
“ざんねんな情報共有”を変えよう



2019年4月から「働き方改革関連法案」の適用が始

まり、企業の働き方改革は待ったなしの状況になり

ました。 「残業時間の罰則付き上限規制」や「5日間

の有給休暇取得義務化」などが導入され、これまで

の長時間労働を見直す時期がきています。

しかし働く時間が短くなっても、企業である以上はき

ちんと利益を出し事業を成長させなくてはいけませ

ん。 限られた時間でいままで以上の成果を出すため

には、無駄な作業を減らし、業務の効率化をすすめ、

より生産性の高い仕事に集中する必要があります。

さらに労働人口の減少に伴う人手不足も深刻です。

ある調査では、2030年に日本の労働人口は644万

人足りなくなると計算されています。 この6 4 4万人

という数字は、2019年現在の東京都の就業人数の

約8割にあたる数字です※。 これから企業の人手不

足はますます深刻になっていくでしょう。

※  2019年現在の東京都の就業人数は約790万人

出典：パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」
https://rc.persol-group.co.jp/roudou2030/

べんりなアプリケーションがワンパッケージに

“働き方改革”は経営課題の1つ 中堅・大規模組織向けグループウェア

労働人口が減っている以上、従来のようなフルタイム

で毎日出社できる社員だけを採用することはできま

せん。 育児や介護などで、時間や場所に制約がある

社員も力を発揮できる環境を整える必要があります。

情報システム部門が働き方改革や業務効率化に取

り組むとき、web会議やRPAなどの自動化ツールの

導入を検討する企業が多いようです。もちろんそれ

も1つの方法ですが、社員が毎日利用するグループ

ウェアでもできることがあります。

紙や電話でおこなっている業務をオンライン化して

効率化すれば残業を減らすことができますし、働く

場所による情報格差をなくせば、多様な働き方がで

きるようになります。

この冊子ではグループウェアGaroonで働き方改革

をどう実現できるか、テーマごとにご紹介します。

2030年までの人手不足数

実績 予測

2017年

121 万人

384 万人

505 万人

2020年 2025年 2030年
（「644万人不足」のときの賃金の上昇カーブ）

2030年

2,000 円

2025年

1,910 円

2020年

1,835 円

2017年

実質賃金
（時給）

人手不足数

2,096 円

644 万人

月額 800 円～  /  1ユーザー（10ユーザーより）

ポータル スケジュール 施設予約 メール

メッセージ 掲示板 スペース ファイル管理

メモ マルチレポート ToDoリスト アドレス帳

電話メモ お気に入り 通知一覧 ワークフロー

タイムカード 全文検索 プラグイン スマートフォン

サイボウズ株式会社が提供する

働きやすい環境を整えるグループウェアです。

国内外6,600社  300万人を超えるお客様のご利用実績があ
り、10名～数万人規模で、安心して利用できる高いスケーラビ
リティと使いやすさを両立し、部門や拠点間の垣根を越えたコ

ミュニケーションを促進します。

スケジュール、施設予約、掲示板、ファイル管理など、情報共有

の基盤として活用できる機能がワンパッケージに集約されてお

り、それらを活用することで、場所や時間にとらわれず、効率

的に業務を進められるようになります。

Garoonとは
ガ ル ー ン
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「働き方改革に着手せよ」という方針は否が応でも

やってきます。 実際に企業においてはどのような課

題から取り組んでいるのでしょうか。 働き方改革に

ついて、どのような取り組みをおこなっているのかア

ンケートを実施したところ「長時間労働削減」が7割

を超えており、ほとんどの企業で取り組んでいるこ

とがわかりました。具体的には残業や休日出勤の規

制、有給取得推進などがこれに当たるでしょう。 同

時に、「人材獲得」「人材定着」などの人材確保のため

の取り組みもそれぞれ3割を超えており、主要な課題

と言えます。

働き方改革関連法案の施行により、多くの企業では

労働時間の短縮を余儀なくされます。いままで長時

間労働に頼ってきた企業の場合、法令遵守と利益

確保の間で板挟みになることもあるでしょう。しか

しこれは働きやすい職場づくりへの第 1歩とも言え

ます。無駄な業務を減らし、生産性の高い仕事に集

中できるようになれば、人材獲得、人材定着にもつ

ながります。法令遵守というコンプライアンスの側

面だけでなく、より魅力的な企業になるきっかけと前

向きに捉え、1つ1つの取り組みを進めていくことが

働き方改革につながります。

出典：2017年4月サイボウズ調査(n=600)

働き方改革に必要なこと
7割以上の企業が

“長時間労働削減”に取り組んでいる

「長時間労働削減」
をすすめるには？

残業削減
業務効率化

長時間労働を減らすためには、無駄な作
業をなくし、より生産性の高い業務に集
中する必要があります。Garoonなら利用
者全員が業務効率化を実感できます。

「人材獲得」
をすすめるには？

多様な
働き方の実現

労働人口が減っている以上、時間や場所
に制約がある人でも働けるようにしないと
人材不足は解消できません。 Garoonな
ら、時間と場所に縛られず誰もが力を発
揮できる環境をつくることができます。

「人材定着」
をすすめるには？

風通しのよい
職場づくり

優秀な人材に長く働いてもらうためには
企業自体の魅力を上げていく必要があり
ます。Garoonなら組織を超えたコミュニ
ケーションを活性化し、風とおしのよい組
織づくりを支援します。

働き方改革のために
どういったことに取り組んでいますか？

目次
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会議の削減
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「スケジュールは全員、原則公開設定で入力しています。 社長のスケジュールも半分以上が公開されていて、予
定が空いていれば誰でも自由に登録できます。 社長の予定を入れるときは出欠管理をONにしておいて、社長
がOKの場合は『出席』で回答するルールにしています」
「電話やメールで相手の予定を確認する手間がなくなり、だいぶ楽になりました。 Garoonのスケジュールを見
ればいつ空いているかわかりますし、相手の予定も登録できます。 またちょっとしたやりとりはコメントでおこ
なえるところも効率化につながっています」

「スケジュール」 こんな風に使っています

ネグロス電工株式会社 様

お客様事例

スケジュール調整の効率をアップ

残業削減・業務効率化

「毎回印刷していた会議資料を、事前にスケジュールで共有するようにしました。 最初は社員からの抵抗もあ
り、『これまでどおり紙で資料が欲しい』という要望も寄せられたのですが『資料はすべてグループウェアの
Garoonの中に入っているので、必要でしたらご自身で印刷願えませんでしょうか』とあえて突き放しました。 
そうこうしているうちにGaroonの使い方に慣れてきて、逆にいちいち紙に印刷するのが面倒になり、ペーパー
レスが定着していきました。 いまでは紙の資料を渡すと『いらない』と逆に突き返されるほどで、ずいぶん会社
の雰囲気が変わりました」

「スケジュール」 こんな風に使っています

株式会社ハヤシ海運 様

お客様事例

スケジュール調整は意外と時間がとられるもの。
参加者の空き予定を電話やメールで確認して、会議室の予
約を確認して…やっと日時が決まったと思ったら誰かからリ
スケの依頼…そんな経験はありませんか？ 業務の効率化、
まずはスケジュール調整から始めましょう。

Garoonの「スケジュール」に予定を登録すれば、社員の空
き時間が一目瞭然。 電話やメールで確認する必要はありま
せん。 施設や備品の予約も同時にできるので、会議に必要
な「人」「部屋」「モノ」をまとめて調整できます。 さらに「出
欠管理」機能を使えば、会議への参加伺いもスケジュール
上でおこなえます。

課題 Garoonで解決 課題 Garoonで解決

会議に必要な資料やアジェンダを毎回印刷して配布してい
ませんか？ 会議のたびに大量の資料を印刷、資料に修正
が入ればまたやり直し、配った資料も会議が終われば二度
と見られない…そんな無駄は早くなくしたいものです。

Garoonの「スケジュール」に資料を添付すればいちいち印
刷する必要はありません。 内容に変更があった場合も添付
ファイルをアップしなおすだけ。 さらにコメント機能を使え
ば、会議の事前連絡もスケジュール上でやりとりできます。
会議に必要な情報がスケジュールにすべてそろいます。

会議資料をペーパーレス化

残業削減・業務効率化

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/negurosu/ https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/hayashikaiun/

空き時間が
一目でわかる

一緒に働くメンバーのスケジュールを
重ねて表示。空き時間を一目で把握で
きるので、予定調整がスムーズです。

「出欠管理」
で参加伺い

出欠管理機能で、予定への
参加意思を確認できます。

連絡事項を
伝えられる

会議の事前連絡をコメントでやりとり
できます。

資料を共有

会議資料を添付ファイルで
共有できます。メールなど
で配布する必要がなくなり
ます。

添付ファイルは
更新可能

資料に修正があった場合は「詳細」から
添付ファイルを更新できます。
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https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/negurosu/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/hayashikaiun/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle


「以前は申請を紙で運用していたのですが、高額購入については役員決済が必要となり、役員に決裁をいただ
けるのが月に数回だったので、承認までに数週間かかるケースもありました。 いまでは申請がその日のうちに
承認されるなど、承認までの期間がかなり短縮できています。 去年の年末に、急を要する申請があったのです
が、 史上最速の2時間で承認されて驚きました。 現場でスピーディーな対応をするのに役立っています」

「ワークフロー」 こんな風に使っています

株式会社ユーアンドエヌ 様

お客様事例

申請の電子化で、意思決定をスピーディに

残業削減・業務効率化

「コールセンターの管理者向けに定期的に研修をおこなっているのですが、その開催案内を毎回掲示板で出し
ています。 研修の主催部署が掲示板に案内を出し、参加したい人はコメントに書き込んで申し込みをします。 
申し込みや問い合わせをコメントでやりとりすれば、個別の問い合わせに対応する必要がなくなりますし、誰が
参加するのかもすぐにわかります」

「掲示板」 こんな風に使っています

ビーウィズ株式会社 様

お客様事例

交通費申請や稟議などの申請を紙でおこなっている企業
は、まだまだ多くあります。 外出先からわざわざオフィスに
戻って印刷や押印をしている、という方もいるのでは。
また上司の不在が続くと申請が止まって、業務が進められ
ない…ということも。 申請業務を電子化し、無駄な紙業務
をなくしましょう。

Garoonの「ワークフロー」なら申請を簡単に電子化できま
す。 業務に合わせたフォームが簡単につくれるだけでな
く、条件分岐や路線検索なども標準機能として搭載。
スマートフォンやタブレットを使って、社外でも申請・承認
が可能です。 申請業務の効率化で、意思決定がスピーディ
になります。

「人事のお知らせ」や「社内システムのお知らせ」などの全
社通達。 通達を出すためにメールをつくったり、問い合わ
せの電話に対応していたら、いつの間にか時間が過ぎてし
まった、ということもよくあるのではないでしょうか。 全社
通達、問い合わせ対応をもっと効率化しましょう。

Garoonの「掲示板」に通達を載せれば、必要な人に自動で
通知が届きます。 さらに通達に対する問い合わせはコメン
ト機能を使ってやりとりできます。 質問と回答が他の人に
も共有されるので、似たような問い合わせに何度も対応す
る手間がなくなります。

脱メールで全社通達をスムーズに

残業削減・業務効率化

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/u-n-jp/ https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/bewith/

コメント機能で
質疑応答

コメント欄で質問と回答が共有できるの
で、似たような問い合わせを防ぐことがで
きます。

承認状況が
一目でわかる

誰が承認したのか、い
まどのステップなのか
一目で把握できます。

全社通達を掲載

掲示板を使って全社通達
を掲載できます。

必要な人に
通知が届く

申請フォームを
簡単に作成

業務に合わせて申請
フォームを自由につく
ることができます。

課題 Garoonで解決 課題 Garoonで解決

路線検索と連携

交通費申請の場合、路線検索サー
ビスから運賃を入力できます。

スマホ対応

社外にいてもスマートフォンなど
から承認作業ができるので申請を
スピーディに処理できます。
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https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/u-n-jp/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/bewith/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle


「Garoon導入前まで、ケータイからは社内メールしか見られませんでした。 導入後は、パソコンや個人のスマー
トフォンと、 様々な端末からグループウェアにアクセスできるようになったことが非常に便利だという声が上
がっています。 掲示板やスケジュールなど、必要な情報を網羅できるようになったため、すき間時間を有効に活
用できていると感じています」

「社外からのアクセス」 こんな風に使っています

中野製薬株式会社 様

お客様事例

社外でも仕事ができる環境をととのえる

多様な働き方の実現

「以前は各地に散らばる教室長たちの横のつながりが限られていました。 業務で培ってきたノウハウを共有し
たり、教室運営について相談する機会が少なかったのです。 いまでは、教室長たちが空いた時間で『共有ス
ペース』を使って、お互いの成果を報告し合い、ノウハウを教え合うことができるようになりました。 まとまった
時間がとりにくい教室長たちでも、情報共有が進んでいます。 他教室の成績の報告が刺激になり、モチベー
ションも向上しました」

「スペース」 こんな風に使っています

株式会社明光ネットワークジャパン 様

お客様事例

オフィスのPCでしか業務ができない…という会社はまだ多
くあります。 社外でも仕事ができるようになれば、時間を
もっと効率的に使えるはず。 また、在宅勤務ができるよう
になれば、子育てや介護などの事情がある人でも、力を発
揮できるようになります。 オフィスの外でも仕事ができる
環境を整えましょう。

Garoonはクラウドサービスなので 、社外からでも安全にア
クセスできます。 Basic認証やクライアント証明書による端
末認証により、セキュリティも安心。 出張先や自宅などから
スケジュールを確認したり、資料を確認したり、ワークフ
ローを処理したりと、社内と同じように業務を進めること
ができます。

※ パッケージ版Garoonでも「サイボウズ リモートサー
ビス」により、安全な社外アクセスが可能です 。

時短勤務やリモートワークなど、多様な働き方の社員が増
えてくると問題になってくるのが情報格差。 オフィスにいな
いと会社の状況が把握できなくて不安…という方も多いと
思います。 働く時間や場所が違っても、コミュニケーション
不足に陥らないためには、利用するツールから変える必要
があります。

Garoonの「スペース」を使えば、仕事のやりとりがスレッド
で整理されます。
時系列・テーマごとに情報がまとまるのでメールよりも
キャッチアップがしやすく、時間や場所による情報格差を
なくすことができます。 離れた拠点同士の情報共有もしや
すくなります。

多様な働き方の実現

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/nakano/ https://cybozu.co.jp/casestudy/example/meikonet/

メンバーを
自由に設定

メンバーを自由に設定し、プロジェクトス
ペースを作れます。

スマホでも使える

スマホアプリでスマホや
タブレットでもGaroonの
機能が使えます。

スレッドを使った

コミュニケーションで

働く時間と場所による

情報格差をなくす

社外から安全にアクセス※

クラウドなので、どこからでもアクセス可能。 また、basic認証
やクライアント証明書により不正アクセスを防ぎます。

Basic認証 + クライアント証明書による認証IPアドレスによる制限

課題 Garoonで解決 課題 Garoonで解決

テーマごとに
スレッド形式でやりとりできる

コメント形式なので気軽に情報共有や連絡ができま
す。また時系列に情報が整理されるので、コミュニケー
ションをしながら情報が整理されますその場にいなかっ
た人や、場所が離れている人にもどのようなやりとりが
あったのかをすぐに共有できます。
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https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/nakano/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://cybozu.co.jp/casestudy/example/meikonet/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle


「現在ネグロス電工には1200人ほど社員がいますが、どんな部署があるのか知らない人も多いんです。 勤務し
ている営業所や工場が違うとなかなかつながりがないんですよね。 そこで、Garoonポータルを使って社内情報
を発信することにしました。 社内のことを広く知ることで『うちの会社ってこんなよいところがあるんだな』と思
う人が増えていけば、仕事的にもよい方向に向かって行くと思います。 実際Garoonを使い始めてから、社内の
風通しが良くなったと感じています」

「ポータル」 こんな風に使っています

ネグロス電工株式会社 様

お客様事例

「社員同士協力して目標達成する風土をつくりたいのに、理
念やビジョンが浸透していない」「組織としての一貫性に欠
ける」という課題を感じることはありませんか？
チームが一定以上の成果を出すためには、社員全員に企業
文化やビジョンを理解してもらい、社員のモチベーションを
高めることが重要です。

Garoonの「ポータル」を使えば、毎日ログインする画面に
企業理念やビジョンを表示することができます。 各部署の
取り組みや、目標数値などをまとめて表示すれば、会社へ
の理解も深まります。 
社員全員が共通のビジョンを持って業務に取り組むこと
で、高い成果につながります。

社内発信で組織に一体感をつくる

風通しのよい職場づくり

「他部署とコラボレーションしようとすると、社員が自発的に「Garoon」上でスペースを立ち上げるようになっ
てきました。 必要な情報が共有され、議論が始まり、ビジネスが進んでいきます。 いままで使っていたグループ
ウェアでは、起こりえなかった動きです。 毎日のようにスペースが増えてきています。 システムが確実に社員の
手足となりつつあります」

「情報をオープンにすること」 でこう変わりました！

株式会社Too 様

お客様事例

「うちの会社は部門の壁が厚い」「組織間の風通しが悪い」
といった悩みをお持ちの組織は多くあるでしょう。
しかし、変化が激しい時代には、部門同士が密に連携し、ス
ピーディに意思決定をしないと企業としての競争力が落ち
てしまいます。フラットな情報共有で、組織の壁をなくしま
しょう。

スケジュールも、プロジェクトのやりとりも、Garoonなら
オープンに共有できます。
情報を公開しておけば、それぞれの社員が必要な情報を自
分で探すことができるので効率的。組織や拠点による情報
格差を減らすことができるため、組織間の壁を低くし部署
間の連携強化を実現できます。

オープンな

情報共有で

組織の壁をなくす

風通しのよい職場づくり

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/negurosu/ https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/too/

プロジェクトのやりとりを
オープンに

スペースで

社員がいつ何をしているかを
オープンに

スケジュールで

組織やチームの情報を
オープンに

ポータルで

課題 Garoonで解決 課題 Garoonで解決
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ログインすれば会社の情報が全て揃う
Garoonが  「もう一つのオフィス」 に

仕事に必要な情報が  「新着通知」 にまとまって届く

ひと昔前のグループウェアは、情報をただ保管する場所でした。 一人ひとりの作業は孤立していて、共有
しなければならない成果物だけを共有するスタイルでした。 それに対してサイボウズのGaroonは、ネット
ワークを介して共同作業を進めるための 「もう一つのオフィス」になります。 日々の情報をみんなで共有
する文化があれば、情報収集、活用の効率は飛躍的に上がります。 ただの「情報伝達」「情報保管」ではな
く、ビジネスを前に進めるためのワークプレイスとして、Garoonをぜひご活用ください。

6,600社  300万人を超える導入実績Garoonを使った 業務のイメージ

94%のユーザーが「Garoonは使いやすい」と回答

情報共有に効果

「遠距離にある拠点と密に連
携が取れるようになった」

（機械・精密機器）

「なにか聞かれれば、まず
Garoonを見て下さい、という
ところから始められるので、
ユーザー側、管理側、双方の
利便性が増したと思います」

（小売・通販）

社外からのアクセス

「外出先からのリモートも簡
単なので業務に役立ちます」

（商社・卸売）

※2022年Garoonユーザーアンケートより「とても使いやすい」「使いやすい」の合計値 （n=322）

使いやすさ

「操作が直感的に行えること
から、ユーザーサポートに要
する時間がほぼない」

（広告・企画・制作・デザイン）

コストの削減

「ほしい機能が安価でワン
パッケージで手に入る」
（通信・ネットワーク・ホスティング）

「クラウド型で低廉なコストの
サービスが受けられている」

（公共・組合・非営利）

導入企業例

94 %の
ユーザーが
使いやすいと
回答※

新着通知

通達の確認スケジュールの確認・連絡

ワークフローの処理 プロジェクトのやりとり

Ga ro o nがネットワークを介して共同で業務を進めるためのワークプレイスに
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https://cybozu.co.jp製品に関するお問い合わせは、弊社ホームページでサイボウズ株式会社

Garoonがもっと気になるあなたは

掲載しているすべての情報は
Garoonの製品サイトからご確認いただけます。
詳しくは ht tps://garoon .c ybozu.co. jp ガルーン

直接相談したい各種セミナーも
随時開催中

お近くのサイボウズ販売パートナーでもご相談を承っております。

サービスの情報や導入事例などの資料をじっくり読みたい

製品サービスの詳しい説明、
導入事例、グループウェア移行ガイドなど、
各種資料をご用意しております。

https://garoon.cybozu.co.jp/contents/

事前にご予約いただいた時間に専門のスタッフが

お客様の疑問やご要望をお伺いし、

お客様にあった活用方法をご紹介します。

オンライン相談

https://garoon.cybozu.co.jp/consult/

自分のペースでサービスを直接触って試したい

お客様専用環境を

ご用意します。

実際の利用イメージに近い

デモデータがはいっています。

または

オンラインデモ30日間無料お試し

https://garoon.cybozu.co.jp/trial/trial_ garoon/ https://garoon.cybozu.co.jp/trial/online_demo/

https://garoon.cybozu.co.jp/consult/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://garoon.cybozu.co.jp/trial/trial_garoon/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://garoon.cybozu.co.jp/trial/online_demo/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://garoon.cybozu.co.jp/contents/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://garoon.cybozu.co.jp/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle
https://cybozu.co.jp/?utm_source=WP&utm_medium=doc&utm_campaign=grworkstyle



