたり、
周囲との「議論」や「意見交換」は不可欠。

ぜひ、ワークワク部を“トレーニングの場所・機会”にしてください。



ワークワク部の取り組みや、イベント情報満載です。
事例企業の取り組みをご紹介するページもあるので、
ご自身・自社の働き方を、是非“対外的に”
ワークワク部HPで紹介していきましょう！

まつやまワークワク部HP

ワークワク部に入部された部員の方限定で、働き方改革
コミュニティサイトkintoneへのログインアカウントを
配布します。働き方改革に関するニュースや議論、他社
との交流をこちらのコミュニティサイト上でぜひ！



まつやまワークワク部で
ムーブメントを起こそう！

★ 第１期 部員大募集中です！
第１期活動期間：2018年4月～2019年3月
部活動費用 ：お一人 税込１万円 /１年
※ 各講座への参加料が割引・無料になるなどの特典があります。
※ 2018年4月末時点で、部員数 36 名です。
※ 期の途中にご入部いただいた場合も、費用は同じ１万円/１人です。

お申込み・詳しくは、

まつやま働き方改革推進プロジェクトHP まで

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★



今後の予定

★ぜひ、お近くの方にもお声掛けください★
お申込み・イベント詳細は、ワークワク部HPまで！！

※イベント詳細は、上記から変更される場合があります。HPをご確認下さい。

6月以降随時
（全６回）

※初回 6/8 には、
入部説明会も
同時開催します。

「働き方改革道場」
一般参加料：2,000円
ワークワク部会員1,000円

「ワークワク部入部説明会」
一般参加料：無料

実際の他の企業での「働き方改革」は、今どうなっているのか。
まつやま市内の企業様へ実際に足を運び、
“働き方改革”をリアルなものとして取り入れるための“道場”です。

【初回＆第二回】働き方改革はなぜ必要なのか
～企業はどう変わっていくか、どのような効果があるのか～

講師：NPO法人ファザーリング・ジャパン 川島高之

6月以降随時
（全７回）

※各月第二水曜日予定

「初心者からの
働き方改革 進め方研修」
一般参加料：2,000円
ワークワク部会員無料

従業員に制度を押し付けるだけではなく、本質的に生産性を高め業務
効率をあげるには、まず何から始めればいいのか・・？ 実践してきた
サイボウズ流の業務改善方法を具体的にご説明しながら、『自社とし
ての取り組み』まで、部員皆様に実際に落とし込んでいただきます。
ワークワク部 “働き方改革実践研修編”です。

【初回】“概論”（ワークショップ付き）
講師：サイボウズ株式会社 社長室 松村克彦

6月以降随時 「部員交流会（オフ会）」

「部員合宿
（短期集中ワークショップ）」

ワークワク部 部員の皆様と、いわゆる“飲み会”で交流を深めていただ
くイベントです。

働き方改革に本気で取り組むメンバーの皆様と、『働き方改革』を実
践に移すための“合宿”を開催予定です。

https://cymethod.qloba.com/


【参考資料】

▼まつやまワークワク部 HP

https://matsuyama-hatarakikata.qloba.com/

こちらのページに、ワークワク部概要、イベント予定・申し込み、事例企業様の取り組みなど

各情報を掲載しております。ワークワク部に関するお問い合わせも上記HP内からどうぞ。

▼まつやまワークワク部 Twitter

https://twitter.com/pj_wakuwaku

▼まつやまワークワク部 Facebook

https://www.facebook.com/matsuyama.hatarakikata/

▼まつやまワークワク部ラジオ

https://hataraji.qloba.com/

FMえひめ毎週木曜日8:40頃～5分（生番組Fineの中の一部コーナー）
「おいでや！まつやまワークワク部！～まつやま働き方改革のススメ～」
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