第８回テレワーク推進賞
表彰式プログラム
（会場） ホテル ルポール麹町（麹町会館） 表彰式 ３階「マーブル」、懇親パーティー ２階「サファイア」

1. 開会挨拶

13：30～13：35

社団法人日本テレワーク協会
会長 青木 利晴

2. 後援者代表挨拶

13：35～13：40

厚生労働省労働基準局
勤労者生活部長 氏兼 裕之 様

3. 審査講評

13：40～13：55

東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント
研究科 技術経営専攻 教授 比嘉 邦彦 様

4. 各賞授与

13：55～14：45

日本テレワーク協会会長賞／優秀賞／奨励賞
テレワーク普及個人賞／日本テレワーク学会特別賞

5. 日本テレワーク学会特別賞受賞者挨拶
14：45～15：00

東北芸術工科大学 デザイン工学部
メディア・コンテンツデザイン学科 教授 松村 茂 様

（休 憩 15：00～15：15）
6. 記念講演

15：15～16：00

法政大学大学院 政策科学研究科
教授 諏訪 康雄 様

7. 会長賞受賞者プレゼンテーション
16：00～16：45

松下電器産業株式会社
e-Work 推進室 室長 永木 浩子 様
株式会社日立製作所
情報・通信グループ プラットホームソリーション事業部
セキュアユビキタスソリーションセンター長 岡田 純 様

8. 閉会挨拶

16：45～16：50

社団法人日本テレワーク協会
専務理事 加藤 茂

9. 懇親パーティー

17：00～18：30
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は じ め に

場所や時間に制約されない柔軟な働き方であるテレワークは、
企業における経営改革の一つの手段として、
また個人においては、仕事と生活の調和を図る
働き方として普及しつつあります。
社団法人日本テレワーク協会では、
企業/団体や個人でのテレワークの一層の普及促進を目指し、
昨年に続き「第８回テレワーク推進賞」表彰事業を実施いたします。
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1. 応募要項
■ 応募対象
Ⅰ 実施・推進の部 ・テレワークを自ら実施・推進している企業・団体
（雇用契約のある社員がテレワークをしている場合）

Ⅱ 支援・活用の部 ・テレワークの普及及びマイクロビジネス・SOHO ワーカー
等を支援している企業・団体
・請負契約のあるワーカーを対象に、テレワークを活用して
事業推進している企業・団体

Ⅲ テレワーク推進に貢献した個人の部
※テレワーク普及個人賞については、協会および審査委員会の推薦とし、日本テ
レワーク学会特別賞については、学会からの推薦としました。

■ 応募資格
応募時点で実施している事例。試行中も可とします。

■ 応募期間
2007 年７月 17 日(火)～８月 24 日(金)

2. 審

査
■ 審査委員会（敬称略）
審査委員長 青木
審査委員

利晴

社団法人日本テレワーク協会 会長

比嘉 邦彦 東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科
（座長）
技術経営専攻 教授
岩田 三代 株式会社 日本経済新聞社 東京本社 編集委員
向島

一雄

株式会社 NTT ドコモ 人事育成部 人事・給与担当部長

会田

和子

株式会社 いわきテレワークセンター 代表取締役社長

加藤

茂

社団法人 日本テレワーク協会 専務理事

■ 審査の視点
Ⅰ 実施・推進の部
・テレワークの実施規模が一定以上に達している。
・テレワーク導入の目的が明確である。
・トップがテレワークの推進に理解を示し、協力的である。
・テレワーク導入をきっかけに働き方の改革に取り組んでいる。
・テレワークが社内で認知され、今後も拡大の方向である。
・先進性、独創性に富み、模範として参考となる事例である。

Ⅱ 支援・活用の部
・支援、活用している事業規模が一定以上に達している。
・事業の目的、ビジョンが明確である。
・自社の利益確保にとどまらず、雇用創出、就業機会の拡大に貢献している。
・積極的に情報発信を行い、テレワークの普及に貢献している。
・先進性、独創性に富む事例である。
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3. 受賞企業/団体および個人
Ⅰ 実施・推進の部（９社）
◇ 会長賞
松下電器産業株式会社（門真市） http://panasonic.co.jp/
株式会社日立製作所（千代田区） http://www.hitachi.co.jp

◇ 優秀賞
株式会社富士通ワイエフシー（横浜市） http://jp.fujitsu.com/yfc/
コクヨオフィスシステム株式会社（千代田区） http://www.kokuyocw.co.jp/

◇ 奨励賞
オムロン パーソネル株式会社（京都市） http://www.opc-info.com
身体障害者雇用促進研究所株式会社（豊島区） http://www.thankstemp.co.jp
株式会社堀場製作所（京都市） http://www.horiba.co.jp
株式会社アルファシステムズ（渋谷区） http://www.alpha.co.jp/
株式会社産業立地研究所（千代田区） http://www.riil.co.jp

Ⅱ 支援・活用の部（７社/団体）
◇ 優秀賞
特定非営利活動法人ちば SOHO エージェンシー（木更津市） http://www.chibasoho.jp/

◇ 奨励賞
SOHO SAGA（佐賀市） http://soho.isagai.jp/
NTT アイティ株式会社（横浜市） http://www.ntt-it.co.jp/
株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター（志木市） http://www.telework.to/
株式会社イー総研（中野区） http://e-soken.com/
株式会社カルク（山梨県中央市） http://www.calcinc.co.jp
e-ワークスネット株式会社（千葉市） http://www.e-worksnet.co.jp

Ⅲ テレワーク推進に貢献した個人の部（２名）
◇ テレワーク普及個人賞
諏訪 康雄

法政大学大学院 教授

◇ 日本テレワーク学会特別賞
松村 茂

東北芸術工科大学 教授
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受賞団体等のプロフィール
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Ⅰ 実施・推進の部
テレワークを自ら実施・推進している企業/団体

会長賞

松下電器産業株式会社（門真市）
株式会社日立製作所（千代田区）

7

（白紙）
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松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真 1006 番地
代表者: 大坪 文雄
06-6908-1121
http://panasonic.co.jp/
資本金: 258,740 百万円
業種: 電気機器 (部品、家庭用電子機器、電化製品、ＦＡ機器、情報通信機器
および住宅関連機器等の生産、販売、サービス事業事業)
従業員数: 45,077 人
＜テレワーク実施概要＞
IT を駆使した、時間や場所にとらわれない働き方を「e-Work」と位置づけ、在宅勤務、
モバイル勤務、およびスポットオフィスやフリーアドレスオフィスでの柔軟な勤務の普及や
そのための環境整備を進めている。
＜実施時期＞

2006 年１月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
e-Work
e-Work とは、情報・通信技術を駆使して、時間や場所にとらわれない、ユビキタスでフレ
キシブルな働きかたのことである。
２. 対象部門・対象人数
松下電器産業株式会社および主要関係会社に勤務する間接業務(非製造)従事者、約 4.5 万人
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

２１世紀型経営への改革
２０世紀型
２０世紀型

２１世紀型
２１世紀型

経
経営
営

内向き 重くて遅い ハイコスト

お客様第一 軽くて速い 競争力ある

組
組織
織

ピラミッド型・多重構造
内向き

フラット＆ウェブ
お客様第一

人
人材
材

均質な人材

多様な人材

年功序列
年功序列

実力主義
実力主義

固定的・画一的

柔軟性・選択性・多様性
e-Work

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

働き方
働き方

IT革新
IT革新なくして経営革新なし

＜経緯＞
お客様ニーズの多様化や、グローバル競争の激化など、経営を取り巻く環境がダイナミッ
クに変化する中、20 世紀型の「内向きの重くて遅い高コストな松下」を破壊し、21 世紀型の
「お客様本位の軽くて速い競争力ある松下」を創造するために、お客様を起点としてビジネ
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スプロセスを見直し、全社員がお客様と接するフラット＆ウェブ組織を実現、そしてお客様
からみて付加価値を生まない業務を徹底的に削減するなど、すべての経営資源をお客様価値
の最大化に集中させる様々な経営改革を進めてきた。
また､「IT 革新なくして経営革新なし」という方針のもと､IT 革新本部を設置し、経営改革
と IT 革新を常に一体のものとして取り組んでいる。この中で、IT を活用した働き方の改革に
関しても以下のような取組みを行ってきている。
・人事・経理・総務関連諸規程の改訂・シンプル化と手続きの電子化・ペーパレス化
・情報共有・グループウェアの導入（社内文書管理、スケジュール管理、会議室予約など）
・パソコン集中管理、社員証 IC カードによるセキュリティ強化
・社内ネットワークへのセキュアなリモートアクセスなどモバイル基盤の整備・拡充
少子高齢化の進展や、ワークライフバランス、柔軟な働き方に対する関心の高まる中、2006
年１月に開催した経営方針発表において中村社長(当時)が、IT を活用することで、１人ひと
りの生産性をさらに高め、多様な人材がイキイキと働くという、働き方の改革・多様化の観
点で、「e-Work」というコンセプトを打ち出し、その普及に向け、同日付で専任組織を設置
すると発表。在宅勤務の制度化や組織風土改革を含む、ワークスタイル革新の総合的な取組
みをスタートした。
＜ねらい・目的＞
IT を駆使し、時間や場所にかかわらず柔軟に働くことで、会社の持続成長・社員満足の向
上・社会構造変革への対応という３つの視点からの Win を達成し、「お客様本位の軽くて速
い競争力ある松下」を実現しようとするものである。e-Work のための環境整備を完了し、2010
年には間接部門の社員がいつでも e-Work 可能な自立性と各種のスキルを身につけている姿
を実現する。
生産性向上とワークライフバランス、情報活用と情報セキュリティのバランスを保ちなが
ら、e-Work による働き方の変革を常態化させていく。
ワークライフバランス

労働生産性向上
会社の持続成長
･優秀で多様な人材の活用
・生産性の向上
・事業への展開

社員満足の向上
・ワークライフバランス／
さわやかな働き方の実現
・働きがいの向上
・創造性・実力の発揮

在宅

オフィス
業務プロセス
人事

社会構造変革への対応
・少子高齢化への対応
・男女共同参画
・多様な就労機会の創出

会社・社員・社会の Win を実現

ワークスタイル革新
ｅ-Ｗｏｒｋ

経理

織
組

モバイル

情報活用

能

総務

広報

ＩＴ

力
情報

情セ
情報活用力

スポット
オフィス

セキュリティ

４. 導入のテレワーク制度内容など
e-Work では、モバイル勤務の拡大、スポットオフィスの設置、フリーアドレスオフィスの
導入、テレビ会議・Web 会議などテレコミュニケーションの活用を進めている。在宅勤務に
ついては、これまでも育児、介護に限定した制度として運用してきたが、e-Work 全社推進の
中で対象を大幅に拡大し、新たに「e-Work@Home」制度を 2007 年４月に制定・導入した。
◆e-Work@Home 制度の概要
◇ 定

義：e-Work@Home 勤務とは、情報通信機器を活用し、労働時間の全部または
一部について、自宅で業務に従事すること
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◇ 対 象 者：自立的に業務遂行できる間接業務従事者
◇ 対 象 業 務：在宅で効率的かつ安全に業務遂行可能な業務
◇ 申 請 /承 認：「在宅勤務申請書」を提出し、所属長の承認を得る
◇ 勤 務 管 理：出社勤務時と同様の勤務管理を行う。業務の開始・終了は電話あるいは
メールにて上司へ連絡
◇ 成 果 管 理：通常勤務時と同様、一年単位での成果・目標管理を基本とする
５. テレワーク推進体制
＜推進体制＞
◆トップダウンによる推進
トップの発意にもとづく、重要な経営施策として推進。さらに、e-Work 推進にあたり特にキ
ーとなる営業・技術・IT 分野を統括する取締役・役員で構成するアドバイザリーコミッティ
を設置、e-Work 推進のサポーター兼プロモーターとして活動を強力に支える。
◆専任組織の設置
テレワーク推進の専任組織として、社長直轄の e-Work 推進室を設置している。e-Work 推進
室は、全社取組みの総括、e-Work のための環境整備、好事例の横展開を支援するとともに、
情報発信、啓発活動等により職場風土醸成を推進する。
◆e-Work 推進タスクフォースによる環境整備
人事・総務・情報システム・情報セキュリティ部門等の専門スタッフで構成する e-Work 推
進タスクフォースで、具体的な施策の検討や、ガイドライン等の作成など、e-Work のための
環境整備を行っている。特に IT 関連の取組みについては、2007 年度より IT 革新本部傘下の
全社プロジェクト「ワークスタイル革新プロジェクト」として推進する。
◆現場主義による推進
トップダウンで強力に推進する一方、各事業ドメインに e-Work 推進委員を任命。事業ドメ
インでは、本社(e-Work 推進室)が設定した指針にもとづき、事業特性に応じた推進計画書(年
間)を策定し実行している。ガイドライン等の職場への徹底、普及活動などを展開する。

全社推進体制

ｅ－Ｗｏｒｋアドバイザリーコミッティ
（年２回開催）
テレビ会議で参加の役員↓

大坪社長

全社ｅ－Ｗｏｒｋ推進委員会
＜福島常務担当＞
ｅ-Ｗｏｒｋ
アドバイザリー
コミッティ

（年３回開催）
ｅ-Ｗｏｒｋ推進
タスクフォース

ｅ-Ｗｏｒｋ推進室

人事、情報ｼｽﾃﾑ、
情報ｾｷｭﾘﾃｨ等

全社ｅ-Ｗｏｒｋ推進委員会
ｅ
本社、Ｒ＆Ｄ
営業等

- W o

r

k 推 進 委 員

社内分社

グループ関係会社

＜周知徹底＞
社長通達、役員通達、経営責任者会議、e-Work 推進室ホームページ等による発信のほか、
事業ドメイン毎の取組み（ドメイン社長通達、職場かわら版等）で周知徹底を図っている。
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６. テレワーク実施環境
◆オフィス環境
自社拠点を活用したスポットオフィスの展開や、フリーアドレスオフィス導入を推進。
スポットオフィス：
外出・出張の前後や空き時間に立ち寄り、安全かつ効率的に業務を行うことが可能な簡易オ
フィスとして設置。運営にあたってはガイドラインを制定して、業務環境の基本仕様を統一、
利便性およびセキュリティ確保を図っている。
フリーアドレスオフィス：
営業部門を中心に、
2006 年度末で約 2,500 名がフリーアドレスオフィスで業務している。2007
年度中に約 4,000 名まで拡大する計画。

「いつでも どこでも」 ｅ－Ｗｏｒｋオフィス環境
ﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽ
ﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽ
ｵﾌｨｽ
ｵﾌｨｽ

イントラ（有線・無線）

ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ（名称：WARP ）

ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ

外出
出先

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

全社システム・グループウェア
（名称：EPOCHシステム）
• デスクトップ（ポータル）
• 人事・経理・総務システム
• コラボ（メール・スケジュール・
ファイル共有キャビネット）
• Web会議
• ワークフロー
• ファイルサーバー（個人・部門）
• その他、業務システム

持出用PC／携帯電話

ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ（ 名称：WARP ）
ﾓﾊﾞｲﾙｹﾞｰﾄｳｪｲ（携帯ﾒｰﾙ）

イントラ（共用PC・無線）
ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ（名称：WARP ）

持出用PC
共用PC／持出用PC

自
自 宅
宅

社 内
社 外

フリーアドレスオフィス(本社)

ｽﾎﾟｯﾄｵﾌｨｽ
ｽﾎﾟｯﾄｵﾌｨｽ

スポットオフィス(東京支社)

◆IT 環境
IT 革新による取組みで、以下の IT インフラを整備・拡充。
・１人１台のパソコン貸与（オフィス外に持出せるのは、暗号化等、当社セキュリティ基準
に適合した PC もしくはシンクライアント）
・携帯電話から社内メールなどが閲覧可能なモバイルゲートウェイ環境
・社内ネットワークへセキュアにアクセス可能なリモートアクセス環境
・オフィス内であれば場所に依存しない社内無線 LAN システム
・パソコンがあれば遠隔地から会議参加できる Web 会議システム
・社員証 IC カードによる個人認証システム（入退室管理・リモートアクセス・無線 LAN）
◆情報セキュリティ
グローバル統一の ISM ポリシー、およびガイドラインを制定しており、e-Work は、それら基
準にすべて準拠する形で実施している。
また、セキュリティの確保と生産性向上の両立を実現する e-Work 環境の構築を目的に、社
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内スポットオフィスの設置や、シンクライアントの利活用を推進。特に在宅勤務時のセキュ
リティ確保については「在宅勤務における情報セキュリティガイドライン」の順守と「在宅
勤務における情報セキュリティチェックリスト」の実施を義務付けている。
◆安全・衛生管理
在宅勤務時の安全管理・衛生管理については、「在宅勤務時の安全衛生に関する留意事項」
を策定し、在宅勤務申請時の確認を義務付けている。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
これまでの取組みでテレワーク実施のための十分な IT 環境が整いつつあるが、2006 年度か
ら取組みを開始した在宅勤務、Web 会議やスポットオフィスの活用・普及や、フリーアドレ
スの導入推進のための社員教育および風土醸成に力を入れている
◆全社 1,000 人規模での在宅勤務試行での課題抽出と風土醸成
在宅勤務制度導入に先立ち、全社 1,000 人という大規模試行を実施した。
・全社取組みであることの周知徹底、また普及には職場の理解や多様な働き方を認める風土
醸成が不可欠である。できる限り多くの社員が実体験できるよう、目標人数を 1,000 人と
おき、部門を限定せず試行をおこなった。
・希望者だけでなく上司や推進関係者などを含む様々な職位で試行した。試行後に、本人お
よび職場の上司・同僚を対象にアンケートを実施し、在宅勤務に適する業務や、効果、課
題などの情報を収集した。
・この試行により、コミュニケーションやセキュリティ面での不安や、職場の協力・理解な
どの課題が顕著であることを把握し、本番に向けて課題解決を図った。
・ｅ－Ｗｏｒｋ推進アドバイザリーコミッティ、タスクフォース、および推進委員会等で推進策
を検討し、下記の取組みを実施している。
◆e-Work に対する社内の理解を深めるためのセミナー・展示
◇e-Work セミナー（出席者：約 250 名）：
在宅勤務のイメージがつかめない、という声に対応するため、「在宅勤務のメリットと課
題」というテーマで実際に在宅勤務を試行した４名によるパネルディスカッションを実施
した。「業務への集中」「計画性の向上」「ワークライフバランス」などの効果がある一
方、「周囲や職場への影響」、「コミュニケーション」面で不安を感じる場合があり、IT
ツールの活用や、在宅に適した業務を選択的に行うことで対処したなどの経験談が語られ
た。上司へのインタビューも映像で紹介し、実施者と管理者、双方の視点で考察を行うこ
とで、特に管理者に対する在宅勤務への理解を促した。
◇e-Work 体験展示（見学者：約 1,000 名）：
IT を駆使した働き方とはどんなものかという点についての理解を深めるため、e-Work 推進
のねらいや、環境整備の取組み、フリーアドレスオフィス導入事例、スポットオフィス、
Web 会議などをパネルで紹介するとともに、現物を手にとって使ってもらう展示を実施し
た。さらに Web 会議や在宅勤務などの e-Work を実演し、e-Work における IT ツール活用に
対する理解を深めた。

在宅勤務者
↓

↑
上司

在宅勤務のメリットと課題についてパ
ネルディスカッション

在宅勤務者(＠自宅)とその上司（＠フリーアドレス
オフィス）がＷｅｂ会議システムで打合せを行うデモ
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◆在宅勤務試行を通じたノウハウの蓄積と活用
e-Work@Home 制度の導入に合わせ、在宅勤務の手引き「e-Work@Home ガイド」を発行。
これは、在宅勤務というこれまでにない新しい働き方を制度化し運用していくにあたり、実
施者本人や上司が理解しておくべきポイントや勤務の進め方をわかりやすくまとめたもの。
IT 環境や自宅の執務環境などの事前準備や、効果的なコミュニケーションのとり方、時間管
理など、試行における成功事例、失敗談をもとに在宅勤務を成功させるためのノウハウや留
意点などを盛り込んでいる。
◆新しい IT ツールの積極活用によるコミュニケーション向上とセキュリティ強化
Web 会議システム、シンクライアント、HD-PLC など、新しい IT ツールを積極的に活用し、
コミュニケーションの向上やセキュリティ強化を図っている。活用促進にあたっては、IT 活
用ガイドの作成、e-Work 推進委員対象の勉強会の実施、機器類の試行貸与などを実施してい
る。
◇Web 会議：
パソコン､ヘッドセット､カメラ、ブロードバンド環境があれば、オフィス、外出先、自宅、
どこからでも会議に参加することができ、移動時間やコスト削減だけでなく、意思決定のス
ピードアップにも貢献。
◇シンクライアント：
入力と表示の最小限の機能のみで、データを持たないセキュアな端末。セキュリティの完備
されたデータセンターに設置されているブレードと呼ばれる PC 本体にネットワークを通じ
てアクセスする。万一、盗難・紛失しても情報漏えいリスクを最小限に抑えることができる。
◇HD-PLC：
家庭内電力線を用いたネットワーク通信。電源コンセントのある部屋ならどこでもネットワ
ークにつながる環境にすることができる。LAN ケーブルがない個室でも簡単に執務場所に
でき、在宅勤務時のセキュリティの強化につながる。

Web 会議

シンクライアント

HD-PLC

◆IT を活用した e-Work 推進状況の把握
スポットオフィス、リモートアクセス、Web 会議システムの活用度を測るための指標を設定
し、全社の進捗状況を IT 活用してタイムリーに把握する仕組みを構築している。
８. 今回テレワークを導入したことによる効果
効果の定量的な測定方法については今後さらに検討すべき課題であるが、時間や場所にと
らわれない働き方である e-Work による「効率化」という観点から、定量的な測定が容易であ
り、また最も直接的な効果として「時間の創出」を第一尺度として用いている。
（１）在宅勤務
在宅勤務試行にあたっては、実施者およびその上司・同僚、約 1,500 名を対象にアンケ
ートを実施し、効果や課題について広く意見を収集している。
・通勤時間の削減：試行参加者の平均で、１日あたり 124 分(往復)が削減できた。通勤が
ないことによる疲労軽減および通勤時間の有効活用が、在宅勤務のメリットとして、実
14

施者からの評価が最も高くなっている。
・生産性の向上：実施者の 74%が本人の生産性の向上を認識しており、上司・同僚も 51%が
その効果を評価している。
・ワークライフバランス：実施者の 69%が個人生活の充実度が向上したと回答。
（２）モバイル勤務
社外からリモートアクセス(WARP)を利用してパソコンで業務を行える環境にある者が、
全社で約２万人、携帯電話の社用メール機能(モバイルゲートウェイ)については、社員は
誰でも利用可能な環境にある。
社外からリモートアクセスを利用して業務を行っている社員約 1,500 名を対象にアンケ
ートを実施したところ以下のような効果が報告された。
・迅速な対応・円滑な業務遂行

（回答者の約 85％が評価）

・移 動 時 間 削 減：１人あたり 67 分（評価者の平均）
・顧客対面時間増加：１人あたり 52 分（評価者の平均）
（３）スポットオフィス
2006 年に設置した３拠点の合計では、１ヶ月あたり約 1,800 人(のべ)の利用がある。
利用時間の合計、約 1,300 時間/月がスポットオフィス設置により創出され、有効活用でき
た時間となっている。
（４）Web 会議
現在、１ヶ月あたり約 850 回（1,400 時間）の Web 会議が開催されている。
例えば e-Work 推進室が 2006 年度に主催した会議（会場参加、Web 参加が選択可能）の場
合、６回の会議にのべ 62 名が Web 参加した。Web 参加者の参加拠点から効果を算定する
と、合計で 350 時間の移動時間と 150 万円の旅費交通費が削減できた。
（５）フリーアドレスオフィス
2006 年度末で約 2,500 名を対象にフリーアドレスオフィスを導入している。
例えば、フリーアドレスを導入した約 50 人規模の部署では、在席率調査を元に 70％の席数
で、１人あたりオフィススペースを従来の 90％に抑えながら、会議室や打合せスペースを
増設し、業務の効率化や従業員ニーズに応えている。加えてペーパレス化も推進、紙文書
を 83％削減した。
９. 今後の予定
◆e-Work の拡大と定着に向けた取組みを強化
・在宅勤務活用事例のデータベース化と事例共有による横展開の加速
・勤務管理システムの e-Work 対応と申請書類のワークフロー化
・e-Work 活用度の定量的把握をベースに、それを経営効果に結びつける取組み
◆ワークスタイル革新の進捗把握とベンチマーキング
取組みの進捗や効果を確認し、他社との比較における自社のポジションを把握する手法とし
て、組織能力、業務プロセス、IT 活用力等の面から、今後、定期的に実態調査を実施する。
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株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号
代表者: 古川 一夫
03-3258-1111
http://www.hitachi.co.jp/
資本金: 282,033 百万円
業種: 情報・通信システム、電子デバイス、電力・産業システム、高機能材料、
デジタルメディア・民生機器、物流及びサービス他、金融サービス
従業員数: 41,016 人
＜テレワーク実施概要＞
シンクライアントや IP 電話等の IT 機器を導入する事で、フリーアドレス、ペーパレスの
オフィス環境を構築。社内・外で時間や場所に捉われず業務が出来る企業内フリーアドレス
環境を実現した。このようなワークスタイル改革により、コミュニケーションの活性化や業
務の効率化、スペース効率の向上などに効果を発揮している。
＜実施時期＞

2005 年４月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
コミュニケーションを活性化させるワークスタイル改革の実践
２. 対象部門・対象人数
導入主体：株式会社日立製作所 情報・通信グループ/営業・SE・管理部門
対象人数：約 40,000 人（うち 6,000 人がフリーアドレス）
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
当社の情報・通信グループの従業員は、営業・SE を中心に約 10,000 人がモバイル PC を活
用したモバイルワークを行なっていた。一方、世の中ではクライアント PC に関する情報漏え
い事件が多発しており、事件の発生は、漏えいを引き起こした企業に対する信頼性を大きく
損なう社会問題となっていた。今までの業務に不便を生じさせること無く社外で安全に業務
を行う為には、セキュリティの確保されたシンクライアントと社内のネットワークに接続す
る際の確実な本人認証が必要となってきた。
一方、社内に於いては、紙の資料が山積し、スペースの確保・社会的責任資料の紛失や紙
資源の 3Ｒ等)が重要な課題となっていた。又、従業員からは、自分のワークスタイルに合わ
せた働き方をしたい、業務効率を上げたいというニーズが高まっていた。経営の視点からは、
部門別のシナジーの発揮や意思決定のスピードアップ、総コストの低減等も視野に入れる必要
があった。
そこで、企業としての社会的な責任を果たすと同時に経営者と従業員の価値観に対応し、
業務効率の向上と従業員の活性化を図ることを目的としてワークスタイル改革を実施するこ
ととした。
本改革は、トップダウンで方針を決定し、実現案を含めた計画は従業員主導で推進した。
「定席を持たない」「時間や場所に縛られない」「紙に縛られない」というテーマを掲げ、
新ワークスタイル改革プロジェクトを立ち上げ、自社 IT 製品（日立のシンクライアント（以
下セキュリティ PC）、認証デバイス：KeyMobile 等）を活用した導入を進めてきた。導入規
模は 2005 年 8 月の 150 台の評価導入からスタートし、現在、シンクライアントの導入台数と
して約 40,000 台（うち 6,000 人がフリーアドレス）に至っている。オフィスの枠を超えた企
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業内フリーアドレスオフィスの実現は、部門間コミュニケーションの活性化や意思決定のス
ピードアップなど様々な面で効果を発揮している。
具体的な施策は下記の通りである。
１） フリーアドレスオフィス
固定席・固定電話を廃止し、セキュリティ PC と USB で PC に接続する IP フォンを活
用したフリーアドレス環境を実現。
２） ペーパレス化の促進と保管書類の最適化
紙媒体は基本的に電子化し、グループウェア「Groupmax Collaboration」などのコラボ
レーションツールを活用し情報の共用化を図る。書類は必要最小限の分量だけを共用キ
ャビネに格納することとした。
３） モバイルワーク・スポットオフィスワーク
社外でもインターネットに接続できる環境があれば、セキュリティ PC を活用し、セキ
ュアに社内ネットワークに接続、社内と同じ業務環境を利用できるようにした。自宅や
出張先でも場所を選ばず業務ができるようになった。
４） 会議室・ミーティングルームの拡充
執務席数を減らした代わりに、コミュニケーションスペースを従来比 2 倍に充実させ
た。全会議室にプロジェクタを備え、ペーパレスで会議ができる環境を準備。会議室の
セキュリティ PC からいつもの業務環境を利用できる。
５） サテライトオフィスの設置
共用のセキュリティ PC を設置し、利用者は認証デバイス KeyMobile を持参するだけで
自分の業務環境を利用できるようにした。東京駅付近に第一号のサテライトオフィス（無
人で運営）を設置し、更なる拡充を進めている。
＜サテライトオフィス図（東京駅付近のビル）＞
営業･ＳＥの機動力と効率向上を目的に一時立ち寄り型のオフィス設置。
セキュリティＰＣとソフトフォンの利用で社内と同じ業務が可能。
・移動時間の削減、報告連絡のスピードアップ、帰社回数削減 etc
鍵

入場管理ｼｽﾃﾑ
(ICｶｰﾄﾞ利用)
傘
立

ミ-ティングエリア

リフレッシュエリ
ア

締め
切り

監視カメラ

監視カメラ
監視カメラ

①常設ｾｷｭﾘﾃｨＰＣ×8台
持込み利用×32台可
②無人運用(監視）を実現
スピーカー(音声発信)

＜現在の執務環境＞
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４. 導入のテレワーク制度内容など
１）テレワーク実施時の承認方法
 オフィス内の利用：業務環境そのものが、セキュリティ PC を活用したフリ－アドレス環
境の為、テレワークを実施する為の特別な承認は必要無い。初回のみユーザ申請と日
立グループで運用している認証基盤への登録が必要となる。
 オフィス外の利用：モバイル申請を行い、情報システム部門と総務の承認後に利用可能と
なる。社外にセキュリティ PC を持ち出す際には、警備室に持出申請が必要となる。
２）勤務時間管理
日立では、仕事の進め方や時間配分に関して、個人の主体性を尊重することにより、生
産性・創造性を高めることを目指した裁量労働制（ＨＩワーク制度）を導入している。よっ
て、勤務時間の管理は今までと同じ基準に基づく方法を取っている。具体的には、ＰＣの電
源 ON・OFF と連携した始業・終業時刻の記録・確認を行い、そこから当社で定めた健康管
理用時間を算定し、必要に応じて改善を促している。
３）評価制度
先述した裁量労働制（HI ワーク制度）を導入している為、評価に関しても、今までの
業務遂行と同じ基準で実施している。評価方法は IT システムを活用した自身の目標設定
と定期的な面談による評価のフィードバックを行なっている。
５. テレワーク推進体制
推進に当たり、情報・通信グループでは、Work Style Innovation Project（略称 WIP）を立ち
上げ下記の体制にてスタートした。
＜推進体制＞
業務改革委員会
オーナー
オーナー
事業部長
事業部長

計画・実行ＷＧ
各職場

部門WＩP(ﾜｰｸｽﾀｲﾙ)委員会・・各部門
各自職場のWＩＰ対応」」
(環境ISO１４００１対応含む)
＜IT化推進＞
・企業インフラ戦略とインフラの提供
・SＰＣ/CB・ＩＰ電話セットの先行導入
・WirelessLAN対応
・Paperless・電子化 （ツールの提供）

ＩＴ ＷＧ

ペーパーレスＷＧ

・文書管理ルールの見直し
・電子化/原本保管等
・活動の活性化・労組対応・勤務管理
・調査・予算・幹部報告・決裁
・フロアセキュリティ
・環境ＩＳＯ推進
・共通業務支援

全体事務局

ペーパーレス
推進委員会

・Paperlessの推進

改革を円滑に進めるため、事前に関係部署でビジョンとコンセプトを明確に固めた。各事
業部内の展開の際には、各部より取り纏め者及びリーダを選定し、スタッフ部門とライン部
門で協力し展開を推進した。導入後も現場の意見を定例会で議論し、ブラッシュアップを継
続している。
６. テレワーク実施環境
情報セキュリティに関しては、情報セキュリティ委員会を設置し、教育や各種の技術的施
策（データの暗号化、メールや Web のフィルタリング、認証基盤の整備）を実施してきた。
業務システム(人事/総務、業績管理等)の Web 化やコミュニケーションツール（スケジューラ
やコラボレーションツール等）の導入も既に行なっていた為、テレワーク実施に於いては、
セキュリティ PC を利用する為のインフラのみを整備した。
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①｢セキュリティ PC」
： HDD を持たない事に加え、外部へのインタフェースも利用できない仕
様としている。個人データを一切格納しない為、端末の共有化による有効活用も可能である。
：ユーザ証明書と利用環境に応じた設定情報を格納し、モバイ
②認証デバイス「KeyMobile」
ル環境からインターネット経由で社内のネットワークへ安全にアクセスする事ができる。
③接続先環境：クライアントブレードという１人１枚のブレード型の PC に接続する方法と、
１サーバに仮想的な複数の個人環境を設け、30～50 ユーザで利用する方法を設けている。
営業 SE は個人の自由度が大きいブレード PC 型、共通アプリケーションの利用が中心の
管理部門では、サーバ共用型を導入するなど、“適材適所“の展開を拡大している。
④ネットワーク環境：社内では全社 DHCP 網により、IP アドレスなどの設定変更を行なうこ
となく、社内のどこからでもいつもの業務が可能。社外の利用に関してはインターネット
経由での VPN 接続環境の整備と 3G の通信カードを準備しユーザに配布した。
⑤IP 電話：セキュリティ PC に IP 電話を USB 接続する事で移動先でも自分の内線番号で電話
の受信・発信ができるようにした。
⑥座席表示システム：フリーアドレスオフィスに於いて、従業員がどこに座っているかを画
面レイアウト図からリアルタイムに確認できるシステムを導入した。
これらの社内で利用した仕掛けとそのノウハウを生かし、セキュアクライアントソリュ
ーションとして社外のお客様へも提供している。
＜システム概要図＞

情報を持たない、出せない
情報を持たない、出せない
ストレージレスＰＣ
ストレージレスＰＣ
セキュリティPC

社内システム

IP電話

アプリケーションや
アプリケーションや
データを集中管理
データを集中管理
HDD

KeyMobile

どこからでも自分の環境へアクセス
どこからでも自分の環境へアクセス
可能にする本人認証デバイス
可能にする本人認証デバイス

７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
１） 社内・社外での安全な情報の活用
セキュリティ PC と KeyMobile の活用により、安全・安心にいつでもどこでも同一の業務
環境にアクセスする事が可能となり業務効率が向上した。
２）実務にマッチしたワークスタイルの追及
画一的な統一環境ではなく、職種の特性を考慮したワークスタイル環境を実現した。
①営業・SE 部署（例：大森地区）・・・従業員の出入りが多い為、執務席数は従来比６割とし、
代わりに会議室・ミーティングコーナーなど、コミュニケーションスペースを充実させた。
従業員からは、下記の声が寄せられている。
 周りとの会話の機会が増え、情報共有が進んだ。
 自宅やサテライトオフィスでも業務ができ、効率が上がった。
19

② 管理部門（例：秋葉原地区）・・・セキュリティ PC を常設し、利用者が自身の KeyMobile
を持参し席を選ぶ端末設置型のフリーアドレス環境を実現。内勤の従業員が多い為、
執務席数は従来比７～８割とした。複数ビルに散在した組織を１フロアに集約できた。

③製造・設計部門（例：茨城地区）・・・通常の OA 業務のみを行なうユーザには、１サー
バを複数ユーザで利用するセンター型、設計・開発業務を行なうユーザには、１人１
枚のブレード PC を適用し、各々の強みを生かした快適な業務環境を実現した。1 台の
セキュリティ PC から両方のシステムに接続することも勿論可能である。

３）ペーパレス化の促進
情報漏えいの危険もあり、雑然としたオフィスの要因ともなる紙媒体を必要最小限に抑える
取組みは、重要なテーマの一つであった。当社では、ペーパレス WG を設け、ペーパレス化の
課題分析・整理や対策立案とその実現を推進してきた。具体的な施策としては下記である。
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 不要な書類は破棄し、法令/社規を踏まえ業務上必要な書類のみ電子化し共用サーバ
やコラボレーションツールを活用して共用化を図る。
 会議は紙を配布する形態からプロジェクタを活用したペーパレス会議に切り替える。
 紙媒体として保管する必要性があるものは部署単位にスペースの区分を行なった共
用キャビネットや保管室を活用する。
４）円滑な改革の推進
オフィス環境の変更が発生する為、少なからず各職場からの抵抗が予測された。従って導入
前に十分現場のユーザの意見をヒアリングしその意見を反映した導入を進めていった。導入後
も定例会で議論しブラッシュアップを継続している。現場からの声に対しては、逐一、推進メ
ンバーが利用者と会話し目的の共有化と打開策の検討を行なっている。
８. 今回テレワークを導入したことによる効果
導入効果として下記が挙げられている。（大森地区 1,500 人を対象とした調査結果による）
１）従業員の反応（従業員のアンケート結果）
 情報セキュリティ： 社外でも安全・安心に情報を活用する事ができるようになった。
 利便性：いつでもどこでも同一の情報にアクセス可能になり業務効率が向上した。
 コミュニケーション： 40～50％が「コミュニケーション」の向上を実感している。
 業務効率： 35～70％が「業務効率」の向上を実感している。
 顧客接客時間： 提案資料作成工数が減り、その分をお客さまとの接客時間（＝拡販活
動）を３割向上させることが出来た。
 提案書作成時間： 会議室の効率化やコラボレーションツールの活用により、資料作成
時間を 1/2 に削減することが出来た。
２）オフィスの効率活用・コスト削減
 オフィススペース（床面積）： 従来比 3 割削減。散在した拠点の集約を実現した。
 オフィスの光熱費： オフィススペースの削減に伴い、光熱費も従来比３割削減できた。
 レイアウト変更費用： レイアウトの標準化とネットワークや電話の移設費用の削減に
より従来比９割削減できた。
 情報システム部門の工数： シンクライアントを活用したデータのセンタ集中化により、
エンドユーザの PC 不具合による現地対応工数が削減でき
た。拠点の集約による運用コストの削減効果も出ている。
 移動経費と時間： 最寄りのサテライトオフィスや自宅でも社内と同じ業務が可能と
なり、顧客訪問後に帰社する際の移動経費と時間を削減できた。
３）環境への配慮
 ペーパレス化： 無駄な印刷が減り、資源を有効活用する意識が芽生えた。
 移動距離： 通常の勤務地以外でも業務が可能な為、移動距離が減少し、CO2 排出量の
削減にも効果があるものと推測される。
 データ転送量： セキュリティＰＣと接続先環境の間は画面転送のみの為、データ転送
を削減できる。当社の想定モデルでは、約 22％の CO2 排出量の削減
になると算出している。
（評価支援ツール：System Integration-Life Cycle Assessment による）
９. 今後の予定
１）日立グループへの拡大展開・・・本取組みの効果の N 倍化による企業力向上を目指し、日立
グループへ展開を推進していく。07 年度末までに 70,000 ユーザへ拡大適用を予定している。
２）テレワークの拡大・・・IT の側面からは、既に場所を選ばない業務形態が可能になっている。
今後は様々な雇用形態に対応し「常時テレワーク」の適用など更なる取組みを検討して
いる。
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(白紙)
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Ⅰ 実施・推進の部
テレワークを自ら実施・推進している企業/団体

優秀賞
株式会社富士通ワイエフシー（横浜市）
コクヨオフィスシステム株式会社（千代田区）
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（白紙）
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株式会社富士通ワイエフシー
神奈川県横浜市神奈川区栄町 3-12
代表者: 宮浦 完次
045-453-7887 045-453-7886(FAX)
http://jp.fujitsu.com/yfc/
資本金: 100 百万円
業種: 情報サービス
従業員数: 273 人
＜テレワーク実施概要＞
少子高齢化の対応/環境・社会的責任/企業経営改善を目的として、テレワーク試行を経て、
本格導入した。
社員のテレワーカー率を目標として掲げて、社内外へ公表し推進している。
導入実績をビジネスへ発展させ、テレワーク普及の推進を計画。
＜実施時期＞

2006 年 10 月より（2007 年４月より本格導入）

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
社員一人ひとりが、ワークライフバランスを実現し最大の能力を発揮できる場を提供
２. 対象部門・対象人数
社内の全部門
246 名中 36 名の申請（15%）
（入社２年以下の社員を除く、246 名が対象）
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
１）経緯
きっかけは、社内の女性活性化プロジェクト活動の中で、トップへの要望として在宅勤
務があげられたこと。育児支援を中心として検討を進めるなかで、女性社員だけでなく全
社員の仕事と家庭生活の両立支援策として「テレワーク」を選択した。
２）目的
①少子高齢化の対応
⇒女性就労/育児支援/高齢者雇用機会/介護支援
②環境・社会的責任
⇒通勤時間の短縮/障害者の雇用機会/男女共同参画/ペーパレス化
③企業経営
⇒生産性向上/業務プロセスの効率化/働きがい、やりがいの向上/
組織のプロ集団化/BCP（事業継続）/オフィスコストの削減
３）波及効果
テレワークを導入することにより、今まで家庭環境等の理由により就業を諦めざるを得
ない従業員（社員）の減少になり、ひいてはこれが「有能な人材の活用・確保」「事業拡
大」に繋げる。
４. 導入のテレワーク制度内容など
１）テレワーク実施条件
入社３年以上の社員（育児・介護を理由とする場合は、制限を解除する）
勤務時間は、通常勤務者と全く同じ
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評価制度は、目標管理制度を導入しており、通常勤務者と全く同様。
（不利益扱いをしないことを全社に周知）
在宅勤務者には、通信費の補助を支給
２）テレワークの申請書兼誓約書の提出
テレワーク申請書兼誓約書に署名・捺印の上、上司承認を得る。
３）テレワーク実施手順
①事前に上司へ申請し承認を得る。
②始業・就業は電話またはメールで上司へ報告
③就業時、テレワーク業務日報を提出する。
５. テレワーク推進体制

推進体制
ワークライフバランス推進室を設置し推進体制を確立
宮浦社長

労働組合
日本テレワーク協会

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ推進室
総務部

連携

情報連携 （賛助会員）

従業員（社員）

・ワークライフバランス推進室が主体となり活動を行う。
・メンバは、女性活性化プロジェクト・総務部員から構成。
・経営の権限委譲を受けて、テレワークポリシーの立案・導入・実行管理を行う。

ワークライフバランス推進室は社長直下に位置し、テレワークに関する全てを直轄する。
社内イントラネット及び幹部社員会議を通じて周知徹底を実施している。
６. テレワーク実施環境
１）PC セキュリティは富士通グループの最高セキュリティレベルを保証。
⇒VPN 通信
ブートパスワード
ハードディスクパスワード
ハードディスク暗号化
指紋認証
セキュリティボタン（電源投入暗証番号）
USB 接続制限（会社資産のみ接続可能）
スクリーンサーバー（パスワード付、３分以内）
リモートデスクトップ機能を利用
２）インフラ環境は以前より整備できており、オフィス環境を変えずに実施。
３）在宅勤務環境
①机・椅子・明るさ等、仕事する環境は事業と同様とする。
②仕事と私生活を切り分け可能な場所で実施する。
４）モバイル勤務環境
セキュリティが確保できる場所に限定（富士通グループ事業所等）
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７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
１）テレワークという、新しいワークスタイルへの不安の払拭
①テレワーク推進体制としてワークライフバランス推進室を設置した。
テレワーク導入にあたり、組織的に推進することを社内へ周知
地元のお客様に世界一のＩＴソリューションを提供し続ける

効果

ＥＳ向上

ＦＳ向上※

ＣＳ向上

スキルアップ

変革

ワークスタイル

ライフスタイル

生産性向上

キャリアビジョン

支援

働きがい

社員・
家族の幸せ

業務遂行

能力開発

テレワークを中心とした、社員の仕事と家庭の両立支援

ワークライフバランス推進室
会社の経営方針とリンクさせて推進することを宣言

②テレワーカー率の目標値を設定し、社員が実施する計画を周知した。
マイルストーン
マイルストーン
全社員の50％
導入を目指す

お客様
(社外）

第3STEP
第2STEP
提案
19名で試行中

第0STEP
基
盤
整
備
2006年

第1STEP
本
格
運
用

ﾘﾌｧﾚﾝｽ
ﾓﾃﾞﾙ作成

2007年

全
社
展
開

2008年

定
着
化
・
見
直
し

社内

2009年

テレワーク人口増加アクションプランを上回る目標を設定

③評価に影響がないことを周知
社員の一番の不安である「評価」に影響しないということ、社内での評価に対す
る疑問等を総務部長が窓口となることを周知した。
④試行結果の公開
試行結果からテレワークのメリット及びテレワーク導入に関する情報を社内イン
トラネットにて公開した。
【テレワークしてよかったこと】
・家族との時間が増えた。
・平日に子供と食事がとれた。
・朝、家事をする時間が取れた。 ・睡眠時間が増えた。
・通勤時間・ストレスがない。
・仕事に集中できる。
【テレワークで行った業務】
・思考的業務（企画書作成・分析資料作成）
・ドキュメント作成（設計書・仕様書・報告書・プレゼン資料等）
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・Web 関係（ホームページデザイン・社内イントラネット等）
・監視業務（サーバー稼動監視・ログ分析等）
・デモ環境作成（システムセットアップ・デモデータ登録等）
・その他（ｅラーニング等）
⑤労災関連
労働基準監督署から情報を収集したが、はっきりとした基準はなかった。
唯一、管理しておくべきこととして、テレワークしている時間の管理を行っ
ている。（勤務時間は通常勤務者とまったく同じ）
いつ、何時～何時まで、どこで、どんな業務をしていたかをテレワーク業務
日報で報告させ、始業と就業の連絡は必須とした。
⑥テレワーク実施環境
試行した際の意見として、現段階では私生活との切り分けが必要との意見が
あり、規定に盛り込んだ。
⑦オフィス環境を変えずに実施
テレワークすることは、業務面へ影響はなく、「仕事する場所が変わる」
だけと社員にイメージさせた。
⑧パソコンはノート型に限定
・セキュリティ対策として、テレワーク専用パソコンを会社支給した。
・会社での業務用パソコンをテレワークで使用することを禁止した。
・盗難対策として、在宅用パソコンの持ち出し及び保管方法を周知した。
２）ビジネスとのリンク
テレワーク導入・推進した実績をビジネスへ展開すること計画した。
３）社内テレワーカー率増加対策
事業部門の幹部社員によるテレワーク実践（現在実施中）
①実践からテレワークを理解
②自部門での実現方法や課題の抽出
③ビジネス展開への提言の収集
④幹部社員の実践により、一般社員への普及に期待
８. テレワークの導入効果
１）社員のテレワークに対する意識に変化が生まれつつある。
①トップからのメッセージ発信を通じて、推進に力を入れていることを理解。
②試行にて得た、一般社員の不安への対応
・幹部社員の理解への不安に対し、全事業部門の幹部社員によるテレワークを実施している。
この情報を周知によりテレワーク申請者が増えた。
試行 19 名⇒2007 年６月現在 36 名（17 名増加）
２）ホームページへの掲載・新聞記事による反応
①採用のための会社説明会で、テレワーク導入を周知
会社選択のひとつの選択肢となる。
②テレワーク導入による社外での情報交換の活発化
導入してから、社外からの問い合わせや情報交換する機会が増加している。
３）社員の意識変革
（女性活性化プロジェクトによる女性社員アンケート結果）
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質問
テレワークを導入してよかったと思う

導入前 導入後

－
7%
7%
61%
7%
9%

子供ができても仕事を続けたい
仕事を工夫して子育てをしていける
評価の男女で差を感じない
幹部社員/リーダクラスを希望する
現在の評価キャリアアップ方法に満足

90%
21%
33%
70%
26%
28%

女性営１名
神奈川支社へ常駐

女性退職者１１名

テ
レ
ワ
｜
ク

サブ的業務

女性幹部社員
登用意欲１６％

－
14%UP
26%UP
9%UP
19%UP
18%UP

インターネット
Webデザイナー
女性１名

GLOVIAｓmart
プロジェクト
女性３名

事務作業

比較

女性からの
ビジネス提案
２件

意識改革

女性退職者２名

女
性
課
長
代
理
３
名

社外連携

職場環境

社員に意識改革を生み出し、特に働き続けられると考えるようになった。
テレワーク導入により、仕事と育児の両立ができると考える社員が増えた。
取組みを始めて、会社業績は改善している。
９. 今後の予定
１）テレワークの範囲拡張
①携帯電話を活用したワークスタイル
②フレキシブルなオフィス環境
２）シンクライアント化
シンクライアントの導入の検討
３）本人認証の強化
USB キー、IC カード、指紋等、認証方式の検討
４）社内テレワークトライヤルキャンペーン
①一般社員にテレワークを短期で実施し、理解を深める。
②自らの仕事を在宅で実施する場合の課題・意見を収集。
５）テレワーク制度の継続的改善
社会環境の変化に対応し、社員のワークライフバランス支援が継続できるテレワーク
環境の提供
１０. テレワークの推進にあたり協力してもらった企業・団体名並びに協力内容（任意）
＜企業・団体名＞
＜協力内容＞
社団法人日本テレワーク協会 テレワークに関する情報及び導入ノウハウの提供
（テレワークマネージャー研修・部会活動など）
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コクヨオフィスシステム株式会社
東京都千代田区霞が関 3-2-5

霞が関ビルディング 18 階
代表者: 尾崎 司
03-5510-4320 03-5510-4359(FAX)
http://www.kokuyocw.co.jp/
資本金: 4 億 9 千百万円
業種: あらゆる事業空間に関わるコンサルテーション全般
及びプランニング・プロジェクトマネジメント・工事・調達・管理運用サービス業
その他の教育文化施設など空間設計・施工全般
従業員数: 370 人
＜テレワーク実施概要＞
コクヨグループのなかで先行してテレワークを実施し、350 台の共通モバイル（ノートタイ
プ、ワイヤレス LAN 搭載、セキュアカード搭載）PC へのリプレイス、完全ワイヤレスオフ
ィス、IP フォンの採用、ソフトフォン実験、Anywhere プリンティング、FAX レスサーバ、各
種 VPN サービス提供などをおこないコクヨグループの DESK@（ビジネスレンタル）も積極利
用をおこなっている。また POE（入居後評価調査）で ES（従業員満足度）チェックなどもお
こなっている。
＜実施時期＞

先行実施期：2003 年 12 月より、

拡大実施期：2007 年５月より 12 月

＜実施内容＞
１. テレワーク名称

～ テレワークを基盤とする クリエィティブ･ワークスタイル“響創”への挑戦 ～
共創を支援する“ネットワーク／サードプレイス”の構築 （※注２）

（※注１）

（※注１）共創とは：分野の異なる（独創性のある）人々がお互いにアイデアを提供し、横の連携をし、創造していくこと。
（※注２）サードプレイスとは：レイ・オルデンバーグ（米国の都市社会学者）が 1989 年の著書「The Great Good Place」
で表現した、 つぎの５つの要素を兼ね備えた、家でもオフィスでもない第三の【場】のことをいう。
1）心をニュートラルにする、 2）出会いの場の提供、
3）いつでもいける、 4）知的フォーラムや個人
のオフィスとしても利用できる、 5）包容力があり、誰にも開かれている（運営スタイル）。
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「Ｗｏｒｋｉｎｇ ｏｕｔ ｏｆ ａ Ｔｈｉｒｄ Ｐｌａｃｅ」 （第３の仕事場）も米国では労働人口の１／５に増加しているようです。
今後、日本においても遠隔システムやその業務を高次元に支援する【場】の開発が重要になると思われます。
センターオフィス（霞が関：オフィスコンセプトはレゾナンス・フィールド、品川・大阪オフィスなどの事業会社に本社をいう）
サードプレイス①ビジネスレンタルスペース（大都市の各所：サービス名称はＤＥＳＫ＠、ネットスクゥエア、BSC など）
サードプレイス②クラブオフィス（品川・大阪オフィス内に設置）
これらをシームレスなＩＴセキュリティ・ネットワークで結ぶクリエィティブオフィス基盤とした。

２. 対象部門・対象人数
【先行実施時期】コクヨオフィスシステム株式会社 【対象人数】約 300 人
↓
【拡大実施時期】コクヨグループ 17 社 【対象人数】約 3000 名＜予定＞
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
【経緯】
コクヨグループは創業 100 周年（2005 年）を契機として 17 社に事業分社し「ひらめき・
はかどり・ここちよさ」を提供する事業体となった。伝統的に製品・システムの整合など
をふくめ自社のオフィスで実験し価値創造をおこなう「ライブオフィス」（※注３）を再構築
し、テレワークも含めて、クリエィティブ・ワークスタイル革新に取り組んでいくことと
なった。
（※注３）ライブオフィスとは：コクヨ株式会社が 1960 年台より伝統的にすすめてきた新しいワークスタイルとオフィス
のあり方の実験の場として、「ライブオフィス」という名称でショールームとしてオフィスを公開してきた。

●先行実施時期：2003 年から 2007 年５月まで
【ねらい・目的】
先行して 2000 年に独立したコクヨオフィスシステム株式会社は 2003 年に企業が勝ち残る
ための競争力の源泉は、チームから個々人の商談時間の増大や提案力強化に重点を移しつつ
あると考え、新ワークスタイルへのシフトをねらい、オフィス改革をおこなった。
リモートワーク環境の構築、完全ワイヤレス LAN、IP インフラへの完全移行などを先行
実践し、提案の統合力（空間、IT インフラ、サービス）の強化を図った。
2007 年５月にはコクヨオフィスシステム株式会社のセンターオフィスを『レゾナンス・フ
ィールド』として再構築した。（創造性が響きあう、共感・共鳴し“響創”オフィスとして、
霞が関ビルディング 18 階にてライブオフィスを公開中）。

さらに、クリエィティブ･ワークスタイルを志向するサードプレイスとして下記の新オフィ
スを構築し、共同利用する。
●拡大実施時期：2007 年５月よりから年末にかけ実施
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【ねらい・目的】
①創造的な働き方が出来る統合的な環境作りが今後のテーマになると認識し、テレワークを
基盤とするクリエィティブ・ワークスタイル改革とコクヨグループ全社へのテレワーク拡大
実施をねらいとする“ネットワーク/サードプレイス”を再構築する。
コクヨオフィスシステム社員は「共創」を支援するクラブオフィス“響創”をふくめ、セン
ターオフィス（霞が関）、ビジネスレンタルスペース DESK@（首都圏各所）などをシーム
レスな IT セキュリティ・ネットワークで結ぶクリエィティブオフィス基盤とする。
②コクヨグループ社員は営業・開発・生産のワークスタイル・イノベーションをねらいとし
て、知識・アイデアの共有を促進する、ニーズ＆シーズマッチング（KNOWWHO）型のク
ラブオフィス“響創”を構築・利用する。これはグループの全社員が共同で利用する新ワー
クスタイルを志向するシェアード型のサードプレイスとなる計画。基盤となるサービスはテ
レワークである。大阪オフィス、品川オフィスともに年内オープン。
４. 導入のテレワーク制度内容など
コクヨオフィスシステム株式会社のテレワークは 2003 年より実施され進化し続けている。
必要な情報にアクセス可能で必要な相手とコラボレーションできる機能があれば、いつでも
どこでも“オフィスである”という考え方にのっとり、事務所内の完全フリーアドレスはも
とより、自宅・外出先・客先といった社外でも場所を問わずセンターオフィスと同じ状態で
業務ができる環境を整えていった。
【承認方法について】
テレワーク実施の際には部門長への事前承認をとることを前提にしている。各部門長レベ
ルで部門利益を管理しているので、部長の判断で各部のワークスタイルに合わせた多様な働
き方を選択できるようにしている
【勤務時間管理について】
コクヨオフィスシステム株式会社では業務内容が、固定勤務が相応しい社員は８時 45 分よ
り 17 時 30 分の勤務とし、
ほかに営業や提案部門を中心にコアタイム設定のフレックス勤務、
スーパフレックス勤務社員などがいる。
2007 年からは時短勤務制度を採用し、10 時から 16 時まで勤務する社員も誕生させた。
【評価制度について】
営業部門を中心にワークスタイル変革プログラムを充実させ、ワーカー個人のモチベーシ
ョンを高め、プロフェッショナルとして一人一人の自律を促し、創造的で効率的な働き方を
認める成果報酬型の評価ウエイトを営業部門は 70％、設計・ソリューション部門は 60％、ス
タッフは 30％などとして評価をおこなっている。
５. テレワーク推進体制
実施責任部門はコクヨグループ全社展開もふくめて、コクヨオフィスシステム株式会社ソ
リューション開発室が担い、CFT（クロスファンクショナルチーム）体制で推進している。
今回はコクヨグループ全社へのテレワーク展開とライブオフィス戦略としてトップダウン
型で遂行されている。
社内教育体制ならびに周知徹底方法は先行テストユーザから固定化されたサービスを社内
マニュアル、Web 掲示板などで広報し普及した（自己責任型の普及展開をとっている）。
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６. テレワーク実施環境
①オフィス環境については“ライブオフィス”として常に改善を続けている。
直近ではコクヨオフィスシステム株式会社のセンターオフィスはよりプロジェクトワーク
や、コラボレーション型のワークスタイルに対応する可動型ノンテリアルデスクを採用した
先端ワークプレイス“レゾナンス・フィールド”として完全リニューアルを終えた。
またナレッジ共有を促進するグループ全社員が共同利用できるシェアード・サードプレイ
スのクラブオフィス“響創”（仮称）も年内オープン。
②情報インフラの整備状況としては、2003 年に完全ワイヤレス LAN、IP セントレックス
VPN 提供サービスの実施に挑戦し、2007 年にはエニィプレイスプリンティング（どこでも
印刷）、レスペーパ化環境の推進（スキャナー、液晶ディスプレィの増強、家具組込み、
ＦＡＸレスサーバーの導入）など、テレワーク、リモートワーク可能な業務環境を整備した。
また ASP 型Ｗｅｂ会議を導入しいつでも、どこからでも会議、ミーティング参加ができるよ
うにした。その他、次世代ワークスタイル研究開発の一環でスマートフォンの用途開発実
験にも取り組んでいる。テレワーク実践メンバーの要望や利用者側の環境に合わせて、随
時 IT セキュリティ環境の見直しを行っている。
③情報セキュリティ面では
１）マルチセキュアカード化を導入
・重要文書保管庫カギ/入退室管理カギ
・セキュアプリンターの認証カギ…フリーアドレスの大きなオープンオフィス内で近くのプ
リンターや複合機よりセキュアで高速の出力をおこなうカギ
・ハードディスクや社内ネットワーク認証カギ…オフィス内であっても PC を立ち上げたま
まの離席を防止するカギ

２）シン･クライアント・マルチセキュアカード認証カギ付ノート PC の検証にも取り組んで
いる。
３）特に VPN では当初より IPSEC-VPN、SSL-VPN の両方に対応。
４）Web メール化を全社的に選択。移行推進し各自のローカル PC への個人利用情報データの
蓄積を取りやめた（ノーツメールの廃止）。
５）同じく携帯電話での社内メールを転送タイプから閲覧タイプに変更した。
※コクヨオフィスシステム株式会社は顧客フロント企業として、2003 年よりモバイルワークを
実践・推進してきており、2005 年４月の個人情報保護法・完全実施対応も全社的なセキュリテ
ィ強化を終え、更なる働き方の進化、多様化提案に自らが挑戦しつづけている。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
①コクヨオフィスシステム株式会社のサテライトオフィスとして DESK＠(※注４)をコクヨオ
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フィスシステム社員も法人会員として積極利用を決定した。
（※注４）DESK＠とは：コクヨ(株)が展開している必要な時に必要なだけ使えるビジネスレンタルスペース。

◆どのタイプのオフィス（センターオフィス、サテライトオフィス、サードプレイス、ホー
ムオフィスなど）からでも日常業務ができるように、さらなるペーパレス化を全社推進し
ている。

②グループ会社との連携業務において、クロスファンクショナルなチームの結成やコラボレ
ーションワークが増えるなか、「サードプレイス」というコンセプトをベースに共創を支
援する「クラブオフィス響創（仮称）」(年内オープン)を実施。
◆テレワークをクリエィティブ・ワークスタイルの基盤として位置づけ
フィールドワークからの『知識創造』を意識したサードプレイス/ネットワーク構築を強化。
③新しいワークスタイルへの挑戦テーマとして、クリエイティブワーカーはノマデック・ワ
ークスタイル（遊牧民型の働き方）をとるという仮説をたて実証実験を重ねる。
◆クリエイティブワーカー、クリエイティブ・マネジャー向けのワークスタイルの一環とし
て、テレワークをどのように位置づけるかを観点として、プレゼンス情報提供、アイデア
の携帯電話からの入力などの開発実験をおこなった。
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上記において、センターオフィス(霞が関)、DESK＠や DESK＠point(※注５)(首都圏各所)、
クラブオフィス (品川、大阪内)などをシームレスな IT セキュリティ・ネットワークで結ぶ
クリエィティブオフィス基盤を整備していった。
（※注５）DESK@point：とはメールチェック等の軽作業に適した必要最小限のセキュリティを提供できる小型ユニットと
して開発され、提携するオフィスコンビニの「ネットスクウェア」に設置されている。コクヨ㈱RDI センター
DESK@事業グループ担当のあたらしいサービス名称。

８. テレワークの導入効果
定期的な POE（入居後評価）に内容を加え、かつ ES（従業員満足度）チェックでも効果測
定をおこなっている。
2003 年からのモバイルワーク導入と徹底したセキュリティ･システムの見直し・バージョン
アップにより、｢お客様満足度の向上」や「残業時間の削減」、「顧客対応スピードの向上」、
｢従業員満足度の向上」など成果はあらわれている。
９. 今後の予定
モバイルワークを積極推進してきたコクヨオフィスシステム株式会社のワークスタイル･
ワークプレイス改革は、社員個々人や組織としての生産性向上に貢献することを長年の取組
みにより、業績面でも実証済みである。
今後は時短勤務制度など働き方の選択肢を増やし、「在宅勤務制度」を含めた、「ワーク・
ダイバーシティ」への取組みを、企業の創造力向上につながるとし、さらに積極的なワーク
スタイル改革に取り組んでいく。
またクリエイティブ・ワークに必要なテレワークという側面が創造思考のプロセスのなか
で如何に効果的かということを検証していく予定。その解析から、創造パターンを編集し、
創造性を向上させるプログラムを構築する。
「ひらめき」の瞬間は、人によって（またその課題）によって、【場】が異なる。リラックス
できる瞬間が重要な役割を果す。こうした【場】の条件の一つとしてテレワークを取り上げてい
く。
１０. テレワークの推進にあたり協力してもらった企業・団体名並びに協力内容（任意）
＜企業･団体名＞
① コクヨ株式会社

＜協力内容＞
DESK@、DESK@Point（※注）の利用推進
（※注）DESK@とは：コクヨが展開している必要な時に必要
なだけ使えるビジネスレンタルスペースのサービス名称。

RDI センター

DESK@point とは：メールチェック等の軽作業に適した必要
最小限のセキュリティを提供できる小型ユニットとして開
発され、提携するオフィスコンビニの「ネットスクウェア」
に設置されている。コクヨ株式会社 DESK@事業グループ担
当の新サービス名称。

DESK@事業グループ

② コクヨビジネスサービス株式会社

IT セキュリティインフラ構築支援

IT&FM 関連グループ
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(白紙)
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Ⅰ 実施・推進の部
テレワークを自ら実施・推進している企業/団体

奨励賞
オムロン パーソネル株式会社（京都市）
身体障害者雇用促進研究所株式会社（豊島区）
株式会社堀場製作所（京都市）
株式会社アルファシステムズ（渋谷区）
株式会社産業立地研究所（千代田区）
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（白紙）
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オムロンパーソネル株式会社
京都市下京区烏丸通七条下ル

ニッセイ京都駅前ビル 7F
代表者: 岡田 義一
075-344-0901 075-344-0902(FAX)
http://www.opc-info.com/
資本金: 90 百万円
業種: 総合人材サービス
従業員数: 200 人

＜テレワーク実施概要＞
弊社では障害者雇用の促進に取り組んでいる。障害のあるメンバーの体調管理及び職域拡
大のため、週１～２日の在宅勤務を活用している。
＜実施時期＞

2003 年 12 月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
（名称については非公開）
２. 対象部門・対象人数
対象部門 経営管理室 企画グループ 広報宣伝チーム
対象部門 人材紹介グループ 対象人数１名

対象人数８名

３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
人材派遣会社においては、派遣先で長期間働くスタッフの人数が常用雇用者としてカウン
トされ雇用者の分母となることから、障害者雇用における法定雇用率の達成が非常に難しく、
当社においても法定雇用率達成が大きな課題であった。
障害者雇用に本格的に取り組むにあたり、障害のあるメンバーへの負担が少なく、体調管
理にも有効な働き方として、在宅勤務の導入を検討した。
その際、IT を使う業務ならば技術の進歩により、在宅でも対応が可能であり、対応できる
業務の拡大も見込めるとの結論に達した。そこでテレワークを含めた、障害者の雇用促進を
本格的にスタートすることとした。
まず、IT を専門とする身体障害者共同作業所と連携し、2003 年より在宅勤務制度を導入の
うえ障害者雇用を開始した。広報宣伝チームにメンバーを配属したのは、この部門が IT を駆
使して情報化につとめる部署であり、テレワークに適任な部署であったからだ。
まず担当業務として当社の事業部門のホームページ内製化を行った。
メンバーの定着も良く、さらに障害者雇用を推進し 2007 年６月には実雇用率 2.2％を達成
した。（法定雇用率は 1.8％）
４. 導入のテレワーク制度内容など
入社時に面談を行い障害の度合いにより、在宅勤務の日数を決定している。
その後も、面談を行い季節や体調により、都度在宅勤務シフトを見直している。
時間管理は、自動計算のできる表計算ソフトで作成した勤務表による管理を行っている。
勤務表は本人と承認者がパスワードで管理しており、サーバーに保存し閲覧は本人と承認
者のみ可能な状態にしている。
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在宅勤務時はメールにより業務の進捗の報告、相談を行っている。
在宅勤務時に時間外勤務を行う場合は、事前に在宅勤務命令・申請書にて申請を行い承認・
を行っている。
５. テレワーク推進体制
テレワーク実施責任者は、広報宣伝チームのチームリーダーが担当しており、障害者雇用
促進の担当も兼務している。
障害者雇用の促進は、社長直轄のもとで行ったため在宅勤務制度の導入についても社長決
裁のもと実施した。毎月発行するトップメッセージにおいても、障害があるメンバーの活躍
を全社に伝えている。
メンバーには、社外研修の受講や e‐ラーニングでの学習をサポートしている。
全社の方針発表会やメンバーが自主的に参加する各 PJ において、活動の発表の場を設け、
一緒に仕事をしている存在感を社内にアピールしている。
６. テレワーク実施環境
在宅用のソフトは会社より提供している。
メールを各人の自宅用アドレスに転送する仕組みをつくっている。
サーバーには自宅よりアクセスできない設定としている。
メールの添付ファイルは転送されない設定としている。
在宅勤務ではホームページの制作を直接行うことのできない設定としている。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
在宅勤務のシフトによってはメンバーがすれ違ってしまう場合もあるため、週に１度メン
バー全員が出勤する日を設定し、コミュニケーションを促進している。
通常は１名の介助者（ヘルパーの有資格者）を配置しているが、メンバー全員が出勤する
日については、２名配置している。
メンバー間で効率よくコミュニケーションを取り、報告・相談を行うためメーリングリス
トとメッセンジャーを活用している。
一つの業務を複数でカバーできるようにしている。例えば、HP 作成においては、在宅勤務
で作成したものを一旦会社に送り、他のメンバーに依頼し、アップしてもらっている。
常に互いの業務の進捗がわかるよう、スケジュール表を作り管理をしている。
８. テレワークの導入効果
在宅勤務制度の導入により、メンバーが自ら体調管理を行い職場への定着に効果があった。
また、体調により通勤の負担が増す場合も欠勤ではなく、在宅勤務により業務を進めるこ
とができた。
納期が迫っている業務については、在宅勤務を行うことにより通勤に掛かる時間も作業時
間として活用し、効率よく業務を行うことができた。
在宅勤務においても事前に申請を行ったうえ、時間外勤務を認可している。オフィスで残
業を行う際は、介助者にも同様に残業が必要な場合もあるが、在宅での時間外勤務は計画的
に取組み易く、繁忙期の対策として有効であった。
９. 今後の予定
今後は、社員の子育て支援の一貫として社員へのテレワーク導入について調査を実施する
予定。
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身体障害者雇用促進研究所株式会社（通称サンクステンプ）
東京都豊島区東池袋 2-63-4 TS 池袋ビル７F
代表者: 篠原 欣子
03-3373-8281 03-5954-5820(FAX)
http://www.thankstemp.co.jp
資本金: 10 百万円
業種: その他事業（テンプスタッフ株式会社特例子会社）
従業員数: 167 人
＜テレワーク実施概要＞
母体企業であるテンプスタッフ㈱に対し、求人情報等をエクセル上にまとめ、集計・提出
（⇒クリッピング業務と呼称）
。既に業務として稼動中だが、一部の業務を切り分け在宅にて
行ってもらう。
＜実施時期＞

2007 年４月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
『雇用の幅を広げるための身体障害者在宅就労事業』
２. 対象部門・対象人数
事務支援部求人情報クリッピングチーム

４名

３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
《ねらい》
特例子会社として雇用の創造・拡大をテーマとして捉えた時、既存業務の一部の切り分け
を考えました。オフィスへの通勤に負担がかかる障害者に対して在宅での職務を創造し、
更なる雇用範囲の拡大を目指したものです。
《具体的な実施内容》
事業の一つに親会社であるテンプスタッフ㈱及びグループ会社で利用する営業ツールの作
成があります。これは Web 上に公開されている求人情報をエクセル上に集計したものを商品
として納める業務です。
作業指示者がメールにて在宅勤務者に当日の作業領域を指示し、業務終了後に集計物をメ
ール添付にてオフィスに送信する仕組み作りを完成させれば在宅テレワークは可能との仮説
を立て実施を進めました。
４. 導入のテレワーク制度内容など
1：在宅勤務監督者を池袋オフィス勤務者から選任
2：メールの受信時刻で勤怠管理。
→在宅勤務者より業務開始メールが届き、その時刻を始業時刻と見なす。
→作業データを回収した時刻を就業時刻と見なす。
→池袋オフィス勤務者同様にタイムカードで管理。
→欠勤連絡は在宅勤務監督者へ電話連絡（メール連絡）
3：月に一度（勤務者の障害により調整）は出社日を設定し池袋オフィス勤務。
→問題点、課題点の抽出及びフォローアップ。
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５. テレワーク推進体制
《初期教育》
採用後４週間は池袋オフィスにて OJT を実施。業務内容を習熟後に在宅勤務開始。
オフィス勤務の期間中は基本業務の習熟と共に他のメンバーとの交流を図り仲間意識と会
社への帰属意識を持って頂く事も意識し社内教育を実施した。
在宅勤務開始後も監督者との連絡をメールにて密に実施し、その都度問題点や疑問点の
解消を行い、業務スキルの向上に繋げた。
《社内教育》
月に１～２回の勤務日を設定し（障害の個人差により設定）オフィス勤務をして頂く。
その際に実務のフォローアップを実施。
６. テレワーク実施環境
《環境》
・推進責任者が事前に在宅勤務者宅を訪問しオフィスとしての適合性を確認
・在宅勤務者へは会社からノート PC、ルータを貸与
《セキュリティ》
① USB 規制…USB ストレージデバイスの認識を禁止し、メモリースティック等を
用いた外部への漏洩リスクに対応。
② Webmail の利用…SSL 暗号化、Webmail の為 PC 上に履歴が残らない。
③ ID、pass による PC 利用制限（利用者制限）
④ ルータを貸与し、フィルタリング機能により不正アクセスを遮断。
⑤ ウィルスソフト、Windows Update の定期的な更新。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
《創意工夫》
1：東京都産業労働局の障害者職域開拓支援事業の認定を受け、新規テレワーク開始にあた
っての助成金の対象認定を受けることが出来た。
2：項目６に記載の通り、情報セキュリティ保護の部分。親会社であるテンプスタッフ㈱の
協力の下、PC の USB ドライブのロック等漏洩リスク回避に努めた。
《アピール点》
1：オフィス勤務が困難な為に就労できていない有能な障害者に対し、如何にして在宅での
職務の創造・切り分けをすべきか？ これを考え続け今回の事例につなげる事が出来た。
幾つかの問題点はあったが、一つずつ原因の究明と対策を打ち解決に繋げる事ができた。
2：当初懸念されたのは在宅勤務者のモチベーションの維持の問題。指揮命令者や他のメン
バーが周りにいない環境でのモチベーション継続を心配していたが、オフィス勤務メン
バーと変わらぬ成果を維持できている。これは在宅勤務監督者とのメールや電話での密
なやり取り（成果に対するフィードバックや有機的な言葉のやり取り）に起因される。
また、項目５に記載の様に出社日を設けることによって、オフィスメンバーとの交流、
社内情報の共有化を図ることで帰属意識を高める事が出来たと思われる。
８. テレワークの導入効果
1：在宅テレワーク者の成果出来高
当初見込みはオフィス勤務者の７割位の出来高と予測していたが、習熟度合の向上に伴
い、オフィス勤務と変わらぬ定量を挙げる事が出来た。
2：今回の事例により在宅テレワークのインフラ整備のノウハウを掴む事が出来、今後の展
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開に活かす事が可能に。
９. 今後の予定
今回の事例を基に他業務での在宅テレワークの検討を実施中です。
１０. テレワークの推進にあたり協力してもらった企業・団体名並びに協力内容（任意）
＜企業・団体名＞
東京都産業労働局
テンプスタッフ株式会社

＜協力内容＞
障害者職域開拓支援事業の支援認定
PC 環境の設定、テレワーク協会の紹介
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株式会社堀場製作所
京都市南区吉祥院宮ノ東町２
代表者: 堀場 厚
075-313-8121 075-321-8312(FAX)
http://www.horiba.co.jp
資本金: 117 億 38 百万円
業種: 分析機器の製造販売
従業員数: 1,172 人
＜テレワーク実施概要＞
育児またはリハビリ等の理由により一時的に出社が困難である者に対し、本人の就労意欲
の尊重、仕事を通じた満足感・充実感の醸成、また職場復帰の円滑化を図る制度。モバイル
PC を貸与し自宅での就労を前提とするが、所属ラインとのコミュニケーションのため週１日
ないし２日の出社を義務付けている。
＜実施時期＞

2006 年９月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
在宅勤務社員制度
２. 対象部門・対象人数
対象部門・・・テレワークが可能な全部門
対象人数・・・２名（近日２名追加予定）
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
＜経緯＞
短時間社員制度を導入に続いて在宅勤務制度を検討していたところ、育児の関係で出勤は
難しいが一日もはやく職場復帰したいという育児休業中の社員とその上司から相談を受け、
制度のトライアル化に踏み切った。
＜目的＞
将来にわたり会社での貢献、活躍が期待できる有能な社員に対し、社員のワークライフバ
ランスを維持させるため。
＜狙い＞
育児やリハビリなど事情により一時的に出社が困難であるという状況である一方で「働き
たい」という気持ちを持つ社員の気持ちを尊重し、仕事を通じて満足感や充実感を高め、一
方では職場復帰をスムーズに行うための試み。
仕事ができる状況であるものの一時的に職場への復帰ができない者へ職務を課すことによ
り復帰時の環境激変を緩和することが可能となり、また本人の高い就労意欲を買うこともで
きるため本人および会社側双方にとってもメリットが働く。
また休職・休業中は職場とのコミュニケーションが取れないため、本人は疎外感を覚える
ことがあるが、職務に従事することによりそのような不安因子を取り除くことも期待している。
４. 導入のテレワーク制度内容など
承認方法・・・
本人・所属部署の同意→制度適用申請書を提出→人事教育部の検討→社長の承認
勤務時間管理・・・
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在宅勤務８割（週１日出社）と同６割（週２日出社）が選択できる。
在宅勤務日は所定就業時間就業したものとして取り扱う。
評価制度・・・
在宅勤務においては定期的に状況を制度利用報告として人事教育部へ提出し、報告書を参
考に人事評価時には一般勤務の社員と同様に評価する。
５. テレワーク推進体制
周知徹底・・・
就業規則として公開。
各管理職に制度を周知し、該当者がいれば適用を検討する。
実施責任者・・・
人事教育部長
トップとの関わり・・・
（４.と同様）認定時にトップに報告し、承認を得ている
６. テレワーク実施環境
● 在宅勤務中は機密保持および労働災害の際の判断基準とするため、居宅内の就業場所を
明示する義務を課す。具体的には、部屋のレイアウトを写真や説明を交えて細やかに示
し、申請を行う。
● 会社よりモバイル PC を貸与し、社内とほぼ同一環境としている。
● 配偶者が競合他社に勤務していないなど、情報漏洩の危険性がないことも条件。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
創意工夫・アピールポイント・・・
育児休業の適用期間は 時間短縮を併用できる。無理をせず様子をみながら フルタイム
に転換できるように工夫した。
傷病で療養中の社員にも同様の運用を予定している。
また弊社テレワークを取り上げたマスコミ報道を社内にフィードバックして周囲の社員が
制度利用者を応援するように努めている。
今後の展望・・・
出来て間もない制度なので適用者も少ないが、今後、今までの適用者の在宅勤務の経験を
活かし、さらに会社と個人双方にとって有益となる制度として充実させていきたい。
８. テレワークの導入効果
在宅勤務社員制度トライアル基準を導入して何よりも良かったことは、適用者が充実した
生活を送り、満足していることである。
会社からの一方的トップダウンでなく、本人の「働きたい」という気持ちを尊重する形で
生まれた在宅勤務社員制度であり、本人が実際に充実した生活を送ることが出来ているとい
うことが何よりの成果である。
この制度を利用することで、職場から完全に遠ざかってしまうケースに比べ、職場とのコ
ミュニケーションが継続して取れているため、スムーズに職場に復帰することが出来るとい
う効果も期待できる。
この２つの大きな成果は、当社社是である「おもしろおかしく」が求めているところでもある。
９. 今後の予定
制度自体が出来たばかりであるため現在まで適用者が２名と少数であるが、その２名の経
験を踏まえ、今後将来適用される社員がより気持ちよく在宅勤務で働けるようにしていくこ
とが目標である。
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株式会社アルファシステムズ
東京都渋谷区渋谷 2 丁目 17 番 5 号 シオノギ渋谷ビル 12 階
代表者: 池田 直明
03-3486-5111 03-5466-7755(FAX)
http://www.alpha.co.jp/
資本金: 8500.55 百万円
業種: 情報通信業
従業員数: 2,541 名
＜テレワーク実施概要＞
ソフトウェア開発で培ってきたノウハウを活かしリモートアクセスシステムの開発、及び
テレワークを導入（2007 年４月）致しました。今後もサービスを拡大する予定であり、テレ
ワーク導入を検討中の企業への情報提供や提案を積極的におこなって参ります。
＜実施時期＞

2007 年４月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
情報漏えいに効く、人材不足にも効く、テレワーク専用ソフトウェア alpha Teleworker
２. 対象部門・対象人数
事業本部の管理職および製品販売本部の営業職（計 55 名）
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
弊社の主な業務はソフトウェアの受託開発であり、顧客先に常駐しておこなう受託業務が
大半を占めています。顧客の事務所は首都圏に多くありますが、常駐する管理職社員は勤怠
管理等の社内業務に関してその都度自社へ戻っており、かねてから非効率性について指摘が
挙がっていました。
そこで、これまでのソフトウェア開発で培ってきたノウハウを活かし、研究開発部門、
情報システム部門、情報セキュリティ部門が協力し、リモートアクセスシステムの開発、お
よびテレワークの導入をすすめました。
2005 年 ９月：遠隔から社内 PC を操作可能なリモートアクセスシステムの試行運用開始
2007 年 ２月：クライアント側で利用するソフトウェアを CD 起動型に変更し、セキュリテ
ィ面を強化した「alpha Teleworker」を開発、部長以上の社員に試験運用を
開始
2007 年 ４月：テレワーク専用ソフトウェア「alpha Teleworker」を発表、販売開始
本格運用開始
2007年 ６月：「alpha Teleworker」の利用者を係長以上の社員および営業部員に拡大
４. 導入のテレワーク制度内容など
（１）承認方法
テレワーク利用者本人が所属上司へ利用の申請をおこない、所属部長の承認後に規定の申
請書を情報セキュリティ部門へ提出することで利用できます。
（２）実施頻度
利用回数、頻度に制限はなし。
（３）勤務場所
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自宅、外出先、出張先など社外。
（４）勤務時間管理、評価
能力、役割、成果について評価する制度を導入しているため、影響なし。
５. テレワーク推進体制
（１）テレワーク実施体制
テレワークは、仕組み作りから運用管理まで制度とシステムの両面が連携して進める必要があると
考え、社内の情報セキュリティ部門とシステム運用部門が連携した運用体制を採用しています。
・制度運用 ：経営監査本部 情報セキュリティ推進室
・システム運用：経営企画本部 技術推進部
（２）トップのかかわり
経営判断に基づき、緊急な顧客への対応、および社外勤務者の働きやすい環境作りの施策として
積極的に推進しています。
（３）社内教育制度
・利用時の遵守事項については、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の運用
マニュアルの一部として「シンクライアント方式利用ガイドライン」を策定し周知し
ています。
・利用方法については、「利用マニュアル」を配付して周知し、不明点等については、
問い合わせ窓口を設置し対応しています。
（４）周知徹底方法
情報セキュリティ部門より、各部署の部長以上が出席する管理職会で「シンクライアント
方式ガイドライン」に関する説明をおこない、後日、メールにて周知を行いました。
（５）運用状況の監理
情報セキュリティの内部監査にて、利用ルールの遵守状況の確認や適用推進を実施してい
ます。
６. テレワーク実施環境
当社のこれまで培ったソフトウェア開発のノウハウを活かして、「画面転送型」のシン
クライアントシステムを自社開発して導入しました。
＜オフィス環境の変化＞
新たな設備の導入はありません。
＜情報インフラの整理＞
専用の認証ゲートウェイサーバを社外のデータセンタに配置することで、ある拠点で停電
やネットワーク障害が起きた場合でも他の拠点ではテレワークの運用が可能になりました。
社外から接続するクライアント PC へソフトウェアのインストール等の作業は不要です。
＜情報セキュリティについて＞
導入したシステムは以下のセキュリティ対策を設けています。
① 情報流出防止
② ウィルス対策
③ 不正アクセス防止
④ なりすまし防止
詳細は７項で述べます。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
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＜創意工夫した点・アピールしたい点＞
（１）セキュリティ機能
当社のテレワークシステムは、独自の正規システム認証（特許出願中：2007-000645）を
含む様々なセキュリティ対策を施しており、テレワークを安全に実施できる点が特徴です。

①情報流出防止
クライアントソフトウェアは書き換え不可の CD に収録、CD から起動するタイプです。
クライアントの機能として、HDD や USB メモリなどの外部デバイスへの保存を制限してい
るため情報漏えいが防止できます。また、社内情報はクライアント PC のメモリ上に展開す
るので、システムの利用後に社内情報がクライアント PC に残りません。
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②ウィルス対策
インターネットカフェなどウィルスに冒されている可能性のある公共端末を利用した場
合でも、クライアント PC の内蔵 HDD は利用しないため、社内 PC がウィルスに感染するこ
とはありません。
③不正アクセス防止
「正規システム認証」により、改ざんされた CD からの不正アクセスを防止します。
④なりすまし防止
ユーザ ID、パスワードの確認に加え、携帯電話を用いたユーザ認証により、なりすまし
を防止します。
（２）コミュニケーション機能
テレワーク先から内線電話の発着信が可能です。また、追加機能としてテレビ会議シス
テムの試行運用をおこなっています。
＜テレワーク制度導入に向けたハードル＞
研究開発を目的とした試行運用から、全社的な正式運用に移行するに際して、社外利用
における情報漏洩リスクに対してどうしても慎重にならざるを得ない部分がありました。
このため、先ずは部長以上に限定して試行運用を行い、その結果、運用に問題ないことが
確認できたので、利用ガイドラインを整備して現在の適用範囲まで利用者を拡大しました。
８. テレワークの導入効果
緊急時に柔軟に対応できる、これまで社内でなければ実施できなかった作業を外出先や
常駐先でおこなえる、新たな利益時間の創出のできるシステムとして社内で認知され、サ
ービス開始時（2007 年４月）は 21 名だった利用者が、現在（2007 年８月）は 55 名と倍以
上の社員が利用しております。
７月の利用状況はアクセス回数が合計 278 回であり、事業所への平均移動時間（往復）
を１時間とすると、月に 278 時間（概算）の移動時間を生産的な作業に割り当てたことに
なります。

a lpha Teleworker 2007 利用状況（2007年7月）
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利用状況を確認すると平日休日問わずアクセスが続いており、社内システムとして安定
した運用ができているといえます。（当社ゲートウェイサーバ接続ログ状況より）
社内の利用者に接続用途をヒアリングした結果、社内でしか利用できなかったシステム
（発注状況の確認、採算管理、勤務報告など）の利用、並びに定期報告資料の作成などが
高いセキュリティレベルを保ったまま利用できるというコメントがありました。また、テ
レワークが効果を発揮したケースとして以下の事例を確認しています。
①顧客からの急な見積依頼に対し、見積書を作成、社内確認をおこなうことが容易にでき顧
客の指定した期限内に見積を提出できた
②休暇中の部下と電話連絡をおこないながら資料の確認をおこなうことができた
③深夜時間帯に部下の深夜タクシーの利用申請を自宅からおこなうことができた
利用者の中には、テレワーク制度が日常業務にとけ込んでいるため、本システムがなけれ
ば業務に支障をきたしてしまうというコメントもありました。
９. 今後の予定
テレワーク制度の導入後、モバイルに対応して欲しい、という利用者の要望に応えて、
社内システムでは公衆無線 LAN サービス、携帯電話各社のデータ通信カードの利用を開始
しており、今後利用可能な製品・サービスを準備拡大する予定です。
今後も利用者へのアンケートやヒアリングを継続して行い、要望や問題点があれば随時
解決するなど、テレワークを推進していきます。また、当社でのテレワーク導入・運用の
ノウハウを「alpha Teleworker」Web サイトで公開し、導入を検討中の企業への情報提供や
提案を積極的におこなって参ります。
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株式会社産業立地研究所
東京都千代田区二番町 11 番地 10

麹町山王マンション 10 階
代表者: 真野 博司
03-3265-8751 03-3239-1817(FAX)
http://www.riil.co.jp
資本金: 10 百万円
業種: その他の専門サービス業
従業員数: 13 人

＜テレワーク実施概要＞
研究員に対し在宅勤務を認めることにより業務の効率化を図った。
＜実施時期＞

2002 年７月より

＜実施内容＞
１. テレワーク名称
在宅勤務制度活用による業務効率の改善
２. 対象部門・対象人数
研究員３名
３. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的
・ 従業員からのニーズにより在宅勤務制度が導入された。
・ 従業員は従来の勤務時間帯（10 時－18 時）での業務に縛られるより、自分の生活ペー
スにあった勤務形態を求めるなど、ニーズが多様化してきている。
・ 従業員には通勤時間の負担が軽減されている。
・ 従業員の勤務形態ニーズを受け入れることにより業務の成果を上げることを目的とし
ている。
４. 導入のテレワーク制度内容など
・在宅勤務は、社員希望者に対し社長が従来の勤務態度などを見て判断し決定する。
・在宅勤務者は、毎日在宅勤務というわけではなく、会社勤務日を義務づけられており、
週の数日を在宅勤務日として認められている。
・業務評価は時間管理ではなく成果物管理で行っている。
５. テレワーク推進体制
・社長は、テレワーク推進に関し情報管理責任者と業務管理責任者を任命して、状況につ
いて定期的に報告を受けている。テレワーク導入に際しては専門家などに相談して導入
を図った。
・情報管理責任者は在宅勤務者に対し技術上の指導の他に情報漏洩などに関する法律上
の指導を行っている。
・業務管理責任者は在宅勤務者に対し日誌を提出させるなどして業務の進捗状況・成果に
ついて確認を行っている。
６. テレワーク実施環境
・ 現在の在宅勤務制度は希望者のみを対象に行っているので、自宅のパソコンや通信回線
の整備は在宅勤務希望者が個人の負担で行っている。
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・ 会社は在宅勤務で行える業務に制限を設けている。たとえば個人情報の漏洩の可能性が
高いアンケートの集計・処理については在宅勤務での作業を認めていない。
７. テレワーク実施上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について
・ 業務の性格上、在宅勤務を導入しやすい業種である。しかし、業務進捗状況の管理は十
分に注意して行う必要があり、日誌の提出や週１回の会議開催などコミュニケーション
不足を補う努力を行っている。
８. テレワークの導入効果
・ 通勤時間軽減の分、資料作成などの作業に集中できた。
・ 病気回復途中で遠距離通勤ができない者に対して、リハビリの過程に在宅勤務を取り入
れて職務復帰をスムーズに行えた。
・ 今までは休日出勤により会社事務所の光熱費がかかっていたが、休日出勤者がいなくな
ることにより、光熱費の軽減が図れた。
９. 今後の予定
・ 現在は、希望する一部の従業員しか在宅勤務制度を活用していないが、将来的には全研
究職員に制度を適用して、更なる業務の効率化及びオフィススペースの軽減を図りたい。
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Ⅱ 支援・活用の部
テレワークの普及及びマイクロビジネス・SOHO ワーカー等を支援している企業/団体
請負契約のあるワーカーを対象に、テレワークを活用して事業推進している企業/団体

優秀賞
特定非営利活動法人ちば SOHO エージェンシー
（木更津市）
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(白紙)
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特定非営利活動法人ちば SOHO エージェンシー（CSA）
千葉県木更津市新田 3-1-9

木更津第 2 テレワークセンター
代表者: 丸尾 進三郎
0438-22-2447 0438-22-2144(FAX)
http://www.chibasoho.jp/
資本金:0 百万円
業種: 木更津を中心に県南の SOHO 事業者に対する支援事業、エージェント事業、
及び第 1・第 2 テレワークセンターの施設管理運営事業
従業員数:0 人
＜テレワーク実施概要＞
①平成 15 年４月、テレワーカー、SOHO 事業者等を対象にした共同受注組織を設立。
②平成 17 年５月、NTT 東日本木更津営業所との連携により、同営業所の空きビルの一角をコ
ンバージョンし、第２テレワークセンターを整備運営。木更津市テレワークセンター卒業
生の受け皿機能として SOHO 事業者に事務所を安価に提供。
②平成 18 年度から、
指定管理者として、
木更津市テレワークセンターの管理運営を行うなか、
テレワーカー、SOHO 事業者を支援。
（木更津市テレワークセンター＝木更津駅西口の AQUA
きさらづビル８Ｆに設置、テレワーカー、SOHO を対象としたインキュベーション施設と市
民向けの PC ルーム併設）
＜実施時期＞

2003 年４月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
木更津市テレワークベルトの構築
共同受注活動に取組む一方、NTT 東日本木更津営業所の空きビルの一角をコンバージョン
し、民間主導により、第２テレワークセンター（インキュベーション施設）を創設。その後、
木更津市が整備したテレワークセンターの指定管理者に応募。指定管理者候補者選定委員会
（市が設置する第３者機関）において、地域に根付いたテレワーカー・SOHO 事業者が NPO
法人を立ち上げ、自らの起業経験を活かし、第２テレワークセンターを管理運営する取組み、
実績が高く評価され、市議会の議決を経て、指定管理者として、現在、木更津市のテレワー
クセンター（第１テレワークセンター）の管理運営を行っている。将来、ICT 事業を中心とし
た SOHO 事業者によるテレワーク情報産業地帯（テレワークベルト）を木更津市に構築する
ことを目的に、活動を展開中。
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
IT 関連、保険、旅行、建設、計算科学等、広範囲の SOHO 事業者から構成される 24 企業、
総員約 60 名。
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
①経緯
就労の機会を創出し、地域経済の活性化を推進するため、市が整備設置した「木更津市テ
レワークセンター」への入室を契機に知り合った個業同士が、個業がゆえにビジネスチャン
スを逃すというような実情を鑑み、相互の得意なスキル等を持ち寄り設立したのが、共同受
注組織＝CSA。その一方で、テレワークセンター卒業生の受け皿として、中心市街地にある
NTT 東日本木更津営業所の空きビルの一角を CSA が借用し、自費でビル内を整備、SOHO 事
業者に貸与し、施設の管理運営を行っている。あわせて、指定管理者として、木更津市テレ
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ワークセンター（第１）を管理運営している。
②ねらい・目的
千葉県に在住する高いスキルを持つ SOHO 事業者、小規模事業者、女性在宅事業者、身障
在宅事業者を組織化し、社会的な地位を獲得することによって、行政や民間企業から業務受
託の増進と就業機会の創出を図り、事業者の持っている情報技術の活用により地域の活性化
を推進し、暮らしやすい地域社会の創出、質の高い市民生活の実現と普及に寄与することを
目的とする。最終的には、木更津市を中心とした県南に ICT 産業を定着させることにある。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
右記平成 19 年度新体制にて、第１、第２テレワークセンターの施設管理運営と共に、セン
ター内の SOHO 企業を中心に営業活動、受注活動につき支援・仲介を行っている。

NPO法人ちばSOHOエージェンシーの組織体制

理事長
丸尾進三郎

副理事長

副理事長
大田修一

近藤峰章

（施設管理運営管理担当）

（営業担当）

事務局長（理事)

松永鉄三郎

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

監 事

熊本秀樹

永井直樹

隈元雅博

赤穂一郎

田川晋一郎

筒井啓介

５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
１）平成 18～19 年度の CSA 仲介による受注実績は、以下の通り。
①木更津市テレワークセンターとセミナールーム（ａｑｕａきさらづ８F）の管理業務受注。
指定管理者制度により CSA は指定管理者の指定を受けています。
②木更津市障害福祉課の計算機システムソフトウエア開発。
③木更津市より平成 18 年度「IT ビジネス機会創出支援事業」の受注。
④袖ヶ浦市教育センターのサーバー保守管理業務の受注(平成 19 年度受注分)。
２）第１テレワークセンターは 20 ブース中 19 ブースに、テレワーカー、SOHO 起業家等が
入居。第２テレワークセンターは５ブース中４ブースに入居し、過去に例を見ない高い入
居率となっている。このことは、第１テレワークセンター、第２テレワークセンターとも、
テレワーカー、SOHO 起業家等に必要な支援施設として、指示を得られつつあると推測。
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６. テレワーク実施環境
①当社のオフィス環境・情報インフラ・情報セキュリティ等
●オフィス環境
パーティションにより各ブースを区画し、エアコンにより居住環境を高めている。
また、ミーティングルーム、セミナールーム、職員休憩室を有し、各企業間の交流の場として
活用している。
●情報インフラ
・ブロードバンドとして B フレッツ光を導入。各ブースには２回線のインターネット回線を敷
設。
・ファイアウオールサーバー、Web 公開サーバー、内部サーバーを有し、スイッチングハブ経由
で各ブースに接続。インターネット、メール等のサービスを提供。
②支援先とのネッワークインフラ、情報セキュリティ等
●支援先とのネッワークインフラ
・電子メールによる支援先との情報交換を主体としている。
●情報セキュリティ
・ファイアウオールサーバーによるセキュリティ管理。
・シマンテックアンティウイルスソフトを各会社の全ての PC に無料で提供。
７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について
木更津市テレワークセンター開設後、本センター卒業生の受け皿機能の整備が不可欠とし、
平成 16 年度当初から、民間主導による第２テレワークセンターの整備に向け奔走、次の様な
課題をクリアした結果、CSA が自力で第２テレワークセンターを整備した。
（第２テレワークセンターの創設）
①空きビルの確保
まず、第２テレワークセンターを何処に開設するかが課題となり、各方面に打診する
中、木更津市の働きかけにより、NTT 東日本(株)木更津営業所殿が木更津市中心街に空
きビルを所有していることが判明。木更津市の積極的な交渉の結果、NTT 東日本(株)殿
のご好意により、比較的安価な借用条件でお借りすることが出来ることとなった。
木更津市の中心市街地の開きビルを有効活用し、中心市街地活性化の一助となると判
断し、CSA はこの地を第２テレワークセンターにすることを決定した。
②ビル改造の資金調達
借用ビルの決定の次には、SOHO 事業者が入居し快適に活動できるべくビル内を事務
所用、共有フロアー用に改造する必要があった。それに対応するには、資金の調達が必
須であり、CSA 理事有志で国民生活金融公庫から 300 万円あまりの資金を調達し、ビル
の改造に当たった。
国民生活金融公庫から融資を受けるに際しては、当所貸す相手が NPO 法人というこ
ともあり融資に難色を示していたが、木更津市が数度に亘り国民生活金融公庫千葉支店
に出向き交渉に当たって頂いたことにより、融資が可能になったという経緯がある。
CSA は、現時点でもその借金を継続して返済している。
③より多くのテレワーカー、SOHO 事業者に対し起業支援等を実施
第１、第２テレワークセンターの各ブースの入居率を上げることで、より多くのテレ
ワーカー、SOHO 事業者に対し、起業支援等を行うべく、ホームページで入居者を募集。
その一方で、木更津市の委託事業として「IT ビジネス機会創出支援事業」を受注し、木
更津市民を集め起業支援の為のセミナーを実施。
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現在では、第１テレワークセンターの 20 ブース中、19 ブースに、第２テレワークセ
ンターの５ブース中、４ブースに起業家が入居しており、当所の目的はほぼ達せられて
いる｡
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
１）木更津市テレワークセンター（第１テレワークセンター）の施設管理の受注
木更津市が指定管理者制度を導入し、NPO 法人も入札に参加できるようになった。
CSA は入札に参加し、その結果、施設管理運営事業を受注することが出来た。本件は、
平成 18 年度から平成 20 年度までの３年間で約 4000 万円の事業にあたり、これを誠実に遂
行することで成果を挙げる。
さらに、この経験による知見・ノウハウを活かし、平成 21 年度以降も、指定管理者の指
定を受け、本事業を継続する意向。
２）木更津市、袖ヶ浦市からの事業の受注
平成 18 年度から平成 19 年度にかけて木更津市と袖ヶ浦市から以下の事業を受注した。
①木更津市障害福祉課の計算機システムソフトウエア開発（受注額：220 万円）。
②木更津市より平成 18 年度「IT ビジネス機会創出支援事業」の受注（受注額：40 万円）。
③袖ヶ浦市教育センターのサーバー保守管理業務の受注（受注額：315 万円）。
これらの受注事業を適正に履行し、信頼を得ることにより、今後更なる受注獲得を目
指す。
３）テレワークセンター入居者の増加による地域経済活性化の効果
木更津市テレワークセンター20 ブースへの入居会社の推移を下記に示す。
・平成 17 年度：12 社 （卒業生が第２テレワークセンターへ入居したため）
・平成 18 年度：17 社
・平成 19 年度：19 社
このように、平成 18 年度から平成 19 年度にかけて入居会社は７社も増加した。これら
の事業規模はおよそ 7000 万円以上と推定され、今後の事業展開によっては、さらなる活性
化が期待される。
９. 今後の予定
今後は、第３テレワークセンターを木更津市と連携し、創設し、第１、第２、第３テレワ
ークセンターからなるテレワークベルトを構築する。
このテレワークベルトに合計約 40 社余の SOHO 起業家を結集することにより、相互交流を
深め、シナジー効果により、東京、神奈川をターゲットにし情報産業、都市型産業を木更津
市に定着させ、低迷する中心市街地活性化の一助とすべく構想を練っている。あわせて、そ
の波及効果により県南地域へもビジネス展開していく。

１０. テレワークの推進にあたり、協力してもらった企業・団体名並びに協力内容（任意）
＜企業・団体名＞
①木更津市役所殿

②NTT 東日本㈱木更津営業支店殿

＜協力内容＞
第２テレワークセンター開設に際し、空きビル
の紹介から、資金調達まで数々のご協力を頂い
た。
中心市街地の NTT 所有の空きビルの一角を安価
にお貸し頂いた。
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Ⅱ 支援・活用の部
テレワークの普及及びマイクロビジネス・SOHO ワーカー等を支援している企業/団体
請負契約のあるワーカーを対象に、テレワークを活用して事業推進している企業/団体

奨励賞
SOHO SAGA（佐賀市）
NTT アイティ株式会社（横浜市）
株式会社志木サテライトオフィス・ビジネス
センター（志木市）
株式会社イー総研（中野区）
株式会社カルク（山梨県中央市）
e-ワークスネット株式会社（千葉市）
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(白紙)
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ＳＯＨＯ ＳＡＧＡ
佐賀県佐賀市末広 1 丁目 4-26 飯盛教材株式会社内
代表者:飯盛 敦博
0952-22-1982 0952-22-1982(FAX)
http://soho.isagai.jp/
資本金: 百万円
業種: ICT プランニング、エージェント、コンサルティング
従業員数:2 人
＜テレワーク実施概要＞
佐賀、久留米の SOHO テレワークの裾野を拡大するため、官民一体となって普及、促進活
動を行う。エージェントとして企業のアウトソーシング活用を支援。また、佐賀県協働化テ
スト（佐賀県業務の担い手のあり方についての提案）の SOHO テレワーク振興で SOHO SAGA
の提案が採択。
＜実施時期＞

2006 年５月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
地域振興を念頭においた佐賀、久留米地域における SOHO テレワークの普及、推進事業
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
自治体×3 第３セクター×2 団体×3 佐賀、久留米の企業×20 社
エージェント、アドバイス（講演を含める）300 名
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
1998 年より SOHO テレワークとアジアの連携の支援活動を開始する。
2001 年より４年間、シンガポールにてアジアの SOHO テレワーカーのネットワークにより
マーケティング調査やコンサルティング活動を行う。
2004 年 10 月に帰国、
佐賀県政策評価外部委員、
久留米市地域産業力強化委員などを勤める。
また、九州経済産業局新連携支援アドバイザー、財団法人佐賀県地域産業支援センター専門
家（情報化、国際化）に登録し、地域振興に携わる。
このような経験の中で、佐賀、久留米の地域振興には SOHO テレワークの活用が有効だと
実感する。しかし、地域では、そのための基盤が脆弱だと感じる。
そこで、2006 年５月に自ら SOHO SAGA を設立し、佐賀、久留米の健全な SOHO テレワー
クの発展、裾野の拡大のための活動を開始する。
2006 年 11 月には佐賀県協働化テスト（佐賀県業務の担い手のあり方についての提案）の
SOHO テレワーク振興で SOHO SAGA の提案が採択。官民が一体となった SOHO テレワーク
支援、地域振興を開始する。
目的は佐賀、久留米の SOHO テレワークが健全に発展する基盤を整備し、地域振興に寄与
すること。また、佐賀、久留米での官民一体の取り組みが全国のロールモデルとなることを
目指している。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
実施責任部門 飯盛敦博
飯盛敦博がエージェント、コンサルタントとして推進。
佐賀県雇用労働課と連携。
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５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
○ SOHO テレワーク推進に関するイベントの企画、講演、執筆。
主な実績は次のとおり。
＜講演＞
平成 18 年 11 月 「事業可能性を評価してみよう」
シニア起業家交流会（佐賀県地域産業支援センター主催）
平成 18 年 11 月 「SOHO SAGA の取り組みについて」
在宅ワークセミナーくまもと県民交流館（社会経済生産性本部主催）
平成 18 年 12 月 「SOHO テレワークの支援」
先進事例に学ぶいきいき IT 活用ワークショップ（佐賀県主催）
平成 19 年２月 「SOHO 基礎知識」 さが SOHO フェア（佐賀県主催）
平成 19 年３月 「アイディアの発想とビジネスの視点」
久留米大学ベンチャー育成講座（久留米大学主催）
＜執筆＞
さが労働９月号在宅勤務制度推進リレーコラム（佐賀県雇用労働課発行）
「SOHO、テレワークの先進事例と今後の可能性について」
○ エージェントとして地元企業のアウトソーシングの活用をアドバイス。また、SOHO テレ
ワーカーを積極的に活用。
６. テレワーク実施環境
オフィス環境：ノートパソコン Windows XP ２台 レーザープリンタ
カラーインクジェットプリンタ １台
情報インフラ：NTT 西日本フレッツ光
情報セキュリティ：トレンドマイクロ ウイルスバスター2007

１台

７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について

○ 佐賀、久留米では、まだ、脆弱な SOHO テレワークの基盤を整備するため、佐賀県と一
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体となった推進を図っていること。（相談窓口、情報の提供など）
○ 単純に顧客（企業）からのアウトソーシングをエージェントとして受託するだけではなく、
顧客－SOHO 間、SOHO－SOHO 間のコラボレーションを促進することにより、新しい需
要の創出を支援していること。
○ SOHO SAGA はマーケティングが得意分野であるので、佐賀、久留米の技術型ベンチャー
企業とコラボレーションで新しい市場を開拓していること。
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
○ エージェント事業
地元企業から SOHO テレワーカーへの発注は着実に増えており、
需要もある。SOHO SAGA
としては情報提供に専念して SOHO テレワーカーが直接仕事を取れる、もしくはエージ
ェントが育つように指導をしていく。
○ プランニング、コンサルティング事業
自治体、企業への SOHO テレワークの活用をアドバイスする（委員や講演など）。コン
サルティングは佐賀県地域産業支援センターから情報化アドバイザーとして派遣。企業か
ら直接依頼もある。SOHO テレワークの普及促進には重要な分野。
○ マーケティング事業
全国、アジアの SOHO テレワーカーを活用して海外のマーケティング調査を実施。
SOHO SAGA の主力事業だが佐賀、久留米での仕事は少ない。
○ 物品販売
地場産業やベンチャー企業の商品を販売。今後もっとも伸ばしていきたい分野。
９. 今後の予定
地域振興のためにもっと役に立つ体制を整えたい。
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ＮＴＴアイティ株式会社
神奈川県横浜市中区不老町 2－9－1 関内ワイズビル
代表者: 岡田 和比古
045－651-7561 045－651-7571(FAX)
http://www.ntt-it.co.jp/
資本金: 300 百万円
業種: 情報通信分野における
マルチメディア関連機器応用システムの開発・販売
従業員数:230 人
＜テレワーク実施概要＞
NPO 法人のコアメンバー・スタッフによる SOHO 個人事業主、在宅ワーカー支援等に関す
る在宅からのミーティング、遠隔打ち合わせ、意見交換会
＜実施時期＞

2006 年６月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
お茶の間から映像コミュニケーション！
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
合計の活用人数 延べ 88 人 （2006.6～2007.3 の間のログイン数）
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
1980 年代から、ネットワーク活用した映像・音声等を活用した多地点間コミュニケーショ
ンシステムを開発していた。
2001 年から当社で映像・音声・資料等を用いて多地点間でコミュニケーションを図る Web
会議システム「MeetingPlaza」として ASP サービスを開始した。
近年、地球環境にやさしいエコロジーへの取り組み、温暖化防止/CO2 削減等が求められて
きている。また PC の性能向上・低価格化、ADSL や光サービス等インターネット利用者のネ
ットワーク環境が大幅に改善されてきており、テレワーカ等が簡単容易に PC・インターネッ
トを利用できる環境となってきた。
こういう状況の中で、地球環境保護・社会問題解決の一助として、当社としてテレワーク・
在宅勤務・SOHO への「MeetingPlaza」の活用を推進し、在宅から、あるいは、出張先から、
会議・打ち合わせ・ネット会合・説明会等に参加し、どこからでも多人数でコミュニケーシ
ョンを図れるようにすることを狙いとした。
具体的な活用として、コアメンバー・スタッフでの会議での利用、会員での打ち合わせ、
研修での利用、ビジネス打ち合わせでの利用等を想定できるよう、ある程度広いエリアに会
員が居る大きな NPO 法人フラウネッツ（メンバー4200 名）を選び、活用提案を行った。
NPO 法人フラウネッツは、SOHO 個人事業主、在宅ワーカー、在宅勤務・勤労者を中心に、
主に女性にターゲットを絞り、支援を行っている NPO 法人である。特に、メンバーには仕事
を持った子育て中の主婦が多く、なかなか昼間には代表のオフィスに集まりにくい、ご主人
の転勤で海外・首都圏外に行った方と連絡がつきにくい等の課題があった。
まずは、コアメンバー・スタッフ等の会議・コミュニケーションを手始めに、上記の課題
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解決に Web 会議システム「MeetingPlaza」を活用して頂くことを目標とする。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
(1)実施責任部門
Web 会議システム事業部 （責任者： Web 会議システム事業部長）
(2)トップのかかわり
経営トップから“人と地球環境に優しく、社会の活性化と効率化に貢献する製品をお客様に提
供します”という品質目標を立て、全社で推進。IT 技術を在宅勤務・テレワーク等への
活用を積極的に推進。
(3)社内及び支援・活用先の教育体制など
コアメンバー・スタッフを含めて SOHO 個人事業主等は PC・インターネットをある程
度使用できる方が多いと想定されることから、いわゆる家庭の主婦へのサポートとは異
なり、FAQ 等のノウハウ情報参照＋メールでの直接サポートで機動的に行うこととした。
「MeetingPlaza」のテレワークへの活用がうまくいくように、サイトには FAQ 等の使い
方・問題解決情報を豊富にアップして、いつでも自由に見られる環境とし、またコアメ
ンバー・スタッフへのメールでの使い方、問題点改善の指導を提案した。
５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
NPO 法人フラウネッツで、コアメンバー・スタッフの方々が在宅・オフィスなどから、定
期的にミーティングに使用して頂いた。「MeetingPlaza」を使うことにより、在宅勤務をして
いる方、SOHO 個人事業主の方、特に子育て中で日中自由に外出できない主婦等が、自宅か
ら、出張先から、海外を含めてどこからでも自由にネット上で会議・意見交換・コミュニケ
ーションを図ることができるようになる。これまでの特定の場所・時間に集まって会議等を
する場合に比べ、わざわざ出張する必要が無く、経済的な面・時間束縛の面でも効果的であ
る。これにより、子育て中の主婦、SOHO 個人事業主等が自由に関係者の顔・声を確認しな
がらコミュニケーションができ、ビジネスで必要となる会議等を在宅のまま実現でき、安心
して働ける環境作りを進めることができる。雇用創出、地球環境保護、少子化対策等の面で
も、非常に有効と考えられる。
６. テレワーク実施環境
①当社のオフィス環境・情報インフラ・情報セキュリティ等
開発・営業部員等 230 名が関内オフィスに集約。テレワークも積極推進。
情報インフラとしては、社内 LAN、光回線によるインターネットアクセスがあり。
情報システム部門が主導して社内セキュリティを厳格に実施。ISMS を積極推進。
②支援先とのネッワークインフラ、情報セキュリティ等
インターネットを介しての支援（
「MeetingPlaza」会議サービス、サポート・メールなど）
支援先は予め設定した特定の会議室 ID と会議参加者 UID とパスワードで認証し、会議室
にログインする形式。会議時間、参加者は事前に Web ページに登録する形式。
７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について
一般的に家庭の主婦などの利用を想定した場合に、使い勝手がポイントと考えられる。簡
単に会議サービスを利用できるように、画面操作の簡便化、簡易化、自動化を図った。特に
会議参加者は、会議開催時間が近づくと自動的にシステムにより配信されるメールに添付さ
れた URL を、ワンクリックするだけで自動的にネットの会議室に入って、他の参加者と話し
合えるようにした。
また、画面や音声等を詳細に調整したい方には調整でき、特に調整はしたくない（デフォ
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ルトのままで良い）方はそのままといった使い方もできるような使用者のレベルに合わせた
画面インタフェースを実現した。
「MeetingPlaza」会議サービス利用に当たっては、コアメンバー・スタッフの方々は PC の利
用に慣れているようであり、想定していたよりもはるかに順調な利用開始であった。HP に充
実させた FAQ 等ノウハウ・ハウツー情報もいざという時には役に立ったようである。
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
PC の発展、ブロードバンドネットワークの進展に伴い、SOHO 従事者、子育て中の主婦を
中心としたテレワーカーは、ますます増大の傾向にある。一方ではまた社会的な問題として、
IT 技術者不足・ベテラン技術者世代の大量退職の解決、地球環境問題の対策、ゆとり・生き
がいのある人生確立などが、求められている。
このような状況を背景に、顔を見ながら、相手の声を聞きながら、在宅のままで遠隔コミ
ュニケーションができる Web 会議システム/サービスのニーズは非常に高く、市場としても年
率 10-20%で拡大すると予想されており、事業としてみた時にも非常に有望である。
９. 今後の予定
これまでは定例ミーティング等での活用であったが、会議・打ち合わせを行うだけではな
く、SOHO・テレワークビジネスそのものでの活用にシーンを拡大し、例えば、広告デザイン
資料等ビジネス資料・課題を参加者で共有してのビジネス意見交換、海外・出先からの利用
など時間・環境を越えて、更に活用レベルを深いものにして行きたい。
１０. テレワークの推進にあたり、協力してもらった企業・団体名並びに協力内容（任意）
＜企業・団体名＞
特定非営利活動法人(NPO)
フラウネッツ
http://www.fraunetz.com/

＜協力内容＞
コアメンバー・スタッフ等のテレワーク・会議・コミュニ
ケーションを手始めに、Web 会議サービス「MeetingPlaza」
を活用して頂く
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株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター
埼玉県志木市館 2-5-2 鹿島ビル 4 階
代表者: 柴田 郁夫
048-476-4600 048-476-4607(FAX)
http://www.telework.to/
運営会社の資本金:10 百万円
業種: オフィススペース提供、
SOHO インキュベーション機能
常時使用人数:6 人
＜テレワーク実施概要＞
郊外型のテレワークセンターとして 16 年半（実験段階であった志木サテライトオフィスの
開設から数えれば 19 年）の長きにわたって、テレワークを行う拠点として機能してきたスペ
ース。現在、地元の自営型テレワーカー（SOHO）３者にインキュベーションブースを、また
他県の中小企業２社にサテライトオフィスとしてのスペースを提供し、一方でシニア SOHO
のエージェント機能を有する NPO 法人１社の事務局機能を兼ねている。
＜実施時期＞

1991 年１月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
10 数年の歴史をもつ郊外型テレワークセンターはいまも地域活性化拠点として新しいプ
ロジェクトに挑戦し続ける。
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
・地元の自営型テレワーカー（SOHO）３者にインキュベーションブースを提供。
・他県（神奈川県・千葉県）の中小・零細企業２社にサテライトオフィスとしてのスペースを
提供。（埼玉への初期の営業展開拠点としてサテライトオフィスを設置）
・NPO 法人１社｛団塊世代を始めとした中高年・シニア層に対して、地元まちづくりへの意識
を啓発したり、また「ビジネス助っ人隊」を組織化して「エージェント(仲介事業者)機能」
を提供している NPO 法人東上まちづくりフォーラム｝の本拠地(事務局)となっている。
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
・志木サテライトオフィスは、実験開始時は大手企業のまさにサテライトオフィスをメイン
機能として開設されたが、実験項目としては地元との接点づくりも含まれていた。実験終
了後は、大手企業がバブル崩壊に伴ってサテライトオフィス実施から手をひくなかで、志
木サテライトオフィスはコミュニティオフィスとしての性格を強め、郊外型ニュータウン
の中にあるという立地を最大限に生かした地元密着型オフィスとして現在に至る。
・当初からコミュニティオフィスは多様・多彩な人材がつどう場として構想していたが、現
在志木サテライトオフィスを利用する人たちは、以下のように多彩である。
①職住近接の距離に住む地元起業家（アントレプレナー）＝自営型テレワーカー、SOHO
②他県企業がサテライトオフィス的に使用しているオフィスに通う、比較的近距離に住む
雇用型テレワーカー
③NPO 法人の事務局を利用する NPO 会員（中高年・シニア層の男女を中心に多様）
④志木ニュータウンに住む主婦や学生層で、志木サテライトオフィスで発生する仕事を受
け取りにきたり、またこの志木サテライトオフィスで業務を遂行するワーカー
⑤志木サテライトオフィスを運営するスタッフ
67

・利用する人たちには、もちろん働きやすい環境を提供することが意図された。駅前の交通
至便なオフィスで、自宅ではなかなか集中できないが、他のワーカーもいるテレワークセ
ンターであれば集中して仕事もできる。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
志木サテライトオフィスを運営する（株）志木サテライトオフィス・ビジネスセンターの
総務担当スタッフ（女性２名）が中心となり、インキュベーションブースの管理運営業務に
あたる
５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
とくになし。
６. テレワーク実施環境
（オフィス環境－１ 交通）
・東武鉄道と大手建設会社が湿地体だった土地を開発して約 25 年に開発した志木ニュータウ
ンの扇の要の位置にあたるところに新設された新駅。その駅前ビルの４階に位置するのが志
木サテライトオフィスである。よって電車にはオフィスを出てからわずか２～３分で乗るこ
とができ、ワーカーにとってはそれだけでもメリットが大きい。（家に帰る前にちょっと立
ち寄ることが可能）
（オフィス環境―２ 共用オフィススペースや什器等）
・共用カラーコピー＆FAX 機をはじめ、細かいものだが、押し切り、シュレッダー、製本機、
ラミネートパウチ機、大型ホチキスなど、創業初期の自営型テレワーカー（アントレプレナ
ー）やサテライトオフィス勤務者にとっては、ありがたい文具が揃っている。
・必要に応じて、サテライトオフィスのスタッフが不在時の電話応対機能を受け持ち、これ
も重宝されている。
・もっとも活用されているのは、共用の会議室であるが、これは自営型テレワーカーの会議
はもちろんのこと、サテライトオフィスワーカーの面接、NPO 法人の会合などに有効に活
用されている。
（オフィス環境―３ 人材等の手配、手当て）
・創業期の SOHO（自営型テレワーカー）は、志木サテライトオフィスが人材を集める機能
を有している地元の主婦層（主婦テレワーカーとも言える）や学生層、また場合によって
は NPO 法人を経由したシニア・中高年層を活用することができる。（例えば、データ入力
業務や DM 封入発送業務、ホームページ制作業務などを主婦 SOHO に発注。その仲介を志
木サテライトオフィスのスタッフが行う事も可能。またあるアントレプレナー=自営型テレ
ワーカーは、自社の営業展開を NPO 会員であるシニア層に依頼して効果をあげた。また契
約スタッフもそうしたルートから募れた。）
（情報インフラ、情報セキュリティ）
・ 同階にある CATV 会社から線を引き込み、CATV 経由でのインターネットを利用。専用線
並みのスピードでインターネット環境が提供されている。情報セキュリティについては、
利用者の自己責任、自己管理を原則としているが、サテライトオフィス管理側で行ってい
る事は、利用者間の信頼関係を作るための交流サポートを行うといった事である
７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について
（コミュニティオフィスへの展開について）
・マスコミでも盛んに取り上げられ大いに話題になった志木サテライトオフィスプロジェク
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トは、その当時（1988～1991 年当時）、世界的レベルでみてもテレワーク推進の旗手であ
ったと思われるが、いかんせん雇用型テレワーカー向けのサテライトオフィスは、日本で
はまだ時期尚早の感があり、バブル崩壊とともに実際的なサテライトオフィスへの投資は
なくなってしまった。（1992 年で大手企業がすべて志木サテライトオフィスから撤退）
・それによって、その当時（1992 年まで）110 坪の面積で 13 室のオフィススペースを有して
いた志木サテライトオフィスも、採算面からわずか１室を残し、存続を図らなければなら
なくなった。大手企業にサテライトオフィススペースを賃貸するというビジネスモデルが
崩壊した 1993 年からは、存亡の危機を乗り越えるため、オフィス賃貸の対象を地元 SOHO
層を中心としたものに変更し、また今で言う SOHO エージェント機能を運営会社が有する
ということで、その危機を乗り越えてきた。
・しかしこのコミュニティオフィスへの展開が、実際にニーズに即したもの（SOHO 層のニ
ーズ）として、確実に志木サテライトオフィスを地元に根付いたものにしたと思っている。
（SOHO エージェント機能をテレワークセンターが有することのメリット）
・テレワークセンターは立地上では地域密着型である場合が多いが、これを名実ともにそう
するためには、地元の主婦層、若者層、中高年・シニア層などを対象としたエージェント
機能をもつことが必要である。このことを実践を通じて、実際に形として見せているのが
志木サテライトオフィスである、といえる。
・運営会社である（株）志木サテライトオフィス・ビジネスセンターは、アンケート調査や
その集計、報告書執筆等を行うシンクタンク業やマーケティングリサーチ業を通じて、
SOHO エージェント的な動きをしてきた。そのことが入居者である自営型テレワーカー
(SOHO、アントレプレナー)層に人材面でのサポートをできることにもつながったし、ま
た業務サポートを請け負う形でのビジネスサポートもできた。
（NPO 法人の拠点とすることで、さらに多彩な人材が集まる）
・志木サテライトオフィスにとっての最近の画期は、NPO 法人東上まちづくりフォーラムの
設立事務所となって、NPO 法人の拠点になった事である。（2002 年）
・東上まちづくりフォーラムは、東上線沿線に住む「埼玉都民」とも呼ばれるサラリーマン
層にもっと地元への関心を高めてもらい、地域活性化に力を出してもらいたい、そのため
のいろいろな仕掛けを作っていく、という意図をもった NPO である。
・東上まちづくりフォーラムは、例えば志木市と協働して市民向けの広報紙の編集業務を委
託（受託）し、これを中高年、若者、主婦層によって遂行したといった、SOHO エージェ
ント機能を有したプロジェクトなどを、今までも遂行してきた。（この公の広報紙のＮＰＯ
受託は、全国でも稀有な事例として話題になった）
・現在は、埼玉県の団塊世代活動支援センターと一緒になって、中高年層と地元中小企業や
NPO 法人を業務面でマッチングさせるプロジェクト＝「ビジネス助っ人隊」プロジェクト
を志木サテライトオフィスを拠点として展開している。これはまさにシニア SOHO エージ
ェント機能を NPO が本格的に展開するという県のモデルプロジェクトであるが、今後サラ
リーマンではなくて、自営型テレワーカーとなっていく団塊世代に焦点をあてたプロジェ
クトであり、
同 NPO の当初からの意図にそった本格的なプロジェクトとして始動している。
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
・現在志木サテライトオフィスでは、１ブースを１ヶ月およそ４万円弱程度で賃貸している
ため、月間の売上は 20 万円弱、年では 220～230 万円の売上規模となる。決して大きな規
模ではないが、仮にこうした賃貸オフィス（テレワークセンター）の運営会社が SOHO エ
ージェント的な機能を有してそのことをビジネスにする組織体でもあったとしたとき、そ
の組織体は、わずかな支出で自らのビジネススペースを借りているということになる。
・賃貸＝転貸部分だけで元借りしているスペースの全賃料をまかなえれば、それに越したこ
とはないが、仮にそうでないとしても、テレワークセンター運営企業自体が何なりかのビ
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ジネスを行えば、そのためのビジネススペースを廉価で借りられているという発想になる
ということである。その時のテレワークセンター運営組織が行うビジネスは SOHO エージ
ェント業がいいのではないか、というのが現時点での志木サテライトオフィスのあり方で
ある。またその運営組織は株式会社でなくても NPO 法人でもいいのではないか、あるいは
NPO 法人の方がいいのではないか、というのが、現在の仮説である。
・志木サテライトオフィスは、郊外型テレワークセンターのあり方を現時点において、一つ
の形態として示している。しかしそれだけではなく、将来像に向けては常に模索し、実験を
続けているとも言える。
９. 今後の予定
・もっと志木サテライトオフィスの現在形をアピールしていき、全国（とくに首都圏の郊外）
にテレワークセンターが多くできることを望んでいる。
・ここでいう現在形とは、SOHO 支援機能を中心として多彩な人材が集うコミュニティオフ
ィスであり、かつその運営組織体は SOHO エージェント機能を有しているというモデルで
ある。
（ただし、今はその運営体が株式会社であるが、モデルとしては NPO 運営モデルも美しいの
ではないか、と思い、それを現在実験中である、といえる。）
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株式会社イー総研
東京都中野区本町 2-27-5 前田ビル 2 階
代表者: 中村 和夫
03-3377-8598 03-3377-8601(FAX)
http://e-soken.com/
資本金: 10 百万円
業種: 調査研究 講演講師紹介 果物屋
従業員数: 6 人
＜テレワーク実施概要＞
福島県福島市在住の人に対して、講演講師の登録業務や、果物の受注・出荷業務などを東
京のオフィスより依頼。
＜実施時期＞

2005 年６月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
福島と東京とを繋ぐテレワーク
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
１名
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
・在宅で子供の面倒なども見る必要のあった方に対して、在宅でかつ遠隔地でも可能な業務
を抽出し、依頼を行った。
＜果物屋＞
・果物屋.com といった Web サイトの運営業務についての依頼を行っている。
＜講演.com 講師.com＞
・果物屋が暇になる冬期などには、講演講師の登録業務（Web に掲載する原稿の校正、講師
との細かなやりとり等）について依頼している。現在、講演.com 及び講師.com での講師
登録業務における文書等のチェックや講師とのやりとりについては福島が中心となって
いる。
・東京では、講演依頼者からのやりとりに集中する体制とし、講師登録時のやりとりを福島
に集中させて迅速化を図ることで、業務上の混乱が無くなった。
・それまでは、講師からの文字修正の依頼などの電話と、講演依頼の電話とが混ざってかか
ってくる状態だったのが混乱が無くなった。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
・導入時には、トップ主導でそのやり方などについては決定して進めた。日常的なやりとり
については、東京のスタッフとのやりとりになる。
５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
・福島市在住の男性に東京から仕事を出すことができている。
６. テレワーク実施環境
・NTT-IT が開発したマジックコネクトを利用し、東京のサーバーに対して福島からセキュ
リティを保った状態でアクセスすることが可能になっている。
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・プライバシーに関わるような情報は、マジックコネクトを介してやりとりすることを義務
づけ、データを一元化することで常に最新の情報を共有できるようにしている。
７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について
＜機器＞
・福島と東京で共通のデータベースにセキュリティを保った状態でアクセスできる環境を
構築したことで、データの不整合が起こる問題を回避した。
・都内のスタッフ全員及び福島の方にも料金定額の PHS を導入（会社より支給）すること
で、スタッフ間のコミュニケーション不足が起こることを回避した。
・福島側で利用する機器等については、導入のために足を運び、障害が起こりにくい環境に
した。福島側のクライアント PC については RAID 構成のハードディスクにしている。ま
た、PC のほか、プリンターやモニター等についても東京からセットアップ済みの機器を
送り込みセッティングを行った。なお、機器類については会社から支給している。
＜果物屋のモデル＞
・果物屋の事業については、福島の方の過去の経歴（市場に勤務）と能力を活かして実現し
たものである。
・ブロードバンドの普及によって、地方の在宅の方の能力を活かして新たなビジネスモデル
を作っていくことも可能な時代になり、東京の会社にとってはチャンスが増え、地方の方
にとっては就業の機会が増えることとなる。
・ビジネスを行うにあたっては、広告の投入、信用確保のための返品対応・顧客対応、サー
チエンジンでの SEO 対策、包装紙のデザイン、キャラクターの用意など、様々な対策が
必要であり、一定の資金も必要となる。対策と資金は東京の会社が用意し、地方の人材の
能力を活用することによって、地方では新たな就業の機会が生まれ、東京の会社にとって
は東京だけではできないビジネスモデルを作ることができたと言える。
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
・講師登録を依頼した講師.com 講演.com については、講師登録業務を依頼しはじめた
2006 年４月時点ではゼロだった売上が、年商１千万円を超えるようになっている。月ご
とに登録講師数、依頼件数ともに増えているような状況であり、成長を続けている。
・果物屋.com についても、前年比 1.5 倍程度の伸びを示している。
９. 今後の予定
・ひきつづき現在の果物屋.com 講演.com の事業の一部を担ってもらう体制を続けるほか、
研修.net、公演.jp といった同様のサイトを構築し、福島の方に手伝ってもらっていく。
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株式会社カルク
山梨県中央市乙黒 158-2

山梨ビジネスパーク内
代表者: 田中 雅承
055－273－5344 055－273－8010(FAX)
http://www.calcinc.co.jp
資本金: 15 百万円
業種: 各種 IT ソリューション、
ネットワークコンサルテーション事業
従業員数: 30 人

＜テレワーク実施概要＞
重度障害者の在宅就労を支援する事業への取り組みとして、遠隔指導による Web サイト作
成・DTP 技術指導 及び VPN 構築によるバーチャルワークスペースの提供
＜実施時期＞

2005 年 11 月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
重度障害者の在宅就労促進への教育支援
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
バーチャル工房やまなしのワーカー20 名
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
厚生労働省による山梨県及び山梨県障害者福祉協会実施主体の委託事業として、外出困難
な重度障害者が在宅においても、ICT 技術を用いることにより、就労できるための知識と技術
の習得 及び 環境整備における、教育・支援を行なっている。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
当社 教育グループが業務受託部門として、教育指導など主だった事業内容を実施している
が、Web サイト作成においては、当社 Web マーケティンググループのコンサルテーションサ
ポート、また VPN 構築については、ネットワークソリューション部門である MSP グループと
の連携にて行なっている。
５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
当社においては、既に教育グループ所属の登録スタッフがテレワークを利用した業務遂行
を行なっているので、一定のスキル、業務遂行の力があると判断されたワーカーについては、
別途業務ごとの契約を取り交わした上で、業務を請け負ってもらっている。
今後は、継続した業務の確保と納品精度を高めていくことで、請け負ってもらえる業務範
囲と業務量の拡大に努力して行きたいと思っている。
６. テレワーク実施環境
①当社のオフィス環境・情報インフラ・情報セキュリティ等
B フレッツ回線を利用した常時接続
Samba を利用したファイルの共有
ファイアーウォールによる不要ポートの切断
IDS による不正アクセスの検知と防御
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ISMS に準拠した情報セキュリティの運用
②支援先とのネッワークインフラ、情報セキュリティ等について
VPN 構築のよる支援先とのネットワーク接続
Ipsec と L2TP による通信の暗号化
VPN 接続における強固なパスワードの利用
支援内容が教育レベルであるため、業務上における情報漏えいを考えるほどの必要性に迫
られていない。また、社内インフラと外部教育向けインフラは、分離して運用している。
７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について
サポートするワーカーに視覚障害者３名が含まれていることにより、コミュニケーション
ツール、Web 上で展開するグループウェアのアクセシビリティの検証と導入指導、運用に一
番苦労した。
現在、視覚障害者を含む 20 名すべてのワーカーがメール、メッセンジャー、インターネッ
ト電話、Web 会議システムなど様々なツールを使いこなし、ネット上におけるバーチャルな
共同作業場にて、コミュニケーションを取ることが可能になった。
テレワークによる業務遂行においては、ICT の技術以上に、自己管理能力、業務遂行能力、
コミュニケーション能力、セキュリティに対する意識が必要であると再認識させられた。
組織の中で働いた経験の少ない障害者の集団において、それらの知識・意識の向上に一番
力を注いだ。
また、インフラ整備においては、各ワーカーのネット及び PC 環境に格差があり、その点の
整備に時間がかかった。またインフラ整備に充当されている予算額が当社予定金額より大幅に
低かったため、セキュリティの確保をどこまで行なうかなど、困難を極めた。
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
重度障害者在宅就労促進事業の受託契約金額 年間 580 万円
現在、事業開始当初からの在籍ワーカーは、報酬を伴った業務遂行を取り入れた OJT 的教
育指導を適宜行なっている。
教育指導が進んでいけば、更に OJT 的要素を取り入れ、実際の業務を遂行しながら教育を
進めていくことができるワーカーが増えるものと見ている。
行く末は、受講生と言う立場から、一労働力としての役割を果たしてもらえるワーカーが
増えることを考えれば、採算性、成長性ともに大いに期待できるものと思われる。
９. 今後の予定
当社で受託している各種の再チャレンジ支援に伴う教育事業を更に展開し、重度障害者の
みならず、子育て・介護などの理由で、時間と場所に制約されることが働くことを困難にし
ている人々の就労へ向けたテレワークの普及に取り組んで行きたいと考えている。
財政的に厳しい地方自治体、及び再チャレンジ支援におけるインフラ整備には、国・地方
自治・民間によるスクラムを組んだ取り組みが必要と思われ、今後は、現在取り組んでいる
事業外へのテレワーク推進と運用拡大に力を注ぐ所存である。
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e-ワークスネット株式会社
千葉市美浜区中瀬 2 丁目 6 番地 WBG マリブイースト 16 階
代表者: 大槻 博茂
043-297-3391 043-297-3371(FAX)
http://www.e-worksnet.co.jp
資本金: 50 百万円
業種: データ入力業
従業員数：20 人
＜テレワーク実施概要＞
企業から入力業務を受注し、インターネットを介し障害者を含む通勤困難な在宅就業希望
者に入力データの配信を行い、就業者は場所と時間の制限を受けないで作業し、入力件数に
応じた報酬が得られる。
平成 18 年４月法律改正と同時に在宅就業支援団体として厚生労働大臣により登録認可され、
社会福祉法人 あかねとの合弁も認められた会社です。
＜実施時期＞

2006 年４月より

＜実施内容＞
１. テレワーク支援・活用名称
在宅就業希望者、中でも障害者に就業機会を創出し、障害者の社会参加のためにバリアフ
リー化に努めます。
２. テレワーク支援・活用対象企業・団体数または対象人数
社会福祉法人 あかね(千葉県、24 人)、大牟田市社会福祉協議会(福岡県、５人)、社会福祉
法人 凌雲福祉会(徳島県、10 人)、NPO 法人 アニミ(神奈川県、３人)、他数団体、約 10 名
が登録中。他に母子家庭、主婦など約 50 名登録があり、常時 70 名程度が従事している。
３. テレワーク支援・活用に至る経緯・ねらい・目的
・ある企業において、結婚･出産退社した主婦を募って在宅データ入力を行ったところ、品
質、納期、コスト、安全面において入力センター内で行う場合と遜色無いことが実証され
た。その時導入したデータ入力システムが『インターネット利用による分割分散入力シス
テム』である。(カーネルシステムズ㈱製 e-Entry BB)
・この事例を踏まえ、障害者の雇用促進が謳われる中、通勤が困難で働きたくても働けない
障害者に対し在宅就業の機会を提供できると判断し、平成 17 年 12 月起業に踏み切った。
・“障害者に在宅就業の機会を提供し”併せて“業務発注企業のＣＳＲの実践”に寄与し、
これを通して、e-ワークスネット㈱(以後ワークスネットと表記)自身も社会貢献を果たす
ということを設立の狙いとした。
・平成 18 年４月の障害者雇用促進法の改正により、在宅就業支援団体の制度が施行されワ
ークスネットは第 1 回目の申請で厚生労働大臣の登録認可を得た。
・また、在宅業務発注企業に対しては障害者の作業量に応じて障害者雇用特例調整金が厚生
労働省より支給されるよう法改正があった。
４. 実施されたテレワーク支援・活用の推進体制
・在宅就業者との間では厚生労働省モデル様式に基づく在宅就業契約書を締結し、在宅就業
者の不利益を排除している。（健常者にも同様の契約書を適用しているが、S/W 使用量、
作業報酬の振り込み手数料では障害者に対し優遇措置をとっている。設問７に記述）
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・障害者のテレワークには在宅で実施される場合と、障害種類や障害レベルを考慮して社会
福祉法人や NPO など障害者支援団体の作業所で行う場合がある。いずれの場合も障害者
は支援団体を介してワークスネットの事業に参加している。
・健常者に対しては個別対応でインターネットにより作業実習、スキルテストなどの教育・
支援を行うが、障害者に対しては支援団体の実施する IT 教育および支援を経て実施して
いる。
・今後の活動の要は
①データ入力業務発注企業の新規発掘および既契約企業の受注業務量拡大と
②社会福祉法人、NPO など障害者支援団体のネットワーク化による在宅障害者の運用の
効率化確保である。
５. テレワーク支援・活用にかかわる、雇用創出・就業拡大への貢献について
・ワークスネットの提供している在宅データ入力システムは、在宅を余儀なくされている重
度障害者や長時間労働が困難な精神障害者はじめ通勤困難な母子家庭の母親などに対し
ては、大変有効なシステムである。
・具体的には、企業で重度身体障害者を直接雇用する場合、施設のバリアフリー化など雇用
する側にも相応の負担が生じ、重度障害者の雇用は進んでいないのが現状である。また、
精神障害者の場合、周囲の偏見や社会通年上の様々なトラブルや、定期的な通院という
事が企業の現場においては、大きな負担になる。
・しかし、ワークスネットのシステムでは、24 時間配信システムという画期的な方法を採
用しているので、その人の生活習慣や身体状況に合わせた、自由な在宅就業が可能とな
る。
・また、小さな子供を抱える在宅主婦にとっても、子供を施設へ預けることなく、わずかな
時間でも在宅で仕事ができ、収入が得られることは大変魅力である。
以上のように、時間の長短にかかわらず、本人の自由意志により就業できることは、従事
する者にとり大きなメリットである。
・開業当初の昨年４月は、障害者１名、健常者 18 名から在宅データ入力を始めたが、本年
７月現在ワークスネットの業務に携わる人数は 80 名に到達した。
・現在障害者対健常者の人数比はほぼ対等となり障害者の参加率が急激に伸びてきている
ことも特筆すべきである。
・しかし、対象業務量の不足から、障害者をふくむ多くの在宅就業希望者が待機状態にあ
る。入力業務の供給（企業・自治体・官公庁）さえ潤沢であれば在宅就業者の数は大幅
に増加させることが出来ると確信している。
・在宅就業者の就業実績（平成 19 年３月～７月の１か月平均）

障 害 者
健 常 者

作業人数
33 名
35 名

作業報酬/人
8,176 円
9,022 円

作業時間/日/人
1.5 時間
1.0 時間

時間給
264 円
422 円

６. テレワーク実施環境
①オフィス環境：
・業務処理を司るサーバー系システムと、在宅就業者等を管理運用する PC 系ネットワーク
は完全に分離されており相互の通信は遮断されている。
・各社員の PC は LAN により各人のアクセス権限が設定されたファイルサーバーに接続して
おり、共通業務に関してのみ全員がアクセス可能なディレクトリが用意されている。ま
た、ログインパスワード管理を実施しパスワードは３ヶ月に１度強制変更、離席時はス
クリーンセーバーの起動を実施。
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・ 個人情報の保護に関しては財団法人日本情報処理開発協会プライバシーマーク推進セン
ターの承認を得たコンプライアンス・プログラムを作成し運用管理を行っている。
（平成 18 年５月 P マーク取得）
②支援先とのネッワークインフラ、情報セキュリティ：
・在宅就業者との連絡はインターネットを利用しており、特別なネットワークは構築して
いない。また、個人情報を含む文書に関しては暗号化をしたうえで通信を行っている。
・コンプライアンス･プログラムに基づく社員の現況確認審査を行い「機密保持契約」を社
員、在宅就業者と締結の上、業務に従事している。
・送受信サーバーは発注元企業別にファイアーウォールを立て強固なセキュリティ環境を
構築している。発注企業とワークスネット間は専用線または IP/VPN 回線を使用。
７. テレワーク支援・活用を実施するうえで、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労し
た点について
・個人情報を取り扱うことの多いデータ入力業務において、業務受注に際し最も重視され
ることは、情報漏えい防止に対する対策の有無である。ワークスネットは入力原票をス
キャニングした後のイメージデータを項目別に分割し、別々の作業従事者に配信して入
力させる方法により情報漏えいを完全に防いだ。姓名、住所、電話番号など項目別に細
分化し個人情報が特定できないようにしている。
・分割方式も他社に比べ柔軟性に富み、発注企業の要望次第では、姓と名の分割もでき、
住所、電話番号に関しても同様の細分化が可能である。
・カナ漢字項目、英数字項目、数字のみの項目など自在に分割し、同類項目のみを集めて
入力用のイメージを作成できる。これにより、姓名を入力する人、電話番号を入力する
人のように入力者のスキルに応じた業務配信(分担)を可能にしている。
・電話番号や生年月日など数字項目の入力は数字キー(テンキー)だけの操作が出来れば入
力可能であり、人差し指しか機能しない障害者でも作業が出来るという特徴がある。口
にスティックをくわえてタッチパネルで入力している例もある。即ち、障害の程度や部
位別に配慮した業務の配信が出来るということである。
・また、入力項目の分割により作業者は同一項目の繰り返し入力となるため生産性･品質が
上がり増収にもつながっている。
・提供されている入力ソフトの操作性が非常に優れており、パソコンを利用したデータ入
力作業が障害者にとって意外と馴染みやすいことが判明した。
・ワークスネットの在宅就業のしくみは入会金、機器やソフトの購入、作業量のノルマは
一切無い。３ヶ月間の試行期間を終了して就業を継続する人から、１ヶ月間の出来高の
5％(健常者は 10％)のソフト使用料を徴収しているが、それも 2,500 円(健常者は 5,000
円)で頭打ちとしている。従って 50,000 円以上の出来高分に対しソフトウェア使用料は
徴収しない。
・“在宅就業支援団体”の登録認可を得たため全国の障害者またはその支援団体から作業
参加の問い合わせが来ているが、それに見合うだけの業務量の確保が出来ない。官公庁
自治体の膨大なデータ入力業務の政策的発注を望むところである。
・業務さえあれば潜在する在宅就業希望者の力を結集して大きな在宅パワーを生み出せる
可能性があり、現内閣が推進中のテレワーカー1,000 万人構想の一翼を十分担うことが出
来る。
・ワークスネットの事業は障害者はじめ通勤困難者、豪雪地帯など地理的条件から就業で
きない人々にも就業の可能性を拡大できるものである。
・ワークスネットはテレワーク推進フォーラムの『通勤困難者のためのテレワーク部会(部
会長 沖ワークウェル木村社長)』において典型的な障害者向けテレワークのモデルとし
て取り上げられ事例研究の対象と成った。
・『通勤困難者がテレワークをメガネのように普通に仕事に使える、そんな社会を作りた
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い』、テレワーク推進フォーラムセミナー(平成 19 年３月 13 日)における通勤困難者部
会の締めくくりの言葉です。
８. テレワーク支援・活用による事業規模及び効果
決 算 期

内
容
厚生労働大臣から在宅就業支
援団体の認定を得たことは、大
第１期 実績
手企業からの業務受注と障害
平成 17 年 12 月
者に就業機会提供の活動基盤
～平成 18 年 11 月 となった。障害者から就業に対
する満足の声が大であった。
前年度の実績を受け大手企業
の CSR 意識、政府のテレワー
第２期 計画
ク推進策に訴えて業務量の拡
平成 18 年 12 月
大を図る。片や障害者支援団体
～平成 19 年 11 月 の糾合を図り潜在する障害者
へ就業機会を波及拡大する。
自社の経験を生かし社会福祉
第３期 計画
貢献企業の育成を行う。在宅就
平成 19 年 12 月
業を通して障害者の社会参加
～平成 20 年 11 月 を促進する。

売上高

経常利益

20,905

▲45,926

94,000

▲31,000

163,000

5,000

顧客数

２社

新規３社
受注

新規４社
受注

・以下の２点を両輪とすることにより平成 20 年度末には在宅就業の障害者の登録者数 250
名を目標とする。（現在 40 名）
①社会福祉法人との合弁企業で『在宅就業支援団体』であるワークスネットへの業務発
注は CSR に寄与する点を各種メディアに訴える。
〔国際福祉機器展(10 月３～５日東京
ビッグサイト)、中小企業総合展 2007 (10 月 31 日～11 月２日東京ビッグサイト)へ出
展などを通してワークスネットの知名度向上を図り、大手企業の CSR 意識の高さを業
務受注として結実させる〕
②在宅就業者のネットワーク作り、特に障害者支援団体のネットワーク化を推進し、障
害者の在宅就業参加の間口を拡大するとともに在宅者運用の効率化を図る。
９. 今後の予定
・入力業務の発注もと企業を発掘し、待機状態にある障害者へ業務を提供することが当面の
大きな課題である。業務量の増大(受注増)にあわせ、20 年度末には在宅障害者数を現在
の 40 人から 120 人程度に増員し、在宅健常者を合わせ 250 人体制まで拡大したい。
そのための企業努力として
・営業力を強化し、社会福祉･CSR に理解ある大手企業を目標とした営業に傾注し、発注元
企業を現在の３社から今後２年で 10 社まで増やす
・在宅障害者の作業管理、教育を更に充実のため関連システムの改善、運用管理部門の増員
を計る
・在宅者のスキル管理、運用管理システムなどの改善によりさらに品質､コスト､納期､安全
に対する信頼向上を図り、在宅就業者の収入増へ結び付ける。
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１０. テレワークの推進にあたり、協力してもらった企業・団体名並びに協力内容（任意）
＜企業・団体名＞
・AIU 保険会社

＜協力内容＞
・入力業務の発注。障害者向け数字項目デー
タを発注された。これにより障害者雇用促
進法に基づく障害者雇用特例調整金を受
給された。(全国で５社のみ)

・キヤノンビジネスサポート㈱
三井住友カード㈱
・独法）情報通信研究機構

・AIU 社も同様であるが、CSR に貢献するた
めとの経営判断から発注を受けた。
・平成 18 年度身体障害者向け通信･放送役務
提供･開発推進助成金対象事業と認定され
本年４月助成金を受給した。
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(白紙)
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Ⅲ テレワーク推進に貢献した個人の部
テレワーク普及個人賞
諏訪 康雄
法政大学大学院
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政策科学研究科

教授

(白紙)
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諏訪

康雄

法政大学大学院

政策科学研究科

教授

■テレワーク普及推進への貢献
諏訪氏は、長年に渡るテレワークに関する研究活動を通じ
て、わが国におけるテレワークの普及推進に指導的役割を果
たしてきました。この貢献に対してテレワーク普及個人賞が授
与されました。

■略 歴
1970 年一橋大学法学部卒業。東京大学大学院（博士課程単位修得退学）
、ニューサウス・ウ
ェールズ大学客員研究員(豪州)、ボローニャ大学客員教授（伊）などを経て 1986 年法政大学
社会学部教授。2001 年から同大学院政策科学専攻教授。(現在に至る)
■主な著書
『雇用と法』（放送大学教育振興会）、『労使コミュニケーションと法』(労働政策研究・
研修機構)、『労使紛争と法』（日本労使関係研究協会）、『外資系企業の人事管理』(日本
労働研究機構・分担執筆)、『Il dirittto dei disoccupati』(Giuffre/Milano・共編著)、
『Japanese

Labour and Management in

Transition』（Routledge/London・分担執筆）他

■業 績
①労働法等政策科学の専門家として活躍する傍らテレワークに関しても 20 年以上に渡りその
普及啓発に尽力し、在宅就労（ワープロ作業）への家内労働法適用、在宅就労のガイドライ
ン、モデル契約書式作成、在宅勤務への事業場外みなし労働制適用などをめぐる政策形成に
関与。
②労働政策審議会職業安定分科会会長、社会人基礎力に関する研究会委員長、今後の労働時
間制度に関する研究会座長等政府の委員会委員を多数歴任。
③テレワーク 99 アドバイザリー・ボード議長、社団法人日本テレワーク協会マイクロビジネ
ス・エージェント審査委員会委員長、在宅勤務実証実験事業（厚生労働省委託事業）委員会
委員長、
（財）社会経済生産性本部 SOHO ポータル運営委員会委員長等を歴任。
④昨年度、テレワークシンポジウム、テレワーク推進フォーラムセミナー等での講演等実施。
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（白紙）
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Ⅲ テレワーク推進に貢献した個人の部
日本テレワーク学会特別賞
松村 茂
東北芸術工科大学デザイン工学部
メディア・コンテンツデザイン学科
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教授

(白紙)
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松村

茂

東北芸術工科大学デザイン工学部
メディア・コンテンツデザイン学科

教授

■テレワーク普及推進への貢献
松村氏は、日本テレワーク学会での研究活動を通じて、わが国
におけるテレワークの普及推進に指導的役割を果たしてきました。
この貢献に対して日本テレワーク学会特別賞が授与されました。
■略 歴
東京都生まれ(1959年)
日本開発銀行設備投資研究所研究員
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程満期終了
東京大学先端科学技術研究センター助手
東北芸術工科大学 デザイン工学部情報デザイン学科未来デザイン学系助教授
東北芸術工科大学大学院 デザイン工学専攻主任
東北芸術工科大学 デザイン工学部メディア・コンテンツデザイン学科教授/学科長
現在に至る
■主な著書
「生活都市の時代」イートスプレス、「未来史のメガシティ」三田出版会、「都市生活・情報化・
エネルギー」大蔵省印刷局、「マルチメディアが地域を変える」電通、「地域の価値を創る」時
事通信社、「コンテンツビジネスが地域を変える」NTTデータ 他
■業 績
①学会活動
日本テレワーク学会幹事(設立から平成19年７月まで)
日本都市計画学会学術委員、日本建築学会、日本都市行政学会、日本社会情報学会
日本ベンチャー学会、土木学会、日本都市計画家協会 他
②日本テレワーク学会での活動
過疎地のSOHOへの期待(2002)
地方のSOHOに関する実態調査(2002)
芸術とITのインキュベーションの新しい施設の提案(2006)
③その他
科学技術庁資源調査会専門委員(1995-2001)、情報通信研究機構:大容量アーカイブ活用型放送
番組制作基盤技術の研究プロジェクト:研究フェロー(1998-2002)、国土交通省地域振興アドバイ
ザー(2001)、社団法人日本テレワーク協会テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための
総合的支援方策検討調査委員会委員(2002)、社団法人日本テレワーク協会テレワークモデル都布
(地域)に関する調査委員(2003)、社団法人日本テレワーク協会地域テレワーク推進ワークショッ
プ座長(2004)、テレワーク推進フォーラム普及部会副部会長(2005-2006)、山形県IT・山形指針
戦略本部顧問(2006) 他
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