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テレワーク推進フォーラム 会長
一般社団法人日本テレワーク協会 名誉会長

（元日本電信電話株式会社副社長）
宇 治 則 孝
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テレワーク関係４省
＋

総務省
（とりまとめの主務官庁）

ＩＣＴ活用による社会変革実現

厚生労働省

多様な働き方の実現

経済産業省

企業価値向上

国土交通省

都市部への過度の集中解消と
地域活性化

内閣官房・内閣府

関係4省と連携し、女性活躍、ワークライフバランスの実現、
国家公務員のテレワーク導入等を推進

テレワーク推進に向けての連携体制テレワーク推進に向けての連携体制

テレワーク推進フォーラム
（産官学の推進団体）
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⚫労働力人口減少の緩和
⚫高齢者・障がい者・地方居住者の雇用創出
⚫地域活性化
⚫環境負荷の軽減

⚫ワークライフバランスの向上
⚫育児・介護中の仕事(就業)継続
⚫通勤時間削減による時間有効活用
⚫多様な働き方の確保

◼ テレワークは社会、企業、就業者の三者にとってプラス効果をもたらす

⚫生産性の向上・優秀な人材確保
⚫働き方改革による経営改革
⚫優秀な人材確保、流出防止
⚫事業継続性の確保（BCP対策）
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企業

就業者

社会

テレワークの概要と効果（テレワークの効果）テレワークの概要と効果（テレワークの効果）

テレワークの概要と効果（ ICTの進化）テレワークの概要と効果（ ICTの進化）

■テレワークツールの劇的な進化
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●リモートアクセス
機能

・クラウドアプリ
・リモートデスク
トップ 等

●コミュニケーション
機能

・Ｗｅｂ会議 等

●マネジメント機能
・プレゼンス表示
・勤怠管理 等

●セキュリティ機能
・ユーザ認証
・不正アクセス対策
等
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テレワークムーブメントの拡大テレワークムーブメントの拡大

先進企業 国民運動的広がり（政府施策）

外資系、ICT業界 製造、金融、サービス業等

大企業 中堅、中小企業に展開

人事部門施策 経営者の戦略課題

育児、介護該当者 一般社員、管理者～生産性向上～

時間評価 成果評価

東京圏 地方への展開

自宅での在宅勤務 テレワークスペースの活用

雇用型 自営型（クラウドソーシング等）

5

6 出典： 「令和元年通信利用動向調査」総務省、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年９月末

テレワークの導入率（コロナ前の導入率）テレワークの導入率（コロナ前の導入率）

29.6％
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テレワーク導入緊急性の高まり

7

新型コロナウィルス感染症への対応に向けて
３密を回避したソーシャルディスタンス

在宅勤務での業務遂行
→ BCP視点でのテレワーク導入が急務 !!

8

緊急事態宣言後、正社員のテレワーク実施率は、全国平均で27.9％。３月半ば
の時点では13.2％であり、１か月で２倍以上

出典： 「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」2020年5月

テレワークの導入率（コロナ後の導入率）テレワークの導入率（コロナ後の導入率）
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https://r.nikkei.com/article/DGKKZO5210610013112019CE0000/paper-image?url=https%3A%2F%2Fpaper-viewer-assets.n8s.jp%2Farticle%2FDGKKZO5210610013112019CE0000.jpg%3FPolicy%3DeyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9wYXBlci12aWV3ZXItYXNzZXRzLm44cy5qcC9hcnRpY2xlLyoiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjE1NzM3ODAwODB9fX1dfQ__%26Signature%3DUygygT7vJe22ZVxdKq81T3hTHH8MUg7kBQ9qK8OJphYYJzhrOVtaVjMuNWjNcARBX1utX-ktxQ7Ws2Adpw71MQQj5CgypVtXEy749T8w38KNDfJVK2kpXN-CdEQ~Muo3SKKhzZAGZchpctc~~sSvyhd~gOR5JgcIsjh~NLJSAaS82i6WqSdEwf7ZSkklDTCimDqjW3VAHIu6eGMHnzmNZjQ7TgNs217ASer82WELIkN9LqOAFZDib0J2QpCr8j2FWNhpWJxsEYmRQvPR8rP0jZG1clN2jRHcbkAsG9ku0uIUO89XanAm9ldlh6xV0Sa2qkId~c7k1y7s0~MAvToz-g__%26Key-Pair-Id%3DAPKAJWFGMKSKMEUT6WQA
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緊急事態宣言後のテレワーク実施率
（都道府県別）

緊急事態宣言後のテレワーク実施率
（都道府県別）

出典：2020年4月17日リリース パーソル総合研究所
「新型コロナウィルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」第二回調査

従業員のテレワーク
実施率（％）

会社からのテレワーク
推奨・命令率（％）

調査実施期間
4月10日～12日

サンプル数
（4月）

4月 3月 4月 3月

実施率
順位

全体 (22477) 27.9 13.2 40.7 22.1 

1 東京都 (4058) 49.1 23.1 64.7 38.2 

2 神奈川県 (2243) 42.7 18.9 57.7 33.2 

3 千葉県 (1287) 38.0 17.0 51.7 26.6 

4 埼玉県 (1505) 34.2 13.8 47.3 23.1 

5 大阪府 (1823) 29.1 12.5 43.5 20.2 

6 奈良県 (229) 27.2 8.0 35.4 20.1 

7 兵庫県 (1088) 25.2 10.6 40.6 19.3 

8 福岡県 (675) 23.8 10.3 34.2 17.1 
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緊急事態宣言後のテレワーク実施率（地域別）緊急事態宣言後のテレワーク実施率（地域別）

10
出典：2020年4月17日リリース パーソル総合研究所

「新型コロナウィルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」第二回調査

従業員のテレワーク
実施率（％）

会社からのテレワーク
推奨・命令率（％）

調査実施期間 4月10日～12日（正社員のみ）
サンプル数
（4月） 4月 3月 4月 3月

全体 (22477) 27.9 13.2 40.7 22.1 

北海道・東北 (1998) 12.5 9.0 21.3 13.0 

関東 (10003) 41.0 18.5 55.5 30.8 

東海・北陸・甲信越 (3743) 15.2 8.7 26.6 15.5 

近畿 (3886) 25.8 11.9 40.0 20.5 

中国・四国・九州 (2847) 12.4 7.0 21.6 11.8 

緊急事態宣言対象地域
（東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡）

(12678) 38.8 17.2 53.3 28.8 

それ以外の地域 (9799) 13.8 8.5 24.3 14.3 

東京圏（東京、神奈川、埼玉、千葉） (9093) 43.5 19.6 58.2 32.6 

名古屋圏（愛知、岐阜、三重） (2051) 17.8 8.7 30.1 17.4 

大阪圏（大阪・兵庫、京都・奈良） (3563) 26.6 11.7 40.9 20.2 
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緊急事態宣言後のテレワーク実施率（東京都）緊急事態宣言後のテレワーク実施率（東京都）

都内企業（従業員30人以上）のテレワーク実施率は、3月時点と比較して大幅に増加

3月で24.0％ 4月で62.7％(2.6倍)

出典：2020年5月11日 東京都新型コロナウィルス感染症対策本部11

緊急事態宣言後のテレワーク実施率（東京都）緊急事態宣言後のテレワーク実施率（東京都）

12 出典：2020年5月11日 東京都新型コロナウィルス感染症対策本部

✓ 従業員規模別では、企業規模が大きくなるにつれてテレワーク導入率も高くなる
✓ 300人以上の企業では、約8割が導入済み、30-99人企業は3月に比較して

2.8倍となっており、急速な導入が進んでいる
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内閣府の調査結果から内閣府の調査結果から

テレワークの実施状況

出典：新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（2020年6月21日）

緊急事態宣言後のテレワーク
アフターコロナの働き方

緊急事態宣言後のテレワーク
アフターコロナの働き方

出典：2020年5月26日 日経新聞新聞電子版 「アフターコロナではどんな変化が起きるでしょうか」
「アフターコロナの働き方はどう変わりますか」14
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緊急事態宣言後のテレワーク 在宅勤務での気付き緊急事態宣言後のテレワーク 在宅勤務での気付き

15

◼ 在宅勤務の気づきに関するアンケートでは、「通勤の負担の重さ」をあらためて実感した

人が回答者の70%を占めた

◼ 「職場にいないとできない仕事が多い」と感じた人は19%と少なかった反面「テレワーク

の使い勝手のよさ」に気づいた人が63%に上って働き方の意識が大きく変わりつつある

ことがうかがえる。

出典: 2020年5月26日 日経新聞電子版 「在宅勤務を通じて気づいたことは」15

16

コロナによる気づき（1）コロナによる気づき（1）

➢ 在宅勤務やテレワークの初体験、効果認識

➢ テレワークやってみると意外と使える
（生産性も落ちない）

➢ 通勤時間、通勤混雑に対する考えの変化
（時間有効活用）

➢ 場所にこだわならい柔軟性の実感

➢ 居住地に対する認識、位置、広さ、環境

➢ 「会社に行く」から「仕事をする」に

15
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コロナによる気づき（2）コロナによる気づき（2）

➢ マネジメント方法や評価の仕方の見直し

➢ 雑談などコミュニケーションのための工夫

➢ 住環境、執務環境、家庭環境のばらつきへの
対応

➢ 押印や対面などの商習慣への対応

➢ 社内システムやペーパーレス化の遅れ

➢ IT機器やネットワークの性能や使い勝手

新型コロナウイルス対策 働き方改革の取り組み新型コロナウイルス対策 働き方改革の取り組み

出典：2020年5月15日、5月27日、5月29日 日経新聞電子版より内容抜粋

新型コロナウィルス感染症の拡大で在宅勤務が広がる中、

企業の在宅勤務・報酬体系を見直す動きが出ている
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NTT
在宅勤務5割以上
グループ280社オフィス部門中心

日立製作所
週2～3日出社 在宅前提に脱・時間管理
ジョブ型雇用を本格的に導入

リコー
就業規則を変更、従来は1日1時間とした

残業時間の上限を撤廃

SOMPOホールディング 上司が必要と判断すれば固定の勤務時間を緩和

カルビー
成果主義での報酬制度

本社勤務ほぼ全員がリモートワーク

17
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コロナ後 企業における変化コロナ後 企業における変化

➢ テレワーク活用率の増加
出張などの仕事の仕方の見直し
コミュニケーションツールの活用
ネットとリアルの組み合わせ

➢ オフィスについての考え方の見直し

➢ 「押印」「対面」「書類」からの脱却

➢ 時間でなく成果での評価（ジョブ型）

➢ 働き方の多様化
働き方の選択肢の拡大と本人の自律的な選択

➢ 地方に住んで仕事をしたいという社員のニーズ
働き甲斐、生き甲斐

地方創生に向けたメッセージ地方創生に向けたメッセージ
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➢ テレワークは生産性向上やワークライフバランスだ
けでなく、イノベーションや地域創生、新しい街作り
にも繋がる

➢ WAJと連携しワーケーションやテレワークを活用し
ムーブメントの更なる拡大を進めていきたい

➢ テレワークは生産性向上やワークライフバランスだ
けでなく、イノベーションや地域創生、新しい街作り
にも繋がる

➢ WAJと連携しワーケーションやテレワークを活用し
ムーブメントの更なる拡大を進めていきたい

日本テレワーク協会
宇治名誉会長

➢ ワーケーションは働き方改革のモデルの１つ
『どうやって働いたらいいか』という積極的なモデルの
提示

➢ 東京一極集中を緩和し、その一部の機能を地方と
協力しながら発揮していくための最適手法

➢ ワーケーションは働き方改革のモデルの１つ
『どうやって働いたらいいか』という積極的なモデルの
提示

➢ 東京一極集中を緩和し、その一部の機能を地方と
協力しながら発揮していくための最適手法仁坂和歌山県知事＿

➢ 働き方改革は単に働く時間の短縮ではなく、真の
生産性向上、意欲を持って仕事ができる環境作り
が重要、ワーケーションはそのような企業の取り組
みに寄与するもの

➢ 受け入れ地域としての環境整備を進めていきたい

➢ 働き方改革は単に働く時間の短縮ではなく、真の
生産性向上、意欲を持って仕事ができる環境作り
が重要、ワーケーションはそのような企業の取り組
みに寄与するもの

➢ 受け入れ地域としての環境整備を進めていきたい 阿部長野県知事

20

19

20



11

21

テレワークの今後に向けて
企業からの視点

テレワークの今後に向けて
企業からの視点

➢ 「テレワーク前提」での業務の進め方
オフィスにいないことを前提のマネジメント

➢ 地方に居住しながら都市の業務を行うモデル
（Uターン、Jターン、Iターン）

➢ ＢＣＰの観点
場所にこだわらないテレワークの重要性

➢ 場所を超えた人材活用

➢ 人材不足解消
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テレワークの今後に向けて
社会や国の視点

テレワークの今後に向けて
社会や国の視点

➢ コロナ感染防止対策は、変化を起こす機会でもある
社会全体の意識改革の絶好の機会

➢ テレワーク活用による大都市一極集中の是正

➢ 新しい視点でのテレワーク活用の取り組み

➢ 地方におけるテレワーク導入促進
（地方にテレワークセンター増設）

➢ 地方居住をふまえた新しいまちづくり
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リモートワールドの時代（分散化社会）リモートワールドの時代（分散化社会）

➢ デジタルによる見直し 働き方/教育/医療/農業
スマートな社会

➢ リアルとリモートの割合の変化

➢ 環境負荷の軽減

➢ オフィスの在り方

➢ デジタルトランスフォーメーション加速

Copyright©2020日本テレワーク協会

スマートな社会スマートな社会

24 ＮＴＴより
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ありがとうございました
■本コンテンツに関するお問合せは

ujinori@ujia.jp
または
一般社団法人日本テレワーク協会へ
http://www.japan-telework.or.jp/
℡ 03-5577-4572
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