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皆様による皆様のための 

在宅勤務中の“アイデア集” 
 
 
現在、多くの⽅が在宅勤務に取り組んでおります。 
そのため、働き⽅や⽣活状況の急な変化に対応するため、 
様々なアイデアが必要となっています。 
2020 年 4 ⽉の在宅勤務中の皆様を対象に、 
皆様が在宅勤務を⾏っている様々な⼯夫についてアンケートを実施いたしました。 
(回答数︓ヘルスデザイン社の産業医先企業様のうち、14 社、1,103 ⼈、述べ 10,024 件の回答案) 
これを基に、在宅勤務における皆様⾃⾝の実践例をまとめましたので、 
⼀⼈でも多くの⽅の在宅勤務での⽣活に活かしていただければと思っています。 

 
 

＜使い⽅＞ 
このアイデア集は、在宅勤務中における、 
1.仕事環境についてのアイデア、2.職場でのコミュニケーションを増やすアイデア、 
3.ストレス対処についてのアイデア、4.⾷事についてのアイデア、5.⾝体活動についてのアイデア、 
6.睡眠についてのアイデア、7.在宅勤務中での困りごと、8.在宅勤務をしてよかったこと 
という 8 つのカテゴリーで構成されています。 
他の⽅々が既に取り組んでいる事柄をヒントにして、 
皆様⾃⾝もひとつでも何かできそうなことを⾒つけて実践していただければ幸いです。 

編集 ヘルスデザイン株式会社 
2020 年 5 ⽉ 
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大項目 中項目 皆様からのアイデアの例

HDMIケーブルを新規購⼊し、ノートＰＣと⾃宅ＴＶを接続して2画⾯で作業。
大型モニターを会社から借りた

モニター,イヤホンマイク、プリンター、外付けのキーボードと無線マウスを購入
無線LANの設定
プリント、コピー、スキャンはコンビニにて対応

WEB会議のため背景を⼯夫。
ネット接続の安定のため、有線ケーブルで繋いでいる

畳部屋での業務のため腰痛防止に座椅子を購入。

バランスボールを使っている

マットレスの上で作業している。

クッション使用（低反発や無重力クッション、ゲルクッション、ドーナツ型クッション等）

ダイニング用の椅子や机を使う

デスクをきれいにした

折りたたみ机や、専用デスク、サイドテーブルなどを購入

業務終了後は、広げた書類やPCは必ず片付け部屋をリセットする
作業机周囲に時計、電卓、筆記用具、水筒（水分補給）、眼鏡等を準備し、業務集中

飲み物 机が広くないため、お茶こぼし防止として、同じ机に飲み物を置かない

椅子を変えて、前のめりな姿勢を続けないようにした。

同じ姿勢を長時間続けない。座り疲れた時は、スタンディングデスクで作業を行う。

椅子に姿勢よくすわるよう心掛けている

立ったままパソコンに向かう

電気スタンド等を購入した。

蛍光灯の明かりを目に優しい色に変更した。

睡眠や生活リズムを整えるため、夜は低照度低色温度にしている（会社でも照明のサーカ

ディアンリズムを導入してほしい）。

モニターを箱の上に載せ、位置を高くし、腰の痛みを多少改善させた

椅子の高さを調節

猫背にならない様、パソコンの姿勢と目線に気を付けてデスク・椅子の方さを調整

ノートパソコンの画面と目の位置が水平になるように高さ調整した。首が斜め下に向くこと

は首に負担がかかるため

健康は多分に精神衛生面に支えられるため、家族が安心でいられることを尊重する。

夫婦とも働きのため、作業効率を考え別室で実施している。

妻も在宅勤務で、PCを2台置くと狭い食卓ですが、向きを変えたら作業しやすくなった
妻も在宅勤務、子供が在宅授業のため、それぞれの場所を確保。

二酸化炭素濃度計を購入。

サーキュレーターや扇風機を複数台置いて、エアコンの風が回りやすくする

部屋の家具の移動。Web会議に背景が映ってしまうため。
1⼈になれるように、寝室にPCデスクを置いた
電話会議が長い場合は、車で対応。（子供たちに長時間ストレスがかかるため）

リビングキャンピングテーブルや椅子を購入して簡易Officeを作った。
生活スペースと仕事スペースを分ける

自分の部屋がないので子供の部屋を借りた。

納戸に机椅子を設置し、簡易仕事部屋とした

外の景色が見える場所に机と椅子を設置。

部屋の掃除をこまめに行い、空気清浄機を購入するなど、室内環境（衛生面）を整えた。

アロマディフューザーの購入

リラックスしながら集中できるよう、元気が出るアロマオイルを身近に置く。

音楽（クラッシック、ジャズ、歌、ラジオなど）を聴いてリラックスしながらやる。

プライベートでは聞く頻度の低い音楽を流す（プライベート気分の切り替えのため）

周囲の生活音が気になるときはイヤホンで音楽を聴いて集中している

作業環境についてのアイデアの例（その1）

デスク周り PC周辺機器

椅子

机

作業の工夫 姿勢

照明

高さ調整

居住環境 家族も在宅

換気

部屋

リラックス

音楽

アロマ
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大項目 中項目 皆様からのアイデアの例

多少の業務内で動きが必要になるようにプリンターの設置位置を工夫。

在宅の日は業務開始前に45分～50分くらいのウォーキングをしている

オンラインヨガレッスンを受ける。

通勤時間をそのままジョギングに充て、朝は1時間、昼休憩は30分、毎日約13km走ってい

る。1時間おきに腕立て伏せと腹筋をする

徒歩する機会が無いので、週2，3回だったジョギング(4km)を毎日にした。

朝は、会社で流れる体操を必ずやっている。

1-2時間に１回くらいは席を⽴ち休憩したりストレッチをする、

軽くでも体を動かすように飲み物は作業部屋に持ち込まず、飲みたくなったら動く

日光を浴びるために、昼休憩時にベランダに出て外の空気にあたる

休憩時間に散歩。日光を浴びる。

できるだけ外の空気を吸ったり、途中で休憩をしばしばいれる

こまめに、1時間ごとの換気,

手洗い、うがい

換気用小窓を開け、シーリングファンを回している。

外になるべく出ない

睡眠 昼食後の仮眠

体温、血圧 体温、血圧の毎日の管理。

床から冷えるので椅子にした。

冷え防止にひざ掛け・湯たんぽを使用した。

長時間パソコンと向かい合っているので、適度な目の休め（目薬）

ブルーライトカット用の眼鏡を購入した

出勤時はコンタクトレンズを使用していたが、在宅中は眼鏡で過ごしている

白湯やハーブティ、紅茶など、温かい飲み物を飲む

常に水分が取れるように大きいボトルを近くに置く

電気ポットの購入（お茶を飲むのに沸かすのが早くて便利）

毎日、出社日と同じ様に同じ時間に起床し食事をして生活のリズムを合わせている。

朝起きたら掃除する、お風呂に浸かるなど、１日の始まりを作っています。

通販 通販を土日に届くよう指定した。

始業前、始業後、休憩時間の運動を行う

部屋着ではオンオフの切り替えが出来ないため、基本的には身だしなみは通勤時と同様のも

のにしている。

仕事の気持ちにスイッチするため、できるだけ毎朝仕事を始める前に10分程度外に出て散歩

します。

自宅だと時間がルーズになりやすいため、会社と同じく9:00～17:30と昼休み(12:00～

13:00)は守り、スマホのアラームをセットした。

勤務とプライベートの区切りをきちんとつける（平日と休日、就業時間とそれ以外、など）

総評

在宅勤務が急に始まった方も多く、PC周辺環境から整える方が多かったようです。別モニターでディスプレイを広くした

り、WEB会議のためにイヤホンの使用などの工夫が目立ちました。また、椅子や机についても、ダイニングテーブルやその椅

子を利用したり、クッションを敷いたり、高さを調整しているようです。運動不足解消のために運動に心がけている方や、小

休憩をしっかりと取ろうとしている方もいます。また、同居人との住み分けが難しい状況があるようです。特にお子様がいた

り配偶者も在宅勤務の場合があり、部屋の使い分けを工夫をしていました。生活リズムが乱れないように、いつも通りの時間

に就寝・起床をしたり、普段通りに着替えるなどの工夫がありました。これらを参考にして、自分が真似できる在宅勤務の方

法を探してみましょう。

生活リズム 生活習慣

メリハリ

健康管理 感染予防

冷え

目

飲み物

作業環境についてのアイデアの例（その2）

小休憩・運動 運動

小休憩
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大項目 中項目 皆様からのアイデア

メール等ですれ違いを感じた場合は携帯電話で確認している。

新人には電話で様子を聞いている

メール内容を工夫し、できる限り気持ちが前に向くような文章にしている。

メールのレスポンスを早める

平常時よりも、報告／連絡／相談に関するメール等の発信頻度を上げる(発信しなければ、
誰も何も分からない為)。
メール等の記載内容を読み間違わないよう、良く推敲して記載するようにした

メールは、顧客の秘匿事項に関するものを除き、BCCなどで自分が何をやっているかを必要
に応じ部内に配信。また同様に配信されてくるBCCメールの内容により、助言等を行う。
在宅勤務の工夫点、改善点をメールで共有

メールでのやり取りだけですと言葉足らずで誤解を招くことが多々あります。必ずではない

ですが、電話で聞いてニュアンスやイントネーションを確認してます。

在宅になりメールの数がかなり増え、そのためメールの見落としやメール確認後の対応の失

念が起こりやすくなったと感じている。 なるべくメールの送信だけではなく電話やTV会議
等の会話を通しての確認も同時に行うように心掛けている。

→その分連絡に取られる時間が多くなり実作業を行える時間が減っていると感じている。

朝と業務終了時にチャットで挨拶を欠かさない様にしている。

在席状況がわかるようにしている

レスポンスの速さを心掛けている

呼びかけを簡潔に。辛抱強く返答を待ち、焦らないこと。相手が返答しやすい時間を考えて

呼びかけること。

メールだけではなく、SkypeやLineも活用し、同内容を複数手段で伝達することにより、気
づいてもらえる工夫をしている。

Teamsではコミュニケーション内容が流れていきやすいので， ⼈数，社内外，情報の残り
方を踏まえてメールとTeamsを使い分ける
Teamsへの書き込みにイイねなどでリアクションをするようにしている
一人が困っているときには、別のメンバーと一緒にスタンプなどを使いながら気持ちを表現

しながら、意見交換を実施

チームメンバーにはプロジェクトとは別のなんでも書き込めるスレッドを使ってコミュニ

ケーションしている。

直行直帰の部下・ノートPC無しの在宅勤務者とも連絡が取れるので活用している。
業務開始終了連絡をLINEで行う際、実施した内容についてのコメントをグループLINEのメ
ンバーで送りあう

一日のメインタスクを共有、終了時に、一日の楽しめたことを共有

Teamsを駆使して、必要なコミュニケーションは取れている。部署内ではほとんど皆テレ
ワーク対応なので、普段以上にコミュニケーションはスムーズかもしれない。（普段だと打

ち合わせとかで不在がちだと質問したくてもできなかったりすることが多いので）

基本的にTeamsのチャットや会議を活用して、コミュニケーションをコンスタントに取るよ
うにしています。 毎週1回は部署全体のMTGも行っているため、出勤時と変わらないコミュ
ニケーションが取れていると感じています。

Webによるコミュニケーションになるため限界があり、Webの域を超えない。Web以外の複
合的なコミュニケーションが必要。

職場でのコミュニケーションを増やすアイデアの例（その1）

使用して感じた

こと

電話、メールを

利用

電話利用

どちらも利用

使用時に心がけ

ていること

チャットツール

の利用

メール利用
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大項目 中項目 皆様からのアイデア

週一度開催する会議の冒頭で、チームメンバーそれぞれが最近、自分に起こった良いできご

と＆悪いできごとを30秒くらいで報告（アイスブレーキング）
リモート会議を常に繋ぎっぱなしにして、2～4人で一つの作業をしている。
Teamsでの⽇ごとのMTGを実施。その際に⾳声だけではなく顔も⾒えるようにしている
Webexを活⽤し顔を⾒ながらのコミュニケーションをとる様にして、毎朝、朝会を⾏い皆の
モティベーションを上げる事を考えた

WEB会議システムを使⽤して打ち合わせをしています。 基本カメラオフですが、特定のメ
ンバーとはカメラオンでコミュニケーションをとっています。

毎朝、2部門全員と1時間程度のオンラインミーティングを実施。一人ずつ発表時に顔を出し
て、目視で健康状態を確認。声に張りが無ければ、調子はどうか？と声掛けを実施。

zoom飲み会を実施し、仕事中以外のコミュニケーションを図る。
新入社員の「オンライン歓迎会」を実施した。

オンラインランチを実施

zoom（テレカン ）を終える時は⼿を振るようにしています。
喋り過ぎないように、焦って返答しない、他の人の発言を遮らない、同意のうなずきや疑問

に思うことは言葉以外でも表現しておくこと。不要な発言は控える。

いつも以上に、事前に資料を読み込むなどして極力認識齟齬が起きないようにしている。

テレビ会議のシステムを生かして、できる限り課題はメンバー全体で一度に共有して、短時

間で終わらすようにしている。

限定された時間を有効に使うため、あらかじめ何を求められているか、また目標設定を明確

にするために事前準備としてノートに書きだしている。

(主に動作⾯で)若⼲やりづらい側⾯もありますが、普段のMTGと⽐べて、問題となるほどコ
ミュニケーションが取れないとは感じません。

通常行っていない朝会を開始。やはりメールだけではなく言葉を交わす事、重要でした。

週1回の定例部会の場で、部長からの提案で、部員全員が近況を一言話している。職場に出
勤していたときには自然と話していたちょっとした雑談も全く無くなっているので、皆さん

の様子が垣間見えて、一体感を感じられた。

オンライン会議で愛想よくできていないので、固く映ってしまうのを気を付けたい。ただ難

しい。MTGとして設定する以上、あまり相手の時間を拘束するのも気が引ける。逆にテレ
ワーク状況確認（発散）MTGとして週に１度ほど別途設けてもいいかもしれない。そうす
ると割り切って日頃の気持ちを吐き出したり雑談ができる。

その他

総評

職場でのコミュニケーションを増やすアイデアの例（その2）

テレワークをする際に、事前にチームで共有の保存フォルダなどを作って格納場所などを決めて仕事の漏れ

が無いようにしていた。

業務だけの連絡事項とならないよう、その日の健康状態やメンタル面のケアを心掛けている

できるだけ、自分の状況を把握しやすいようポイントをまとめて文章で報告することを心掛けている。仕事

の進行が、良い状況か、悪い状況かは、上司と会話して伝えるようにしている。また、部下にもそうしても

らうよう誘導している。pull型ではなく、push型。
同僚や部下にわからないところを聞かれたときは、できるだけ細かく教えるようにしている。相手の表情が

見えない分、ちゃんと理解できているかわからないので、電話を切った後、本人がつまづくことなく対処で

きるように、重要な点はくどいくらい繰り返す。

コミュニケーションについては、様々なツールを利用してコミュニケーションを図っていることがわかりました。これまで同

様に電話、メールを使用する中でも、ニュアンスが正しく伝わるように電話連絡をするなどこまめに連絡をとったり、返答速

度を上げたりするなど工夫をしていました。また、雑談をする機会が減っているため、メールに挨拶文や雑談を入れている職

場もありました。より細やかな配慮が必要になったために、電話やメールの処理に時間がかかると感じる人もいました。

チャットツールは、始業・終業連絡や挨拶、体調確認、在席状況の表示、タスクの共有、進捗報告、メール送付後のフォロー

等に利用されていました。ニュアンスや感情が伝わるように絵文字やスタンプを使用したり、声かけを簡素化し、気長に返答

を待つなど工夫をされていました。

webでの会議について、朝礼・終礼を新たに導⼊したり、会議の冒頭で雑談の機会を増やすことをされていました。会議中は
ジェスチャーを交えたり、発言のタイミングに気をつける、など工夫をされていました。webカメラの使用について、目視で
の体調確認やチームメンバーのモチベーション維持につなげるため、冒頭の挨拶時だけでもカメラをオンにしているという回

答がありました。部署の懇親会をwebで実施している職場もありました。
在宅勤務となり、ツールの特性に合わせた会議の進行やコミュニケーションが必要とされる中でも、皆様が色々な工夫をされ

て、円滑で活発なコミュニケーションの実現に向けて努力されていると感じました。

使用して感じた

こと

web上の懇親会

心がけているこ

と

webカメラの使
用について

電話・テレビ会

議を実施

会議実施時の工

夫

毎日メルマガ配信
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大項目 中項目 皆様からのアイデアの例

家族と 家族とコミュニケーションをとる

子供と一緒に運動（相撲）

友人と （職場、友人と）Web飲み会
友人とチャットしたり話す

ペットと 一息入れたい時に犬を構う

室内での運動 ダンス、ヨガ、ラジオ体操、ストレッチ、フィットネス動画

自宅にて、フィットネスゲームで筋トレ。

煮詰まった時は出社時よりもストレッチができる。

運動時間の確保 会社への移動時間がないので、その分外に短い時間でも、出るようにしています。

朝、保育園へ子どもを送りだしたあとは、自転車を置いて走って帰る。途中でおやつを買

い、激坂でトレーニングしてから帰る。

人が少ない時間帯を選んでウォーキング等軽く体を動かしている

就業後に30分～1時間程度、近所を散歩するようにして同じ体制でいた一日をリフレッシュ
している

ウオーキング、散歩、サイクリングをできるだけ毎日行う。

家の近所への買い物、散歩をしている。

食事を楽しむ 食事や間食によるストレス解消。

テイクアウトの活用　美味しいテイクアウトを食べる

間食 甘いものを食べる（ごほうび）

ミントを食べることで、リフレッシュを行う。

飲み物を楽しむ お酒を楽しむ

コーヒー、紅茶、ハーブティーなどを楽しむ

頑張りすぎない 食事。ストレスになるので自炊などにこだわり過ぎない。頑張りすぎない。

仕事環境の改善 インターネットの環境を改善し、ストレスの低減を図った

BGMをかける
家にいる時間が増え、衣食住の質の向上に意識を向ける。

生け花を飾ると部屋の雰囲気がよくなりました

ON/OFFをきちんと区別するため、休⽇はパソコンを⽬のつかないところに置く。
業務終了後はPCは通勤鞄にしまう（勤務時間外にプライベート空間には会社のものを置か
ない）

深呼吸・瞑想をする

景色を眺めながら、散歩する。

リビングでリラックスする。

コロナウイルス関連の情報を見すぎない

信頼している先生などの立場の人と話す

神社などへの参拝

ノイズキャンセリング付きのイヤホンで外部の騒音を低減すると集中できました。

通勤時間の短縮ができるので、ゆっくり入浴ができています。

単純作業で無心

になる

無心で野菜を切りまくる、ミシンで直線をひたすら縫う

バルコニーに出て深呼吸

昼食を庭でとる

窓を開けて外気にふれる

青空や遠くを眺める

ストレス対処についてのアイデアの例（その1）

コミュニケー

ションをとる

運動

食事

環境改善

気持ちを落ち着

ける

気持ちを落ち着

ける

日光・外気にあ

たる

住環境の調整
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大項目 中項目 皆様からのアイデアの例

仕事のOFFの切り替えとして，食事を作る・用意する時間を大事にしている。
子どもと過ごす時間が増えているので、オンとオフの切り替えになっている

映画等を観て，仕事のことを考えない時間をつくっている。

1⽇のやることをイメージして、極⼒メリハリをつける。（決まった時間にお茶をして休
憩）生活習慣を変えないよう、早朝/終業後に散歩。

生活リズムを保

つ

通常出勤と変わらぬ時間に起床するなど、生活リズムを崩さないように気を付けている。

生活習慣を変えないよう、早朝/終業後に散歩。
休養 時間を決めて定期的に休憩を取る

睡眠時間を７時間以上取る事。

育児で仕事が思い通りに進まずストレスが溜まるので、特別休暇を取ってあえて「仕事をし

ない」ことでストレス対策をしている

趣味を楽しむ ガーデニング、プランター栽培など土いじり

室内でできる趣味も楽しんでいます。

休みにはバイクで人のいないところに行く。ただし、基本人ののいるところではバイクから

下りず、人に接触しない。スタンドはセルフを使用し、高速はETC使用。
バラエティなどで笑う

楽器演奏でも無心になれる

歌を歌って声を出す

学習時間をもつ 読書をする

せっかく時間があるので、英語学習に力を入れて取り組んでいます。

総評

ストレス対処として、在宅で少なくなりがちなコミュニケーションを職場・友人・家族・ペットらと、直接またはインター

ネットを介してとっている方が多くいるようです。就業前、昼休み、終業後、お子さんの送り迎えなど運動時間を確保しなが

ら、不足しがちな運動をストレス対処としてされている方も多くいます。外出してジョギングをする方もいれば、家で、スト

レッチ、ラジオ体操、ヨガ、ダンス、フィットネス動画やゲームを利用して筋トレをする方まで様々な工夫がみられます。在

宅での食事を楽しんだり、テイクアウトでおいしいものを食べたり、食事を楽しむとともに、それがストレスにならないよう

に頑張りすぎないともありました。休憩とお合わせて飲み物（コーヒー、紅茶、ハーブティーなど）を楽しんでいる方もいる

ようです。あわせて住環境・仕事環境を快適にするため、花を飾ったり、音楽をかけたり、仕事の後はPCが見えないように
するなど環境面の工夫もあります。気持ちを落ち着けられるよう、深呼吸や瞑想、外を眺めたり、休む場所を決めたり、雑音

を低減したり、単純作業をしてみるなど、特別な準備をしなくても可能な工夫が様々あります。

今まで挙げられた、コミュニケーション・運動・食事・環境整備・気持ちを落ち着ける工夫はそれぞれ、時間を区切る、オン

オフの切替の工夫にも用いられています。何かをきっかけに仕事を始める気持ちになったり、仕事を終えた気持ちに切り替え

ができるようです。時間管理の面では、睡眠などの生活リズムをた保つことでもストレス対処になっていると回答された方が

多くいました。

趣味や自己啓発を楽しむことでストレス対処にしている方々もいます。土いじりや楽器演奏、単純作業で無心になったり、バ

ラエティなどをみて笑ったり、歌を歌って声を出したり、楽しみをもつことはとてもポジティブなストレス対処です。また、

自宅でできた時間で読書や語学学習など自己啓発に取り組むのも積極的なストレス対処の方法ですね。

在宅勤務でストレス対処として使えるリソースに物理的制約があるなか、手持ちのリソースを使った様々な工夫、気持ちの持

ち方の工夫によるストレス対処がされていることが素晴らしいと思いました。

趣味

時間管理 オンオフの切替

ストレス対処についてのアイデアの例（その2）
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食事についてのアイデアの例（その1）
大項目 中項目 皆さまからのアイデアの例

外食の利用 気分転換のため、昼食は外出して飲食店で食べること

外食は控える 外食は避け、お持ち帰りの料理か、自炊で野菜多めの食事にしている

在宅のため食べ物で気を紛らわせて心のバランスをとっているので、あまり我慢しないで食

べたいと思うものを食べつつ、その分他を制限したりバランスをとって工夫しています。

炭水化物より肉、魚、野菜を多めにとるようにしている。今まで飲まなかった青汁も取り入

れている。

出社時はコンビニでの購入品でしたが、在宅だと栄養やカロリーに気を使った食事を採るこ

とができるようになった。

スマホアプリで食事内容を記録し、栄養バランスを確認している

栄養バランスに偏りが出ないように気をつけているが、気にしすぎてもいない。

カロリー抑える 通勤によって発生していた運動量が落ちているので、カロリー控えめにしている。

残業するときでも家族と夕食を取ってから行う

妻も在宅勤務で子供２人も学校休校の為、家族４人そろって朝昼晩と食べることができてい

る。今まで、家族そろって食事をすることが不可能だったので、在宅勤務の最大のメリット

だと思う。家族の絆の大切さ、家族との時間の大切さを改めて実感した。

間食 間食（お菓子）

を控える

間食を取りがちなので、取りすぎないようにしている。

ヨーグルトメーカーの購入（作ったヨーグルトを毎日食べる）

スムージーが作れるようにブレンダーを買った

PCのそばに⾷べのもなどを置くと⾷べてしまうので、逆に、決まった時間に休憩をとり、
その時間におやつなど、取るようにした

基本、自宅でも12:00～13:00に昼食時間としている。 食事は、家族に感染したくないの
で、自分の部屋に食事を運んで食べています。

在宅開始とともに間食が増えたので、決まった時間に食事をすることや間食を意識的にやめ

るよう心掛けている。

食事時間はいつも同じ時間に取るように、生活リズムが崩れないように心がけている

夕食は早い時間

に食べる

早めの時間帯の食事（残業・通勤時間がないので以前より早めの時間帯に夕食が可能）

食事の回数 1⽇3⾷ 朝昼晩必ず3食とるように心がけている。
在宅勤務は動かないので太りやすいので食べ過ぎない様に注意している

息抜きに間食をしてしまうので、食べ過ぎないよう量に気を付けている。

食べる量を減ら

す

運動不足なので食事量を減らした

メリハリや気分転換のための飲料をこまめにとる。

間食は固形物の変わりに水分（無糖）を多く摂取する様にしている

毎日自炊をするようになって、緑黄色野菜をしっかり取るようにしている。

昼食に麺類を作ることが多いので、夜は野菜を大目にしている

野菜を意識。不足を感じたらサプリメント

ランチはワンディッシュで野菜メインとし、毎日同じにならないようにしている。

簡単に食べられるものにする。

昼はお弁当にならざるを得ないため、月・水・金はなるべくサラダ付きのものを頼んでいま

す

野菜・肉・魚といつもは手が回らない分、在宅勤務中は栄養補給強化

曜日感覚を取り戻すために、金曜日はカレーの日と決めてカレーにしている。

動けていないので、食事をするのに極力野菜を5分かけて食べてから、糖分を摂取するよう
にしている。

朝食を食べる時間が少し遅くなったのと、ゆっくり時間をかけて朝食が食べられること、作

業中に温かい好きな飲み物を飲むことで、昼にあまりお腹が空かなくなった。

外食

カロリー・

栄養管理

環境 家族と食事

購入 調理器具の購入

食事時間 食事時間を決め

ている

食事の量 食べすぎない

水分 水分摂取

食べ方・

メニューの工夫

野菜を食べる・

野菜多め

栄養バランス

食べ方・

メニューの工夫
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食事についてのアイデアの例（その2）
大項目 中項目 皆さまからのアイデアの例

インスタント、レトルトが多くなるが、出来るだけ自炊を心がけるも、準備、あとかたづけ

に時間がかかるのがストレス。

夜は外食やコンビニで購入して済ませることが多かったですが、一汁三菜+果物を目指し
て、自炊をするようにしました。 特に汁物で野菜を取るような内容にしています。
自分でレシピを見ながら料理し、日々違った料理に挑戦することで飽きないようにしてい

る。

家族で3人在宅勤務なので、昼休みの調整が難しい。あらかじめ朝から昼食の準備をしてお
く。

週末に保存食の作り置きをして昼食準備の手間削減

最初はお昼ご飯を都度作っていたが、だんだん面倒になってきたので、今まで通り事前にお

弁当を作って食べている。

たまにお店から高級弁当を購入し美味しい食事を取る

自宅の近所の行ったことがない店でテイクアウトなどをして、気分転換する。

冷凍食品の活用 家族の負担が増えないよう、昼食は冷凍モノで済ませる。

事前購入 昼に夕食分も含めて買い出しにいっている（普段は帰宅時に夕食を購入）。時期的に残業を

する必要があり、食事等をしているちゃぶ台で仕事をしているため、食事を置く場所の確保

が難しく食べるものがレトルト食品と缶詰に偏っている。

苦労点 １時間の昼休みで家族の昼食の準備、食事、片付けをこなすのが本当に大変

工夫はしていないが、朝食、昼食、夕飯は一般的な時間に家族ととともに食事ができるよう

になった。また食事の支度や後片付けも積極的にしている。

工夫は特にないけど、今までより3食しっかり食べられるようになった。会社で仕事してる
と忙しすぎて、朝抜き・昼はおにぎり一個（もしくはお菓子で代理）、夜は23時半くらいに
コンビニご飯、とかなので。

新たな料理を作る事で、チャレンジを意識している

特にしていないので、どんどん太っている

総評

在宅勤務となり、食生活の変化も起こる中、それぞれに工夫している回答が多く寄せられました。

中でも多かったのが、通勤等がなくなり、活動量が減少しているため、カロリー（食事の量）を抑えたり、栄養バランスを考

えることや、通勤していた時と環境が変わらないように、食事の時間を決めているという回答でした。

環境の変化としては普段家族と一緒に食事を取れないが、在宅勤務になったことで、夕食を家族と一緒に取ることができて、

在宅勤務のメリットと感じている点も印象的でした。（夕食後に残業をしている人も見受けられた）

外出自粛もあり、自宅で食事を取ることから自炊が多く、在宅勤務を機会に自炊にチャレンジしている方もいました。テイク

アウト、出前、冷凍食品の活用して、ストレスにならないようにしている工夫があります。ただ、在宅勤務で時間の区切りが

つけ難かったり、食事時間（特に昼）の確保ができなかったり、仕事スペースの確保の問題から、レトルト食品等に偏ってし

まうといった事例もありました。

お子さんのいる家庭では昼食の準備から片付けまでを昼休み時間内に済ませる必要があるため、事前に準備をするなどの苦労

もあるようです。

課題点もあるが、個々の環境に応じた食生活の工夫がされており、食生活の見直しをするいい機会になっているのではないか

と思います。

調達・準備

事前準備

変化

変化

自炊

テイクアウト利

用
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大項目 中項目 皆さんからのアイデアの例

散歩 毎日会社の出勤時間と同じ時間に散歩をしている

早朝の散歩を習慣づけている

仕事が終わってから近所を散歩する

1⽇1万歩以上歩く
朝晩に30分以上ウォーキングをしている
週末になるべく人込みを避けて歩く

万歩計を使用してウォーキングする

週末に近所の公園でジョギング

朝に家族とジョギングする

ストレッチ 入浴後や寝る前、起床時にストレッチを行う

2時間に1回アラームをかけてストレッチをしている
ゴムチューブなどを利用して体をほぐしている

体操 朝食後にいつも行っているラジオ体操を第一だけでなく第二まで行う

NHKの筋⾁体操をするようにしている
会社で流れる体操を行う

朝にヨガをする

ヨガをしながら瞑想

自宅の庭でヨガをする

筋トレ 腹筋や腕立て伏せ等無理のない程度に行っている

早朝筋トレをする

HIIT（⾼強度インターバルトレーニング）という20秒の激しい運動と10秒の休憩を8セット
ベッドで横になりながら筋トレを行う

ぶら下がり健康器を使用する

EMS（電気刺激による運動機器）の利⽤
ルームランナーを購入し走っている

運動機能（腰や骨盤の運動を促す）のある座椅子を使用している

動画 YouTubeのヨガやストレッチ動画を⾒ながら体を動かす
フォットネスゲームで体を動かす

オンライン オンラインでダンスのレッスンを受けている

習い事のオンライン空手をする

縄跳びを100回行う
週末のサイクリング

始業前に太極拳をやっている

がむしゃらに身体をバタバタさせる

エアー縄跳び

昼休み中にゴルフの素振りをしている

家事 車は使わず買い物へ、出来るだけ長いルートを選ぶ

ご飯を作っている時にお腹を引っ込ませてインナーマッスルを鍛える

在宅勤務後にいつもより長めに犬の散歩をする

朝の庭作業

育児 子どもから夕食後にパパと競争したいと言われた場合、家の中をひたすら走り回る

子どもと縄跳びや相撲をする

子どもを保育園に送り出す

身体活動についてのアイデアの例（その1）

ウォーキング系

ストレッチ・体

操系

筋力トレーニン

グ系

動画系

家事・育児

ウォーキング

ジョギング

ヨガ

アイテム使用

その他運動
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大項目 中項目 皆さんからのアイデアの例

在宅勤務時 業務中もできるだけ同じ姿勢にならないようにストレッチなどをしている

飲み物を小さなカップに入れて、キッチンに飲み物を取りに行く回数を増やす

ゴミ箱を遠くに置く

出勤時 電話会議を立って行う

電車を利用せず徒歩で出勤する

自宅内の階段往復を増やす（2階のトイレや書庫部屋に行く）
マンションの階段13階を昇る
外出の際はエレベーターは利用せず、階段で移動している

総評

勤務

体を動かすために行なっている工夫として、最も多かった回答は散歩・ウォーキングでした。出勤と同じ時間帯や勤務前後で

歩く時間を設ける、休日に歩く等、各自が日常生活に組み込みやすい時間帯を設定し、習慣化するような努力が見受けられま

した。またコロナウイルス感染対策として、マスクを装着する、人が少ない時間帯や場所を選ぶといった工夫をされているよ

うです。

散歩・ウォーキング以外の運動では、ストレッチ、筋トレ、縄跳びとの回答が多かったです。オンラインや配信されている動

画等を見ながら運動に取り組まれている方も多いようです。

また、身体を動かすことを意識し日常生活自体に工夫を取り入れている方も多いです。中でもエレベーターを使用せず階段を

使うようにしている方が多く、自宅内外問わず意識的に取り組まれています。

運動不足が心配、何かしたいと思っているが出来ていないと回答くださった方もおり、今回のアンケート結果を参考に、まず

は無理せず取り組めるものから実践していただけると幸いです。

階段昇降

身体活動についてのアイデアの例（その2）
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大項目 中項目 皆様からのアイデア

今までと同じように就寝と起床時間を保つ

早寝早起きする

就寝時間を一定にする

夜更かししないようにしている

６～８時間の睡眠時間を確保している

活動量計で睡眠時間と質を評価・反映している

良い寝具を使う

新しい枕をかった

寝室の加湿と温度管理をしている

飲酒はほどほどにしている

３食定時に摂取する

夜遅く食べない

コーヒーを飲みすぎない

寝る前にストレッチをする

ヨガをして体と心を整えてから寝る

日中に体を動かす

ウォーキングで体に疲労感を与える

残業を極力行わず、その分睡眠に回す

勤務中は明るい部屋で仕事をする

寝る前は、仕事のことは考えない

休憩時間に少し仮眠をとる

朝日を浴びて起床する

夜、湯船に浸かる

夕方以降の電気を暗めにする

朝、しっかりシャワーを浴びる

アロマを焚いている

寝る前に本を読む

寝る前に携帯を見ない

睡眠薬を飲む

在宅の方が睡眠時間を長くとる事ができている

規則正しい生活

夜、眠れなくて困っている。生活リズムは崩れている。

総評

その他

睡眠に関して一番多い回答は、在宅勤務前と同じように就寝時間と起床時間を保つということでした。その他、早寝早起きす

る、夜更かしをしない、就寝時間を一定に保つといった就寝時間に関する回答が多く寄せられました。睡眠の改善のために寝

具を改善するという意見もありました。睡眠に対する工夫で、睡眠以外の日常生活に関して行っているものでは、飲酒や日中

の仮眠、入浴に関する工夫が多く見受けられました。また、いろいろな運動を通じて睡眠の質を良くしようとしている方も多

くいました。その他、在宅勤務の方が睡眠が改善しているという意見もありました。逆に不眠の訴えもいくつか寄せられてい

ます。在宅勤務により不眠がみられているようであれば、まずは在宅勤務以前と同様に規則正しい生活を心がけ、これを機に

生活習慣の見直しを図ってみてはいかがでしょうか。

睡眠についてのアイデアの例

睡眠に関するこ

と

睡眠時間・起

床・就寝

睡眠環境

日常生活（睡眠

以外）

飲食

運動

仕事

その他の行動
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大項目 中項目 皆さんからの困りごとの例

離席するなど、休憩を行うタイミングがない。

オンライン会議の連続で休憩時間が取れない

担当業務の他分野の状況が分かりにくい

オフィスでの業務と異なり、相手が見えない為、会話を開始する際に相手の都合が判断しに

くい。

郵送しなくてはならない書類、商品などがタイムリーに処理できない。

実機やサンプルなどの実物を確認できない。

メールでのやり取りが3倍くらいに増えて繁忙感が増した
業務効率が下がるので、もともとオーバーフローしていた業務が成立しなくなる。残業が増

えた。

情報の収集や見落としがないように注意する必要がある

1⼈で作業をしているとき⾏き詰ったり、雑談的に何かを聞くなど、ちょっと誰かと話すは
行いづらい気がする。

web会議のコミニケーションの取り⽅が難しい。カメラ利⽤を嫌がる派もいて、相⼿の反応
がわかりづらい

自分の所属する部署以外の同僚たちが健康に過ごしているか気になる

客先と直接会って打合せ出来ないので、突っ込んだ話しがしずらい。

Communication with my team at work can be difficult. I have had problems with getting
too much work because our communication was not clear.
情報リテラシーに社内で差が大きく、うまくコミュニケーションが取れない同僚がいる

自己管理が難しい。やろうと思えば自由にできる、

定時の時間張り付いているような働き方ではなく、できる時間に働くスタイルのほうが人に

よってはいいと思う。（子供が寝てから仕事するなど）

在宅勤務が解除された際に以前と同じような気持ちで通勤・出社できるか不安（週5日の出
勤が本当に必要か疑問）

会社と自宅間で、仕事の荷物が多い時は運ぶのが大変になる。

こどもが在宅勤務を理解できない。

２歳＆４歳の子どもが家にいる中で会議をするのは非常に困難

仕事の会話（会議等）は聞かせたく無い。

夫の人間性なども垣間見えてけんかも増えた。外でお茶をすることもできないのでなかなか

一人の時間が確保できない。

家庭に仕事を持ち込んでいるため、残業時は家族の協力を得にくいこと

仕事が近くにあり過ぎる。私生活と離しづらい。

通信環境やPC等、会社で利用する環境より劣る
紙ベースのものが多いので、これを機に電子化を進めて欲しい

使いたいソフトが使えない。

PCのモニターが⼩さいので仕事しづらい。
急に在宅が始まり、仕事用にちゃんとした机や椅子を用意できておらず、腰や膝、目に負担

がかかっている。

ノートPCでの作業が続くため、眼精疲労が激しい。
座椅子であぐらをかきながら作業していると、腰が痛くなった(通院したところ筋膜の炎症)

在宅勤務を行うための机や椅子を購入すればいいのだが、置き場所や出費を考えると購入し

づらい

テレビ会議は家族の居場所を犠牲にしないと出来ない。

会社と環境がかなり違う為、集中力に欠け作業効率の低下。

基本家にいるのでメリハリがなくなり、精神的につらく感じる時もある。

生活音や道路工事の音など気になって集中しづらい事がある。

部屋が狭いため、在宅勤務時のプライバシーが保てない。

在宅勤務中での困りごとについて（その1）

育児・家庭との

両立

コミュニケー

ション

効率

遠隔業務

業務把握

休憩の取り方業務について

在宅勤務の環境

仕事場所

通信・設備

通勤・移動

仕事スタイル

机・椅子
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大項目 中項目 皆さんからの困りごとの例

ひとり暮らしなのでミーティングやビデオチャット以外で人と話す機会がない。

家族がなんとなく近寄らなくなるのでそちらのコミュニケーションが心配

昼食・夕食の手配がつかず、日に一回は買出しのため外出しなければならない。

光熱費が増え、以前より家計を圧迫している

生活が単調になるので飽きてしまいました。

同居の家族の生活リズムが変わってしまい迷惑（ストレス）を掛けている。

通勤がないため、自分の時間がなくなること

仕事とプライベートを場所で分けていた意識があったため、これが曖昧になった結果、休日

が休日らしく過ごせない。

曜日や時間の感覚が希薄になり、週末にパソコンを立ち上げたりしてしまう。

仕事のON/OFFの精神的切り替えが中々難しい。
少しは体を動かすが、やはり家から出ない分意識しないと運動不足になる

運動不足、あまり声を出さなくなった

体を動かす量が減ったためか体重が３キロ増えて困った。（酒の量も増えてしまった）

6畳の部屋でもできる簡単ストレッチ
マンションなので激しい運動や音の出ることはやりづらい。

生活習慣が乱れ睡眠不足が続いている

疲れないせいか、全然眠れない。

毎日、爆食いしているお菓子をやめたい。

時間があるので、お酒を飲み過ぎる毎日

外食もできず、自炊も行えない為、食事が偏る

水分摂取がおっくうになってしまう（家庭では、会社のように飲み物のバラエティーがな

い）

休日も外出をあまりできず、ずっと1人でいると気分が落ち込むことがある。
世間から隔絶されたような気持ちが次第に強くなる。

終わりが見え無い中、モチベーション＆メンタルの維持が難しい。

毎日のWEBによる朝の朝礼などによるストレスからタバコ（電子タバコ）の量が増えてきま
した。

It's easier to forget to take breaks regularly， to walk around or to rest eyes.
一人暮らしのための孤独

隣の同僚と気軽に話すことがなくなり、常に息が抜けず肩凝りや首痛が悪化した。

肩こり・腰痛 あまり動かないので腰痛や肩こりなどが発生。

普段、イヤホンなどする機会がない為、業務終了後、しばらく耳に違和感が残る

活動量が減って便秘がちなので、手ごろな腸活を知りたい

出勤時よりも目が疲れる。目の疲労回復に関する情報。

総評

在宅勤務中での困りごとについて（その2）

その他の不調

不安ストレス

食事

運動

約1300件の回答が回収され、内容は多岐に渡っていました。業務に関連する内容としては、急速にWeb化したことによっ
て、適切な業務把握が従来より困難に感じられたり、対面からWebに切り替わったことによるコミュニケーション上の課題な
どが多く挙げられました。また在宅に切り替わったことで休憩うまく取れないなどのコメントも見られ、本来オフィスで取る

ような小休止等は各自の裁量で取って良いことの通知や、Web会議のスケジュールに余裕を持たせておくことなども、小休止
の点で大事な要素と思われました。在宅勤務環境や日常生活に関する内容では、仕事場と家庭が物理的に離れていないこと

や、子供の在宅により、育児との両立がより困難に感じていること、日常生活のON-OFFのリズムを作ることが難しくなった
ことなどに関するコメントが多く寄せられています。また、一人暮らしの方にとっては外出の機会が限られ、会話相手がいな

いなどの状況もあります。Web等での雑談を含むコミュニケーションが減ったことも指摘されており、日頃の何気ない会話の
時間を意識的に作ることも環境変化に慣れるために必要な取り組みの1つだと思われました。健康面については、運動量の減
少に関するコメントが最も多く寄せられ、食事や睡眠などと合わせて在宅に伴う生活の変化を意識しながら、体を動かすため

の時間を作るなどの取り組みを推進させることが生活習慣病の予防として大事な点だと思われました。その他、肩こり、腰痛

も不調の訴えとして多く聞かれており、在宅勤務中の姿勢（机や椅子の調整を含む）に注意を払い、運動不足を解消すること

がこれらの不調の軽減、改善に必要なアクションだと思われました。

健康面

睡眠

プライベート時

間

生活リズム

コミュニケー

ション

買い物・出費

日常生活の変化
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以上、ご参考になれば幸いです。皆様⼀⼈⼀⼈が健康で安全な就業⽣活を送って
いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 
今後も、「産業医」及び 50 ⼈未満の会社様には「総合健康サポートプラン」を、 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。何かございましたらご連絡ください。 
http://health-d.co.jp/commentary/totalhealthsupport/ 

ヘルスデザイン株式会社 

 

大項目 中項目 皆様からのよかったことの例

新しい仕事のやり方を少しイメージできた

同僚と様々な働き方と取り方を導入してみて、今までの働き方を見直す機会になっていると

思います。

仕事の効率 社内MTGや、継続的にやり取りしているお客様とのMTGであれば、会議ツールを活用する
ことで、わざわざ皆で移動して集まらなくてもよい事が分かりました。平常時も活用すれば

よいと思います。

質を高める 同じ就業時間内で、仕事への意識が時間よりも質を高めることに向かうようになった。

承認が早い 上司の承認が必要な仕事について、メールのほうが早くもらえるようなった。

在宅できる！ 環境的に難しいと思っていた在宅勤務も可能ということが分かった

優先順位付け 出社日に対応すること、テレワークでもできることの優先順位を考えるようになった

一体感 不便さも感じていいるが、「緊急事態宣言」に伴う対応として会社が一丸となって取り組ん

でいるため一体感が生まれたと感じている。

日頃コミュニケーションをとらないメンバーとの会話が増えた

職場のコミュニケーションがいかに大切かを、実感として感じることができた

業務上の確認事項が多くなる一方で確実なコミュニケーションを意識できるようになった

チャットなどで指示連絡をした方が、冷静かつ的確なやりとりができる。

人間関係 社員同士の誹謗中傷や、仕事をさぼっている人の雑談や、パワハラに近い叱責（他社員に対

する）を聞かないで済むので、気分がすごく楽。

不安軽減 周囲と良好なコミュニケーションを取らなければ、という強迫観念から解放された。

メンバーの見え

る化

毎日、メンバーから日報が提出されるので、逆にメンバーが何をやっているか見えやすく

なった面がある。

通院できる 終業後行けなかったかかりつけの病院へ薬をもらいに行ける

服装 身だしなみにさほど気を使わないですむ。

自分で購入した参考書等も参考にできるので、業務に関連する学習がしやすい。（電子機器

ということもあり、職場にはkindleを持ち込んではいけない気がしてしまう）
新たな勉強を始めることができた。

マイペース 周りの目を気にせず独り言を発することができる。

通勤時間が無いこと

大嫌いな電車に乗る必要がないため、ストレスが明らかに減った。

家は・・ 家は仕事をするところではない

運動不足 通勤が唯一の運動する機会だったので、代わりとなる運動が必要。

声かけできない 部下に直接声がけできないため、様子が見えにくいことはデメリット

総評

通勤がない

在宅勤務が急に始まったことにより、当初は戸惑いもあったようですが、オンラインの使用が進み、不具合もある中で、工夫

しながら慣れてきて、新しい働き方も急速に進んできているように思われます。逆にコミュニケーションが増えたり、コミュ

ニケーションをとるように気をつけているようです。在宅でマイペースで仕事ができるメリットもあるようです。また、通勤

がないことによって疲労が少なくなったという意見もあり、これは多くの方々にも該当するのではないでしょうか。その他、

仕事の質が向上しているという意見もありました。これからも働き方の改革は進んでいくと思いますので、あたらな課題が出

てくると思いますが、皆様でいろいろとアイデアを出していければと思います。

在宅勤務をしてみてよかったこと

新しい働き方

コミュニケー

ション

自分のために

通勤

デメリット

勉強できる

指示連絡

働き方の見直し

コミュニケー

ション増える


