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はじめに 

帝国データバンク福岡支店が９月５日に発表した「人手不足に対する九州企業の動向調査（2018年

７月調査）」によれば、九州・沖縄地区（以下、九州）では正社員が「不足している」と回答した企業

の割合は 54.9％にのぼり、過去最高を更新。全国 10 ブロックで最も割合が高くなるなど、人手不足

が慢性化している。 

他方、６月に参院本議会で「働き方改革関連法案」が可決・成立し、来年４月１日に施行される。

「働き方改革」への取り組みは、人材の採用や定着、育成とともに、投資やイノベーションなどによ

る生産性向上に向けて、今後ますます重要になると考えられている。 

そこで、帝国データバンク福岡支店は、働き方改革に対する企業の取り組み状況や見解について、

九州に本社を置く企業を対象に調査を実施した。なお、本調査は「ＴＤＢ景気動向調査」（2018 年８

月調査）とともに行ったもので、働き方改革に関する調査は初めて。 

調査期間は2018年８月20日～８月31日、調査対象は1845社で、有効回答企業数は704社（回答

率38.2％）。全国調査分から九州の企業を抽出・分析した。 

特別企画 ： 働き方改革に対する九州企業の意識調査 

｢働き方改革｣に取り組む意向のある企業が66.1％で全国トップ 

～ 取り組み意向は「勤務時間・制度の多様化」「休日取得の推進」が上位 ～ 

調査結果（要旨） 

1. 働き方改革に「取り組んでいる」企業の割合は 38.9％、「現在は取り組んでいないが、今後取り

組む予定」（27.1％）を含めた『意向あり』企業は66.1％にのぼった。「取り組んでいる」・『意向

あり』企業の割合は、ともに全国10ブロックの最高で、九州企業は「働き方改革」に高い関心を

持っている 

2. 『意向あり』企業が最も重視する目的は「従業員のモチベーション向上」（27.3％）や「人材の定

着」（21.9％）が上位 

3. 「取り組んでいる」企業の具体的取り組み内容は「長時間労働の是正」（80.7％）が最高。「人材

育成」（64.2％）、「休日取得の推進」（61.8％）も６割超え。ただし、効果がある（あった）項目

については、「長時間労働の是正」（26.3％）が最高だが、取り組みと効果の間には大きな開きが

生じている 

4. 『意向あり』企業の今後の取り組み予定は「勤務時間・制度の多様化」（26.0％）が最高。「現在

は取り組んでいないが、今後取り組む予定」と回答した企業に限ってみると、「休日取得の推進」

（39.8％）が最高 



2018/9/28

特別企画: 働き方改革に対する九州企業の意識調査

 

2 
©TEIKOKU DATABANK, LTD.  

１．働き方改革に「取り組んでいる」・『意向あり』の割合はともに全国トップ 

自社の「働き方改革」への取り組

み状況について尋ねたところ、「取

り組んでいる」と回答した企業は

704社中274社（構成比38.9％）だ

った。また、「現在は取り組んでいな

いが、今後取り組む予定」（191社、

同27.1％）を含めた『意向あり』企

業は465社（同66.1％）にのぼる。

「取り組んでいる」企業の割合、『意

向あり』企業の割合は全国平均をそ

れぞれ 1.4pt、3.0pt 上回り、いず

れも全国 10 ブロックのトップとな

った。九州企業は「働き方改革」に

高い関心を持っていると言えよう。 

『意向あり』企業の割合を規模別にみると、「大企業」は 78.8％と８割に迫ることが分かった。た

だし、「中小企業」（63.1％）とは15.7ptもの格差が生じており、「小規模企業」（50.5％）では５割近

くにまで低下する。企業規模により取り組みの濃淡がはっきりと表れた。 

業界別（母数10社以上に限る）では、『運輸・倉庫』（71.8％）、『製造』（71.3％）、『建設』（70.8％）の

３業界で７割を超えた。人手不足感が強まっている『サービス』（69.9％）も高水準で、「取り組んで

いる」企業の割合も48.0％にのぼるなど、積極的な対応が見て取れる。 

県別では、「熊本」（76.4％）、「佐賀」（71.1％）が７割を超え、「大分」と「沖縄」（各 66.7％）が続

いており、「働き方改革」への取り組みは人手不足感 1 との相関がうかがえる。 

 

２. 働き方改革で重視する目的、「従業員のモチベーション向上」がトップ 

 働き方改革の『意向あり』企業に対して最も重視する目的を尋ねたところ、「従業員のモチベーショ

ン向上」を挙げた企業が465社中127社（構成比27.3％）で最多となり、「人材の定着」が102社（同

21.9％）で続いた。同２項目の構成比は、全国平均をそれぞれ1.7pt、2.1pt上回っており、従業員の

つなぎ止めに「働き方改革」を活用したい意向が透ける。 

 規模別にみると、「従業員のモチベーション向上」を挙げた企業の割合は「中小企業」が28.3％で、

                            
1 帝国データバンク福岡支店「人手不足に対する九州企業の動向調査（2018年７月調査）」によれば、正社員が不足している

企業の割合は「熊本」「佐賀」「大分」が全国トップ３。「沖縄」も９位と、人手不足感が強い。 

■ 働き方改革への取り組み状況 
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「大企業」（24.0％）を上回

る。「小規模企業」では「円

滑な人材採用」を挙げた企

業の割合が12.0％で、「大

企業」（9.6％）よりも高か

った。他方、「大企業」では

「生産性向上」（18.3％）、

「コンプライアンスへの

対応」（9.6％）などの回答

割合が高かった。 

 

 

３. 取り組み内容は「長時間労働の是正」が80.7％で最高 

 働き方改革に「取り組んでいる」企業に対して、取り組みの具体的内容を尋ねたところ、「長時間労

働の是正」を挙げた企業の割合が80.7％（複数回答、以下同）にのぼり、多くの企業が労働時間の長

期化を課題として捉えている実態が改めて浮き彫りとなった。また、「人材育成」（64.2％）、週休増や

有給休暇の取得目標の設定、記念日休暇などの「休日取得の推進」（61.3％）も６割を上回った。業務

改善（生産性向上）に関する項目では、「業務の合理化や効率化のためのＩＴ・機器・システムの導入」

（51.8％）、経営・事業に関しては朝礼・研修などでの「職場風土づくり・意識の改善、コミュニケー

ションの活性化」（51.5％）が５割を上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■働き方改革への取り組みで最重要視する目的 

■ 取り組んでいる・効果のある具体的内容（複数回答） 
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 他方、効果がある（あった）項目については、「長時間労働の是正」（26.3％）が最高となったが、

取り組みと効果の間には大きな開きが生じているうえ、全国10ブロックで最も低い水準となった。こ

のように、人手不足感が高まるなか、人事・労務面の各取り組みは効果を実感するまでに時間を要す

る傾向が強く、取り組みと効果の乖離が20pt以内となったのは「非正規従業員の処遇改善」のみだっ

た。この乖離が比較的小さかったのは、業務改善（生産性向上）の面では「アウトソーシングの活用」

「外部（取引先、顧客）の理解・協力を得ること」、経営・事業の面では「マネジャー（中間管理職）

の理解を得ること」など７項目中５項目だった。 

 規模別にみると、多くの項目で「大企業」の取り組みが先行し、特に「休日取得の推進」「人材育成」

「長時間労働の是正」の３項目では３割超が効果を実感できている。ただし、取り組みと効果の乖離

が大きい項目も少なくない。一方、「中小企業」や「小規模企業」では、取り組み・結果ともに突出し

た項目が見当たらないものの、前述した取り組みと効果の乖離が小さかった項目を中心として「大企

業」よりも効果を実感できている様子がうかがえる。 

 

４. 今後の取り組み、「勤務時間・制度の多様化」が26.0％でトップ 

 働き方改革の『意向あり』企業に対して、今後、新たに取り組む予定の項目を尋ねたところ、フレ

ックス制、育児・介護・病気との両立支援などを含む「勤務時間・制度の多様化」を挙げた企業の割

合が26.0％（複数回答、以下同）にのぼった。以下、「休日取得の推進」（24.7％）、「人事評価制度・

賃金制度の変更、改善」（23.4％）と続いた。 

 このうち、「現在は取り組んでいないが、今後取り組む予定」と回答した企業に限ってみると、「休

日取得の推進」（39.8％）が最高。「人事評価制度・賃金制度の変更、改善」（34.6％）、「業務の合理化

や効率化のためのＩＴ・機

器・システムの導入」

（33.5％）、「人材育成」

（33.0％）と続き、前段で

取り組む企業が多い一方

で十分な効果を実感する

に至っていないことが分

かった「長時間労働の是

正」は 30.4％にとどまっ

た。 

 

 

■ 今後、新たに取り組む予定の項目（複数回答、上位10 項目） （％）

取り組んで

いる

現在は取り

組んでいな

いが、今後

取り組む予

定

1 勤務時間・制度の多様化 26.0 22.3 31.4

2 休日取得の推進 24.7 14.2 39.8

3 人事評価制度・賃金制度の変更、改善 23.4 15.7 34.6

4 業務の合理化や効率化のためのIT・機器・システムの導入 22.6 15.0 33.5

5 定年の延長・廃止、継続雇用制度の導入 21.5 16.1 29.3

6 多様な人材の採用・登用 21.5 18.2 26.2

7 副業の許可 21.5 23.0 19.4

8 必要に応じた権限移譲 21.1 16.8 27.2

9 サテライトオフィスやテレワークの導入 20.9 22.6 18.3

10 福利厚生制度の充実 19.6 15.0 26.2

その他 8.0 7.7 8.4

注1：網掛けは、割合が全体より10ポイント以上高いことを示す

注2：

全体

取組状況別

母数は、取り組み状況について「取り組んでいる」または「現在は取り組んでいないが、今後取り組む予定」のい

ずれかを回答した企業465社
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５. 取り組んでいない理由、「必要性を感じない」は全国最低 

 働き方改革に「以前取り組んでいたが、現在は取り組んでいない」または「取り組む予定はない」

と回答した企業に対し、その理由を尋ねたところ、「効果を期待できない」「人手不足や業務多忙のた

め、手が回らない」を挙げた企業の割合が32.4％（複数回答、以下同）で並び、最高となった。「必要

性を感じない」（29.6％）は約３割にのぼったものの、同項目の回答割合は全国10ブロックで最も低

く、慢性化す

る人手不足

により、何ら

かの対応・対

策が必要だ

と考えてい

る企業が多

いことがわ

かる。 

 

 

 

まとめ 

九州企業の 66.1％が「働き方改革」への取り組み意向を持つことがわかった。「人口減少と人手不

足が続くなか、従業員一人あたりの生産性を高める以外に業績を向上させる手段はない」（化学品卸売

／福岡県）との声が示すように、改革により従業員の定着を図り、業務改善に取り組む動きが見て取

れる。 

既に取り組みを開始している企業では「長時間労働の是正」を中心に、「人材育成」などにも取り組

んでいる。しかし、「人手不足のなかで中小企業の改革にはハードルが高い」（建設／宮崎県）ことも

あって効果が実感しづらく、取り組みに対する効果の表出は限定的と言わざるを得ない。そもそも、

「大企業」と「中小企業」では働き方改革で重要視する目的が異なる。「大企業」は「コンプライアン

スへの対応」「生産性向上」に主眼を置くのに対し、「中小企業」は「人材の定着」をはじめとする“離

職防止”が狙いである傾向がうかがえる。「中小企業では、時間をかけてゆっくり取り組まないと、経

営として成り立たない面も出てくる」（鉄鋼・非鉄・鉱業／長崎県）。 

例えば、企業が「休日取得の推進」をはじめとする労務・人事面の新たな制度を導入しても、それ

を運用する仕組みが整わなければ、改革は進展しない。「組織的に活動しないと何も始まらない」（メ

ンテナンス・警備・検査サービス／佐賀県）、「それぞれの従業員の意識改革が何より必要」（広告関連

サービス／長崎県）といった声が代表するように、まずは、社内に改革の意識を植え付けることが肝

■ 取り組んでいない理由（複数回答） 
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要だ。本調査においても「従業員の理解を得ること」の効果は「大企業」よりも「中小企業」「小規模

企業」の方が実感できている。「従業員が同じ方角を向けば、改革のパワー・スピードは一段と増すだ

ろう」（放送サービス／長崎県）と意識改革を先行させる意向を示す声もあった。 

現状をみると、「『働き方改革』という言葉が解釈を含めて独り歩きしている」（化学品卸売／長崎県）

感も否めない。本調査で示したように、「長時間労働の是正」は手段の一つであって、目的ではない。

改革に取り組む目的を整理し、手段を取捨選択するのに本調査が一助となれば幸いである。 

 

【参考】働き方改革への取り組み状況（規模別・業界別・県別） 

 

 【内容に関する問い合わせ先】 

株式会社帝国データバンク 福岡支店情報部 担当：三好暁久 

TEL：092-738-7779  FAX：092-738-8687 

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内で

ご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 

（構成比％、カッコ内社数）

『意向あり』
取り組んで

いる

現在は取り組
んでいない

が、今後取り
組む予定

以前取り組ん
でいたが、現

在は取り組ん
でいない

取り組む

予定はない
分からない 合計

全国 63.1 (6,259) 37.5 (3,723) 25.6 (2,536) 2.6 (258) 15.1 (1,501) 19.2 (1,900) 100.0 (9,918)

九州 66.1 (465) 38.9 (274) 27.1 (191) 2.6 (18) 12.8 (90) 18.6 (131) 100.0 (704)

大企業 78.8 (104) 53.8 (71) 25.0 (33) 0.8 (1) 3.8 (5) 16.7 (22) 100.0 (132)

中小企業 63.1 (361) 35.5 (203) 27.6 (158) 3.0 (17) 14.9 (85) 19.1 (109) 100.0 (572)

うち小規模 50.5 (100) 23.7 (47) 26.8 (53) 4.0 (8) 25.3 (50) 20.2 (40) 100.0 (198)

農・林・水産 40.0 (4) 10.0 (1) 30.0 (3) 0.0 (0) 20.0 (2) 40.0 (4) 100.0 (10)

金融 54.5 (6) 45.5 (5) 9.1 (1) 0.0 (0) 27.3 (3) 18.2 (2) 100.0 (11)

建設 70.8 (97) 36.5 (50) 34.3 (47) 2.9 (4) 12.4 (17) 13.9 (19) 100.0 (137)

不動産 44.0 (11) 16.0 (4) 28.0 (7) 4.0 (1) 32.0 (8) 20.0 (5) 100.0 (25)

製造 71.3 (102) 48.3 (69) 23.1 (33) 2.1 (3) 8.4 (12) 18.2 (26) 100.0 (143)

卸売 60.2 (109) 34.3 (62) 26.0 (47) 2.2 (4) 14.9 (27) 22.7 (41) 100.0 (181)

小売 63.6 (21) 33.3 (11) 30.3 (10) 3.0 (1) 3.0 (1) 30.3 (10) 100.0 (33)

運輸・倉庫 71.8 (28) 33.3 (13) 38.5 (15) 5.1 (2) 12.8 (5) 10.3 (4) 100.0 (39)

サービス 69.9 (86) 48.0 (59) 22.0 (27) 2.4 (3) 12.2 (15) 15.4 (19) 100.0 (123)

その他 50.0 (1) 0.0 (0) 50.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 50.0 (1) 100.0 (2)

63.3 (171) 40.0 (108) 23.3 (63) 3.7 (10) 14.8 (40) 18.1 (49) 100.0 (270)

71.1 (27) 50.0 (19) 21.1 (8) 5.3 (2) 7.9 (3) 15.8 (6) 100.0 (38)

63.5 (47) 36.5 (27) 27.0 (20) 2.7 (2) 9.5 (7) 24.3 (18) 100.0 (74)

76.4 (68) 46.1 (41) 30.3 (27) 1.1 (1) 10.1 (9) 12.4 (11) 100.0 (89)

66.7 (40) 33.3 (20) 33.3 (20) 1.7 (1) 13.3 (8) 18.3 (11) 100.0 (60)

61.7 (37) 40.0 (24) 21.7 (13) 0.0 (0) 10.0 (6) 28.3 (17) 100.0 (60)

66.2 (43) 21.5 (14) 44.6 (29) 1.5 (1) 15.4 (10) 16.9 (11) 100.0 (65)

66.7 (32) 43.8 (21) 22.9 (11) 2.1 (1) 14.6 (7) 16.7 (8) 100.0 (48)

注1：網掛けは、ブロック全体以上を表す

注2：全国の母数は有効回答企業9,918社。九州は704社

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

福岡

佐賀

長崎


