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はじめに

2013年 6月、政府IT戦略本部から f2020年にテレワーク制度導入企業を 2012年度の

3倍にする」等のテレワーク普及促進に資する新たな工程表が策定され、 2014年度から本

格的に施策が実施されることになるなど、政府も成長戦略の一環としてテレワークを含め

た働き方の変革に対して様々な手を打っているところであります。

一般社団法人日本テレワーク協会では、テレワーク取組実践事例を募集し公表すること

を通して、企業関の相互啓発並びに普及促進をすることを目的に、「テレワーク推進賞」を

実施してきており、本年度も皆さまのご支援をもちまして第 14回目のテレワーク推進賞を

開催し、 2014年2月 7日に表彰式を開催することができました。

今回受賞された先進企業の事例均当らもわかるように、技術的な問題については昨今のICT

関連技術の飛躍的な発展により解決が可能になり、経営視点からの効果を出している企業

も多数あることが分かります。

弊協会としては、今後もこれら先進企業の事例を可視化し情報発信することで企業内テ

レワーク人口の拡大を図り、働き方の変革や多様性の実現に貢献したく考えております。

是非、皆さまにおかれましては受賞実践事例の評価を頂くとともに、自社内でのテレワ

ーク導入、推進、定着のヒントにしていただければ幸甚です。

2014年 2月

一般社団法人日本テレワーク協会

テレワーク推進賞事務局



I 募集要項

・募集対象

テレワークを導入・活用または普及に貢献している企業・団体

・募集内容

テレワークの「導入・活用部門Jと「普及・貢献部門」の 2つの部門の項目の

いずれか 1点にて募集を実施

。テレワーク導入・活用部門

1 経営効率の向上及び改善

2.雇用継続ならびに創出

3 節電の実践及び環境負荷の軽減

4.地域活性化

5. ワークライフバランスの向上

6.事業の継続性の確保テレワークによる節電の実践及び環境負荷の軽減

。テレワーク普及・貢献部門

7.普及啓発の実践

8. SOHO及び自営型テレワーカーの育成や支援

9. ソリューションの開発や活用

・応募期間

2013年7月 10日は，)~ 20 1 3年 10月 10日(木)

旦量宣

-審査委員会(敬称略)

審査委員長比嘉邦彦

審査委員 富沢高明

宮崎恵

加賀宝

井 沢 晃 一

-審査の視点

。経緯・目的

(東京工業大学大学院教授)

(日本マイクロソフト株式会社)

(フジサンケイビジネスアイ)

(富士ゼロックス株式会社)

(日本テレワーク協会専務理事)

・テレワークに取り組む経緯・目的が明確であるか

・経緯・目的と具体的実践内容は妥当且つ整合性のあるものか

O具体的内容

-経緯・目的に基づいた独自性のある取組となっているか

・経緯・目的に対してテレワークの取組の対象(人・モノ)は適切であるか

・経緯・目的に対してテレワークの実施規模(人数・台数等)は十分であるか

・経緯・目的に対してテレワークの実施期聞は十分なものであるか

0具体的効果

・テレワークの取組を通して期待した通りの成果が得られているか

・(成果が得られている場合)成果の規模は十分なものか

-成果はテレワークの取組を通して継続的に得られるものとなっているか

O運用制度・実施環境

・テレワークの取組を推進する体制や運用制度は確立されているか

(セキュロティ、実施環境含め)
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シスコシステムズ合同会社

東京都港区赤坂 9-7-1

代表執行役員社長.平井康文

http://www.cisco.com/web/JP/index.html 

資本金 :4億 5，000万円

業種:ネットワークシステム、ソリューションの

販売ならびに関連サービスの提供

従業員数・ 1，298名 (2013年 6月現在)

<主な実施目的>

テレワークによる経営効率の向上及び改善

<実施期間>

2009年8月~現在も継続中

<実施内容>

1 テレワーク名称

テレワーク推進によるシスコのワークスタイル革新

2 対象部門・対象人数

全社員 1，298名

3 テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

ネットワーク機器のメーカーとして創業し、事業領域を拡大しながら、インターネット

の進化とともに成長してきたシスコでは、絶えず自らが実践・実証してきた成果を顧客に

お届けしてきた。ネットワークと ITのカをフルに活用し、全社員が日常的に使いこなすテ

レワークの推進によるワークスタイル革新もその代表例である。

顧客の期待値を超える成果をお届けすることが中長期のビジネスの成長につながると確

信する弊社では、 rCustomerExperience(顧客の体験)Jを rCustomerExcitement(顧客の

感動)Jに進化させることを目指している。執行役員会や全社員会議等で議論を尽くした結

果、高い志をもって卓越したリーダーシップを発揮

するプロフエツショナルな集団こそが Customer

Excitementをもたらす原動力であると悟り、社員一

人ひとりを「人財」と位置づけ、社員の参画度

(Emp1oyee Engagement)を高め、働きがいがある職

場づくりに集中的に取り組んできた。

テレワーク推進もその一環であり、社員全員が共

有、共感し更に共鳴させるべきシスコカルチャーの

浸透、透明度の高い目標管理・業績管理を実現する

シスコシステムズ合同会社



ビジネスプロセスの展開、更に社員の多様性を尊重し活用するダイパーシティ&インクルー

ジョンと一体として取り組み、「知的体育会系」ともいえる弊社独自の他社に類をみない強

力な組織風土を確立してきた。

弊社では、学習する組織を目指し、 VSEM(Vision， Strategy， Execution， Metrics) と

いう戦略フレームワークに基づく全社事業計画策定を 5年以上継続しており、「人財共育J

とともに社員参画度を高めるための重点施策を fCiscoFamilyj として掲げて推進してい

る。

全社事業計画においては、この fCiscoFamilyjを、顧客やノfートナー企業に革新的な

ビジネスバリューをお届けする fCustomers' Partnershipj、そして、シスコの事業活動

を通じた社会価値貢献を推進する fCorporateCitizenshipj と同等に 3つの大きな戦略の

柱として位置づけ、注力している。
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テレワークは、単独の施策ではなく、全社経営戦略の推進と不可分な取り組みであり、「サ

ッカー型組織」による社員聞の自律的なコラボレーション(共創)の推進、多様な背景(国

籍、性別、世代など)を持つ社員が個性を活かして活躍できるダイパーシティ&インクルー

ジョンの展開と一体で、最先端の ITとネットワークをフルに活用し、社員が真に柔軟な働

き方ができる環境と仕組みを全社的に整備し、展開してきた。

現在では、約 1，300名のすべての社員が日常的にテレワークを駆使し、革新的なワーク

スタイルを実践している。

4目導入のテレワーク制度内容など

(1)テレワーク開始時期

日本法人創立 (1992年)当初より部署によってはテレワーク・在宅勤務で働く社員がい

た。その後次第に拡大し多くの社員が利用するようになっていたが、 2008年に、全社員を

対象にしてテレワークを全社的に推進することを宣言した。

(2)テレワーク/モパイルワークを加速させる仕組み

弊社では、単に遠隔地から業務ができるようにテクノロジーを活用したシステムを展開

2 シスコシステムズ合同会社



するだけでなく、社員が最大限に専門性を発揮しビジネスに貢献できるように、社員全員

が共有、共感し共鳴させるシスコカルチャーの浸透、透明度の高い目標管理・業績管理を

実現するビジネスプロセスの展開と一体化して取り組んできた。

①シスコカルチャー・価値観の共有・共感・共鳴

シスコジャパン
ヰ土徳カード
(カルチャー
ブックレツト)

社員同士がチームとして、場所・時間を問わず、自律的にコラボ

レーション(共創)を行う一番の前提して、社員全員が共通の価値観

を共有していることが不可欠である。弊社では、シスコカルチャー

の浸透を、社員が「共有Jする段階を超えて、真に納得し実践する

「共感Jの段階、さらに共通の価値観を全員が実践することでチー

ムの力が最大限に発揮される「共鳴」の段階にまで高めてはじめて、

顧客に感動を届けることができると考えている。

そのため、シスコカルチャーについて、ミドルマネジメントの合

宿による集中討議を集約した「カルチャーブックレツト」を作成し

全社員に配布、さらに各部門毎にワークショップを行い徹底して議論することで、社員一

人ひとりの深い理解を促進してきた。

弊社は、 2011年度の日本経営品質賞(JQA: Japan Quali ty Award)を受賞する栄誉に恵ま

れたが、高い評価を受けた項目のひとつに「カルチャーの浸透とコラボレーション組織の

構築」があった。

②ビジネスプロセス目社員の目標と評価基準の透明化

社員がテレワーク環境を遠慮なく安心して常時活用できるためには、社員一人ひとりの

役割と目標を明確化し、成果を正当に評価する仕組みの確立が不可欠である。

弊社では、 VSEM(Vision， Strategy， Execution， Metrics) 

という戦略フレームワークを軸として、全社戦略を各部門、

組織の隅々にまで方針展開している。個々の社員は、その

VSEMに連動する MBO(Management By Objecti ve: 目標管理)

により優先業務・達成目標を設定し合意する。また、所属長

と部下が、 MBOに基づいて進捗管理、中間評価、改善指導の

ための対話を行うことで、透明性の高い業績評価を可能としている。

この目標・成果の管理は、全社員が CiscoPerformance Connectionというオンライン人

事評価システムで行うため、オフィス勤務・在宅/遠隔勤務の別なく、業績評価を行うこと

ができる。

また、提案・案件進捗管理、勤務管理、交通費精算など、社員が必要とするあらゆるビ

ジネスプロセスをワークフロー化し、オンラインツールで提供しているため、社員の申請

から所属長による承認まですべてがテレワーク環境でも完結する。

シスコシステムズ合同会社 3 



③テクノロジー・最新の IT、ネットワーク装備を全社展開

社員がテレワークを効果的・効率的に行えるように、常に最新の IT、ネットワーク装備

を導入し、全社展開してきた。

門司|

遠隔でも社員同士、チーム聞で会議を行い、コラボレーション(共

創)を可能とするために、ビデオの力を最大限に活用している。資

料共有とともに対面コミュニケーションを可能とする Web会議シス

テム (CiscoWebEx)や高精細でリアルタイムのテレピ会議システム

(Cisco TelePresense)を全面的に活用している。 TelePresenseは

各オフィスに大型で複数人でも参加できる機種を導入し、またテレ

ワーク向けには社員が自宅でも活用できる小型のパーソナルモデル

を提供している。 TelePresenseによるテレビ会議には、 iPadなどの

タブレット端末からでも参加可能である。コミュニケーションの 7

割は視覚を中心とした情報が影響するとされ、ビデオ活用の有用性

は高い。

また、いつでも瞬時に必要な社員とコミュニケーションを開始で

きるように、オンライン・チャットのツール(CiscoJabber)を展開している。このツール

上では、探している社員がオンライン状態にある、あるいはミーティング中であるなど、

プレゼンス情報を常時把握できる。

加えて、社内 SocialNetworking Service (WebEx Social)を提供し、社員は自由に情報

提供、アイデアや意見の交換ができ、知見を共有し合うだけでなく、新しい発想を生み出

す基盤としても有効に機能している。

このような社内システムやアプリケーションには、全社員に PCを提供することはもとよ

り、現在では、 BYOD(BringYour Own Device) という概念を具現化し、社員はどこからで

もWindowsPC， MAC， iPad， iPhone， Andriod， Blackberryなどあらゆるデバイスを使って、

セキュアなモパイル環境で利用できる。

四璽 f司
〔一

「、 市吋V 胃庁押すヤ!

VVindows & MAC PC アンドロイ~/iOSタフ‘レツ卜 スマートフォン
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(3)様々な推進プログラム

上述のようなコラボレーション(共創)を促進する環境を社員が使いこなせるように、新

入社員や中途採用社員向けに基礎的な IT研修を行うほか、社員向けに随時最新の ITセミ

ナーを行っている。

また、管理者向けには、在宅/遠隔勤務者との効果的コミュニケ}ションを行う研修プロ

グラムを提供している。この研修では、適宜声をかけたり発言を求めるなど、遠隔地から

の会議参加者の参画度を高める方策や秘訣を学ぶことができ、遠隔コミュニケーションの

質の向上に努めている。

也

そパイルユ同ザー 在宅勤務を行う社員向けには、希望者全員

デ手~;~<:j;f. ~f~ i.渋告)，uiJ1rit仁 に rCiscoVirtual Office(CVO)j という IP

韓
国

盟国 電話とルータ(会社のネットワークに安全に

接続する機器)のセットを無償で提供してい

る。自宅では、持ち帰った PCをそのまま社内

ネットワークに接続でき、 IP電話がオフィス

電話として利用できるため、オフィスと差が

ない環境でセキュアに業務を行うことができ

る。

5. テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点圃苦労した点について

テレワークの推進は、社員の多様性を尊重し活用するダイパーシティ&インクルージョン

への取り組みとも密接に連携している。

弊社では、ダイパーシティ&インクルージョンを人事プログラムとしてではなく経営戦略

の一環として位置づけ、社長直属の推進責任者を任命し全社展開している。このダイバー

シティ&インクルージョンには、異なる文化的な背景ともつ社員同士が違いを理解し合い効

果的に協業できる rCrossCultural Connectionj、女性社員の活躍を促進する rCisco

Connected Womenj、そして、テレワークをはじめとする柔軟な働き方を推奨しベストプラ

クティスを共有する rFlexibleWork Practicesjの3つを大きな柱にして強力に取り組ん

でいる。子育てや介護のための在宅勤務、顧客先への直行直帰など、テレワークの効果的

活用が広く浸透している。

年に一度、ダイパーシティ&インクルージョンへの理解を一層深め、成果を語り合うダイ

ノ〈ーシティ&インクノレージョン週間を設けているが、そのうち一日はテレワークディとして、

原則として全社員がテレワークを実践するプログラムを設けている。

6 テレワークの導入効果

( 1)生産性向上貢献度

シスコグローパノレテレワークの生産性向上貢献度調査を元に、シスコジャパンにおけ

シスコシステムズ合同会社 5 



る貢献度は年間 5億 4300万円/年と推定。

テレワークによる生産性向上を数値化して計測する試みの lっとして、シスコが

グローパルに行ったもので、テレワークによって社員の生産活動時聞がどれだけ

新たに付加されたかを計測し、その時間数を従業員 l人当たりコストを使って貨

幣価値へ置き換えた試算結果がある。

. Cisco Virtual Office (CVO) とし、う会社が希望社員に支給するテレワークキッ

トの社内利用者調査結果(2013年 3月)によれば、通勤時間削減による業務時間増

加など、テレワークが創出する追加生産活動時間数は CVO利用者 l人当たり年間

152時間。この時間にサンプル部門データを使った社員 1人当たりの時間平均コ

スト(シスコグローパル平均。給与からオフィス賃料まで幅広く経費全般を含む)

を掛けて CVO利用者 1人当たり平均生産性貢献額 (USドル)を算出。

・上記で求めた CVO利用者 l人当たり生産性貢献額 (USドル)を、 2014会言十年度

の社内換算レートで日本円に換算したものに、シスコ日本法人での CVO利用者数

(2013年 1月現在)を掛け合わせて生産性向上貢献度を算出。

(2)生星遁星星

テレワーク/モパイルワークを全社員が利用できる業務環境は、高い社員満足度にもつ

ながっている。

Cisco Japan /2013年 GreatPlace to Workに関する社員アンケート結果

・仕事と生活のバランスを取るように推奨されている: 85百(第 4四半期)

この会社で働いていることを胸を張って人に言える: 92百(第 4四半期)

間:仕事と生活のバランスをとるように
推奨されている

同申ーシスコシステムズ合同会社

相 _2013ヘヌトカンハ.二.-35社平均(日本)
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(3)題室盗塁屋

テレワーク/モバイルワークの進展に伴って柔軟な働き方が増えるにつれて、顧客満足度

も向上している。これは、あらゆる場所から顧客へ瞬時にレスポンスできるようになり、

顧客対応力が向上したことも一因ではないかと分析している。

顧客満足度調査について・

お客様の声を正しく理解するプロセスとして、 1992年に第三者の調査機関に委

託した顧客満足度調査を開始し、毎年継続的に実施。右下のグラフは、「総合的な

満足度」の調査結果。

調査期間 毎年8月~翌年 7月中旬

調査対象
シスコの製品、サービス、サポート、ならびにその販売代理底、

保守サービス提供会社をご利用いただいているお客様

調査方法 電子メールでのご案内、ウェブによる調査

調査内容
総合的な満足度、販売前・販売後サポート、販売代理底、保守サ

一ピス提供会社、シスコ製品についての満足度およびご意見

採点方法 5点満点 (5=非常に満足している、 1=全く満足していなし、)

固定席を持たない社員割合(%) 顧客満足由nd田{公司朗簡略題。

80% 

70% 

闘世田11: 20柑1M: 20世田11: 2015司直 ... 晴咽E 醐世.. 制盛岡置 制瑚匝

-固定席廃止と顧客満足度向上との相関について・

まず、弊社ではオフィスにおける在席率を定期的に調査し配置する固定席の数を

決定しており、在宅およびモバイルによるテレワーク利用の増加に伴うオフィス在

席率の低下を反映し、年々固定席を削減している。そこで当応募資料では、固定席

を持たない社員の割合をテレワーク利用の増加を示す代替データとして使用。

次に、顧客満足度は「総合的な満足度」の数値を取り上げた。弊社が顧客満足度

向上のために取り組む様々な施策の結果を反映したもので、テレワークの導入効果

シスコシステムズ合同会社 7 



によるお客様への対応力向上だけがその要因ではないが、顧客満足度調査に付随す

るお客様コメントでは、例えば以下のような声が多くみられ、テレワークの利用に

よっていつでもどこでも業務遂行が可能な環境が社員のお客様への対応力向上に確

実につながり、顧客の総合満足度向上の一因となっていることは間違いないものと

判断している。

お客様の声(抜粋)・

〉担当されている、 xx様、 yy様(いずれも弊社社員名)には、大変お世話になっ

ております。急な問い合わせにも迅速な対応をして頂き、とても信頼出来る頼も

しいお二人です。(官公庁 A)

〉日頃から営業チームの行動力、情報収集及び発信カはいずれも極めて高いレベ

ルにあり大変満足しています。経営層の意識レベルが高し、からこそと感じていま

す。これからも更なる満足度向上に努めて欲しい。(通信会社B)

〉担当営業の皆様には本学の意向にあわせて迅速かつ柔軟に対応いただき，あり

がたく感じております。(大学 C)

〉営業的・技術的問い合わせに関しでも、迅速な対応をして頂いており、非常に

感謝しています。引き続き変わらぬご協力を頂ければと思います。(パートナー

企業 D)

〉質の高い製品、サポートを迅速に提供いただいて大変有難く思っています。更

なる QCDの向上を図って頂けるようお願い致します。(メーカーE)

〉運用パートナーである A社(弊社パートナー企業)の技術担当と営業担当をはじ

めとするチームの対応が迅速で柔軟であるため、非常に助かっている。学内の評

価も高い。(大学 F)

〉回答が早い。定型的な回答だけではなく、考えて回答してくれる。(通信会社 G)

〉問題点に対してさまざまな提案をして頂いている。問い合わせに対するレスポ

ンスが早い。(物流I)

(4)匹丘翠壁盆窒

テレワーク環境の浸透により、 BCPおよび環境対策の強化につながった。 震災時でも事

業、お客様サービスの継続が可能となった (2011年 3月の東日本大震災時には、 2週間の

全社員完全在宅勤務により継続して業務遂行ができた)。また、 テレワークによりオフィ

ス完全シャットダウン(年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇)が可能になり、その

結果、オフィスの消費電力削減に貢献している。

8 シスコシステムズ合閉会社
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トップダワンで全社的に実施している。社長自ら常に外出先や自宅からのテレワークを

実践し、直下の執行役員自身も日々テレワークを率先して活用している。機器の整備や研

修、問題解決では、 IT部門やへノレプデスクが社員を支援している。

勤務制度において、職種毎に在宅勤務が適用可能かどうかを定めている。営業職や技術

職などのほとんどの職種において在宅勤務を可能としているが、新入社員や一定の職位以

下の社員に対しては一部適用としている。

2001年より在宅勤務規定を施行しており、在宅勤務にあたっては、事前に所属長の承認

を得ること、常に会社と連絡をとれるようにしておくこと、会社の要請があれば速やかに

出勤すること、業務の進捗を一日に最低一回は所属長に報告することなどを社員に求めて

いる。

この在宅勤務規定に基づいて、各部門毎に勤務予定の事前申請や在席確認の方法などの

ガイドラインを設け、業務に即した形で運用している。

B テレワーク実施環境

r4.導入のテレワーク制度内容など (2)テレワーク/モパイルワークを加速させる仕

組み ③テクノロジー」をご参照下さい。

9.今後の予定

近年、弊社では「ワークライフバランス」を超えて、「ライフ&ワークブリッジ」という

考えを提唱している。上述のようなテレワーク、ワークスタイル革新に取り組むなかで、

生活より仕事が優先される「ワークライフ」、そしてこの 2つが時間を分け合う「バランス」

という捉え方ではなく、「ライフ&ワ}ク」とまず生活が先にあり、「ブリッジ」とこの 2つ

を個人単位で最適化していく理想を明確にするためである。
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政府が 2013年 6月に決定した成長戦略「日本再興戦略 -JAPANis BACKJのひとつの柱

に「雇用制度改革・人材カの強化」がある。「女性の活躍推進」とともに、 男女が共に仕

事と子育て等を両立できる環境の整備として、テレワークの普及、多様で柔軟な働き方の

推進やワークライフバランスの更なる推進があげられている。

弊社では、テクノロジーの活用はもとより、多様で柔軟な就業環境、ダイパーシティ&イ

ンクルージョンが 3つ揃つてはじめてワークスタイルのイノベーションが進むと確信して

いる。

日本の最先端レベルにあると自負する、弊社が実践し実証してきたワークスタイル革新

の体験を日本のお客様、社会に還元していきたい。そのため、シスコの新しい働き方/オフ

ィスレイアウト/それを可能にするテクノロジーを一度に「体験」いただける「シスコオフ

ィスツアー(デモ付)Jを定期的に実施し、顧客、ピ、ジネスパートナー企業のみならず、政

府関係者、日本経営品質賞関係者らに広く紹介している。

テレワーク協会会員企業の皆様向けにもシスコのワークスタイル革新を体感いただく場

を設定できればと考えております。

1 0目協力企業・団体及び協力内容

特になし

1 1. 過去の受賞歴

テレワークをはじめとするワークスタイル革新やダイパーシティ&インクルージョンの

取組みを含む、シスコの経営品質向上活動が評価され、 r2011年度日本経営品質賞/大規模

部門」を受賞。

ダイパーシティ&インクルージョンへの取り組みに対しては、 GlobalOrganization of 

Leadership and Di versi ty (GOLD)から、 2013年の rBridgeBuilder AwardJを受賞した。

GOLDはロサンゼルスに本部をおく NPOで、太平洋地域において女性のグローパルリーダー

の育成や職場・社会における Diversity促進のための活動を行なっており、 BridgeBuilder 

Awardはこの分野で顕著に貢献した企業と個人に授与される。

ワークスタイル草新とし、う観点では、最新のコラボレーション環境を備え、 2012年 7月

に開設した大阪オフィスが、 2013年8月に「第 26回日経ニューオフィス賞近畿ニューオフ

ィス推進賞」を受賞した。

10 シスコシステムズ合同会社



株式会社クラウドワークス

<主な実施目的>

テレワークの普及啓発の実践

<実施期間>

2012 年 3 月 ~2013 年 12 月

<実施内容>

1目テレワーク名称、

東京都渋谷区道玄坂 1-8-3イオレ渋谷ビル 7階

代表者:吉田浩一郎

http://crowdworks.co.jp/ 

資本金・ 741，840千円

業種情報サービス

従業員数:20人

クラウドソーシング普及による 21世紀の新しいワークスタイルの提供

2目対象部門・対象人数

100，000人(当該企業のクラウドソーシングサービスを利用しているユーザー数)

3. テレワーク導入に至る経緯・ねらい圃目的

日本は 2050年には 2.5人に l人が 65歳以上という超高齢社会を迎えると予測されてお

り、日本経済の成長には、高齢者や主婦の能力の一層の活用が急務となっております。

また、 20日年 3月の東日本大震災を契機に、生まれ育った故郷で仕事をしたいと考える

人が増加しており、東京以外の地域でも生計を立てやすい環境が求められています。

株式会社クラウドワークスは f21世紀の新しいワークスタイルを提供する」ことをミッ

ションとし、 2012年 3月にクラウドソーシング('7ェブpのお仕事マッチング)サービスの

提供を開始しました。高齢者や主婦層のように、ワークライフバランスを取りながら働き

たい方や、働く場所が限定される地方在住者に対しでも「働く場所や時間にとらわれない

新しい働き方Jを提供するべく、サービスを提供しています。

4 導入のテレワーク制度内容など

実施しているテレワーク普及啓蒙の活動は以下の通りです。

1)クラウドソーシングサービス提供によるテレワーカー数の急拡大

サービス開始から 1年9ヶ月の間で、 60億円以上の仕事をテレワーカーに提供し、

10万人のテレワーカーを創出いたしました。

成長率は年間 800%以上で、クラウドソーシング業界首位となっております。

株式会社クラウドワークス 11 



2) 中小企業におけるテレワーク実施の推進活動

中小企業を中心とした 20，000社がクラウドワークスのサーピスを利用しております。

自社の業務を自営型テレワーカーに委託できる環境を提供し、テレワークを活用し

業務推進を行うためのソリューションの提供、並びにサポートを行っております。

3) 自営型テレワーカーへの福利厚生・教育環境の提供

クラウドソーシング業界で初めて、自営型テレワーカーに対し、被雇用者と同等の福

利厚生サービスを提供。また日本マイクロソフト株式会社や学校法人等と連携し、テレ

ヲークで仕事を獲得するための勉強会を実施。スキルアップの場を提供しました。

「目本最大級のクラウドソーシンゲ」として急成展中の
お仕事マッチンゲサイトです!

-サービス開始

間臨検-"...-~~・同恥師、，，~楓'''''"''~."""，o.Jlg，e: I 

スキ'J~を待つプロフコEツショナルが日本中から聾鰭t
1時聞かS仕事を担軽に膏舞謹l
会B・E・.."'，宛建省肱利周関.. 将 l

日 J叫 ¥，J.!;VLf，:"夕刊伐刊 b臨認臨調

園田宮冨盟国

掴開始約1年間で投稿された案件予算総額

・クライアント数
・登鍾利用者数
・発注Uピー卜率

終 2013年12月段階
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5 テレワーク制度上、創意工夫した点胴アピールしたい点・苦労した点について

2012年 3月に、インターネット上で完結するお仕事のマッチング(クラウドソーシング)

サービスの提供を開始しました。サービス開始からの l年 9ヶ月で 10万人の利用者がサー

ビスを利用しており、中小企業を中心とする 20，000社が仕事を発注するためにサーピスを

利用しております。サービスを通して発注される仕事は、開発・デザイン・ライティング・

データ入力など、インターネットを通して非対面で完結するものとなっており、中小企業

が自営型テレワーカーへ、容易に仕事を依頼できるシステムを提供しております。

弊社としては、システムを提供することに加えて、テレワークをより企業に活用しても

らうための普及活動に力を入れております。インターネットを活用したテレワークの形

式でお仕事を発注したことがない企業に対し、利用ガイドの作成・配布や電話でのサポー

トを行い、企業がテレワーク導入を行いやすくなるような取り組みを行っております。

また、テレワーカーを増加させるために「地域活性化」や「女性の就労支援Jの取り組み

を行っております。地域活性化への取り組みとしては、岐阜県や福島県南相馬市と連携し、

「首都圏の仕事を地方で受注する」ことを掲げ、地方在住者にも首都圏在住者と変わらな

い収入源を提供する活動に取り組んでおります。具体的には、岐阜県との取り組みでは、

一人親の就業支援や在宅就業の支援について企画・サポートを実施、福島県南相馬市との

連携では、被災地で生活される方に対し、専門スキルを習得するための教育プログラムを

開催。プログラム受講者への業務受注のサポートを行っております。

主婦の就労支援の取り組みとしては、株式会社ベネッセコーポレーションと提携し、

子育て中の主婦の方に対して、在宅で限られた時間でも出来るような、テレワークの仕事

を提供しております。

また、株式会社テレビ東京と提携し、シニア世代向けに業界初のシニア向けクラウドソ
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ーシングサービスの提供を開始しました。比較的時間にゆとりがあり、豊富なスキルを有

しているシニア世代に対し、メディアを通じてテレワークの働き方を啓蒙することで、シ

ニア世代のテレワーカーを増加させる取り組みを行っております。

また、自営型テレワーカーにより働きやすい環境を提供するために「福利厚生」と「教

育」のサポートも行っています。福利厚生については、クラウドソーシング業界では初め

て、サービス上でテレワークの仕事をしている方に対し、企業で雇用されている場合と同

等の福利厚生サーピスを無料で受けられる取り組みを開始しました。加えてテレワーカ一

向けに「クラウドワークスアカデミー」という教育プログラムを実施しており、日本マイ

クロソフト株式会社と連携した開発者教育プログラムや、東洋美術学校と提携したデザイ

ナー育成プログラムなど、を無料で行っております。

6. 予レワークの導入効果

2013年 12月時点で、利用者数 10万人、発注者 20，000社がサービスを利用しており、サ

ーピス提供開始からの l年 9ヶ月で 60億円以上のお仕事が、インターネットを通したテレ

ワークのお仕事として依頼されています。利用者の 8割は東京以外に住む受注者であるの

に加え、シニア世代 (50歳以上)の利用者も 8，000人に達しており、地域の活性化、シニ

ア世代の社会参加という観点でも、一定の成果を確認しております。

なお、クラウドワークスを利用しているシニア層に対するアンケート結果では、ユーザ

ーの 3分の l以上が毎月 20万円以上の収入を得ていると回答しており、当サービスがテレ

ワーカーにとっての新たな収入源として成り立っていることを実感しています。

加えて、 20，000社の発注企業の多くはテレワーク導入率の低い中小企業であり、企業側

へのテレワーク導入率の向上にも寄与いたしました。発注者のサービスに対する満足度は

高く、利用者の 5割以上が継続してテレワークの仕事を発注しております。

また、海外在住の日本人が自営型テレワーカーとなれるような体制も整えており、海外

からの弊社サービスの登録者は 3，000人を超えております。
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7目テレワーク推進体制・運用制度

テレワークの仕事の総量を増やし、テレワーカーを増加させるために、テレワークの普

及啓発に向けて、全社的に様々な施策に取り組んでおります。具体的なサービスの認知向

上のための取り組みとして、オープンソースカンファレンス、 RubyWorld Conference、東

京都在宅就業フェア等の各種イベントに協賛・出展を行い、エンジニア・デザイナーなど

専門的なスキルを持つ方から、在宅で働くことを希望する主夫・主婦の方まで幅広い層の

方へ向けて、テレワークという働き方についての認知を広げる試みを行っております。

また、当社が主催するかたちでの中小企業へのテレワークの活用方法の啓蒙や、受注者

へのテレワーカーとしての仕事の方法についての勉強会を、全国で開催しております。

また、サービスの開発を複数の自営型テレワーカーに依頼しており、テレワーカーの方々

と協業したサービス開発を実践しております。

加えて、 2013年 8月には、クラウドソーシングの業界団体となる「クラウドソーシング

協議会Jの発足に寄与し、自社だけに留まらず、クラウドソーシング業界が一丸となって

テレワークを推進できる体制の構築を行いました。

非対面でのテレワークでも安心して働けるよう、弊社のサービスでは「エスクロー」の

システムを導入しております。エスクローとは、テレワーカーが仕事を受注するのに先立

ち、発注者が契約金額を支払い、仕事が完了した際に、契約金額がテレワーカーに支払わ

れる仕組みであり、受注者が仕事をしたにも関わらず、報酬が支払われないというトラブ

ルを未然に防くsものです。このエスクローの仕組みにより、発注者とテレワーカーが対等

な立場で仕事を行えるような環境を提供しております。

また、自営型テレワーカーへの教育プログラム・福利厚生プログラムとして、日本マイ

クロソフト株式会社、株式会社クックパッドや株式会社インターネットイニシアティブな

ど約 20社の企業と連携し、無料の福利厚生プログラムを提供しております。

8. テレワーク実施環境

弊社サーピスのインフラやサービスにおいても、テレワークを活用しております。具体

的には、熊本県や島根県などに在住されているエンジニアの方々はシステムの開発を依頼、

秋田県や福岡県などに在住されているデザイナーの方々にはサービスのデザインやチラシ

のデザインなどを依頼しており、従業員数の数倍にのぼる、全国の自営型テレワーカーの

カを借りながら、サービスを提供しております。

株式会社クラウドワークス 17 



9 今後の予定

現状では、年間 800%程度の成長を継続しており、 2013年 12月時点でお仕事の依頼総額

は60億円、登録会員数は 10万人となっております。またテレワークで仕事を活用する中

小企業の数は 2万社となっております。

さらに 2014年度中には、お仕事の依頼総額は 200億円、登録会員数は 40万人を超える

見込みです。今後はさらに、テレワーカー数の増加と、テレワークを活用する中小企業の

数の増加に注力するとともに、テレワーカーへ向けた「教育」と「保障」の仕組みを充実

させ、自営型テレワーカーであっても、企業に所属する社員と同等の仕事環境を提供する

ことを目指してまいります。 2014年末には 100社を超える企業と提携を行い、無償の教育

プログラムや、福利厚生プログラムの充実を図っていく予定です。

また、 2013年8月には弊社が幹事会社となり、クラウドソーシング業界の活性化と健全

な発展に貢献するための非営利団体である「クラウド、ソーシング協議会」を発足。今後は

同協議会が中心となり、クラウドソーシングに関連する事業を運営する 200社の会員企業

を有する「クラウドソーシング協会」を立ち上げ、 「仕事J r教育J r互助」などの側面

から、業界各社が横断的にテレワーカーを取り巻く環境の整備と、業界の健全な成長を目

指した取り組みを進めてまいります。

1 0 協力企業開団体及び協力内容

地方自治体様との取り組みとして、岐阜県と一人親の就業支援や在宅就業の支援プログ

ラムに関する共同実施を行っております。また、福島県南相馬市と、テレワーカー向け教

育フ。ログラムや受講者の業務受注のサポートを行っております。

大企業との連携としては、日本マイクロソフト株式会社と協力し、テレワーカー向けに

教育支援プログラムの提供を行っております。また、株式会社ベネッセコーポレーション

と、女性(主婦)へのテレワークの周知活動を共同で行っております。さらに、株式会社

テレビ東京とは、業界初となるシニア世代向けのクラウドソーシングサービスの提供を行

っております。

加えて、東日本大震災で被災した企業に対して、ヤフー株式会社と共同で、テレワーク

を活用した復興支援プロジェクトを行っております。

18 株式会社クラウドワークス
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株式会社チエリッシュライフジャパン

<主な実施目的>

テレワークによる雇用継続ならびに創出

<実施期間>

2008年 5月 1日~現在

<実施内容>

1田子レワーク名称、

東京都世田谷区駒沢 3-7-20

代表者.西野高秀

http目//www.cherish-life.co.jp

資本金:300.000千円

業種目ペット医療 ITサービス

従業員数:35人

獣医師によるベットの健康・医療相談が 24時間・ 365日提供可能な日本初のコール

センターをテレワーク(在宅勤務)で実現

2. 対象部門‘対象人数

医局の獣医師 25人

3. テレワーク導入に至る経緯聞ねらい・目的

①背景・経緯・・・「ベットは家族」と言われる時代に入った。

日本での犬・猫の飼育頭数は 21，282千頭 (2012年日本ベットフード工業会)となり、日

本の 15歳未満の子どもの人口(16，650千人)を上回る。

一方で獣医師の数は、獣医師法第 22条の届出によると 35，818人(平成 18年 12月

31日現在)。単純計算でも獣医師一人当たり 594頭の診療を背負っていることになり、通

常の動物病院では、慢性的な人員不足が常態化している。地域間格差はヒトの医療よりも

激しく、 24時間の診療受入動物病院は全国で 11か所しかない(内 10か所は関東)。

また、ここ数年で獣医学部卒業生の男女比率は逆転し、現在は女性獣医師が過半数を占

めている。しかし、女性獣医師は出産・育児に入ると勤務医として従事し続けることが難

しい場合も多く、有能な獣医師がせっかくの資格・能力を活かせず埋もれているという状

況も、人員不足に拍車をかける要因であった。

その様な環境の中、 1頭でも多くの命を救う体制を整える為、獣医師によるペットの電話

相談専門の動物病院「アニクリ 24Jを設立した。

株式会社チエリッシュライフジャパン 19 



24時間の受付体制を整えるために有能な獣医師の確保が必要だったアニクリ 24では、そ

ういった「潜在的なJ獣医師たちの新たな活躍のステージをも生み出した。勤務医とはワ

ークスタイルが全く異なるテレワーク(在宅勤務)により、女性獣医師が出産・育児期間

中も働け、出勤しなくても良い労働環境の整備を実現した。

②目的・・・離職している獣医師のスキル活用

スタッフにも負担の少ない、 24時間 365日電話受付体制の構築

移動に伴う交通費や時間の削減

4 導入のテレワーク制度内容など

「アニクリ 24Jは24時間 365日、獣医師による「ベットの電話相談を専門に行ってい

る日本初の動物病院である。年間 1，000名しか卒業生の出ない獣医療の現場は、慢性的な

人手不足に陥っている。さらに、獣医学部卒業生の男女比が逆転し、過半数を女性が占め

ているという現状においては、育児・出産・夫の転勤といった女性獣医師特有の離職理由

も、将来的には獣医師不足の要因となる。また、働く事は出来ても深夜の通勤・勤務が伴

う職業への不安を覚えるという女性の声も無視できない。豊富な臨床経験を有し、有能で

あるにも関わらず働く場を失っている女性獣医師の労働環境を整備・改善する必要を感じ

ており、テレワークの形態を導入する事で問題が解決出来るという考えに至った。

実施時期・・・ 2008年 5月~

実施場所・・・獣医師の自宅

実施部門・・・医局の非常勤獣医師

実施人数・・・ 20名

実施内容・・・本社コールセンターで実施していた電話相談受付業務を、在宅環境でも

同じく実施できるようクラウド型電子カルテシステムを開発し、リアルタイムの情報

共有を可能とした。相談者の電子カルテの情報は入電(着信)と同時に自動的に在宅

獣医師の PCに表示される仕組み (CTI)になっており、在宅獣医師は過去の相談履歴

を検索する必要がなく、常に正しい情報を速やかに閲覧しながら対応できる。会話は

全て録音されており、電子カルテの入力内容とともに対応履歴としてサーバー上に保

管される。録音内容は必要に応じて終話後に聞き起こしを行い、サービス向上にも役

立てている。セキュリティ面ではPマークの取得を行ったほか、個人情報の漏えいを

未然に防止する為、顧客カルテの閲覧は該当する顧客からの入電時以外には行えない

システムとなっている。

また、通話を終了した後は、後作業の入力時間を含めて最大 1時間でカルテは自動

的に閉じられるようになっており、加えて画面の印刷も行えない仕組みになっている

など、セキュリティ対策は徹底されている。
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6. テレワーク制度よ、創意工夫した点・アピールしたい点"苦労した点について

現在従事している当院の獣医師の男女比率はおよそ 2: 8であり、子育て世代の 30代の

女性が最も多く、次いで40代、 20代、 50代と続く。入電件数が月次で増えていく中 (1500

件/月)オベレーション体制も構築出来た。また、在宅勤務の獣医師へはコールセンター業

務用の端末として本社と内線化された PHS端末を支給し、全国から寄せられる相談の転送

にかかる通話料が月額固定料金の通信費のみで業務が行えるようになり、通信コストの削

減にも成功した。

6. テレワークの導入効果

テレワーク導入後、当社に応募に来た獣医師はのベ 100名(内、女性が 8割)を超える。

これは、女性獣医師ネットワークやメディアで取り上げられた事により、在宅勤務が可能

である事が広く知られるようになった結果であるが、アニクリ 24で実践しているような

雇用形態・勤務形態に対する潜在的なニーズもあったのだと思われる。

現在当院での獣医師の男女比率はおよそ 2:8であり年齢では 30代が最も多く (44目)、

次いで40代 (26%)、20代 (17 %)、 50代 (13 %)の順になっている。

テレワークの形態を導入する事により、通勤にかかる交通費は約 3万/月/人の削減につ

ながったと想定される。
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また、 PHSの内線化により転送通話料が大幅に削減され、毎月のランニングコストには約

14万円の削減効果が生まれた。(約 20万円かかっていた毎月のコールセンターからの転送

通信料が平均 63，441円まで削減)

7. テレワーク推進体制・運用制度

-推進組織体制

実施責任者.株式会社チェリッシュライフジャパン代表取締役西野高秀

実施部門アニクリ 24 院長三宅亜希/管理部馬場陽子

-周知方法

在宅勤務獣医師を集め、ルールや運用方法を通知。

-トップの関わり

トップの決定のもと、全社一丸となって取り組んだ:。

当社で定めた個人情報保護方針に則り下記の運用を行っている。

①在宅獣医師との契約・監査

個人情報保護に関する契約書・個人情報の安全管理措置に関する誓約書を取り交わし、

チェックシートを用いた監査チェックを行っている。

②電子カルテ

・カルテの ID・PASSは1ヶ月ごとに会社から発行されたものを使用

.アクセス制限

入電時のみ顧客のカルテが画面にアップし、相談終了後カルテの入力を終えるとアク

セスができないような制限をかけている。また、入電から l時間経過後自動でアクセス

できいようになっている。

・自宅で使用する PCは獣医師業務以外には使用せず、セキュリティ対策を講じている。

③電話環境と勤怠管理

• PHSで行うログイン・ログアウト日時はBIZTELサーバーに記録されており、勤怠管理

を行っている。また、シフトに入る獣医師同士がログインした旨の連絡を取り合い、互

いにシフトインした旨をチェックしている。

・入電時の生活音の遮断の徹底。

④モニタリング

・相談内容はすべて録音されており、定期的にモニタリング、を行っている。評価基準チ
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エツク項目に基づいて評価を行い、獣医師へのフィード、バックや指導を行っている。

8. テレワーク実施環境

カルテシステムならびに PBXをクラウド化し、かつ、連携させることにより、在宅コー

ルセンタ一環境を構築している。

[在宅業務システム概要】

A-4窪、電
コールセシターシステム

ド

電子力ルテシステム

盟晶 PC(~コトコ昨}

P噸
，c
h吻

離

雌，5

句
麗

眠

一一一一回一

①オフィス環境

在宅獣医師には専用 PHSを支給している。

②情報インフラの整備

クラワド型電子カルテシステムを開発し、在宅時においてもコールセンターで勤務する

のと何ら変わらない情報量とスピードでの応対を実現している。

また、クラワド型コールセンターシステム WBIZTELコールセンター』と、 PHSを内線化

する WBIZTELモバイル」を導入することにより、在宅スタッフに配布した PHSにてコール

センター業務を可能としている。

③情報セキュリティ

IDIパスワードは 1か月ごとに変更し、かつ、業務上必要な時にだけカルテ情報にアクセ
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スできる仕組みを構築し、セキュリティを確保している。

9. 今後の予定

テレワークの仕組みを活用し、動物病院の診療時間外対応の電話対応の受付とクラウ

ド電子カルテの共有化を始めている。

去る 9月27日に開催された第 15回日本臨床獣医学フォーラムのランチョンセミナーで、

当社の取り組みの発表を全国動物病院の院長向けに行ったところ、大きな反響を得た。

獣医師という職業のテレワークという新しい働き方を実現したことにより、小動物医療

の現場で対応出来なかった問題に、新しい価値提案を行う事が可能となった。獣医療の今

後の発展の補完的な役割を担いつつ、人員の増員と飼い主と獣医師が抱える夜間診療の問

題解決を動物病院向けにも拡充していきたい。

1 O.協力企業・団体及び協力内容

リンク社・・

ブライシスネ土・

ウイノレコムネ土・

ベイジェント社・

-クラウド型コールセンターシステム WBIZTEUならびに PHS内線

化サービス

・電子カルテシステム、 CTIシステムの開発、サポート

・PHS端末

・カード決済システム

ワエッブライフ社・-会員登録の WEBでのインターフェイスとカルテデータから移行し

たデータ分析システム
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ネットワンシステムズ株式会社

<主な実施目的>

テレワークによる経営効率の向上及び改善

<実施期間>

2011年 4月~現在も継続中

<実施内容>

1 テレワーク名称

ネットワン、ンステムズ、流「働き方革命」

2 対象部門・対象人数

全部門全社員 2，210人(連結)

3.テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

圃背景・経緯

東京都千代田区丸の内 2-7-2JPタワー

代表者:吉野孝行

http://www.netone.cojp/ 

資本金:12，279，∞0千円

業種目情報町通信

従業員数回2，210人

経営戦略である「継続した成長Jと「顧客満足度の向上」を実現するために、社員のワークスタ

イル変革を実施。

圃目的

① ICTのツールや環境を最大限に利活用した事業モデルを開発し、そのノ?ハウをお客様に

提供する。

② 時間"思考"を成果"志向"への意識改革を図り、営業利益率を改善する。

③ 震災後の顧客ニーズ(時差勤務や深夜勤務対応など)に対応する。

④ 過重労働を防止し、育児・介護など社員のワークライフバランスを促進する。

ネットワンシステムズ株式会社 25 



4.導入のテレワーク制度内容など

・取組の概要

2011年にテレワーク制度(在宅勤務・モバイルワーク)を導入。「成果創出をコミットする」こ

とを条件に、職場(上司法合意した全社員を対象に利用職層や回数制限を設けず、社員

の創意工夫を最大限に引き出す制度として運用。

VDI(バーチャルデスクトップ)を活用し印、つでも・どこでも・何でも(コンテンツ&デバイ

ス)・誰とでもJをコンセプトに、離れていてもオンタイムで社員同士のコミュニケーションを

可能にするテレワーク環境を構築。

栂
圃実施場所.

北海道から九州まで全国 16拠点すべての事業所と海外拠点(米国・シンガポール)

圃主な実施内容と自己評価の根拠

① ガイドブ、ツクの整備、管理職説明会、社内報や社内イントラよる啓蒙を通じて、 2013年度

9月末時点で約半数の社員が在宅勤務を活用。また、モバイルワークの利用拡大と各事業

拠点のサテライトオフィス化による隙間時間の有効活用と移動時間の削減を実現。

② 通勤時間を仕事や家事・育児への時間に転換することにより、社員の働き方や私生活や対

する満足度が以前より 80%向上した。

③ 「働き方を変革するヲークスタイルセミナー」の定例開催(2013年度で 11回、 73社 126名に

ご紹介)し、社外に対するテレワークの有効事例の紹介と普及を推進。 多くのお客様から

感謝とノウハウの伝授を望む声をいただいた。

④ 経営者向け「働き方革命フォーラム」の実施し、導入事例も交え、テレワークの重要性と普

及についての講演を実施。 81社 141名のお客様にご来場いただし、た。

⑤ テレワークを含むワークスタイル変革の独自の ROI測定方法の記者説明会を実施。

⑥ MOOK本の顧客展開によるテレワーク普及への貢献

⑦ ダイパーシティ推進委員会の設立
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5テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

ワークスタイルの変革と次世代ICT活用を紹介したMOOK本「働き方草命Jを出版して「働き

方の変革」を推進するリーディング、カンパニーとして社内外に積極的にアピールした。

売上高の 20%向上においても時間外労働の 2%削減を実現。定年までの勤続意識の高まり

など社員満足度の向上も促進。

フレックスタイム制度、シフト勤務制度など複数の勤務諸制度を組み合わせた働き方の変革

を実践。

-弊社カスタマーフロントオフィス(イノベイティブオフィス)内にテレワーク体験コーナーを設置し、

お客様をご案内。

6目テレワークの導入効果

① 時間外労働の 2%削減:約 370百万円

② モパイルヲーク活用による移動時間の削減・約 40百万円

③ BCPの期待効果(オフィス擢災、パンデミック・交通マヒ時の事業継続リスクの防止)目

約 700百万円

④ 客満足度の向上指標(例:顧客訪問の回数や時間):約 30%アップ

⑤ 生産性の向上指標(成果に要する時間や計画意識の高揚):約 50%アップ

⑥ 社員満足度の向上指標(働き方や私生活の満足度):約 70%アップ

⑦ 社員 10%増加にも関わらず、オフィススペースを 10%ダウン

※金額はワークスタイル変革の全体施策における定量効果で算出
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7テレワーク推進体制，運用制度

・推進体制.

ワークスタイルイノベーションプロジェクト(プラットフォーム部門、人事部門、広報部門、ビジネ

ス推進部門の全社横断的組織)

園周知方法とトップの関わり

トッフ。メッセージ(全社MTGやビデオメッセージで配信)

社内報(社員紹介記事等でテレワークの有効活用事例を掲載)

社内イントラ(活用促進のための座談会企画や制度の趣旨や有効事例を紹介)

管理職説明会(制度の定着と管理者の意識改革を促進)

社外PR(r働き方革命」セミナー開催と MOOK本出版)

圃運用制度

① 対象者.自己管理を徹底しコミットした成果が創出できる全社員。

② 利用単位田利用回数の制限は設けない。

③ 労働時間:所定労働時間(7.5h)とみなす。時間外労働は原則禁止。

④ テレワークの活用ガイドブックを策定。

事前申請、事後報告(テレワークの成果物を添付)によるアワトプットの見える化

書類持ち出しの禁止などを定めた「情報セキュリティ運用基準」の明確化

「コミュニケーションJr評価Jr時間管理」に関するマネジメントガイドラインの明示

上司の管理責任(日時変更・出社命令・利用停止)について定める
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8目テレワーク実施環境

・オフィス環境・情報インフラ

BYOD、各拠点のサテライトオフィス化(フリーアドレス制、集中ブースの設置など)、無線LAN、

固定電話廃止、ノート PCへの代替、 VDI(バーチャルテ、スクトップ)環境、プレゼンスツール(PC

画面共有、インスタントメッセージ、在席確認、等)の導入、どこでもテレビ会議システム、スマート

フォン・タブ、レット PCの配布など多数

圃情報セキュリティの整備(情報セキュリティ運用基準)

書類や情報の持ち出し、 PCの持ち出し、電子ファイルの閲覧、使用禁止ツールの明示(フリー

メールやファイル交換サービスなど)、禁止行為の明示(お客様拠点などを地図登録など)

9.今後の予定

中期事業計画と連動したヲークスタイル指標マネジメント(在宅勤務・モパイルワークの満足

度、ワークライフバランス実現度、過重労働の撲滅)

人財と働き方の多様化を推進するための勤務制度の見直しと改善(育児・介護者や障害者、

高齢者など多様なワークスタイル構築と活躍促進策の実行)

10目協力企業・団体及び協力内容

特になし(先行事例として導入したため、自社による創意工夫の結晶)

ネットワンシステムズ株式会社 29 



<主な実施目的>

ソリューションの開発や活用

<実施期間>

2012年 10月~現在

<実施内容>

1田子レワーク名称

ニューコン株式会社

クラワドソーシングによるテレワークの推進

2目対象部門圃対象人数

情報サーピス事業部 2.042人(登録している会員数)

3. テレワーク導入に至る経緯・ねらい圃目的

東京都荒川区東日暮里子4ト12

代表者:王春華

http://剛 w.newoon. 00. JP 

資本金:300.000千円

業種:情報サービス

従業員数回 160人

弊社は、1991年創業、当初 SIソリューション、システム開発、オフショア、医療システム事

業が主でしたが、事業拡大の為、2005年にデータエントリー事業を立ち上げ今年で8年を

経過しました。

2010年 6月に従来型データ入力の現状分析で、

l、人件費・コストの上昇

2、 レッドオーシャンによる競争の激化

3、セキュリティ・個人情報

等々の問題、課題が抽出され、今後ますます激しくなるビジネス競争の中で、改善策とし

てブルーオーシャン戦略による生産性向上、新規ビジネスの開拓など ICTを活用した新た

なワークスタイルに向けた取り組みを行い、テレワークを実現していくための計画を策

定。2010年 7月プロジェクトチームを立ち上げ、弊社独自の阻Bタイプ、クラウドソーシン

グデータ入力システムを自社開発し 2013年 5月特許(データエントリーシステム)を取得

することができました。

入力に伴う専用マシンは必要とせず、どなたでも会員登録を行うことで、WEB上で空いて

いる時間に、作業したい内容(①英数字入力②日本語入力③選択入力)を選択し、できる範

囲で仕事を行い、報酬を得ることができるテレワーカーに最適なデータ入力に特化した

システムです。

30 ニューコン株式会社



入力画面は、入力帳票を画面分割したものを表示するようになっている為、その画面を見

ただけでは情報を特定できないようになっており、機密情報が漏れることがないように

なっています。

4.導入のテレワーク制度内容など

実施時期;2012年 10月 1日

実施場所:WEB 

実施部門:netーTyperプロジェクトチーム 17名

運用部門:情報サービス事業部、 netーTyper運営部 11名

実施内容:n et-Typer (クラウドソーシング、新データエントリサービス)によるテレワ

ークの実践

net-Typerはインフラ基盤として、会員管理、顧客管理、スキル管理、実績管理、入金管理、

支払管理、教育プログラム、トレーニングプログラム等の機能を持ち、テレワークによる

ワークライフバランスの実現と業務効率向上により生産性を高めるビジネスモデルで、

す。
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5 

ICTを活用した「クラウドソーシングデータ入力による多様な働き方ができるよう、
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システム」を自社開発し、 rn et-Typer Jと命名。

特に、万全なセキュリティ対策と個人情報の保護対策では、独自開発した手法を採用し

安心して利用することができるシステムです。

(特許取得)2012年 10月 1日にWEB公開し稼働

-従来型のデータ入力に伴う、入力専用マ、ンンやデータエントリーを行う為の専門的な技能

を有することがなくとも、 WEB上で誰でもデータエントリーの仕事ができるシステム

で、テレワーカーが仕事を行いやすいインフラを構築しました。

6. テレワークの導入効果

.実践による成果と効果:

2012年 10月 l日にWEb上で公開した rnetーTyperJは、

本格稼働してからテレワーカーの会員数は増え続け、現在 2.042名になっております。

今後、 10万人のテレワーカー会員獲得を目指し、異なる広告媒体を活用し効果を高めて

いきたい。

また、テレワーカー会員の方々の参加により業務効率、生産性共に改善され、大量のデ

ータ入力にも対応することができるようになり納期短縮、品質向上につなげることがで

きました。

-公開から 2013年 9月 7日時点までの受注による作業実績.

ポイントカード、調査票、学力テストの採点、契約書、申し込み書、アンケート等々の

受注により、実施数量1.354. 122枚、入力項目数(数字、漢字、選択等)

160.247.382項目。

-低コストの実現・

固定的設備、固定経費、人件費、間接費などのコストを抑えることができた。

低コストを実現できるビジネスモデルとなっており、従来のシステムや、中国オフショ

アによるエントリーシステムに比べて大幅なコストダウンを実現しました。

7田子レワーク推進体制・運用制度

.組織体制

トップ自ら戦略策定を実施、ブ、ルーオーシャン戦略勉強会を 2010年 7月から実施。

テレワーク実現の為のソフトウエア開発の段階から深くかかわり、特許取得にも成功し

た。また、そのためのプロジェクトを立ち上げ、組織を超えたメンバーが集い、定期的に会

議を開催し情報を共有し周知した。テレワーカーの方たちには、Yahooリスティング広告

を活用し会員を募集、現在会員は 2.042名。
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net【 Typer、テレワーク推進事業全体責任者:代表取締役 王春華

総責任者・情報サービス事業部長古月文忠

責任者:情報サービス事業部 net-Typer運営部長鎌田義徳、net-Typer運営部 11名

その他、システム管理者(システム監視)、システム開発担当数名

個人情報取扱責任者:netーTyper運営部部長鎌田義徳

利用規約に同意していただくことで、どなたでも無料で会員登録を行い、いつでも都合

のよい時間にデータ入力の仕事を行い報酬を得ることができる。入力は、①英数字入力、

②日本語入力、③選択入力 の3区分に分けてある為、そのなかから作業者が自由に仕

事を選択することができる為、専門的な能力を必要とせずに仕事が行える。

8. テレワーク実施環境

net-Typerは、弊社独自の Webタイプ、報酬提供型のクラウド・ソーシングデータ入力シ

ステムです。入力画面は、入力帳票を画面分割したものを表示するようになっているた

め、その画面を見ただけでは情報を特定できないようになっており、機密情報が漏れる

ことが無いようになっています。

net-Typerは会員登録時に利用規約に同意したもののみ利用が可能となっており、入力内

容に機密性が高いものについては個別に秘守義務契約を結んだもののみ入力可能となっ

ています。

業務処理の場所.

本社東京都荒川区東日暮里5-41ー12 日暮里コミュニティヒツレ8階

ただし、入力は net-Typer会員の所有するパソコンで行う。入力帳票の入力部分の一部

のみを画面に表示し、表示された内容を入力する。帳票の持ち出しは発生しない。

|クラウドイメージ奇割ヱントリシステム概念図 I
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9. 今後の予定

・ブルーオーシャン戦略における新規ピ、ジネスモデルの構築

第一段階:2013年本格展開

データ入力に特化したクラウドソーシンク守エントリーシステムを自社開発しH24年 10月

公開し展開。

今後、第二段階:2014年度以降

第一段階で開発したシステムを基盤とし、ソフトウエア開発の分野で自営型テレワーカ

ー、雇用型テレワーカーが共に活躍できる場を提供できるようインフラを整備し、更に充

実したソリューションを開発し利活用する。

また、ダイパーシティを推進し、さまざまな境遇、異文化、価値観を柔軟に受け入れ、

多様な働き方を実現できる環境を作り上げていくための取り組みを進めていきます。
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トロシステムズ株式会社

<主な実施目的>

東京都港区六本木 6-2-31六本木ヒルズノースタワー 9階

代表 者 吉 田 順 一

http://w剛 trosystems∞jp 

資本金 15，000千円

業種 ネットワークインテグレーション事業

従業員数 31人

テレワークによる経営効率の向上及び改善

<実施期間>

2013 年 6 月 ~ll 月

<実施内容>

1 .テレワーク名称、

社内外に伝わる中小企業のテレワークモデ、ノレ企業を目指して

2. 対象部門・対象人数

経営陣・ 5MBグソレープ全社員

3目テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

私たちはネットワークインテグレータとして、ネットワークのカを活用して働き方を変

えいけることができなければお客様に良いサービスを提供しているとは言えない。そのた

めには自社がネットワークの活用、働き方の変革を率先して取り組み、失敗を含めたノウ

ハウを共有したいと考えた。

テレワークの取り組み、働き方の変革はこれまでも実践をしてきたが、今回は私たちの

取り組みを常にオープンで分かりやすくし、中小企業のお客様が真似からスタートできる

空間を意識し、オフィス移転・システム更改を行った。

4 導入のテレワーク制度内容など

(1) コーボーレートロゴの変更

紙飛行機をモチーフに時間や場所にとらわれない自由さや離れた場所とも簡単にコ

ミュニケーションを実現する生活クラワド時代に飛び立つイメージを表現。

(クラウドソーシングにてデザインを依頼・決定)

~TRO 
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(2) 本社移転

オフィスは毎日出社するものではなく、定期的に社員が顔を合わせるタッチダウンオ

フィスという考え方に基づき、オフィスを六本木駅徒歩 1分、オフィスはコンセプトオ

フィスとしてすべてお客様にお見せできる環境を整備しました。

所在地 〒106-0032 東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 9階

(日比谷線六本木駅駅直結ピル)

※以下はエントランスイメージ。壁面にはフリーアドレス・在宅勤務・モパイルワーク

を推進する企業であることが描かれている。

(3) 社内システムの刷新

従来は IP-PBXとビデオ会議システムが融合していな別々の仕組みであったがオフィス

移転を機に従業員 1，000名以下の企業の参考となるようなテクノロジーを導入し、社内

システムとして構築した。

ソリューション名:コラボレーションパッケージ

統合環境(仮想サーバ上に IP-PBX、ボイスメッセージ、チャット、 Web電話帳、 Web会

議、ビデオ会議を実装)

※以下は Web電話帳。社員の在籍確認だけでなくワンクリックでメール、電話、チャッ

トなどすべてのコミュニケーションを使うことができる。顧客情報もすべてこの中に

登録済みのため、電話着信などはポップアップにて表示される仕組み。

(http://phoneappli.net/) 
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IPフォンはビデオ会議システムと

も接続し常にヒ守ジュアルコミュニ

ケーション

(4) 運用ノレールをゼロから見直す

フリーアドレスオフィスでどこでも IP

フォンでログインをすれば自席になる

システムを導入

これまでもテレワーク推進賞を頂き、自由な働き方(在宅やモバイルワークなどテレワ

ーク)に関しては浸透しているという評価もあったが、トップダウンの運用ではなくチー

ム単位(職種やチーム)で働きやすい環境を創ることを意識し、再度運用をゼロから見直

し再スタートしている。

① オフィスがあくまでタッチダワンの場所、オフィスにいなくてもビデオを活用した

コミュニケーションをチームで推進すること。 (1日1回はビジュアノレコミュニケーシ

ョンを推奨)

② 在宅の報告はチーム単位で行い上長への報告のみで可。

③ 在宅勤務規定では週に l回程度の在宅が目安であったが、天候や交通機関の状況に

よっては自分たちで判断して出勤や在宅を考慮すること。

④ 月曜から木曜は行動することに注力し、各自の働き方を優先する。在宅が多くなる

とコミュニケーション不足になりがちのため金曜日はオフィスに出社し、わいがや(何

気ない会話からコミュニケーションが始まる)な環境を用意する。

5 テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点困苦労した点について

-どこからでも働ける環境をということで、社員が海外旅行に行った際にはモバイノレデバ

イスを使って会社の情報にどこまでアクセスできるかを試験接続している。現時点だけで

も、タイ、シンガポール、アメリカ、スペイン、イタリアと多くの社員がどこでもつなが

る取り組みに賛同し、行動してくれている。
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6目テレワークの導入効果

• PCやスマートデバイスから利用できるウェブ、電話帳は全社員が導入し、客先に常駐する

エンジニアも会社支給携帯電話をすべて廃止。これにより通信費が年間 300万円削減でき

た。

-オープンオフィスを活用して、プロジェクトや仕事の内容によって社員の働く場所を自

由に活用するようになり、結果としてコミュニケーションの頻度と、わいがや(何気ない

会話からコミュニケーションが始まる)環境ができたことが最大の収穫。

-従来の格好良いオフィスというコンセプトでなく、「働き方を変えることを中小企業でも

できるJことをメッセージとしたオフィスには来客頂く多くのお客様に賞賛のご意見を頂

いている。

特に全社員がビデオ環境を利用できる点、在宅や営業先からでも個人のスマートデバイ

スで会社の通話ができるところは社員からも評価が高い。

-日経コミュニケーション社より従業員 500名を想定した BYOD特集の記事があり依頼を頂

く。 (9月号掲載)

-シスコテクノロジー論文コンテストで特別賞を頂く。

-オフィス移転に伴い新システムを導入したオフィスにこれまで 30社以上の企業にご覧頂

いた。

7. テレワーク推進体制・運用制度

-推進組織は例年同様、トップ及びアドミニストレーショングループ(管理部)の荒巻の 2

名体制であるが、オフィス移転に伴い、チームレベルでやりやすい運用をいくつか試す試

みを行っているため細かな運用には推進側が関与しない方針で進めた。

-トップに関しては以前から外部で講演活動を行い、自らも時間にとらわれない働き方に

取り組んできたが、今期の体制では現場レベルの運用方法については現場に任せ、テレワ

ークを推進することで自走集団を構築することに力を注いだ。

-日経コミュニケーションに紹介されたパッケージを InteropTokyo2013で披露。

-社内システムもオフィス移転に伴いコラボレーションパッケージ(新システム)で再構
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築。 (SMBグループ)

-毎日かならず電話のシステム (PCのブラウザからログイン可能)にログインをしなけれ

ば電話が使えない仕組みを作った。(シンプル仕掛け)

-内線通話はすべてピデ、オコールになる仕組み (IP-Phoneによる)ウェブ電話帳による顧

客管理、状態確認チャット(プレゼンス)システムによる在籍確認。

-在宅勤務規定の見直し。

8. テレワーク実施環境

・ビデオ会議システムと IP-PBXの統合作業

これにより、 IPフォンからビデオ会議端末に通話が可能になることや、在宅勤務時、ソ

フトフォンから外線発信に加えビデオ会議に接続できたりと lつのツールですべてのコミ

ュニケーションツールにアクセスが可能になった。

-基本の遠隔コミュニケーションツールは電話でなくビデオ

受付システム含め、毎日ビデオのシステムを利用することで、特別な日しか利用しない

ビデオではなくビデオを日常にするため受付、すべての部屋のビデオ会議システムの導入、

全社員の IPフォンのピデ、オ対応化を行った。

-社内ワイヤレス環境の集中管理型(ワイヤレスコントローラ)導入

来客の方向けには、ンンプルな形で、インターネットが利用できるゲスト WiFiを用意。

. Web電話帳のシステムをスマートフォンに入れることで在宅時、 VPN環境を構築し内線化

をしなくても会社の電話(発着信)を個人のスマートデバイスで行えるようになった。(コ

ールパック方式)

9. 今後の予定

・中小企業こそ新しい働き方にチャレンジしてもらいたいため、 100社以上の企業にオフィ

スを見学頂くよう仕組みを整備する。

-数年前からの取り組みになるが、コミュニケーションツールは社内だけではなく社外と

繋がる時代。当社で販売しているシスコ製品以外とも相互接続できる技術検証を更に推進

していく。
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1 O.協力企業・団体及び協力内容

.シスコシステムズ合同会社

簡単ノ号ッケージとして導入できるように共同で機器検証を行ったことと、論文コンテスト

にて弊社のワークスタイルについて講演の機会を頂いたこと。
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<主な実施目的>

銀座セカンドライフ株式会社

東京都中央区銀座七丁目 13番 5号 NREG銀座ビル 1階

代表者・片桐実央

http://ginzasecondl ife. co. jpj 

資本金 :10，000千円

業種・起業支援サービス

従業員数:6人

テレワークを利用した SOHO及び自営型テレワーカーの育成や支援

<実施期間>

2010年 10月~継続中

<実施内容>

1目テレワーク名称、

テレワークを利用したシニア起業支援

2.対象部門・対象人数

834人(契約者数)

3目テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

弊社は、代表の片桐が、祖母の介護をきっかけに、セカンドライフの重要性を痛感し、

高齢化の諸問題を解決し、一生を通じて生きがいを感じる、充実した生活を実現するため

の支援がしたいと思い、 2008年 7月に銀座セカンドライフ株式会社を設立しました。

シニア起業家は、事業拡大より事業の継続性や自由度のある経営を重視しているため、 l

人で起業する人が多く、初期投資やランニング、コストを抑える傾向にあります。自宅でも

外出先でも仕事をするというワークスタイルで、パソコンはもちろんタブレット端末も活

用しています。

そのため、レンタルオフィスを拠点として設け、テレワークを推進することで、起業し

やすくなり、事業継続し易くすくなると考えました。

またレンタルオフィスとしても、単なる場所貸しではなく、起業後の情報提供、人脈作

り、事務処理代行などの支援サービスを提供し、他社との差別化を図っています。

4 導入のテレワーク制度内容など

実施場所・弊社レンタノレオフィス (4庖舗 118席で運営中)

20日年 10月 銀座 l号庖オープン

2012年 02月 銀座2号庖オープン

2012年 07月 銀座3号庖オープン

銀座セ力ンドライフ株式会社 43 



2013年 06月 東京庖オープン

実施部門・レンタルオフィス会員

人 数 834名 (2013年 10月 4日現在)

実施内容

(1)基本機能

①会員になると、 ICカードを渡します。 ICカードは以下の 2つに使用します。

. 4庖舗のレンタルオフィスのセキュロティドアの入室に使用します。

・複合機の ICカード認証に使用します。情報漏えい防止、間違えて印刷をしてもデー

タを削除できるので、印刷コストの削減ができます。

②有線・無線 LANのインターネットが利用できます。

(2) オプション機能

携帯電話を使用した専用 03電話番号提供サービスや、パソコンを利用した 03FAX番号

サービスも提供しています。

自己評価:起業家が必要とするテレワーク設備が整っていると捉えています。

初期費用 0円、月額料金 9，980円という、リーズナブルな価格で都心の一等地

のオフィスを利用できるため今後も契約者は増えると考えています。

巴己
20名セミナールーム

E-11JiJ巧!
I 1，吋…、!とゆ冊子督

時 竺1

銀座アントレサロン・フロアー図

調 l
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5 テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

弊社は、 50~60 代の定年前後の方の、起業する上での悩みや要望に対して、起業相談、

人脈づくり、オフィス提供、事務代行まで、様々な起業支援サービスをソフトとハードの

両輪で提供しています。いわゆる「シニア起業Jを、

①起業コンサル・事務サポート

②起業家交流会

③レンタルオフィス

の3本柱で支援している会社です。

レンタルオフィスは、現在、銀座・東京で 4庖舗運営しています。年内には横浜に出府

予定です。会員は4府舗すべてを利用できるサービスで、 4庖舗のセキュリティドア、イン

ターネット、複合機の基本機能を全て統ーしているため、会員は各府舗をサテライトオフ

ィスとして行き来しつつ使うことができます。

レンタルオフィス事業は、現在会員が 834名です。会員のシニア起業家がテレワークを

利用して活動することで、スムーズな起業と事業の継続を実現し易くなり、日本開業率の

向上や日本経済の発展に貢献していると考えています。

6. テレワークの導入効果

レンタルオフィスは 2010年 10月にオープンしてから、約 3年になりますが、契約数は

順調に増え、 2013年 10月2日現在、会員は 834名になりました。前年比 185%です。

現在も 1 日あたり l 名~1. 5 名の割合で増加しています。

設備を統一し底舗格差を無くしているため、効果的にモバイノレオフィスとして活用され

ています。顧客ニーズに合わせ機能を拡充しているため、会員からの評価は高いです。

900 T一一ーーー----凶-------回目白ーー------ー回目白ー

800 + ー ーー目白血----------但ーーーーーーーーー園田回目白『ーー一一一
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7 テレワーク推進体制・運用制度

。推進は代表者が率先

・会員や起業相談者からの意見を聞き、テレワークサービスを立案
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-協力会社と連携し、テレワークを導入

Oメンバー

・レンタルオフィス利用希望者へ説明と、既存会員への啓発を実施

・弊社主催で「テレワーク導入推進セミナ-Jを開催し、会員企業に対し「シニア起業」

におけるテレワークの活用法・利便性や経営効率の向上という点について情報発信し

ています。

0本底集中管理

・複合機、セキュリティドアの設定は、本庖で一括管理

本庖から設定データを送信 日次・ 18時

8目テレワーク実施環境

0レンタルオフィス会員

• ICカード認証によるセキュリティドアの入室管理

・インターネットは庖舗の営業時間内であれば制限なく利用可能

・プリンタドライパを切り替えることなく、どの庖舗でも印刷が可能

• ICカード認証複合機の導入により、情報漏えいの防止と印刷ミスの削減が実現

O庖舗間

• VPN接続

9.今後の予定

「シニア起業」分野に特化している起業支援会社は他に無いのでその点で新規性があり

ます。また、超高齢社会の日本では本事業は注目されています。現在 l日あたり l名のベ

ースで利用者が増えており、売上は今のところ順調に推移しています。

現在は銀座で 3}吉舗、東京で 1庖舗を運営していますが、 l年あたりレンタルオフィスを

1~2 庖舗出j吉予定です。 5 年後、 10 年後は、全国の主要都市にレンタルオフィスを出庖し、

シニア起業家を大勢輩出する予定です。

過去の推移から踏まえて、直近 3 年は前期比 130~150%で売上を計画しています。レン

タルオフィスを中心とした「シニア起業」支援を行い、テレワークによるシニアの活躍を

期待します。

1 O.協力企業・団体及び協力内容

株式会社ヤマダイ

・・・複合機の環境設定、 LAN環境構築、セキュリティドア設置・設定など

-社内情報共有、スケジューノレ共有の取り組み
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キヤノンマーケテイングジャパン株式会社

<主な実施目的>

テレワークによる経営効率の向上及び改善

<実施期間>

2012年 12月~現在(拡大中)

<実施内容>

1田子レワーク名称、

なし

2.対象部門・対象人数

総務部門他 7部門

事業系 1本部

計 96名 ※テスト運用者も含む

3. 子レワーク導入に至る経緯・ねらい M 目的

・経緯.

東京都港区港南 2-16-6

代表者:JlI崎正己

http目//cweb.canon.jp/corporate/ 

資本金:73， 303， 000千円

業種:商社(事務機器 .OA関連)

従業員数単独 4，892人、連絡 18，490人

キヤノンマーケテイングジャパングループを取り巻く様々な課題(図 1)を受け、社内で

ワークスタイルの見直しが加速化。 2011年、経営トップより在宅勤務の制度化を検討する

よう、具体的な指示があった。それを受け、同年、主管部円である総務にて、約 15名の 1

次パイロットテスト、 2012年には範囲を広げ、本社部門約 100名による 2次パイロットテ

ストを実施。

アンケートを通して、実施者及び非実施者(管理職含む)の意見を募り、ワークスタイ

ルの変革に有効であり、管理職のマネジメント上も問題ないと判断。経営会議での承認を

経て、 2012年 12月より制度化。(図 2)

-目的.

キヤノンマーケテイング、ジャパンの在宅勤務制度は、柔軟で新しい働き方を自ら体現し、

社員の労働の質を高めることを目的としている。また、ひいては、そうして蓄積したノウ

ハウをお客様と共有し、自社だけでなく、お客様のワークスタイル変革を推し進めること

を目指している。
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4.導入のテレワーク制度内容など

・概要

本社勤務の内勤系職種を対象に、時代に合った新しいワークスタイルを実践し、会社全

体の活力(生産性)を上げるべく、在宅勤務の制度化に取り組んだ。なお、モバイルワー

クスタイルについては、既に導入済み。

・実施場所:自宅およびそれに準ずる場所

圃承認、基準

在宅勤務が実施可能な職務と会社が認め、かっ本人が希望し、上長が承認していること。

ただし、テレワーク(在宅勤務)により、お客様へのサーピスや、周囲の業務効率が著し

く低下する場合、個人情報を持ち出さないと仕事ができない場合や、新入社員は対象外と

している。

・申請

①期毎に申請

②提出書類

・在宅勤務申請書兼確認書

-自宅インターネット環境調査書

5. テレワーク制度上、創意工夫した点闘アピールしたい点・苦労した点について

圃アピールポイント

(1)社員のライフコースにおける様々なニーズに、総合的にアプローチできる制度体系で

ある。

(2)既存のリソースを有効に使い、最小限のコストで制度化した。

(3)運用を各部門に任せることで、より柔軟な制度となっている。
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(1)社員のライフコースにおける様々なニーズに、総合的にアプローチできる制度体系であ

る

在宅勤務制度は、一般的に育児を担う女性に対する福利厚生を意識した制度として導入

されるケースが多いが、キヤノンマーケティング、ジャパンの在宅勤務制度は、いくつかの

条件をクリアすれば、役職・性別・年齢は問わず対象者となることができる。

より質の高い仕事をするためには、社員の活力を向上する必要があるが、それには、①

仕事そのものの生産性を上げること、②様々なライフイベントに対応できる柔軟な働き方

を確立すること、が肝要だと考えている。

制度そのものはまだ発展途上ではあるが、すでに実施している社員からは、①と②の良

いサイクル(本当の意味でのワークライフバランスの向上)が報告されている。

(2)既存のリソースを有効に使い、最小限のコストで制度化した

在宅勤務制度導入に当たり、新たな初期投資はほとんど行っていない。

これは、弊社が ICTソリューションを提供している会社であることも関係しているが、

一番大きいのは、 ドラスティックな改革にこだわらず、ツール、運用、実施範囲等、あら

ゆる面において、“出来るところから少しずつ"としづ姿勢で地道に取り組んできたからで

ある。

(3)運用を各部門に任せることで、より柔軟な制度となっている

ドラスティックに制度改革を行うと、組織ごとに異なる課題がある場合、制度化のハー

ドソレが格段に高くなってしまう。

一方、スモールスタートから拡大する場合、組織ごとのニーズや課題に個別に対応でき

る。弊社では、ガイドラインでは最小限のルールを示し、それとは別に、必要に応じて部

門ごとに個別のルールを作ることで、制度そのものは柔軟な運用が出来ている。

6. テレワークの導入効果

アンケート実施期間:2013 年 6 月 26 日 ~7 月 5 日

集計対象期間: 2013 年 l 月 ~6 月末

-実施回数

一人がひと月に実施した回数(平均)・・・・・1.7回
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[テレワーク(在宅勤務)対象者への質問]

-テレワーク時の業務内容

39も % 厩資料作成・読込み
踊問い合せ対応
圃契約書等作成・精査
・テ、タ集計・Webペラ作成・管理
圃伝票処理
・承認業務
幽会議・MTG
口受発注処理

-部下とのコミュニケーション(対象者.ライン管理職)

ほとんど不安を

感じなかった

-生産性

圃成果物の完成度

変わらなし

かなり向上
した

した

幽全く不安を感じなかった

圃ほとんど不安を感じなかった

圃少し不安を感じた

聞かなり向上した

慣少レ向上レた

阻変わらない

-向上した
掴変わらない
圃εちちとも言えない
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-オフィス勤務時の通勤時間(往復)

0.5-1時間
2.5-3時間

1-1.5時間 14% 
2-2.5時間

..2.5~3時間

医2~2.5時間

瞳1.5~2時間

圃 1~1. 5時間・0.5-1時間
1.5-2時間

-テレワークの継続希望

3% 

今後も子レワーク
を実施したい

圃制度利用者のメリット(複数回答)

-今後もテレワークを実施レたい

置とちちとも言えない

国今後テレワークを実施Uなくても良い

通勤時川崎時閣を有効に使治仁二本ぶ二三ごーーで一一一一一一一ーでご二二二ご:J36 

集中でき吾環境品取品ととで仕事的効率が上b鴻

体力・精神力にゆとりが生まれる

出産・育史と仕事在両立宮る上での式きな助削Zなる

怪読料青気Eよる一時的な出往時腕に六書世助恥なる

環境目E蛮えて仕事聖哲ることでQIJエイティブな発想当性まれる

介護と仕事埼両立宮るよでの大量な助(1f<:なる

モ的他

16 

10 

ITl 27 

ゆ伺 25

20 
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[テレワーク(在宅勤務)非対象者への質問]

有効回答数:77名

-テレワーク中の部下とのコミュニケーション(対象者.ライン管理職)

ほとんど不安を
感じなかった

全く不安を感
じなかった 圃全く不安を感じなかった

圃ほとんどI不安を感じなかった

狙少し不安を感じた

圃テレワーク中の上司とのコミュニケーション(対象者:一般者)

少し不安
を感じた

.全く不安を感じなかった

.ほとんど不安を感υなかった

.少し不安を感L，:;t;こ

園大変不安を感μfこ

-テレワーク中の同僚とのコミュニケーション(対象者.一般者)

少し不安
を感じた

全く不安を感
なかった

たつ

れ
九

h
Nノ

つ

恥

旬

山

山

都

た

一一H
U
一
宇
セ

H

レ

割

安

感

を

一

不

を

安

ど

安

不

ん

不

ど

、

レ

」

lυ

全

ほ

少

々

園

周

司

ほとんど不安を
感じなかった

園生産性(上司がテレワークをした際、自分の業務の生産性)

向上した

.向上した

.変わらない

闇低下じた
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-生産性(同僚がテレワークをした際、自分の業務の生産性)

%向上した

[テレワーク(在宅勤務)非対象者への質問]

-上司や部下のテレワークによる、電話転送の頻度

聞向上した

.変わらない

圃低下した

.通常とほぼ変わりながった

掴課内でテレワーク実施者無

通常とほぼ変わ

りなかった

調増加したが自らの業務に支障をきたす程ではなかった

.増加レたため自らの業務に却章力団た

聞通常より減った

7.テレワーク推進体制・運用制度

圃推進組織体制

-事務局:総務本部

・支援・相談:人事、 IT、情報セキュリティ部門

園周知方法

-イントラ(ガイドブ、ックの掲載など)による周知

.各部門のキーパーソンを通じた情報提供

-説明会

副トップのかかわり

ワークスタイル変革の必要性を経営トップが強く認識し、トップダウン形式で総務本部

内にテレワーク推進事務局が設置され、制度化へ向けて舵を切ることとなった。

その後、パイロットテストを通じて社員の間でテレワーク制度化への機運が高まり、経

営会議などでパイロットテストのレビューや社会のテレワーク情勢の報告を行った。

社員の生の声の後押しもあり、結果、制度化されることとなった。
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-テレワーク(在宅勤務)ガイドライン

人事、 IT、情報セキュリティの遵守項目を明記した、在宅勤務に特化したガイドライン。

制度化に合わせて新設した。

【項目]

目的/定義/対象者/実施条件/申請/勤務/労働時間/情報セキュリティ/費用・手当/安全衛

生・労働災害/制定/サポート

8. テレワーク実施環境

・執務環境

・自宅に限る。ただし、下記の条件を満たすこと0

.執務可能な環境があること

・家族の同意が得られていること

・自宅にインターネット接続環境があること(有線LAN)

-勤務

・週 2日、月 6日を上限とする

. 9 : 00-17 : 30をベースとし、 1時間もしくは 30分の前倒しを可能とする

圃情報インフラの整備状況 ※新たな投資はなし

・会社支給のノート PC、内線携帯電話を支給

・チャット、プレゼンス、 Web会議システム、家庭内有線 LAN

・情報セキュリティ(ガイドラインに明記)

• ITツールによる対策(ハードディスクパスワードの設定、 VPN暗号化システム、ア

ンチウイルスソフト、ワンタイムパスワードカードによるユーザ認証)

.，レーノレ・禁止事項

・既存の規程(人事、 IT、情報セキュリティ)をベースに、在宅勤務に関連のある部

分を抜粋、要約し、ガイドラインを作成。

9 今後の予定

・ガイドラインの見直しにより、より柔軟な制度へ

現在の実施可能日数は、週 2日、月 6日 (9:00-17: 30を基本)を上限としているが、

業務の生産性を維持、担保できることを条件に、上限日数の拡大、基本時間の幅を広げ

ることを検討する。

-実施部門の拡大

本社部門にとどまらず、各事業部門の間接スタッフや、グループ会社への拡大を検討。
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-新たな ICTツールの検討

在宅勤務中の社員とし、かに円滑かつタイムリーにコミュニケーションを図るか、会議

や MTGを行うための ICTツールを模索し、新たなコミュニケーションスタイルを確立。

-お客様との情報交換、制度化支援

1 0 協力企業・団体及び協力内容

日本テレワーク協会

.人事や労務管理面でのアドバイス

-ガイドライン策定に際してのアドバイス
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独立行政法人国際協力機構

<主な実施目的>

東京都千代田区二番町 5-25二番町センタービル

代表者:田中明彦

http://www.jica.go.jp 

資本金 7兆 7，820億円 (2013年 3月末時点)

業種公的事業(国際協力)

従業員数約 1，800人

テレワークによる経営効率の向上及び改善

<実施期間>

2012 年 9 月 ~2013 年 10 月

<実施内容>

1 .子レワーク名称

在宅勤務試行導入による働き方改革

2.対象部門・対象人数

2012年人事部(試行)

2013年本部5部門(試行.応募部署より業務内容の異なる部署を選択)

約 180人

3. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

当機構では、次世代育成支援行動計画を策定し、仕事と家庭を両立させることができ、

かつ、職員全員がその能力を十分に発揮できるようになることを目指し、全職員が働きや

すい環境作りを推進している。

上記計画の趣旨に則り、仕事と生活の調和の支援及び時間管理を強く意識した働き方へ

の変革を目的とした「在宅勤務J導入の検討のため、平成 24年度に人事部にてプレ試行を

行い、その後平成 25年度には在宅勤務本格導入に向け、業務内容の違う部暑での試行を実

施中。

在宅勤務導入に期待する効果は以下のとおり。

( 1 )業務の効率化

・業務の生産性及び効率性の向上(作業集中時間の増加、通勤疲労度軽減)

・仕事の計画性の向上による意識改革(時間管理を強く意識した働き方への変革)

(2)通勤時間の振り替えによるワークライフバランスの向上

-家族との時間や自己研鎖等に充当、男女の家庭責任遂行の強化、生活の質の向上、地

域コミュニティへの参加機会増加などの社会貢献の促進

(3)病気等による通勤困難者の就業機会の提供、障がい者雇用の拡大
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4 導入のテレワーク制度内容など

1 )人事部における試行 (2012 年 9 月 ~10 月)

施行を開始するに当たり、策定した「在宅勤務施行勤務規則Jr情報セキュリティ上の留

意点Jr申請フォーム」や実施方法に関する問題点の確認を目的に実施。

く〉対象.人事部内職員及び期限付職員のうち希望者

く〉在宅勤務の頻度・全員 l 回の実施(最大週 1~2 日程度)

く〉実施方法.事前申請(課内に同日に 1人程度)、出張用パソコンの利用

く〉実施結果.対象の 60%が実施(具体的成果等の結果は次項参照)

2) 本部 5 部署における試行 (2012 年 7 月 ~10 月)

業務内容の違う部署での試行、継続的に実施した場合の影響等の確認、及び導入に向け

て必要な改善事項の確認を行うため本部複数部署にて実施。

く〉対象.応募があった中から業務内容の違う 5部署を選択

く〉在宅勤務の頻度 全員 l 回の実施(最大週 1~2 日程度)、各部 2 名は週 1~2 日程度の

在宅勤務を 1か月間実施

o実施方法.事前申請(課内に同日に 1人程度)、出張用パソコンの利用

く〉実施結果:対象の 75%が実施 (7、8月に実施した 2部署の平均。結果は事項参照)

5 テレワーク制度上、創意工夫した点岡アピールしたい点・昔労した点について

仕事と生活の調和の支援及び時間管理を強く意識した働き方への変革を目的とした「在

宅勤務」導入の検討のため、平成 24年度に人事部にてプレ試行を行い、その後在宅勤務本

格導入に向け、現在業務内容の違う 5部暑での試行を実施している。

在宅勤務施行導入にあたっては、「在宅勤務施行勤務規則Jr情報セキュリティ上の留意

点J.r申請フォーム」などを整備し、事前に人事部内で試行を行った上で対象部署の職員全

員を対象に実施(自律的に業務が実施できる者のみ)。一部職員は継続的に在宅勤務を行う

ことでその影響を確認している。

現在上記のとおり本部 5部署による試行実施中ではあるが、先行して行った 2部署では

対象の 6~9 割の職員が試行に参加するなど、積極的な参加がみられ、効率的な業務実施だ

けでなく、働き方の選択肢の増加として積極的な評価もなされている等、順調な進捗をみ

せている。

.JICAの業務は国内外の関係者との対話が非常に多く、在宅勤務を行う難度の高い業務

形態であると認識しているが、業務の効率化、ワークライフバランス向上などの重要

課題の解決のため、在宅勤務の推進に取り組んでいる。

-現在]ICA全体で業務改善にまさに取り組み中であり、在宅勤務はそれと呼応しながら

職員の意識を変えていく一つの鍵だと考え、積極的にとりくんでいる。
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6 テレワークの導入効果

試行段階ではあるが以下結果にみられるとおり、効率的な業務実施に成果がみられたと

いえる。

報告書作成などの業務に大きな進捗があり、職員の仕事に対する満足度にも向上がみら

れた。(結果は部署により差がある。

在宅勤務への評価の高かった部署では 7割の職員が効率が上がったと、また集中度も 8

割があがったと回答)

①適切な執務環境が確保され、在宅勤務に向いた業務(報告書の作成、資料の作成等自

己完結的業務)を実施するのであれば、効率も生産性も向上する。

②成果物目標と完了時刻を設定した業務スタイルへの意識づけには効果あり。特に継続

的に在宅勤務を実施することで計画性、情報共有もさらに促進される。

③通勤時間がないため家族との時間増加や終業後の通院等ワークライフバランス向上に

も良い影響があった。

④機器の問題、ネット環境、フォルグ、や、ンステムへのアクセス制限等に関し改善

7. テレワーク推進体制・運用制度

・人事部長を長とし、人事部がその推進を行う。

・各部門には部門長会議で周知、施行部署の募集を行い、試行実施においては各部門長

の責任の下に施行を実施中。

・本格導入にあたっては経営層からのメッセージの発信を予定。

「在宅勤務試行勤務規則Jr情報セキュリティ上の留意点」を在宅勤務用に策定(別添)

主な内容は以下のとおり。

労働時間 原即IJ9 時 30分~ 17時45分の勤務時間ョ超過勤務及び休日勤務は原則として認めない四

(短時間勤務中職員はその勤務時間を遁尼，時差シヨド可a 有給休暇併用司容)

労務管理方法 申議書による業務計画及び実極結集の確認(適宜、成果物の提出)、始業時・終業時の連絡

機器・費用 出張扇パソコンの利用。自宅でのパソコン及びイン告 ネット使用L係る費用i孟労働者負
mo原JlIJメーんでのやりとり，電話相談が必要な場合i主、職場からかけなおす。

就業場所 自宅のみ可とするー

情報セキ，~i'イ 情報セキユりTイ管理主星程を遵守。自宅内であっても、離席時1=1まパソコンをオコにするー

申請方法 事目'Jに在宅勤務申請書を所語部署に提出し、承認を得る.

評価制度 通常勤務者と全く詞綴，不利益設いしない」とを周知ョ

B テレワーク実施環境

現段階では出張用パソコンを利用して在宅勤務の試行を行っている。
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情報セキュリティ上の制約により外部からはイントラネットへのアクセスが制限されて

おりこの点は今後改善が必要である。

まずは情報の整理と共有化を推し進めている段階にある。

9目今後の予定

5部署での試行の結果のとりまとめ、対策・方針案の策定を行い、平成 26年度第一四半

期のパソコンのモバイル化に併せ、本格導入を想定。この場合の対象者は全職員(自律的

に業務遂行が可能な者)、週 l 回~2 回の在宅勤務を可能とする予定。

導入にあたっては全職員の理解促進・積極的な活用に向け、経営層によるメッセージの

発信、説明会などの実施を検討中。

1 O. 協力企業・団体及び協力内容

.シスコシステムズ株式会社

在宅勤務の取り組み紹介、システム上の運用方法などを紹介してもらうことで在宅勤

務導入の参考とさせていいただいた。

・一般社団法人 日本テレワーク協会

在宅勤務導入にあたっての他社の事例を紹介いただき、また推進に向けてのアドバ

イスをいただいた。
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<主な実施目的>

チユーリッヒ保険会社

東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス 16階

日本における代表者および最高経首責任者.北i畢章

http://酬 w.zurioh.00. jpj 

資本金(スイス本社): 6，000万スイスフラン

業種目損害保険業

従業員数回 920人

テレワークによる経営効率の向上及び改善

<実施期間>

2013年2月~現在継続中

<実施内容>

1 .テレワーク名称

在宅勤務トライアル実施の取り組み([業務ニーズ対応型と育児配慮型12つの在宅勤務

の並行実施について)

2. 対象部門・対象人数

ダイレクト事業本部カスタマーケアセンター(コンタクトセンター): 19人

損害サービス本部・ l人

3 テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

02012年データセンターの海外移転に伴うシンクライアント導入により、テレワークの活

用を本格的に検討できる IT環境が実現した。 o一方、カスタマーケアセンターでは、繁

忙期における放棄呼(電話頂いたお客様が，待ち状態中に電話を切ってしまう)対策の

ーっとして、在宅勤務の導入を検討していた。

0また、損害サービス本部でも、育児勤務者活用の観点から、かねてより在宅勤務の有効

性に着目していた。

Oそこで、 2013年2月、まずはカスタマーケアセンターで在宅勤務トライアノレを開始し、

そこでの導入経験を基礎にして、 2013年 7月から損害サービス本部での在宅勤務トライ

アルを開始した。

4 導入のテレワーク制度内容など

O 業務ニーズ対応型

対象者目カスタマ}ケアセンターのスーパーパイザー(チームリーダー)19名

対象業務:パック業務(電話業務以外のメール業務、事務処理業務)
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0 宣旦血昼型

対象者:損害サービス本部損害サーピス集中センター課長補佐 l名

対象業務.損害サービス事案の点検、承認業務

実施時期 実施内容

2013年 1月 カスタマケアセンタ のトライアル勤務対象者へ事前説明会を実施

2月 カスタマーケアセンターにおいてトライアノレ勤務を開始(調布オフィス，対象

者数 19 名，週 1~2 日の部分在宅勤務型)

6月 損害サービス本部においてトライアル勤務を開始(調布オフィス，対象者数 l

名(育児勤務者)，週 4日の常時在宅勤務型)

7月 カスタマーケアセンターにおけるトフイアル勤務の実施レビュー結果と今後の

推進計画について社内人事委員会へ報告

8月 カスタマーケアセンターにおけるトライアノレ勤務の内容について一部見直しを

行い、 トライアノレ勤務を 12月まで延長

10月 2つのトフイアル勤務を踏まえた全社正式導入について社内人事員会へ提案

2014年 2月 在宅勤務制度の全社正式導入

(予定)

カスタマ ケアセンター 損害サービス本部

トライアノレ勤務 トライアル勤務

目 的 ①繁忙期の放棄呼対策 ①ヲ クライフパフンスの向上と育児勤

②ワークライフパランスの向上 務者の有効活用

③全半土的な在宅勤務のノレーノレ化に向け ②育児介護型在宅勤務の全社導入に向け

たノウハウの蓄積 たノウハウの蓄積

④事業継続計画への対応 ③ペーパーレスや会議削減等による新た

な業務モデノレの検討

期 閑 2013 年 2 月 l 日 ~2014 年 l 月 31 日 2013 年 6 月 1 日 ~2014 年 l 月 31 日

業務 パック業務(事務処理、メーノレ対応等) 損害サービス事案点検、支払決済業務

※電話業務については今後検討

対象者 スーパーパイザー*(19名) 課長補佐料 (1名)

*パート社員 10名程度を束ねる現場の 料課長を代行しチームメンバーの事案点

チームリーダー 検、権限内での支払決済を行うポジション

5 テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・昔労した点について

・トライアル勤務の実施にあたっては、在宅勤務者とのコミュニケーションを密に取るこ

とを重視した。

・メールやスカイプ等による業務のやり取りに加えて、共有フォルダ上に「コミュニケー

ションボード」を置き、担当者と在宅勤務者の聞できめ細かいコミュニケーションを取
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っている。

・きめ細かいガイドラインの構築や、できる限り丁寧なコミュニケーション等に注カして

きた結果、 2つのトライアル勤務はほぼ問題なく順調に実施され、一定の効果を確認でき

た。

6.テレワークの導入効果

部門 成果

カスタマー -通勤時間を勤務時間に転換することで一定の勤務時間増を確保

ケアセンター -在宅勤務によって空いたオフィス席(平均3名分/日)を電話業務に活用

→繁忙期の放棄呼対策としては一定の効果ありと判断

損害サービス 在宅勤務対象者の所属チームの事務事故件数が減少 (3~4 件/月→0 件/月)

本部 *在宅勤務者の業務効率がアップし、空いた時間でチームメンバーへの

指導が充実したためと考えられる

[カスタマーケアセンター】

繁忙期の放棄呼対策としてのトライアル勤務の効果 E 

-通勤時聞を勤務時間に転換吋一定の勤務時間増

.在宅勤務によって窓いたオフィス席(3席分)をコール

業務に活用

在宅勤務の周閉総勢価時間

一定の効果ありと判断

今錐・対象者の拡大
現在のSV"h¥らパート社員へと

対象を拡大してい〈予定

F
F
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[損保サーピス本部]

トライアル勤務の効果 1 r 対象者本人の声(7.1'1-1'ン何日り〉

@所属チームの事務事故件数の減少 @ペースを乱されることなく、業務に集中で
2013年5月まで目平均3-4件/月 きる。業務効率の向上を実感している。

→2013年6月-9月・皇金
φQA指情事項の減少 。自宅の就業環境も特に問題ない。机や

イスも勤務に適したものを購入したので、

在宅勤務しているAさんの支払決済の処 特に疲労が溜まることもない。

理効率が高まったため、他の課長補佐が
-オフィスで勤務する他のチームメンバー初動チェックや担当者への指導に十分な

持聞をかけることができている結果と考え とのコミュニケーションも円滑。特に支障

られる。 があるとの話も濁いていない。

~ 
l順調に進んでいることから、現在のスキームによりさらなる対象者の拡大を検討していく

7田子レワーク推進体制・運用制度

0全社的な推進体制:全社的に推進中の経営変革活動「トランスフォーメーション」にお

ける 15の重要プロジェクトのうちの一つに位置づけ、チーフ HRオフィサー(最高人事

責任者)が全体責任者。人事総務部を推進事務局とし、各トライアル勤務の進捗につい

て社内人事委員会に報告し、その都度、経営幹部とも検討を重ねながら正式導入に向け

た取り組みを推進。

0カスタマーケアセンターの推進体制:個人保険部門統括本部長をプロジェクトオーナー、

ダイレクト事業副本部長およびカスタマーケアセンタ一統括部長をリーダーとし、カス

タマーケアセンターの導入担当者、人事総務部担当者、 IT運用部担当者からなる推進

チームによりトライアル勤務を推進。

0損害サービス本部の推進体制:損害サービス本部長をプロジェクトオーナー、在宅勤務

対象者の所属長(部長、課長)をリーダーとし、損害サーピス本部の導入担当者、人事

総務部担当者、 IT運用部担当者からなる推進チームによりトライアル勤務を推進。
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個人保険制門

盆鐘杢盤呈
プロジ:r.?トオーナー

:瓦事語扇面
袈単章

IT運用部

担当者

事務局

プロジェウトオーナー

X司. .，務部マ

盟主主一ー

IT運用部

担当者

事務局

0カスタマーケアセンター、損害サービス本部ともに、制度運用のための手続きや勤務ル

ーノレ等を記載した制度運用ガイドラインを定め、内容について対象者へ十分な説明行っ

た上でトライアル勤務を始めている。

8. テレワーク実施環境

0シンクライアント導入により、高いセキュリティレベルでのリモートアクセスが可能と

なった。

0在宅勤務で使用するパソコン、携帯電話等は原則として会社貸与とした。

O個人情報等の機密保持については、通常勤務において定められている各種ルールに加え

て、在宅勤務特有の遵守事項に関するノレールを定めるとともに、在宅勤務者個人からは

所定の様式により機密保持に関する誓約書を取得している。

9. 今後の予定

Oトライアル勤務の実績を踏まえて、 2014年 2月に在宅勤務制度を正式導入する。

0正式導入では次の 2つの在宅勤務タイプを定義して、それぞれのタイプに適合するルー

ルを定めるとともに、対象者等の拡充や他部門への拡大を推進していく。

①在宅勤務 A:業務の必要性にもとづき、対象業務、対象者を会社が指定して実施する在

宅勤務(カスタマーケアセンターにおけるトライアル勤務の実績を踏まえたもの)

②在宅勤務 B:育児・介護等の個人事情を考慮し、個人ごとに実施する在宅勤務(損害サ

ービス本部におけるトライアル勤務の実績を踏まえたもの)

0また、在宅勤務Aにより、 BCP対応型の在宅勤務も部門ごとに逐次展開していく予定。
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カスイ担マーケアセン告ーと績害サービス本部それぞれのトライアル勤務を踏まえた

2つの勤務告イプを定義し、それぞれの告イプに適合するルール等を整備する

部門の業務ニーズに応L:ト肯111*

.それぞれのニーズに照らして一定の効

果が見込める部門に導入する。

・対象者は、本人の同意にもとづき運用

部門で選定する。

-必要に応じて、ピジネスの特性に合っ

た勤務ルールを策定する。

i寄宅勤務AIこ説、配P対応型の在宅勤務i
L主空空里哩k主t主主主ーーーーーー・・・・"・・・'"'j

1 O. 協力企業・団体及び協力内容

曹関介繕傷病等の伺人事情に応L:ト制摩

・全社員を対象とし、個人事情を考慮した

上で、特定の個人に適用する。

-個人の申請により会社が適用するかどう

かを判断するロ

・適用可否に関するガイドラインを作成す

る。勤務ルールは全社統一とする。

日本テレワーク協会からの情報提供や専門的アドバイス
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株式会社 NTTデータだいち

<主な実施目的>

テレワークによる雇用継続ならびに創出

<実施期間>

2012年 4月~現在

<実施内容>

1 テレワーク名称

東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル 14F

代表者目忽那太郎

http目//www目 nttdata-daichi.co.jp/ 

資本金:50，000千円

業種目その他サービス業

従業員数:133人(うち障がい者80人)

地方在住の重度身体障がい者を対象にした Web制作テレワーカーの育成

2 対象部門・対象人数

IT サービス事業部在宅講師 :6 名、受講生.累計 50~70 名

3 テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

弊社は、 NTTデータの特例子会社として障がし、者雇用の推進を目的に 2008年7月に設立

し、同年 12月に特例子会社の認定を受けました。

障がい者とともに事業開発を進めていく上で、 3つのキーワードを掲げています。

(1)企業が生業としている事業の中から障がい者が携われる業務であること。

(2)特例子会社として、社員に存在感を示せること。

(3)障がい者といえども、品質、納期はプロフェッショナルであること。

く3つのキーワードの具体的な取り組み方針〉

(1)については、企業が行っている業務の中で、コスト・スキル等を勘案し、外注してい

る業務の中から障がい者とともに行っていける業務。

(2)については、事務所内のオフィス等で直接障がい者とともに働いている姿が社員に見

える業務。

(3)については、決められた納期に同業他社と同レベルの品質で仕事を仕上げること。

この 3つのキーワードを進めていくためには、作業場所としての制限から本社ピル内で

事業を進めていくことだけでは限界があり、全国にいる高いポテンシヤノレを持った人材の

活用が不可欠です。そこで、障がい者故に通勤が困難という人たちの中から、通勤という

垣根を取り除いたいわゆるテレワーク業務なら力を発揮できるという点に注視し、「本社
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(現場)Jと「テレワーク」と言うハイブロットな業務形態を推進し、障がい者雇用の推進

を図ってきました。こうした取り組みの中で、現場で NTTデータグループ内に特例子会社

としてのだいちの認識度を向上させ、テレワークでの ICTを積極的に活用した高度な業務

への取り組みにチャレンジしてまいりました。

4. 導入のテレワーク制度内容など

・地方在住の重度身体障がい者を対象にした Web制作テレワーカーの育成

地方に住んでいる通勤が困難な重度身体障がい者の場合、元々求人の少ない地元企業

への就職が難しく、さらに在宅での仕事はより少ないため、就業困難な状況です。そこ

で、弊社では、厚生労働省の「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」を実施している

地方自治体と共同で、重度身体障がい者を対象lこW eb制作のテレワーカーとして就業

を目指す訓練事業 (eーラーニング)を実施しています。さらに、弊社eーラーニングFを優

秀な成績で修了した障がい者は、弊社をはじめとする企業において実際にW eb制作テ

レワーカーとして活躍しています。

なお、弊社はテレワーク仕組みを活用し、重度身体障がいの在宅社員によるW eb制

作業務を実施しています。

圃実施場所

東京都江東区豊洲及び全国各地

・実施内容

eーラーニングによる重度身体障がい者を対象とした Web制作テレワーカー育成訓練以

下、 eーラーニングで学ぶ内容です。

(1) Webサイト制作スキノレ

• HTML、CSS、画像編集、 Webアクセシピリティ等の Web制作の基礎

・弊社の在宅社員と共同作業を行うことで、 Web制作テレワーカーとしての実践能力を習

得。

(2)ビジネスコミュニケーションスキル

-メールの書き方等のテレワーク環境上で必要なビジネスコミュニケーションスキルを

習得。

5 テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

重度身体障がい者でも作業することができるような情報端末機器など ITインフラの整備

及び地方自治体との協働。

6. テレワークの導入効果

(1) Web制作テレワーカー育成の eーラーニング事業の拡大

平成 24年から本事業を立ち上げ、平成 24年度は全国 4都道県で実施、平成 25年度は全
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国 11都道府県で実施しています。

(2)テレワークによる Web制作テレワーカー雇用の促進

弊社が実施している研修(平成 24~25 年度)の修了生の内、 6 名が弊社及び NTT データ

グ、ループ会社に在宅社員として採用されました。

7. テレワーク推進体制・運用制度

園推進体制 (eーラーニング)

ττ= 
雌叫-必…

実施責任者

事務担当者
2名

;1訪問指導担識者

議宅講師
5名

-在宅就業の運用ル}ル

Ii;\~ 
叫

就職支援担当者

(1) グ、ループ編成の実施(在宅社員 5~6 名)。各グループにリーダーを設けています。

(2) TV会議システムによる朝会、進捗会議を実施し、緊密なコミュニケーションを図って

います。

(3)開始・終了メールによる就業管理を実施しています。

(4)チャットを活用した密なコミュニケーションと話しやすい雰囲気作りをしています。

(5)定期的に管理職との TV会議面談を実施しています。

(6):月l回程度本社と在宅社員でのオンライン懇親会を実施しています。

圃eーラーニングの運用ノレール

(1)時間管理ソフト・ LMS(Learning Management System)を活用した研修の進捗管理を

実施しています。

(2)月 1回程度、訓練生の自宅にて訪問指導もしくは現地でスクーロングを実施していま

す。
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-在宅勤務の作業環境

-全国24舗道府県31名の在宅勤務者が活慢しています.
・シンクライアント自由末を利用し、本社オフィスのPCにアクセスして雛摘を実施.
・主なコミュ=ケーションツーJI-除、 rTV会鶴」、『メーJ如、 rチヤツト」、「電話」で

用途に応じて使い分吋ています.

呂 テレワーク実施環境

・テレワーク環境

(1)在宅社員は、会社から貸与されたシンクライアント端末を利用し、本社オフィスにあ

るPCにリモートデスクトップで接続しています。

(2)シンクライアント端末側では小型可搬媒体の接続機能、印刷機能は搭載していません。

※NTTデータのテレワーク実施環境を利用しています。

(3)テレビ会議システムを導入し、リアルタイムでコミュニケーションを取りながら業務

を行っています。

-作業場所の確保・限定

情報セキュリティの観点から、業務を行う場合は、自宅内で、あっても家族の方が自由に

出入り出来るような場所での作業は禁止し、また、事前に適正性をチェックしています。

9目今後の予定

園以下のテレワーク業務の拡充を目指し、更なる障がい者雇用の創出及び育成支援を実

現していきます。

(1) eーラーニング事業の更なる展開 (Web制作以外のテレワークによる事務代行業務に係

る教材開発)

(2)Web制作事業の拡大
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(3)テレワークによる事務代行事業の立ち上げ

・上記サービスの中でも特に eーラーニング事業を拡大し、重度身体障がい者のテレワー

カーを多数育成し、自社のみならず多くの企業での雇用促進に寄与していきたいと考えて

います。

固また、弊社は、 ITを生業とする NTTデータグループの一員として、 ITを活用し、障が

い者はもとより多様な雇用形態に対応できる仕組みを開発し、何らかの事情で通勤が困難

であっても「世の中に通じる得意技を持って」、「社会に貢献でき」、「企業になくてはなら

ない業務形態(モデ、ル事業)Jを創っていきたいと考えています。そして、働くことにより、

「生きがいが持てた!Jと一人でも多くの人たちが、感じていただきたいし、これからは、

テレワークによって園内にとどまらず世界の人たちがそれぞ、れの場所で一つの仕事を作り

上げていく世界を夢見ております。

1 O.協力企業・団体及び協力内容

(1)協力企業・団体

NTTデータ

(2)協力内容

NTTデータ本社のテレワーク実施環境の供与
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特定非営利活動法人マドレボニータ

<主な実施目的>

テレワークによる雇用継続ならびに創出

<実施期間>

2006年 1月~現在

<実施内容>

1 テレワーク名称

東京都杉並区高井戸西 2-12-23【 301

代表者目吉岡マコ

http://酬 w.madrebonita.com 

資本金:なし

業種:非営利団体

従業員数回理事4人、スタッフ 11人

夫の転勤や家族のライフスタイルの変化があっても働き続けられる「マドレ式クラウド

事務局」

2. 対象部門・対象人数

事務局 34人(理事・スタッフ・インストラクター)

3 テレワーク導入に至る経緯・ねらい圃目的

[背景・経緯1
1998年に代表吉岡マコ個人による教室からはじまった「マドレボニータ(美しい母)Jプ

ロジェクトは、 2006年から NPO法人化を見据え、組織づくりがはじまりました。当初より

事務所を設ける構想、はなく、メーリングリストを活用したコミュニケーションを行ってい

ました。

2008年、 SVP東京から運営のシステムの整備の支援をいただき、クラウド型顧客データ

ベースを始めとしたシステムが整いました。その後も新しいクラウド型ツールや SNSを積

極的に取り入れ、また「朝メール」に代表されるツールの使い方の工夫をこらし、現在の

形となりました。

[目的]

事務所を持たずに事務局の運営ができること。効率的かつ安全に情報の管理、更新、共

有ができること。メンバーが時間的・地理的制約を受けずに活動にコミットできること。

4 導入のテレワーク制度内容など

「夫が転勤するから退職する」、「夫が転勤族だから腰を据えて働くのは無理J0" 当たり

前"、"仕方ない"と思われがちなよくあるシチュエーションですが、私たちはそれを"当
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たり前"にしない新しい働き方(=生き方)をテレワークで実現しています。

. NPO法人マドレボニータには事務所がありません。ほぼ全ての業務をクラワドコンピュー

ティングを活用して運営しています。現在シフトスタッフ 11名でフルタイム 3-4人分

の業務をワークシェアリングしています。また、全国には 22人のインストラクターが活

動しています。

・この仕組みにより、地方在住の専業主婦の新規スタッフ採用(夫の転勤のために育休中

に退職した人でした)や、入局2週間後に夫の転勤が決まったものの就業を継続、転居

後 1週間で勤務を再開といった事例がうまれています。 11月からは初の海外在住でのス

タッフの就業もスタート。夫の転勤などによる居住地変更に影響されない雇用の創出や

継続が実現できています。また、働く中でキャリアピジョンが明確になり、また身につ

けたスキルが評価され、 NPO法人→一般企業への転職を果たすケースも発生しています。

・現事務局スタッフの全員が幼い子どものいる専業主婦の状態から雇用されました。イン

ストラクターも子どもを出産してこの職業に出会った人が大半でーす。転居を伴わないケ

ースでも、ライフステージの変化や子ども・家族の状況の変化に応じて柔軟に勤務時間

や担当業務内容や負荷を変えたり、戻したりすることができます。その変化は中長期的

なケースはもちろん、週・月単位の変動にも対応が可能であり、このことが組織の安定

した運営とメンバーの精神的な安定を支えています。

-最近では場所や時間の制約を受けやすい非営利組織を中心に私たちの事務局運営の方法

への関心が高まっており、2013年 2月には日本財団 C州PANフォーラムシリーズにて 1day

セミナーを行いました。

短時間シフトのワークシェアリング

月

.週4因。即日

火 水 木 金

10時"-'16時半休娘30分 IA週3B 10時"-'16時半休憩30分

10時"-'13時
‘霊F水曜休み(幼稚悶午蔚保育)

(c) 2013 MadreBonita 
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[実施場所・時期1

・事務所はありません。業務のすべてをテレワークで行っています。会合は区の施設やメ

ンバーの自宅、民間のコワーキングスペースを利用します。

-現在理事・スタッフ・インストラクターの居住地は北海道・栃木・群馬・千葉・埼玉・

神奈川・東京・新潟・岐阜・奈良・大阪・福岡・沖縄・米国と広範囲にわたっています。

地方や海外在住事務局スタッフちいる
女理事・事務局スタッフ
安インストラクター

アメリ力 NEW!

* 

[実施部門]

関東(東京以外)
肯肯肯肯肯

ヲ~*肯肯

事務局部門。事務局の運営(インストラクターとのやりとりを含む)、事業の企画・運営・

広報・ PR・ファンドレイジング・書籍の販売など全般。

※個人で完結できる業務だけでなく、メンバーとの連携が必要な業務も含め、全てをテレ

ワークで行っているのが特徴です。

[人数1

理事4名、スタッフ 12名(うちシフトに入っているのは 11名)。当団体の認定を受け、

個人事業主として「マドレボニータの産後のボデ、イケア&フィットネス教室」を開催して

いるインストラクターは全国に 22名(理事4名を含む)。

[実施内容1

・会員・受講者データベースはクラウド型データベースを活用

・理事&事務局スタッフ(場合によってはインストラクターも含む)の情報管理&共有は

上記データベースに加え、メーリングリスト、 Skype(通話・チャットともに)、 Google
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ドライブ、 Googleサイト、外部の ASPサービス(通販など)、 Facebookのグループ機能、

LINEなどをフル活用。

マドレポ二一タでは事務局運営に必要な情報をクラウド化

WEB上
で作動

島可思
(c) 2013 MadreBonita 

-始業時/終業時にタイムカードがわりとなる「朝メーノレ/夕めーる」をメンバー全員の

メーリングリストに投稿。朝メールで 15分刻みでのタスク予定、タめーるで実際の遂行

スケジュールと振り返りを共有。

-就業時は原則 Skypeをオンラインに。オフィスで隣の席の人に尋ねたり、業務内容を含

む雑談をするようにチャットを利用しており、各人の抱えるタスクや課題、私事を含む

コンディションなども把握してフォローがし合えるようにしています。また必要に応じ

通話で報告・相談をする場合もあります。

-ミーティングは Skypeのグループ通話機能を活用。月 l回のインストラクターを交えた

報告会では、都内在住者は区の施設で、地方在住者は会場から Skypeをつなぎ、 Google

ドライブで事前に共有した議案シートやレポートを参照しながら場所を問わず全員が話

し合いにコミットします

6. テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

・「クラウドでもここまで遜色なくできる」ではなく「クラウドだからこそ」の効果、効率、

スピード感、コミュニケーションの質を追求しています。

・便利なツールや、そのツールがあるからこそ実現する環境に固まれてはいますが、それ

をどう使うかは使い手次第ですし、オープンに提供されているものは自分たちの組織に

馴染むためのカスタマイズが鍵だと考えます。お互いが「こうすればもっと良いのでは ?J

とし、う工夫の精神をもって日々業務に取り組んでいます。
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-オンラインでのコミュニケーションが大半なので、雑談や近況報告などのお互いのいろ

いろな側面を知るための発信やリアクションを大切にしています。また、直接会える機

会を積極的に作るよう心がけています。

6目テレワークの導入効果

・コスト(特に固定費)を抑えられる(オフィス賃料、光熱費はゼロ/オープンソースの

活用によりシステム利用料も月 7万円程度)

・不本意な離職が起きない(夫の転勤を理由とした退職はゼロ)。

-職員がどこに転居しでも雇用が継続できる(雇用する側、される側双方にメリット)。

7 テレワーク推進体制・運用制度

・7 ドレボニータ事務局には事務所がないため、代表理事およびその他理事も含め、全員

がこのスタイルで業務にあたっています。

・スタッフ加入の際はメンバーが分担し研修を行います。近隣に住んでいる場合はどちら

かの自宅でのコワーキングで、遠方の場合は Skypeを中心に遠隔で研修を行います。

-複数のツールを組み合わせて使っているため、一人でもあるツールを使えない、使いた

くないというメンバーがいると業務に支障をきたしてしまいます。そのため、新規採用

時には新しいツールに対して積極的に使えるようになりたいという意欲や他のツールの

リテラシーをみるようにしています。もちろんメンバ一間での勉強会や個別のフォロー

なども行っています。

・月次で WEB-MTGを開催。下記外部のシステムコンサルタント同席のもと、クラウド事務

局の運営に関する課題や改善策を検討する定例ミーティングを行っています。

・あわせてクラウド事務局運営に関するメーリングリストでの情報共有や相談などを行っ

ています。

・モバイノレ通信契約は各自が行っているため、自宅外での勤務を行うメンバーへはモパイ

ル通信手当(月 2000円)が支給されます。

B テレワーク実施環境

-パソコンとネット接続環境さえあればどこでも就業可能。各メンバーがノート PC、スマ

ートフォンを保有、自宅のネット環境とモバイル通信を使って業務にあたっています。

-顧客データベース“マドレセンター"は非営利団体の ITソリューションを得意とするシ

ステムコンサルタントの協力のもと fMySQL(オープンソース・データベース)J を活用

しています。

・この“マドレセンター"を幹として、ホームページ (WordPressで制作・更新)、 Google

ドライブ、 Googleサイト、 Skype、Dropbox、Facebook、Twitter、通販ASP(カラーミー

ショップを利用)などを連携させています。
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9 今後の予定

[この働き方をさらに発展させる]

・海外在住者(アメリカ・ノースカロライナ州)を含めた事務局運営 ..14時間の時差があ

る中でのメンバー聞のコミュニケーション、時差を活用した業務分担、現地からの働き

方を含めた発信

[この働き方を社会に広く伝える]

・機関誌『マドレジャーナル」のパックナンバー再編集十新規加筆による「マドレ式クラ

ウド事務局J特集号の発行

・セミナーの開催や外部セミナーでの登壇

・運営マニュアルの整備→導入ツールとしての提供 など

1 O.協力企業・団体及び協力内容

・ワイズネクスト合資会社(http目//ysnext. org/ ) :クラウド事務局運営にあたってのコン

サルティング、 WordPressWebサイト+システム連係のアドミニストレーションなど(当

初プロボノとして関わっていただき、現在は非営利団体向けのリーズナブルな価格での

サービス提供をしていただいています)

-日本財団 CANPAN:寄付や会費のクレジットカード決済システム CANPANベイメント+&

メンバーズの提供
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AIGジャパン・ホールデイングス株式会社

<主な実施目的>

東京都港区虎ノ門 4-3-20 神谷町 MTビル

代表者・口パート・ L.ノヂィン

http://www. a i g.∞m/ 

資本金目 12，100，000千円

業種:保険持株会社

従業員数回 210人

テレワークによるワークライフバランスの向上

<実施期間>

2012年 4月~ パイロットテスト 2012年 12月 ~ 正式導入

<実施内容>

1 .テレワーク名称

AIGグ‘ループ各社への在宅勤務 (Work申Home)の導入と推進

2目対象部門・対象人数・実践内容

( 1 )在宅勤務パイロットテスト

・目的

在宅勤務の業務遂行上の課題やインフラ機能の課題を洗い出し、課題分析と対応策検

討を行い、在宅勤務制度本格導入に向けて、より精度の高い運営方法とサポート体制

の構築に活かす。

・対象会社

• AIGジャパン・ホーノレディングス株式会社

• AIGビジネス・パートナーズ株式会社

・アメリカンホーム保険会社

-富士火災海上保険会社

• AIG富士生命保険株式会社

・パイロットテスト参加人数ー

5社合計 32部門 45名

・実施期間

2012 年 9 月 3 日 ~2012 年 10 月 19 日の聞で各社 2~3 週間実施する。
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- 実施条件

(IT) ・会社貸与のラップトップPCとWINカードが用意できること

(↑青報セキュリティ) ・文書等は原則持出禁止。

・自宅のプリンターでの帳票の印刷禁止。

・通常勤務と同様に情報セキュリティの手引きに従う 0

(執務環境) .執務専用のスペースまたは部屋が確保できること。

・机、椅子があり、照明等に問題がないこと。

-家族の理解があり、子供がいる場合は保育園等に預け、 9時

から 17時は業務に専念できること。

-パイロットテスト後のアンケート結果

パイロットテスト実施者本人、上司、同僚に対するアンケートを実施。有効回答数は以

下のとおりであった。

-本人 44 ・上司 31 -同僚41 (合計) 116 

「今後、在宅勤務制度の導入を推進すべきだと恩うかワ」という質問に対し、アンケート

回答者の約 90%が導入推進を支持するという結果であった。

-パイロットテスト参画者の柏90%が導入推進を支持

哩.JY.

官酔

車 λ

土町

圃惜

また、今後制度ができた場合、利用したい/どちらかといえば利用したいが大多数を占め、

利用したくない/どちらかといえば利用したくないと答えたのは全体の 8%であった。利

用したくないという 8%は、 IT環境が不十分である、回答者が在宅勤務の対象外の派遣

社員であるなどの理由であった。
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掴在宅勤務制度導入に向けた課題

IT環境の整備が最も多く、在宅勤務実施ノレールの周知、各種人事規程の制定・見直しが

必要であるということが判明した。

回 答 者 数 計91人コメント数計111(複数コメント可)

コメントから顕在化した課題 コメント数* 割合

在宅鋤務向けのITインフラ(PC/NW)の整備
…一一一一一

在宅勤務向けの電醤珊埠の整備/利用ルール明確化 14 
……………一一一一一一一一一一一一一

公平な制度利用l幅広い都署・職種への漕入 13 

コミュニケ一泊ン、':)-1レの充実(Web合指) B 

在宅勤務実施Jレールの周知徹底 7 

在宅勤務時のコミュニケーションギャッブ 白 5.4明

在宅動指の利用者拡大l利用推進 s 4.5鴨

在宅勤務時の勤怠管理

コレックス~イム等.その他人事制度ゆ導入

対面の会蹴への参加調整

社員の愈蹴改革

「紙』を利用する業務への対応

同僚へのしわ寄せ[集務の代行等}

光開品質等の費用補助

在宅勤務者に対する適切な人事静iIIi

5

一4
一4
一3

4.5怖

3.6% 

3日明

2.7哨

3 2.7% 

2 1.6% 

2 1.8明

0.9% 

-課題に対する解決策

在宅勤務実施ルールの周知

-各社で社員向けf曹理者向けのオリヱン手ーション開催

.イントヲザイ同時で実施)1...-ールやQ晶A得の周知

ー在宅随務時由勘車時基本的事者足方I蹴車報告方法

目提軍司転送f会社纏帯置倍@賞与

一在宅敵密時i=之劫畢的牟働告方倒

i 一 の 似 叫 人 胤 岬 事 閑 蹄 閑
-~ヲ1ル一7掠遭由λ事蝿担

ー告社悟I!II四人事肉規

各種人事規穫の制定・見直し
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(2 )在宅勤務制度正式導入

パイロットテストの結果を受け、在宅勤務制度を正式導入するべきであると判断。

各社マネジメントの承認を得て、 20 1 2年 12月より AIGジャパン・ホールディング

ス、 AIGビジネス・パートナーズ、アメリカンホーム保険の 3社で正式導入。

(ただし、富士火災海上保険およびAIG富士生命保険については、在宅勤務向けの IT

環境が整っていないため、 IT環境整備後の導入とする。)

3. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

AIGグループには、ダイパーシティの一層の推進を目的としたダイパーシティカウンシル

が存在する。その 1つであるワークプレイスチームは、育児・介護といった特定の理由の

ある社員だけでなく、すべての社員にとって働きやすい職場環境の実現について検討した。

個々人の事情はさまざまであるが、ワークライフバランスを実現し、時間を有効活用する

ことが多くの問題解決につながるという意見で一致し、会社と社員双方にとって利点が多

い在宅勤務が有効であるという結論に達した。

(会社) 優秀な人材の確保、 BCP対策、コミュニケーションの活発化、生産性の維持

(社員) モチベーションの向上、通勤時間・体力の有効活用、各個人の業務の体系化・

明確化

そこで、 AIGグループ各社への在宅勤務制度 (Work申Home)の導入と、制度の浸透を促進

するための情報提供と情宣を実施することとした。

4.導入のテレワーク制度内容など

・対象者・本人が希望し、かつ上席者および人事部長が承認した社員

・在宅勤務承認期間・原則 4月 l日から 3月 31日までの 1年間(登録制)

・申請手順目

く在宅勤務制度申耐の涜れ〉

|在宅勤務実施者|

①在宅世墨田意向檀. 1 ・ ・
③聾抱間企膚 l ・ ・
⑤「在宅勤務申情書』咽作成 l ・ E 

(IDr在宅勘漕申蹄書』送付

送付先.7"凶

< > 

型空ー」

l l 
Lム塑呈
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-労働時間管理・業務開始時および業務終了時に上席者へメールで報告する。

深夜勤務は禁止。

圃在宅勤務日数回各部門にて業務の状況に応じ決定

5. テレワーク制度上、富IJ意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

(1)イントラネットを通じた在宅勤務コンテンツの定期配信

在宅勤務制度を社員に周知し、理解してもらうため、イントラネットのダイパーシティ

サイト内に、毎月在宅勤務 (Work@Home)に関する情報を掲載。

〉 なぜ在宅勤務 (Work由Home)なのか。

~ HRトップマネジメントからのメッセージ

~ Work@Home体験談

~ FAQ 

〉 在宅勤務ノ4イロット実施報告とアンケート結果 など

(2) r在宅勤務の手引きJの作成

課題に挙げられていた“ルールの周知"に対応し、正式な制度導入後のスムーズな運用、

浸透のために、在宅勤務を実施する上で必要な情報をまとめた「在宅勤務の手引き」を

作成し、イントラネットに掲載した。

6. 子レワークの導入効果

(1)パイロットテストのアンケートのコメントから読み取れる効果

・実施者本人

J 通勤時間の短縮により、実際の労働時間は変わらないものの、子供のお迎えを自分

で行くことができるようになった。

J 帰宅時の通勤時間 (1時間 40分)も無くなったため、終業後買い物に出かけたり、

家事を手伝ったり、家族とのコミュニケーションが良くなった。

J 夜にスケジュールされているグローパルのコールに家から参加できた。(普段は間

に合わず会社から参加することが多く、帰りが夜中近くになってしまいます)

J オフィスにずっといるのではなく、仕事の内容に応じて仕事環境を選ぶことができ

るという観点でも、在宅勤務制度が導入されるのはうれしい。

J 共働き、かつ子供を保育園に送り迎えする必要がある家庭では、送迎のリードタイ

ムや送迎を考慮した業務調整がほとんど必要なくなるため、大変助かる。

J 在宅勤務制度が軌道に乗れば、人材を惹きつけることができると思う。

圃上司

〆 メールや電話応答に割かれる時聞がないため、事前指示した内容を確実に遂行でき

るだけでなく、関連作業や予備的作業まで充実することがわかった。
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〆 在宅勤務は業務に集中することができ、通勤も不要でその時間を上手く活用できる

とも思うので、本人が在宅勤務を望めば、良い結果を生むと考える。

〆 評価には時期尚早だが、目先の業務だけに関心を奪われがちな日常を変え、少し目

線を先に向けられると思う。

〆 通勤時間がなくなり、その分家族との時間等に振り向けられることはワークライフ

バランス上の大きなメリットである。たとえば自宅近くに預けている子供の迎えに

関するストレスも軽減されているはず。

J 在宅勤務制度の導入は、時間の概念や仕事の流れを変化させる良い機会だと考える0

・同僚

〆 働き方に 1つで、も多くの選択肢があることには大賛成。効率を下げることなく、選

択肢が増えるということは、職場環境の向上につながると考える。

J 

(2)アンケートにおけるカテゴロー別数値

-生産性(本人の生産性、部門としての生産性) 82%が向上~通常勤務以上

・モチベーション(本人・周囲のモチベーシヨン) 99%が向上~通常勤務以上

・ワークライフバランス 95%が向上~通常勤務以上

・周囲の反応(部内、関係者、家族からの反応) 98%が好意的~通常と変わらず

また、実施者本人の家族からの反応で否定的な回答は0であった。

(3 )その他の効果

2013年 7月 18日に、在宅勤務制度を導入した AIGジャパン・ホールディングス、 AIGビ

ジネス・パートナーズ、アメリカンホーム保険の本社のある神谷町MTピルにおいて、全

館を閉鎖する BCPエクササイズが実施された。

既に在宅勤務を実施している社員あるいはパイロットテストに参加していた社員は、ス

ムーズに在宅勤務に切り替えて業務を行うことができ、 BCP対策としても有効である

ことが確認された。

7. テレワーク推進体制開運用制度

( 1 )推進組織体制

①導入時ワークプレイスチーム(所属部署および役職はチーム結成時)

小河周史 (AIG富士生命保険株式会社執行役員)

佐藤 美香 (AIGビジネス・パートナーズ株式会社ビジネスインプルーブメントグルー

プアシスタントバイスプレジデント 部長)

舘岡 真人 (AIU損害保険株式会社経営企画部シニアマネージャー)

杉山 知子 (AIGビジネス・パートナーズ株式会社人材・組織開発部マネージャー)

矢野誠 (AIGビジネス・パートナーズ株式会社経営企画部マネージャー)
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武藤 光 (アメリカンホーム保険会社コーポレートマーケティング部マネージャー)

川口 芳子(富士火災海上保険株式会社傷害医療保険部引受管理グ、ループ)

藤江 紀子 (AIGジャパン・ホールデイングス株式会社エンプロイー・リレーションズ・

オフィス マネージャー)

②導入後の運用・管理

(各社人事部) AIGジャパン・ホールディングス株式会社人事部

AIGビジネス・パートナーズ株式会社人事部

アメリカンホーム保険会社人事部

(グツレープ全体)AIGビジネス・パートナーズ株式会社 エンプロイー.1)レ}ションズ部

(2) トッフ。の関わり

在宅勤務制度導入に向けてのメッセージ、制度導入時のメッセージを日本における人事

のトップであるチーフ・ヒューマンリソース・オフィサーから発信していることからも

分かるとおり、マネジメントも推進を進めていくべきだとの考えである。

また、グローパルレベルにおいても、 AIGグループ全体として在宅勤務をより推進してい

くようにとの指示が出ている。

(3 )周知方法

各社人事部より、全社員に対し全庖メモを発信し、周知を図った。またグループのイン

トラネットに情報を掲載している。

8. テレワーク実施環境

( 1 )利用 IT機器

-会社貸与ノート型PC

-会社貸与モバイル通信カード

-会社の電話は個人の自宅電話あるいは携帯電話へ転送可

(2)情報セキュリティに関して

・情報の取扱いについては、「情報セキュリティの手引き」に従う。

-文書等の持ち出しは原則禁止。持ち出す場合は部門長の承認が必要0

.自宅プリンターからの印刷は禁止

(3 )在宅勤務における執務環境

在宅勤務申請書において以下の事項を確認する。

・デスク、椅子の有無

・作業姿勢が適切に保てるか
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-騒音による影響の有無

-照明、採光が執務に適しているか

-執務専用のスペースまたは部屋が確保できるか

.在宅で勤務することを家族は理解しているか

*小さな子供がいる場合、保育園に預ける等し、 9時から 5時は業務に集中できること

9目今後の予定

・グループ会社内において、さらに在宅勤務制度の導入を進めていく予定。

-在宅勤務制度の運用の一層の浸透のため、イントラネットへの情報の追加。

1 0 協力企業・団体及び協力内容

第一生命保険株式会社・・・インタビューによる情報提供

一般社団法人日本テレワーク協会・・・テレワーク導入・運用ガイドブックや他社の導

入事例の提供
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カルビー株式会社

東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 22階

代表者:松本晃

http://www.calbee.co.jp/index.php 

資本金 11， 586， 000千円

業種:菓子・食品の製造・販売

従業員数:1，519人

<主な実施目的>

テレワークによるワークライフバランスの向上

<実施期間>

2011 年 4 月 ~2013 年 9 月 ※活動継続中

<実施肉容>

1 .テレワーク名称

ライフワークバランス実現に向けた働き方変革

2. 対象部門圃対象人数

全事業所全従業員

3. テレワーク導入に至る経緯・ねらい耳目的

カルビー従業員(企業風土)には、①ワーク時間のコントロール意識(時間概念)と②

ライフの充実への関心(仕事以外の時間の有効活用)が大きく欠けていた。

そのため ①目的が唆昧な長時間労働(=残業)②ライフでの学ぶ時間(インプット)の

欠如が発生していた。また育児、介護勤務者の増加等ライフスタイルの多様化に伴い、時

間に制約なく働くスタイルだけではダイパーシティの推進、多種多様な人材の活用が困難

な状況に陥っていた。

そこで、ワークライフバランスを意識した働き方に変革することで、様々なライフスタ

イルを受け入れる企業風土に転換し、個人も企業も成長し続けることをめざし活動を開始

した。

4 導入のテレワーク制度内容など

時間コントロール意識が希薄な社内風土であったカルビー闘において、新たにワークラ

イフバランスの概念を取り入れ、その中でもワーク効率化の視点から場所や時間にとらわ

れない柔軟な働き方の実現に向け活動している。

フェーズ Iでは、啓発活動、時間制約を意識させるイベント等を通じワークライフバラ

ンスの理解・納得の促進を行った。フェーズEでは、ワークライフバランスの実現にむけ

働きやすい職場環境にするために様々な行動支援制度の設計・導入を行った。活動の柱の
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ひとつが 2011年から導入したサマータイム制で、この期間中に新しい働き方のトライアル

に取り組んできた。平行してオフィス勤務に縛られない機動的な働き方ができるような環

境整備も進めている。

この活動を通じ、①ワークライフバランスの考えが浸透(考え方を理解している 96%、

納得している 84%)、②有休休暇取得者の増加(2013 年 4~9 月取得者数: 803名 取

得率 :50%、2012年同期取得者数:637名、取得率41%)、③所定外労働時間の削減

(2012年対比 93%、20日年対比 58%)に繋がった。

-サマータイム制導入による時間の有効活用支援

(2013. 6. 1 ~9. 30、2012.5.1 ~10. 31、2011.5. 1 ~10. 31 :全事業所対象)

①始業・終業時間の 30分繰上げ ※フレックス勤務コアタイムも 1時間半繰上

②オンタイム中の業務効率化

-ノーミーティングデー実施

• Quiet Time (電話・会議をせず業務に集中する時間)の導入

・メール削減活動(不要な CC宛先の削除等)

③終業後時間の活用支援:

・「早く帰る(/ー残業)デー」実施

・在宅勤務トライアル(本社、東日本事業本部でチャレンジ)

・自己啓発推進キャンペーン(期間中修了時全額補助の新設)

④長期休暇の取得推進(執行役員、部長、課長の取得は必須)

.オフィス勤務に縛られない機動的な働き方の整備

(2010.4. 1 ~回全事業所対象 ※製造課所属者は除く)

①本社・地域事業本部のフリーアドレスオフィス化

紙の書類削減、電子化による情報共有推進、固定席廃止で部門を越えたコミュニケサョン促進

個人文具・書類を持たない事でオフィス(机上面積)の省スペース化実現

2正当
[トプンで7'hトな役員席1 [ワンフロア・フリーアドレス]

②営業職の直行霞帰推進(IT機器の貸与、駐車場無償支給)

オフィスの出退社時間を営業活動に転換、移動ロス・運転ストレス削減
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③ IT活用による在社不要で機動的な職場環境の整備(全員に/】ト PC、携帯電話等を貸与)

ムダでストレスフルな通勤時聞が不要、実質業務時間の増加、長時間会議の削減

.ワークライフバランスの啓蒙

①会長、社長、全本部長・部長が社内イントラ、社内報で自身のワークライフバランス

を紹介

②全国 21ヶ所で全従業員に向けて「ライフワークバランスのすすめ」をビデオで説明

5 テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

フリーアドレスは独自の運用をしており、本社オフィスでは一部の役員を除き全従業員

は出社時に電子ルーレットでその日の席が決まるため、毎日違うメンバーとコミュニケー

トする仕掛けになっている。

会長、社長はじめ固定席のある役員も役員室など個室はなく、一般従業員と同じフロア

のオープンスペースで執務する。この役員エリアはパーテションのない全くのバリアフリ

ーなので、誰でも気軽に役員とコミュニケーションをとる事ができる。

また全員が個人書庫を持たないため、終業時にデスクには何も置かれていない状態で退

社することを実践している。

6. テレワークの導入効果

①有休休暇取得者の増加

4~9 月度有休取得者率 50.2% (2012年度:41. 8%) 

2013年度は、毎月前年対比で改善、特に 8月はサマータイム有休取得キャンベーン効

果で 75%まで上昇。

サマータイム施慣: 揖期体'陣取得の様車 αlbee 
有給休暇取得状iJi:(本社)
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②所定外労働時間の削減(全社事務間接部門)

4~9月度所定外労働時間

前年対比 3.184時間減 (20 1 2年度比 93.3%、 201 1年度比 57.8 %) 
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器製東日本はオイシ7側合併で要員削.

③書類量の削減

本社書類量(単位.ファイルメーター) 69. 3%削減 (201 0年度:1.022. 

5ファイルメーター、 2011年度 313.4ファイルメーター)

④ワ}クライフバランスの意識アップ

201 3従業員アンケ}ト結果

ワークライフバランスを理解している;96%、考え方に納得している ;84%

話i槌
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88%の人が納褐している(行・ーまでできている人は27%)

7. テレワーク推進体制・運用制度

201 1年4月から全社成長戦略プロジェクトのーっとして発足したプロジェクトが計

画推進を担当する。社長、会長を含む経営幹部には、経営委員会で定期的に活動進捗をレ

ビューし、方向性、内容の承認を受けたうえで次ステップに展開する。

またプロジェクトの発足・継続およびリーダー選任は、毎年4月に社長自身が判断し決

定する。全社への周知は、重要案件では人事総務本部発信の全社社報で周知。通常の活動

進捗・情報提供は社内イントラでリリースし周知啓発を行っている。

人事総務本部長がプロジェクトオーナーとして活動をリードするため、運用面では本社
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人事部・地域人事部長と連携し、アフターファイブの自己研鎮の施策として自己啓発プロ

グラム導入など人事施策を実施している。

またサマータイム施策は労働組合との共同企画であり、全従業員参加の活動として展開

している。

[ライフ支援制度]

育児休業制度、育児勤務制度(社員、有期雇用者とも法定以上の期間，利用率ほぼ 100話、

男性も取得)、介護勤務制度、介護休業制度(法定期間以上)、子の介護休暇制度、家族の

介護休暇制度、リフレッシュ休暇制度(有休連続取得)、ボランティア休暇制度、サンクス

ファミリー制度(永年勤続休暇)、自己啓発支援制度(通信教育受講の補助)、海外武者修

行チャレンジ、等

[ワーク支援制度]

在宅勤務制度(テスト導入)、フレックス勤務制、直行直帰営業支援(駐車場貸与、 J-トPC、

携帯電話貸与)、社員チャレンジ(社員登用)、仕事チャレンジ(希望職種配属に挑戦)、役

職チャレンジ(部課長職に挑戦)、等

8. テレワーク実施環境

フリーアドレスオフィス、直行直帰型営業および在宅勤務を支援するために、製造部門

メンバー以外の全従業員に対し携帯電話、ノートパソコン(一部デスクトップあり)・無線

通信用モバイル等 IT機器を貸与している。

社外事務増加に伴う情報セキュリティについては以下で強化を図っている。

・ノート PC :① BIOSパスワードの設定

② Windowsパスワードの設定と定期更新

③ 秘文によるハードディスク暗号化

-モバイル :MCOP認証によるログイン

9. 今後の予定

各種施策の成果でワークライフバランスの理解・納得は深まったが、風土改革迄は至っ

ていない。

引き続き経営トップの意志を受け「ライフワークバランスプロジェクト」を中心に啓発

活動、新たな働き方の制度化を実施予定。

直近の予定では、ライフとワークの両面からの支援を目的に、

①在宅勤務制度の通年運用(ワーク支援)

②自己実現休職制度(ライフ支援)

の新たな制度を 2014年度までに導入予定。
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1 0 協力企業・団体及び協力内容

(株)ワークライフバランス(小室淑恵代表取締役社長)

ワークライフバランスの考え方の浸透・啓発のため、社外の有識者である附ワークライ

フバランス代表取締役小室社長に出演してもらったDVDを共同制作。

このビデオを全国21ヶ所で行われたタウンホールミーティング(全従業員参加の全体

会議)で全員が見ることで、まだまだ社内で認知不足であったワークライフバランスの理

解に貢献した。

現在は啓発研修の企画を検討中。
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三菱ふそうトラック圃パス株式会社

<主な実施目的>

神奈川県川崎市幸区鹿島田 1丁目 1番 2号

代表者・アルパート"キルヒマン

http目 //www.mitsubishi-fuso.com

資本金 35，000，000干円

業種 トラック・パス、産業エンジンなどの開発、

設計、製造、売買、輸出入、その他取引業

従業員数約 12，000人

テレワークによるワークライフバランスの向上

く実施期間>

2013 年 5 月 ~12 月(試行期間)

<実施内容>

1田子レワーク名称

テレワークの浸透促進を通した、従業員のワークライフバランス推進

2目対象部門・対象人数

8部署(管理部門、開発・製造部門を含む)有志 13名(管理職 3名、一般社員 10名)

3. テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

社員に対する仕事と生活の両立を支援し、ワークライフバランスの推進を行います。ま

た、これが社員の子育て、介護等の個人のライフイベントに対し取り組みやすいものとな

り、引いては会社の生産性向上及び効率化等にも繋がることを目指します。

4. 導入のテレワーク制度内容など

テレワークについて、弊社では 2013年 5月から 10月までの期間で試行(トライアル)

を実施してきましたが、 12月までその期間を延長し、参加者からのフィードパックを参考

に、 2014年 l月から育児と介護を目的としたテレワークを導入。そして、全社員を対象と

したテレワーク本施行に向けて社長や役員を含めた全社プロジェクトとして啓発活動並び

に制度化を推進しています。

-実施時期

20日年 5月から 12月末までを試行期間(トライアル)とし、参加者のフィードバックを

参考に、 2014年 1月に育児と介護を目的としたテレワークの導入。そして、全社員を対象

とした制度施行を目指しています。
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-対象者

試行期間における対象者は、現在育児・介護勤務中、もしくは育児・介護によりフルタ

イム勤務が困難な弊社に勤務する正社員に限定しています。しかし、本施行時には試行参

加者のフィードパックを参考にし、現取扱で勤務可能な正社員に対象を拡充します。

-実施場所

自宅での就業としています。情報セキュリティ確保のため、図書館や公園、カフェ等で

の勤務を禁止しています。なお、ここでいう「自宅」とは通勤手当支払いにおいて、会社

に登録している場所としています。また、業務に集中できる環境が必要なことから、個室

を確保するよう指示しています。

-実施部門・人数

試行への参加者は有志 13名(管理職 3名、一般社員 10名)で実施しています。参加者

が所属するは 8部署(管理部門、開発・製造部門を含む)と多岐に渡り、テレワークを全

社に周知し、幅広いフィードバックを得るよう活動しています。

-実施内容

テレワークの勤務時聞は通常の 8時間勤務 (09目 00-18目 00/ 1時間の昼食休憩を含む)

を原則とし、自己完結的で集中的な業務(定例書類やマニュアル作成等)を実施している

ケースが多くなっています。また、定例テレワークを実施する前に、参加者は取り組む用

務内容について各所属長と十分にコミュニケーションを図り、業務内容と予定する成果内

容について確認することを徹底しています。

-自己評価の根拠

テレワ}クの試行により「経営効率の改善と向上」と「ワークライフバランスの向上」

と自己評価した理由の一つは、参加者とその上司からのフィードパック内容に見えていま

す。共通していたことは「テレワークを導入したくない」という回答が無かったこと。そ

して、本施行時には再度テレワークを実施したい、という回答にあります。

5. テレワーク制度上、窟IJ意工夫した点・アピールしたい点・昔労した点について

弊社の筆頭株主でもあるダイムラー社(ドイツ)ではテレワークが従業員の働き方の選

択肢としてすでに定着しており、年間で約 2万人の従業員が利用している制度となってい

ます。そこでのノウハウも活用しながら、国内商用車メーカー初のテレワーク導入実現を

目指します。
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6. テレワークの導入効果

2013年 8月、テレワーク試行への参加者と上司に対して途中経過に関するアンケートを

実施しました。そこから見えてきたことは、参加者の 33怖が介護や育児に関する突発的な理

由が発生したことによって 8時間を下回る勤務時間となったと申告がありました。

しかし、 88出の参加者は予定していた業務を達成することができていたことから、テレワ

ークはワークライフバランスをとりながらも一定の生産性を維持することに有効な手段で

あると判断できます。

そして、参加者の 10仰がテレワークの木施行後に再度活用したいと回答しています。

上司からの意見としては、テレワーク参加者の勤務場所と設備が不明確なことから懸念

を示すコメントもありましたが、参加者からの報告やコミュニケーションが積極的に行わ

れていたこと、予定していた業務が結果として表れてきていたことから、テレワーク導入

へのネガティブな反応はありませんでした。

7. テレワーク推進体制・運用制度

・推進組織体制と周知方法

テレワークの社内推進に向けたプロジェクト・チームが人事・総務本部や IT本部等の全

社部門横断的に組まれ、組織的に実施に向けて取り組んでいます。

周知に関しては、社員がアクセスできる社内イントラの中で情報を共有しておりますが、

本施行時には社内報に掲載する等、テレワークの周知と啓発活動を実施していきます。

-トップの関わり方

弊社で現在実施中の中長期経営戦略の核となる人事施策のーっとして、テレワークの推

進が含まれています。人事・総務本部長の全面的なサポートはもちろんのこと、 IT本部長

はテレワークで必要になる ITインフラ面でのサポートを、そしてアルパート・キルヒマン

社長も全面的に社内でのテレワーク推進についてサポートをしています。

園勤務形態のルール

1日8時間以下。また、フレックスタイム制度の併用も認め、月総労働時間の中で清算す

ることも可能としています。

テレワークの実施頻度については月所定労働時間の 5仰を限度としています。

残業や深夜残業及び休日勤務はできません。休憩時間も必ず 1時間取得することになっ

ており、実施の前日までに、テレワークで実施する業務内容及び在宅勤務時間を所定の申

請用紙に記入し、上司の承認を必ず得ることになっています。
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圃就業管理のルーノレ

テレワーク終了時に上司に連絡を取ることとしています。

8. テレワーク実施環境・IT環境

パソコンその他 IT機器を使用する場合は会社支給のものを使用。インターネット回線に

ついては各自宅の回線を使用します。業務で使用するアプリケーションについては、専門

性の高いものや秘匿性の高い情報を取扱う以外の基本的なアプリケーションについてはテ

レワーク実施時も業務環境として整っています。

圃情報セキュリティ

専門性が高く、秘匿性の高い情報を取扱うアプロケーシヨンについては、情報セキュリ

ティの観点から、オフィスでの使用に限定されています。

9 今後の予定

2013年 5月から実施している試行は 12月末で終了し、終了と同時に参加者と各上司への

アンケートと必要に応じてインタピ‘ューを実施し、フィードパックを集約しました。

フィードパック内容を分析し、 2014年 1月に育児と介護を目的としたテレワークを導入

し、全社員を対象とするテレワーク導入に向けて運用方法や規則を整備していきます。

労働組合とも連携をとり、役員会の承認を得て、更なる導入を進めていくよう計画して

います。

1 0目協力企業・団体及び協力内容

-日本テレワーク協会

-日産自動車株式会社

テレワークの導入に関するアイデアや、運営上での注意点を共有していただきました。
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株式会社テレワークマネジメント

<主な実施目的>

テレワークの普及啓発の実践

<実施期間>

2008年 9月~現在

<実施内容>

1 取組み名称、

テレワークの普及・啓発がトップミッション

東京都千代田区二番町 7-15-102

代表者.回i畢由刺

http://www.telework-management.oo.jp/ 

資本金:3，000千円

業種・コンサルティング業

従業員数:7人

~テレワークを自ら実践し、企業戦略としての導入支援を実施

2. 対象部門・対象人数

全社 8人

3 取組みに至る経緯・ねらい・目的

弊社は、 2008年「テレワークの普及」を目的に設立し、「企業へのテレワーク導入支援」

「テレワークシステムの開発・販売Jrテレワークの普及」を事業内容としています。

第 12回テレワーク推進賞では、 奨励賞(2011年)をいただいた後も、「テレワークの普及

活動」をさらに拡大し、新規、かっ独自の活動を実施しています。

第 2次安倍内閣の成長戦略に取り上げられるなど、東日本大震災以降テレワークへの注

目が再び高まる中、大企業だけでなく、中小企業のテレワーク導入の促進が重要となって

おります。

従来の普及活動の継続・拡大に留まることなく、一般企業とのタイアップセミナーの実

施、マスメディアへのテレワークに関する露出等の「テレワーク普及活動の強化」、福利厚

生ではなく企業戦略としての「テレワークの適切な導入支援」、そして「テレワークを企業

戦略とする」ロールモデルとなり得る企業となるべく、新たな取組みを実施しています。

4目取組み内容など

弊社の普及活動の取組みの進展と、新たに行っている取組みについてご紹介します。

( 1) 2011年以降も継続している普及活動の発展について

①自主セミナー開催によるテレワーク普及活動
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「テレワーク・ミニセミナー」と題して、 2010年度よりテレワークの自主セミナーを継

続的に開催しています。 20日年のテレワーク推進賞受賞時以降は 17回のセミナーを行い、

計 36回開催しています。のベ参加者数については、 320名から 1850名と増加しています。

また、今まで実施していたインターネットを通じたセミナーのライブ配信の他、クラウ

ド上に仮想の会場を設置してセミナーを開催するなど、 ICTを活用して様々な新しい実施方

法を試みています。

[2013年度のテレワーク・ミニセミナー開催内容1

セミナータイトル 言書簡 実施方法

四軍『企3米章2企閲者畢(葺2叩0え1在2るU宅4す厄勤=6ィZ)Eス離.止企.車回奇放抜由〈すテるレ働ワー曹方クは.どう晶るべきか-J
-コクヨファニテャー{聴)八壇裕太郎氏 -会場開惜
-弊社国軍自制 で-イのンラタイーブネ記ッ摺ト上
-パネリストとして日本テレワーク協会
今県乎明民が量壇

箪33園(2013/5./4) -・弊(綜社)イ田ゲ湾ア砲ス事]石狩置司民 -会場開催

『失敗事例か晶宇品1テレmワ在ー宅ク勤({E薗宅コ動ン量サ}ル揖テ功ィ田ンヒ'.1シ由ト漉埴からJ -インタ歩イー7ネ記ッ憎ト上
で町ラ

軍r動〈3賦42金人目活田白用中01で小U、企7テ'/1軍レ1)経ワ世ー賓ク宅が噂パλ筒イは晶ル今1ワ〉がーチクャ・在ンス宅勤漉噂入セミナー』

-サイボウズ(株)膏野車弘氏 -会塙聞惜
-東京都ワークライフバランス推進助

成・弊金社制度回 担当者
海自制

来サイボウズ樟式虫祉と共同開槽.

-弊社固薄商利 憧-恒盟会場での聞
曹r『テE3レa5E固ワ由{ー輔20世の1田3テI轟Eレva利ワ)ー舗クHセfミテナレーワInタラウド会場

ークJO')廷しい置時.知っていますか?白』 司インターネット上
でのライブ配信

箪「総3省6固書(テ20レ13ワm-l200圭)圃園町プロ!'.:c!1ト拍動 1&0聞のテレワ~;量術情報』 松-・沖f韓川コ英)ン富樹サ士民ル通子範イ明ンタ淑ツ戸リュ帯ー植シ民ョン(稼)
-会場開曜

で-イのンラタイーブネ配ッ慣トょ

-弊社国自慢臨iioJ

[新たなセミナー実施方法~仮想、会場でのセミナー]

園仮想オフィスサービスrsococoTeam SpaceJを活用して、イン事ーネ')1ト上!こ仮想
の会場を段自1.

m 場所に捉われることな〈、全国どこからでもセミナー参加地句能.

東京オフィス

附 '1
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②テレワークに関する最新情報の収集と発信

テレワーク普及啓発のため、ブログやFacebook等、インターネットを通じて継続的かっ

タイムリーな情報発信を行っています。「田津由利のテレワークブログ」は、 2011年以降も

358記事を発信、オープン以来の記事総数は 1097記事です。また、メーノレマガジン「田津

由利のテレワーク通信」も、新たに計 41本を発行、言十 83本となりました。 Facebookペー

ジ「テレワークで日本を変えよう !~TELEWORK.JAPANJ については、新たに 2184 名の FAN が

増加、計 8674名が参加しています。

( 2)テレワーク普及活動の強化

①企業とのタイアップによるテレワーク普及活動

1-①の自主セミナー開催に加え、他企業との連携による、様々なテレワーク商品の企画

や、セミナー・講演会による普及活動を行い、常に新たな形でのテレワーク普及に取り組

んでいます。近年では、サイボウズ(株)との共同セミナーや、ミサワホームの「在宅ワー

ク応援住宅」の企画支援を行いました。

②マスメディアを通じたテレワークの普及啓発

テレワークの認知度を高めることを目的に、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などのマスメ

ディアからの取材を積極的に受け、「テレワークの重要性」を発信し続けています。最近は、

閲覧「ネットワークニュース北海道」や、月刊「人事マネジメントJ(2013年 5月号)、 rIT

INSIDERJ (ITmedia、No，008)でメディア露出しています。また、テレワークに関する記事

や原稿の執筆を通じての啓発活動も実施、テレワーク普及のための書籍を 2014年 1月に東

洋経済新報社から出版します。

(3 )企業戦略としてのテレワークの適切な導入支援

テレワークの導入企業が増えにくい原因として、「テレワークでできる仕事がないJrテ

レワークは生産性が下がるのではないか」という経営者や管理職の不安が挙げられます。

テレワークを導入していても、単なる「福利厚生」に留まり、利用者が増えずにいる企

業も少なくありません。弊社は、福利厚生ではなく、企業の生産性を高める「企業戦略」

としてのテレワークを普及させることをミッションとし、自らのテレワーク実践で、「人材

確保Jrコスト削減Jr生産性向上Jr危機管理J等の効果を出しています。

また、その経験を活かしつつ、企業の経営課題・目標に合わせて、社内制度や仕事環境

の整備をはじめ、研修による管理者や社員の意識改革なども含めた、一貫したコンサルテ

ィングを実施しています。

(4) さらなる先進的なテレワークの実践

テレワークの専門企業として、他社のロールモデルとなり得る「究極のテレワーク企業」
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を目指し、会社設立時よりテレワーク制度を導入しています。社員全員がテレワークによ

って従事し、テレワークで事業運営を行っています。「テレワークに関する周辺情報」では、

従来からの基本的な取組み内容についてご紹介させていただいていますが、これに加えて、

新たにテレピ会議システムや仮想オフィスシステムを導入し、よりチームの一体感を高め、

さらなるテレワーク体制の強化に取り組んでいます。

上記の他にも、テレワークを広める機会があれば、全国どこへでも足を運び(自社経費)、

情報交換などを行っており、様々な手法でテレワークの普及啓発に取り組んでおります。

2013年9月には、代表がテレワークを推進している佐賀県を訪問し、佐賀県知事との情報

交換を実施しました。

5 取組みについて、創意工夫した点胴アピールしたい点・苦労した点について

「日本にテレワークを広げたい」を目的に設立(2008年)以来、普及・啓発のため、様々

な手法を用い全国各地で活動を継続してまいりました。毎月の自主セミナーの開催、イン

ターネットを通じてのテレワーク最新情報の発信、弊社のテレワーク普及への取組みに関

して、第 12回テレワーク推進賞奨励賞(2011年)を受賞させていただきました。

今回、再度、同テーマである「テレワーク普及啓発の実践Jで応募させていただきまし

た理由は、①弊社の普及活動はますます進化しており、その広がり、成果についてご報告

させていただきたい、②自ら、「テレワークを企業戦略とする」ロールモデルとなり得る企

業として、社内におけるテレワークを進化させっつ、経験を活かして実施している導入支

援についてお伝えしたい、と 2つございます。

新たな取組みは、企業とのタイアップや、マスメディアへの積極的な露出などによる「テ

レワ}ク普及活動の強化」、福利厚生ではなく「企業戦略としてのテレワークの適切な導入

支援J、そして他社のロールモデルとなり得るような「さらなる先進的なテレワークの実践」

です。いずれもテレワークによって従事している全社員が一丸となって、時代の流れにあ

わせて、試行錯誤しながら全員で創出した、従来にない取組事例です。

6.取組みの効果

( 1 )テレワーク普及活動の強化による効果・成果

企業とのタイアップによる普及活動では、ミサワホームなど、 IT系でない企業と連携す

ることにより、これまでにテレワークをご存じなかった方々にも、テレワークという働き

方を知っていただく機会を創出しております。先日は、岩手県盛岡市でもりおか復興サポ

ートオフィス主催のシンポジウム「テレワークのこれからと震災復興の可能性~クラウド

ソーシングを活用した仕事と生活の調和J(2013/5/17)で講演するなど、企業に限らず、広

い範囲でのテレワークの普及活動に携わっています。

さらに、マスメディアの露出については、テレワークへの注目度が高まったこともあり、

前年度に比べて大幅に取材件数が増えています。現在、企画進行中の書籍については、出
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版資金をクラウドファンディングを通じて募集し、 216名の方から約 167万円の支援をいた

だきました。この取組みについて、 8月に記者会見を行った際には、毎日新聞をはじめ、 7

社から会見に参加、記事にも掲載いただきました。

(2 )企業戦略としてのテレワークの適切な導入支援の成果

昨年度は、総務省「テレワーク全国展開プロジェクト」で、 2名の専門家を派遣、 4社の

コンサルティングを実施しました。また、福岡県「在宅勤務(テレワーク)普及・啓発事業」

で、 15社のコンサルティングを実施しています。福岡県でのコンサルティング内容につい

ては、参考資料として、福岡県子育て応援宣言のサイト

(https://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp/tele_work)に、テレワーク導入事例集があります。

これらの事業で、弊社による企業戦略としてのテレワークを導入した企業は、現在もテ

レワーク制度を継続・活用しています。

また、北海道による「北海道型テレワーク事業Jでは、地域の特性にあったテレワーク

の普及支援活動を実施しました。

さらに、これらのコンサルテイングの実績が評価され、今年度の総務省「テレワーク全

国展開の実施における調査研究」では、テレワーク導入コンサルティングの担当企業とし

て参加させていただいています。

( 3) さらなる先進的なテレワークの実践による成果

常に強化し続けているテレワークのシステム・体制によって、昨年度実施した福岡県「在

宅勤務(テレワーク)普及・啓発事業」では、事業の遂行自体に、「テレワークJの実践を実

施いたしました。同事業は、普及啓発員が県内企業を個別訪問し、テレワークを普及、興

味をいただけた企業には専門家を派遣し、より詳しくテレワーク導入について説明し、導

入を決めた企業にコンサルティングを実施したものです。福岡での普及啓発員は、テレワ

ーク(在宅勤務)で雇用(緊急雇用)し、直行直帰の普及活動の実践モデルとなりました。こ

の結果、先述のように 15社の企業がテレワーク導入に成功、現在も制度を継続しています。

また、東京にあるオフィスには必要最小限の設備とスペースしかありません。これによ

り、大幅なコスト削減も実現しています。

さらに、これらの普及活動を通じて、国や自治体、企業にお声がけいただく機会が増加

しており、今年度は自民党情報通信戦略会へ弊社代表団j撃が出席、内閣官房へテレワーク

に関する政策・規制緩和を提言するなど、様々な形でテレワークの普及活動を行っていま

す。

7. テレワーク推進体制・運用制度

( 1 )全社一丸となった推進体制

経営者を含む社員全員が揃い、ネットワーク上で情報交換ができる「運営プロジェクト」
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が用意されています。ここで、テレワークを実践する中での情報交換や意見・改善案を出

し合い、全社一丸となってのテレワーク推進を行っています。もし何か課題が発生した場

合は、従業員が問題提起し、全員で改善策を議論、これに経営者が応える形で常に改善を

実施しています。

(2 )経営者の積極的な取り組み

社長自らが、「出産Jr子育てJrパートナーの転勤」で、就職した企業で働き続けること

ができなかった経験があるため、時間と場所に縛られずに、その時の状況に応じて柔軟に

働ける職場づくりにカを入れています。テレワークの推進方法や、施策なども自ら提案し

つつ、社員からの改善要望にも積極的に対応しています。

(3 )社員ひとりひとりの状況に応じたテレワーク

テレワークの対象に制限はありません。契約時に、出社勤務か在宅勤務かを選択します。

在宅勤務は原則として週 4日としていますが、子育て等の理由で上長が承認した場合は完

全在宅勤務としています。また、出社勤務を選択した場合でも、木人の都合、もしくは会

社の都合でテレワークを実施することが可能です。社員それぞれの状況に柔軟に応じて、

「働き続ける」ことのできる環境を整えています。

(4)多様な勤務形態に対応、社員の不公平感のない賃金制度の導入

在宅勤務者・オフィス勤務者との不公平感をなくす、弊社独自の「フレックス賃金制度J)

を整えています。

-基本給は、『業務能力』による時給から算出

・その他の条件{勤務場所、連続勤務など}は、手当として支給

従来
圃砂

新制度

基本給 総額は変わらない
{月給ペース)

基本給
(時給ベース)
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(5 )時間に縛られず柔軟に働きつつ、過剰労働を防ぐ「労務管理システムJ

テレワーク時に、管理者の不安軽減、ワーカーの過剰l労働の防止を目的として、自社で

開発した fFチェアJとしづ在席管理ツールを用い、勤怠時間管理を実施しています。これ

により、子育て中など、断続的に働かざるを得ない社員の労務管理にも柔軟に対応してい

ます。

• rFチェア」とは、在宅勤務をはじめとする「柔軟な働き方」に対応できる在席
管理システムです。(=rFLEXIBLE CHAIRJ 

管週・監観ツールではな〈、
管理者と苧レワーおーが
安心して働〈ためのツールです

B テレワーク実施環境

( 1 )課題解決のため新しいテレワークシステムを開発・導入、より進化したテレワーク

の実践

設立以来、離れた場所で仕事をするテレワークでも、会社にいるようにコミュニケーシ

ョンをとり、チームで仕事ができる「ネットオフィス」というコンセプトのもと、テレワ

ークの実践・支援を行っています。

2008年の受賞当時は、チームでのコミュニケーシヨンをとる自社メールツールが中心で

したが、テレワークを実践・支援する中、ニーズに応じて、新しいシステム・ツールの開

発・開拓を実施してきました。「在宅勤務だとさぼるのではないかJという管理者の不安を

解消する時間管理ツール fFチェア」を開発し、機能アップを続けています。

2013年には、「テレワークだと連絡がとりにくいJという働く人の不安を解消する仮想オ

フィス fSococoVirtualSpaceJを導入。企業にも、「一緒に仕事をする」テレワークの導

入を推進しています。

(2)セキュリティの確保のために全社員に「仮想デスクトップ」を導入

2012年にはクラウド上の「仮想デスクトップ」環境を社内構築し、在宅勤務社員はもち
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ろん、出社している社員も全員、セキュリティ上安全な環境で、業務を行っています。そ

のため、手元のパソコン内には一切情報が残らず、情報漏洩のリスクはない環境が整って

います。

9 今後の予定

現状にとどまらず、自ら新しい手法、新しいシステムを導入しつつ、「福利厚生」ではな

い「企業戦略Jとしてのテレワークを普及・啓発してまいります。

また、今後は、全国各地に適切なテレワークを普及させるために、テレワークの深い知

識を持ち説明ができる「テレワークコーディネーター」の育成に力を入れます。第 l期と

して、 eラーニングによる研修・認定(弊社)により、北海道から九州まで 30名のテレワー

クコーディネーターが生まれました。

今後もテレワークの普及・啓発に積極的に取り組んでまいります。

1 0 協力企業=団体及び協力内容

特になし
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株式会社NTTドコモ

東京都千代田区永田町2丁目 11番 1号山王パークタワー

代表者加藤薫

http://www目 nttdocomo.co.jp/ 

資本金;949，679，500千円

業種，通信業

従業員数;10，903人

<主な実施目的>

テレワークのためのソリューションの開発や活用

<実施期間>

2011年 2月~

く実施内容>

1 テレワーク名称

クラウド型仮想、デスクトップサービス (DaaS)によるテレワークの支援

2 対象部門・対象人数

サービスの提供:法人事業部第一法人営業部

サーピスの利用田お客様(サービスを契約している企業)

対象者(利用者)目多数

3 テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

日本のおよそ 7割の企業がパソコンの持ち出しを禁止し(サービス開発時の 2010年にお

ける状況)業務効率を犠牲にしているという背景を受けて、ドコモの DaaSrモバイルセキュ

アデスクトップJ(以下、「本サービス」という)は 2011年2月にサービスを開始しました。

一部大企業では、自社のシステムとして仮想デスクトップを構築しているところもあり

ましたが、数百規模のアカウントが必要とされない中小企業では、その対応は遅れていま

した。

そこで特に「会社外」で「機密性の高い資料を扱う」企業、中でも自社でシステムを構

築することが難しい中小企業をターゲ、ットとして、 1アカウント・ lヶ月から利用できる本

サービスの提供を開始しました。

仕事の環境をローカルPCから仮想デスクトップに移すことで、働く場所を意識するこ

となくワークスタイルが自由に選択できるようになります。

4. 導入のテレワーク制度内容など

[ドコモの DaaS(モパイルセキュアデ、スクトップ)とは]

本サービスは、ドコモのデータセンターで提供するデスクトップ環境を、ネットワーク
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を経由して操作するクラウド型仮想デスクトップサーピス (DaaS)です。

どこからでも Windowsのデスクトップにアクセスできるので、時間や場所や端末に縛ら

れることなく、いつでもテレワークが実施できます。

アクセス元の端末には情報を残さないため、自宅の PCなど私用の端末をテレワークに活

用することも可能です。

どとからでも同じデスクトップ理境が安全に利用可能!

[実際のテレワーク実践例]

事例① 派遣社員の在宅ワーク

派遣登録された社員が在宅で翻訳業務を行う作業環境として活用されています。

事務所から本サーピス付属のストレージサービスを経由して資料の受け渡しを行い、

在宅勤務者は自宅の PCから本サーピスの Windows環境に接続して作業を行っていま

す。

事例②社内 PCを廃止し、どこからでもテレワーク可能に

社員の多くが外出先で仕事をしている IT企業で、全社員でご利用いただいていま

す。主にタブレツトを使って外出先からグループウェアやメールMSOfficeを利用さ

れており、業務報告も会社に戻らずに行えるようになったことで、より自由な働き

方を実現できました。

事例③顧客訪問業務に ICTを活用

これまで紙で持ち歩いていた顧客情報を、本サービスの Windows環境に霞き、場

所を選ばずにどこからでもタブレットを使って業務ができるようにしました。

事例④ タブレットとスキャナで申込書の管理

顧客宅で受領した申込書を、その場でタブレットとモパイルスキャンを使ってス
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キャニングし、本サービスを通して管理センターに送っています。

申込書の紛失リスクの低減と、管理センターで即時処理できることにより業務効率も

良くなりました。

5. テレワーク制度上、車IJ意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

弊社では、クラウド型仮想デスクトップサービス (DaaS) rモパイルセキュアデスクトッ

プJによってテレワークを支援してきました。

[特徴1

・導入と運用が簡単

お申込から 10営業日で利用開始でき、システムの運用は全てドコモで行います。

テレワークを始めたい 1と思ったらすぐに環境が整えられ、また lアカウント・1ヶ月単

位で期聞が決められるので、フレキシブ、ルに対応できます。

・テレワークに必要なものが全部入っている

使い慣れた Windowsの環境で、 MSOfficeなどビジネスに必要とされるアプリケーション

が標準で利用できます。

.タブレットなどで Windowsが使える

端末の選択の自由により、場所を選ばない働き方がより柔軟になります。

・情報セキュリティに関する課題が解決

端末へ一切情報を残さないので、オフィスの外での資料の取り扱いも安全です。

これらの特長により、複数の企業におけるテレワークの普及に貢献しました。

6. テレワークの導入効果

事例① セキュリティ課題の解決

派遣社員の在宅ワークにおいて、重要資料の取り扱い方法に潜在するセキュリティリス

クを、本サービスを利用することで解決されました、

事例②経費の削減と、本来業務への集中

事務所PCやデスクを処分しオフィスを縮小することで経費削減に成功。少ないアカウン

トでも利用できるため、社員の増減にも楽に対応できるようになりました。

また、システム運用に手をかけなくてよくなり、本来業務に専念することができるように

なりました。

7. テレワーク推進体制・運用制度

弊社からはテレワークに必要なシステム (DaaS) と、システムに関する

コールセンターサポート、業務管理に必要なログの取得やアカウントの利用制限などの機

能を提供しています。
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システム

「モパイルセキュアデスクトップ」の以下機能が、テレワークの運用を支援しました0

・導入と運用が簡単

申込書を記入するだけで 10日後にはサービスが利用可能。システムの運用はドコモで行

っているためお客様は本来業務に専念できます。

.1アカウント・ lヶ月の単位で契約できる

業務の期間変更や人数の増減へもフレキシブ、ルに対応できる仕組みでサービスを提供し

ています。

.アカワントロック機能

業務時間外のアクセスを防ぐ目的で、アカウントを一時的にロックすることができます。

.ログの取得

利用者毎にログが取得できます0

・適切なセキュリティ対策

ウイルス対策、プロキシサーバ、フィルタリングなどセキュリティ対策はドコモにて実

施しています。
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8. テレワーク実施環境

インターネットに接続できる環境さえあればどこからでも共通の Windows環境が使えま

す。

[実施環境のイメージ]

d鐙議注 ' 

信?と重2

• • • • • 4 • • • 
2‘ 

在宅で、外出先で、サテライトオフィスで、 ライフワークに合わせた働き方が可能です。

また、システムはドコモのデータセンターで冗長化して管理しており、災害など万が一の

時にもデータの破損や、業務がストップする心配はありません。

9 今後の予定

タブレットやスマートフォンなど、デ、パイスの多様化が進むことで、働き方はより自由に

なっていきます。

特に BYOD(私物デバイス活用)においては、モパイルセキュアデスクトップのような仮

想デスクトップをはじめ、仮想化・クラウドの技術が不可欠です。

弊社ではスマートフォンやタブレットを軸に、大企業だけではなく中小・中堅企業が手

軽に利用できるサービスを提供していきます。

1 0目協力企業・団体及び協力内容

株式会社ライフネス:合同のテレワークセミナ一実施
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シトリックス a システムズ・ジャパン株式会社

<主な実施目的>

東京都千代田区震が関 3-2】 1霞が関コモンゲート函館24F

代表者.マイケルキング

http://酬 w.oitrix田 00.JP 

資本金 :180.000千円

業種:ソフトウェア開発、販売

従業員数:218人

テレワークのためのソリューションの開発や活用

<実施期間>

2009年 11月~現在継続中

<実施内容>

1 テレワーク名称

自社製品を活用したテレワークおよびモパイルワーク推進

2 対象部門・対象人数

全部門 218名

3 テレワーク導入に至る経緯・ねらい・目的

シトリックスは、「企業情報へのアクセスをシンプルにする」という企業ビジョンのもと、

1989年(日本法人は 1997年)に設立、モバイルワークスタイルの実現とクラウドソリュー

ションのリーディングカンパニーです。

デスクトップ仮想化を中心とした自社ソリューション活用を背景に、全社員のワークラ

イフバランスの向上、自社ソリューションの活用促進のため、外出先や出張先からのリモ

ートアクセスによるテレワークは申請不要で全社員が行えます。

2009年より WebCommuting (テレワーク)制度が世界 26カ国で開始され、主に在宅勤務

者がこの制度を申請、活用。

今年より、社員が多様なモパイルデバイス活用と社内データへの安全で快適なアクセス

ができるように新しい製品を導入。

この製品の拡張とあわせてオフィスレイアウトを変更(フリーアドレススタイル)し、

社員の生産性を向上させている。
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[フリーアドレススタイルを採用したオフィス内の様子]

4 導入のテレワーク制度内容など

全社員に自宅、出張先、外出先からの仮想デスクトップ環境を活用したモバイルワーク

を推進。これにより、いつでも、どこからでも、社内のりソースへのアクセスが可能でメ

ールや資料作成などの業務や、お客様への製品紹介、デモ、プレゼンテーションが可能と

なっている。

会社へのアクセスは、自社のデスクトップ仮想、化製品 (Citrix@XenDesktop⑧)により構

築されたインフラを利用。また、モパイルデバイス、アプりケーションとデータを管理す

るサービス (XenMobile)、および、クラワドベースのデータ共有ソリューション (ShareFile)

を組み合わせて活用することで、いままで以上にモパイルデバイスを使ってより安全・快

適に業務を遂行することが出来るようになった。

その結果、より生産性の高いテレワークを実施している。

5 テレワーク制度上、創意工夫した点・アピールしたい点・苦労した点について

従来から行っているテレワークおよびモパイルワークでは、デスクトップ仮想化製品

(XenDesktop) を中心に実施をしていたが、今年より、社員が PCだけでなく、あらゆるモ

パイルデバイスから社内リソースへより安全・快適に業務が行えるように新製品

(XenMobile， ShareFile)の活用を開始。会社支給の iPhoneや個人の iPad、Androidタブ

レットからも業務を行えるようインフラを拡張した。

また、利用製品の拡張とあわせてオフィスレイアウトを変更(フリーアドレススタイル)

し社員の生産性を向上させています。

6田子レワークの導入効果

・フリーアドレスオフィス・テレワークの実施による、

①社員のベーパレス化による紙の削減(対前年比 21%減※フリーアドレスを開始してか

らの 8月一11月)

②BYOD制度実施社員増加(対前年比 55目増 現在社員の 20%がBYOD制度を活用)
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③残業時間の削減:(対前年比 16%減※フリーアドレスを開始してからの 8月ー10月)

④社員同士の、迅速でより密なコラボレーション

-モバイルデバイスの活用のさらに拡大したことで業務効率を向上。

・またフリーアドレスオフィスにしたことで社員の生産性がさらに向上した。

7. テレワーク推進体制・運用制度

外出やお客様先での対応が多い営業、 SE、マーケティング、コンサルティング部門の社

員は必要に応じて、申請なしにテレワークが行えるよう部門長および社長が推進している。

また、急な家庭の状況に応じて上長の承認を受けたうえで柔軟にテレワークが行える。

悪天候など出動が難しい場合は、人事から在宅勤務が推奨される。

圃WebCommuting制度

申請の上、社員の業務適合性、過去の人事考課、その社員の組織における職務内容の適

合性を上長が評価し、制度利用が可能か確定する。 (6か月以上在籍の社員を対象)

制度利用が確定した後、社員と上長との間で WebCommutingを実施する曜日や回数を確定

する。

また、日程を変更する際は 1週間前までに上司の承認を得ればよい。

圃BYOC(Bring Your Own Computer目私有ノ号ソコンの持ち込み)制度

希望する社員が申請し承認された場合に、一定の費用を会社が社員に支給。その費用で

本体、周辺機器の購入、および3年間のハードウェア、ソフトウェアサポートへ加入する

ことを条件としている。

この BYOC制度を利用して WindowsPC以外にも、 Macなどを業務用のクライアント端末と

して活用している社員もいる。

B テレワーク実施環境

インフラについては自社のデスクトップ仮想化製品 (CitrixXenDesktop)、モバイノレデ

バイス管理製品 (XenMobile)、クラウド型データ共有サービス (ShareFile) を利用。シン

ガポールのデータセンターで集中管理されており、個人のデスクトップ環境・ファイルサ

ーバーもすべてここで管理されている。このデータセンターで管理、運用されている

Windowsデスクトップの画像イメージのみが社員のクライアント端末に配信される。

このため、社員はあたかも自分のローカルのデスクトップを利用しているのと同じ感覚、

パフォーマンスで業務を行うことができる。

Windows PC以外にも、スマートフォン、 iPad、iPhone、などの様々なモパイルデノfイス

から自分の仕事環境と必要なデータにアクセスできる。そのため、場所や端末の制限なく
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業務を遂行できる。

また社外から会議に参加する際には Web会議システムである自社製 Citrix GoToMeeting⑧ 

を利用することで、在宅勤務時も含めオフィスと同様に会議に参加できる。

9. 今後の予定

これまでの XenDesktopによる PCからの仮想デスクトップ利用に加え、 2013年から新た

に導入された XenMobile、ShareFileも合わせて活用することで、 PCだけでなくタブレット

端末からも柔軟に、より便利に業務ができる基盤が出来上がった。

これにより、従来よりも一層機動性を確保したテレワークを実施していく予定。

制度面では、すでに WebCommutingなどの制度が整備されていること、また日々の業務で

柔軟にテレワークを実施できる仕組みが整っていることから、これを継続していく予定で

ある。

1 0 協力企業・団体及び協力内容

特になし
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