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2017 年度 日本テレワーク協会重点方針 

2016 年度、政府は首相を議長とする働き方改革実現会議を設置、テレワークを柔軟な

働き方を実現し働き方改革を進める重要な手段としてテーマの一つに選定した。テレワ

ーク関連 4 省では、副大臣によるテレワーク関係府省連絡会議が設置されテレワーク普

及推進の動きにさらに拍車がかかった。企業においても全社でテレワークを行う企業が

増え、各種テレワーク表彰へもレベルアップした事例が集まるようになった。2017 年度

もこの動きは引き続き加速していくと考えらえる。 

日本テレワーク協会は、この状況をチャンスととらえ、日本におけるテレワークの普

及・促進を事業目的とする唯一の団体として、政府等の重要施策の実施を請け負うととも

に、自らの情報発信力に磨きをかけ「ワークスタイル変革」の推進に貢献する。 

 

Ⅰ．2017 年度重点方針 

１．受託事業の遂行による「ワークスタイル変革」のスピードアップへの貢献 

１）政府 4 省及び東京都が行うテレワーク普及推進事業への積極的参画 

２）地方創生の柱としてのテレワークの地方への拡大推進支援 

 

２．自主事業による情報発信の強化と協会のプレゼンス向上 

１）テレワークトップフォーラム（ＪＴＡトップフォーラム）の実施 

２）テレワーク推進賞の実施 

３）テレワーク推進フォーラム事務局として、テレワークの普及推進への貢献 

４）部会ラインナップの強化 

５）協会会員向けミニセミナーの開催 

６）協会独自コンテンツの充実 

７）協会ホームページの更改と情報発信力の強化 

８）政策提言活動の実施 

９）地方自治体や他団体支援による普及・推進活動 

 

３．事業遂行による協会会員へのメリット還元の強化 

１）受託事業では、協会会員を主要な事業パートナーとして事業遂行 

２）自主事業では、協会会員向けにセミナーやコンテンツ提供を行い、会員以外は有料化を 

検討 

 

４．協会財務基盤の強化 

～収益目標値、対前年予算伸長率１３０％以上を目指す～ 

１）政府受託事業の受注拡大 

２）協会自主事業の収益拡大 

３）上記活動を通じた会員拡大 
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2017 年度事業報告 

Ⅱ．受託事業 

１） 総務省 

・平成 29 年度テレワーク裾野拡大に向けた調査研究に係る請負事業  

会員企業等への再委託等、体制を構築し下記を実施した。 

（事業内容） 

・テレワークの裾野拡大に向けた環境調査及び課題整理等 

テレワークに関する既存の各種調査をもとに、テレワークの現状を分析するとともに

テレワーク普及に向けた課題を抽出し、今後の対策の方向性を示す。 

・裾野を広げるための担い手の育成 

テレワーク普及の担い手を育成するためのカリキュラム及びテキストブックの検証、

改修を実施。具体的には、「テレワークエキスパート講習会」を、東京で 3 回、大阪で

1 回実施。また、有識者による検討会を開催（3 回）し、受講者のアンケート調査等の

結果を踏まえ、カリキュラム及びテキストブックの検証・見直しを行った。 

・セミナーの実施 

周知啓発を目的として、全国 11 か所（北海道、宮城県、東京都、長野県、静岡県、

福井県、奈良県、岡山県、香川県、熊本県、沖縄県）で開催。うち東京開催分は、テ

レワーク推進フォーラム主催の産官学連携セミナー及び厚生労働省セミナーと共催

の形で実施した。セミナー内容は、テレワークをめぐる最新動向、テレワーク実施時

の情報通信技術や労務管理上の留意点、導入企業等の事例など。また、希望者に

対する個別相談会も併せて実施。総務省地域総合通信局や道県、運営協力会社と

も連携し運営。 

       ・イベント等への出展 

        働き方改革やワークスタイル変革等をテーマとするテレワーク関連イベントに「総務

省」ブースを出展した。具体的には以下のとおり。 

        ◇ヒューマンキャピタル 2017（東京国際フォーラム：2017 年 6 月 28 日～30 日） 

        ◇第 4 回ワークスタイル変革 EXPO（東京ビッグサイト：2017 年 7 月 26 日～28 日） 

        ◇第 2 回関西ワークスタイル変革 EXPO（インテックス大阪：2017 年 11 月 15 日～ 

17 日） 

・テレワーク先駆者百選等の運営 

テレワーク先駆者百選等の募集・審査・表彰等を実施。7 月 18 日～9 月 15 日を応募      

期間とし、有識者による審査会において、テレワーク先駆者百選を選定するとともに、

今年度と過去の先駆者百選企業から優秀な企業を総務大臣賞として選定。 

11 月 27 日に御茶ノ水ソラシティにて、関係 4 省主催による政府のテレワーク月間イ

ベントとして、「『働くが、変わる』テレワークイベント」を開催。厚労省の輝くテレワーク

賞との合同表彰式、受賞者による取組紹介、講演、パネルディスカッションを実施。 
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■テレワーク先駆者百選 総務大臣賞 受賞企業 （五十音順）■ 

 ・株式会社 NTT ドコモ 

 ・株式会社沖ワークウェル 

 ・大同生命保険株式会社 

 ・日本マイクロソフト株式会社及びマイクロソフト ディベロップメント株式会社 

 ・ネットワンシステムズ株式会社                     

・テレワーク動画の周知 

 総務省が製作したテレワーク動画を講習会やセミナー等において再生し周知するとと

もに、テレワーク月間において、動画配信サイト（You Tube）への広告配信を実施した。 

・「テレワーク月間」のＰＲ等 

 「テレワーク月間」のポスターやチラシを作成し、各種イベント等において掲示や配布

を行うなど、「テレワーク月間」の PR を実施した。 

 

・平成 29 年度テレワークマネージャー派遣制度関連事業（会員からの再委託）  

テレワーク導入を検討している企業・団体等に助言、提言、情報提供等を行うテレワーク

マネージャー（テレワークに関する知見・ノウハウを持ち総務省が委嘱）の派遣事業を昨

年度に引き続き協会会員が落札。再委託として、テレワークマネージャー派遣制度の利

用促進のために企業・団体等に対する周知広報（各種イベント等におけるチラシ配布や

制度の紹介）等を実施した。 

 

・平成 28 年度補正予算事業 ICT 技術を活用した子育て・高齢者支援街づくり事業 

協会会員と連携し平成 28 年度落札、事業執行は平成 29 年度の事業となった。 

（事業内容） 

・地方公共団体または地方公共団体が推薦する民間団体等を対象とした補助金の交

付等事務支援業務。子育て支援施設、病院、介護施設等の拠点にテレワーク設備（サ

テライトオフィス、コワーキングスペース等）を整備するのに必要な補助措置を講じるこ

とにより、子育て世帯や高齢者・障害者等の社会参加を促し地域の活性化に資する。 

 

・平成 29 年度ふるさとテレワーク補助事業  

総務省は、地方自治体や民間企業等に対し、サテライトオフィス等のテレワーク環境を整

備するための費用の一部を補助する事業をおこなった。11 の採択地域のうち、2 地域の

コンソーシアムに参画した。 

（参加事業） 

・岡山県倉敷市  「分福」平成 30 年 3 月 1 日オープン  https://bunbuku.org/ 

・宮崎県椎葉村 
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２） 厚生労働省 

・平成 29 年度テレワーク相談センター事業 

年間相談件数は 1778 件（対前年 164％増）、年間助成金申請件数 99 件（対前年 114％）

になった。 

職場意識改善助成金は、今年度から成果目標に「労働者の有給休暇の年間平均取得日

数を前年と比較して４日以上増加」または「労働者の月間平均所定外労働時間数を前年

と比較して５時間以上削減」が加わり、助成金支給のハードルが上がった。 

また本助成金の名称は、来年度より時間外労働等改善助成金に変更される。 

（事業内容） 

・テレワーク相談センター運営 

・職場意識改善助成金（テレワークコース）の申請書類等確認業務及び付帯業務 

 

・平成 29 年度東京テレワーク相談センター事業 

厚労省は東京都の国家特区事業、東京テレワーク推進センター（飯田橋）において、東

京テレワーク相談センターを開所（7/24）し、下記の業務を実施した。年間相談件数は

174 件になった。 

（事業内容） 

・テレワーク相談員による窓口相談、電話相談等の対応 

・企業に対する労務管理の訪問コンサルティング 

・職場意識改善助成金（テレワークコース）の申請書類等受付業務 

 

・平成 29 年度テレワーク表彰・テレワークシンポジウム等事業 

会員企業との連携により事業を実施した。応募件数は昨年並みの 27 件だが、各社の

レベルが上がった。 

（事業内容） 

・テレワーク表彰 「輝くテレワーク賞」 

6 月 16 日～8 月 25 日を応募期間とし、募集・審査・事例集の作成を実施した。11 月

27 日には総務省のテレワーク先駆者百選と合同で、表彰式を実施した。 

■テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 ～輝くテレワーク賞」～受賞企業 （五十音順）■ 

【優秀賞】 

・富士ゼロックス東京株式会社 

【特別奨励賞】 

・クオールアシスト株式会社 

・日本航空株式会社 

・株式会社 MUGENUP 

・横河電機株式会社 

【個人賞】 

・下田 英樹 氏 （ネットワンシステムズ株式会社） 
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・セミナー実施 

東名阪で全 6 回のセミナーを実施した。 

・表彰シンポジウム開催 

上記テレワーク表彰の表彰式。詳細は総務省テレワーク先駆者百選の項を参照。 

総会資料②－５ 

・平成 29 年度「多様で安心できる働き方」（テレワーク）の導入促進事業  

会員企業との連携により事業実施した。 

（事業内容） 

・テレワークガイドラインの策定に向けた検討委員会の開催 

政府の働き方改革実行計画（平成 29 年 3 月 28 日公表）に基づき、厚生労働省がテ

レワークガイドライン（平成 20 年 7 月 28 日基発 0728001 号）を改訂するための検討

委員会の運営実施、企業ヒアリング（20 社）など。テレワークにおける関連法規や労

働災害に関する論点を整理した報告書をまとめ、ガイドラインの策定に貢献した。 

■（参考）今回改定されたテレワークガイドラインについて■ 

【雇用型テレワーク】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html 

【自営型テレワーク】 ※本事業の対象ではありません※ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html 

・労働者向け体験型テレワークイベントの開催 

関係法令の解説、テレワーク体験、事例からなるセミナー形式のイベントを、東京 23

区と全国の政令指定都市 6 か所（名古屋、広島、横浜、福岡、新潟、大阪）で計 16

回行った。 

 

３） 経済産業省 

・今年度テレワーク関連の委託事業はなかった。 

 

４） 国土交通省 

・テレワーク人口実態調査及び、展開拠点の分析 ＜平成 29 年度テレワーク人口実態等

調査＞ 

コンソーシアムに参加し受注した。 

（事業内容） 

・人口実態調査の調査票作成において、テレワークの最新事例等の知見を用い支援。 

・人口実態調査で明らかになった、テレワークの導入障壁に関しテレワーク推進賞等を受

賞した先進的な企業ヒアリングを実施。 

・平成 28 年度テレワーク推進調査にて行ったテレワーク拠点へのアンケート結果をもと

に、テレワーク拠点を複数のタイプに分類し、テレワーク拠点に求められる機能、設備、

環境等について分析を行うと共に、拠点利用者に対する調査を実施。 
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５） 東京都 

・平成 29 年度テレワーク等普及推進事業の業務委託（再委託） 

複数の会員企業との連携提案により受注した。協会は再委託により、当該事業のアドバ

イザーとして、東京テレワーク推進センター運営に関する助言・サポート、コンシェルジュ

人材の育成を実施。 

（事業内容） 

・東京テレワーク推進センターの運営 

コンシェルジュによる案内、コンサルティング等、テレワーク体験コーナーの運営、 

定期的なセンター主催セミナーの実施（毎月 1 回開催）、企業の取組紹介・情報提供

コーナー 

・テレワーク体験セミナーの講師 

・テレワーク活用のモデル事例の発信 

・周知・広報 

 

６） その他の地方自治体 

・（糸島市）糸島市ママライター育成事業 

糸島市から直接受託。子育て中の女性を対象に、ライター技能の取得講座を企画運営

し、テレワークで就業するママライターの育成を図った。講座やワークスペースとして総

務省のふるさとテレワーク事業によって設置されたコワーキングスペースを活用してい

る。 

・（徳島県）雇用型テレワーク推進アドバイザー 

徳島県から直接受託。徳島県内の雇用型テレワークの推進を強化し、更なる普及啓 

を行うため、企業におけるテレワーク計画立案、実施、効果検証・評価などに関するサポ

ート、助言を行うと共に、企業のコンサルティング、セミナー等を実施した。 

・（鹿児島県徳之島町）「新しい働き方」×「子育ての島」ブランド構築事業アドバイザリー業

務 

会員企業と協業。徳之島町内在住者に対し、テレワークの周知するセミナーの開催、テ

レワークセンターを中心とした新しい地域コミュニティを構築するためのワークショップ

に対するアドバイスなどを行った。 

・（長崎県壱岐市）壱岐なみらい創りプロジェクト 

会員企業と協業。9/30 にオープンしたテレワークセンター「FreeWillStudio」の開所式に

参加した。また、糸島市のライター育成を横展開し、募集のためのセミナーに登壇し

た。 

 

 

 

 

 

 

7



 

Ⅲ．自主事業 

１） テレワークトップフォーラム（ＪＴＡトップフォーラム）の実施 

・第 5回 JTA トップフォーラムを開催した。（2018年 1月 30日(火)） 

・企業トップ、管理職層へのワークスタイル変革への取り組みを促す目的で開催。充

実したプログラムからなる本フォーラムの価値に見合うよう今年度から入場を有

料化（５千円）。その上で協賛と会員企業に対し無料招待状を配布することによりフ

ォーラム参加へのモチベーションを高めると共に協賛・会員のメリットをＰＲ。有

料化の結果、無料セミナーに比べ事前登録者の当日歩留まりは約 10%向上した。 

■第 5 回 JTA トップフォーラム開催結果■ 

日時： １月３０日（火）１３：１５～１７：１０ 

会場： 東京コンファレンスセンター・品川 

特別協賛：（株）NTT ドコモ、 日本電信電話（株）、 日本マイクロソフト（株） 

協賛：NTT コミュニケーションズ（株）、（株）NTT データ、コニカミノルタ ジャパン（株）、シトリッ

クス・システムズ・ジャパン（株）、スリーエム ジャパン（株）、 （株）ソリトンシステムズ、ダイ

ワボウ情報システム（株） 、 日本電気（株）、東日本電信電話（株） 、 富士ゼロックス（株）、

富士通（株）、（株）ブイキューブ 

プログラム・内容 ：別添開催レポートを参照 

参加者数 ：378 名（内有料 8 名） 

  

２） テレワーク推進賞の実施 

・第 18 回テレワーク推進賞の表彰式を実施した。  （2018 年 2 月 13 日(火)） 

・応募総数は３７件、前年比で３７％増となり、取り組みレベルの高い内容が多かった。 

■第 18 回テレワーク推進賞 受賞者■ 

【会長賞】 

 味の素株式会社、ＳＣＳＫ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

【優秀賞】 

 ＜テレワーク実践部門＞ 

 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社、ニッセイ情報テクノロジー株式会社、 

 富士通株式会社 

 ＜テレワーク促進部門＞ 

 株式会社 スタートライン 

【奨励賞】 

 ＜テレワーク実践部門＞ 

 株式会社 教育と探求社、株式会社 日本取引所グループ、ボッシュ株式会社、 

 株式会社 レオパレス２１ 

 ＜テレワーク促進部門＞ 

 駒ヶ根テレワークオフィス、ChatWork 株式会社、Trist、三井不動産株式会社 
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３） テレワーク推進フォーラム事務局として、テレワークの普及推進への貢献 

・産官学連携のテレワーク推進フォーラムの事務局、テレワーク推進フォーラム内「テレワー

ク月間実行委員会」の事務局として活動した。「テレワーク月間」サイトのリニューアル、コン

テンツ編成に貢献した。 

・テレワーク推進フォーラム主催「産官学連携セミナー」を実施した。（2017年 11月 1日（水）） 

 

４） テレワーク・デイ活動への貢献 

・今年から政府主導で始まった「テレワーク・デイ」に呼びかけ人として参加し、会員企業等

へテレワーク・デイへの参加呼びかけを行った。 

 

５） 部会ラインナップの強化 

・通常部会として「サードワークプレース研究部会（旧テレワーク最新事例研究部会）」、「ラ

イフコース多様化とテレワーク部会」「第四次産業革命(インダストリー4.0)とテレワーク部会」

「テレワーク最新技術動向研究部会」の 4 部会、加えて「2020 年のワークスタイル特別研

究プロジェクト」の 2 期目を実施した。 

・「サードワークプレース研究部会」は、開催回数 8 回、2016 年度の研究成果をとりまとめ、

7 月に報告書「ワークスタイル変革に資する第三の場 (サードワークプレース)活用の可能

性」を報道発表した。（2017 年 7 月 20 日（金）） 

・「ライフコース多様化とテレワーク部会」は開催回数 8 回。自治体や企業等の視察（豊島区

役所、ブイキューブ本社、沖ワークウェル本社、富士ゼロックス東京城西営業所、Trist 流

山本部）や講演、意見交換等を行うとともに、3 期目となる「テレワーク川柳」の公募・表彰

を実施した。川柳については、全国の 18 歳から 87 歳までの幅広い年齢層の方々から昨

年の 635 作品を大きく上回る 929 作品の応募があり、グランプリ賞 1 作品、準グランプリ賞

1 作品、入賞 10 作品、佳作 88 作品の 100 作品を選定し 2 月に表彰と報道発表を行った

（2018 年 2 月 13 日（火））。また、イラスト入りの川柳冊子の作成も行った。 

・「第四次産業革命(インダストリー4.0)とテレワーク部会」は田名部元成（横浜国立大学教授

情報基盤センター長）をアドバイザーに迎え、第 4 次産業革命による「仕事内容」の変化、

遠隔共存を可能とするテレセッション、AIや IoTでオフィスの業務効率化を支援する新サー

ビスについて、というテーマで 3 回開催した。 

・「テレワーク最新技術動向研究部会」はテレワークを支えている ICT 技術について、技術

動向や具体的な事例について調査研究を行った。スマホによるテレワーク、テレワーク中

の電話応対、Web 会議の最新動向、在席管理と勤務実態の把握をテーマに、4 回開催し

た。 

・2020 年のワークスタイル特別研究プロジェクトの 2 期目を製造・金融・サービス業等の国

内大手企業の参加によって 5 回実施した。討議結果をとりまとめ、2018 年度に提言として

報道発表予定。 
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６） 協会会員向けミニセミナーの開催 

・協会主催のミニセミナーとして「テレワーク月間特別セミナ テレワーク支援ＩＣＴツールの

解説～中小企業のテレワーク導入に向けて～」を開催した。 

■セミナー開催結果■ 

日時： １１月２９日（水）１５：１０～１７：１０ 

会場： エムワイ貸会議室 お茶の水 Room E 

内容： テレワークツール紹介のバージョン UP（Ｖ２．１）を機会に、テレワークを支援する 

ＩＣＴツール（特にリモートアクセス）の解説・紹介を行った。 

プレゼン企業： 

    日本テレワーク協会、ソリトンシステムズ、NTT テクノクロス、RSUPPORT、 

    日立ソリューションズ・クリエイト 

 

対象： テレワーク協会会員、一般 

料金： 無料 

参加者数： 32 名 

・当初年間 3 回を目標にしたが、1 回の開催となった。セミナー内容から、一般参加者の有

料化等は見送った。 

 

７） 協会独自コンテンツの充実 

・「テレワーク関連ツール一覧」増刷、改版を行い、約 3 千冊一般・会員向けに配付した。会

員向けにダウンロードサービスを行った。 

・「テレワーク事例データベース」について 50 件超の事例収集を行った。 

 

８） 協会ホームページの更改と情報発信力の強化 

・年度末までに協会ホームページの更改を実施。現在公開に向け準備中。 

 

９） 政策提言活動の実施 

・厚労省のテレワークガイドライン検討委員会に協会客員研究員、アドバイザーが参加した。 

 

１０） 地方自治体や他団体支援による普及・推進活動 

・会員企業・団体やその他一般から多数の講演依頼（75 回超）を受け、講師を派遣した。 

・東京新聞寄稿、J-WAVE ラジオ、その他多数のメディア取材に対応した。 

・日本経済新聞社刊日経ムック『実践! テレワークで「働き方改革」』を監修した。 

・日本法令の書籍や日本文書情報マネージメント協会の月刊誌（5 か月連載）の執筆を行

った。 
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Ⅳ．協会運営 

協会運営における事業基盤の強化並びに会員企業との連携強化に取り組んだ。 

１）会員の維持・拡大

テレワークの導入・利活用が進んでいることに加えて積極的な会員拡大活動により、

2017年度末会員数は正会員 83、賛助会員 182、合計 265となり、2017 年度会員目標数

250 を大きく上回ることができた。 

２）会員との連携推進

会員企業・団体とのコラボレーションの拡大、協会 HP会員専用ページの充実等に取り

組んだ。総会・研究成果発表会後に会員交流会を開催し、会員相互の情報交換、交流等

を深めることができた。 

３）情報発信力の強化

メディアとのリレーション強化、ホームページの更改、メルマガの定期発行（月 1回以

上）を実施した。 

４）協会職員の増員並びに協会事務フロアの増床

会員企業の協力で、今年度から主席研究員を 2名増員、協会会議室として 1室を新た

に賃貸し使用開始した。

以 上 
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