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⚫課題① 日本の労働力人口・労働力率は今後右肩下がり

（出典）総務省「労働力調査年報」（2016年）、国立社会保険・人口問題研究所
「日本の将来推計人口」（2017年4月推計）より、みずほ総合研究所作成

５０年後には今の６割以下に･･･
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課題② 低い労働生産性

・2017年の就業者１人当たり日本の労働生産性は、84,027ドル(837万円／購買力平価(PPP)換算)
・順位はOECD加盟35カ国中21位。

（出典）公益財団法人日本生産性本部 「労働生産性の国際比較 2018 年版」
※購買力平価（ＰＰＰ）はＯＥＣＤや世界銀行で発表されており、ＯＥＣＤの2017年
の円ドル換算レ－トは1ドル=99.594円
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企業の人手不足の深刻化

⚫ 企業の人手不足感は近年強まり続けており、バブル期に次ぐ水準となっている

雇用人員判断 D.I. （過剰－不足）の推移
一人一人の労働時間あたり
生産性の向上が喫緊の課題

約３０年ぶりの人手不足の状況！



4働き方改革の切り札：テレワーク

在宅勤務サテライト
オフィス勤務

※テレワーク：「tele＝離れたところで」と「work＝働く」を合わせた言葉

所属オフィス

モバイル勤務

ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方
在宅に限らず、スマホ、タブレット、PC等活用し、営業先や出張・外出中でも効率的働き方が可能
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１．テレワークのメ
リット

２.テレワークの現状と課題

３．政府の支援策等

4.テレワーク・デイズについて

本日のアジェンダ本日のアジェンダ
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テレワーク＝ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方
（在宅勤務、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務）

障害
者雇
用 介護離

職防止

女性

活躍

ＢＣＰ
人材
確保

業務

効率
化

地方
創生

テレワークは
メリットいっぱい！

社会課題・経営課題を解決するテレワーク



7テレワークがもたらす効果

⚫ テレワークを積極化している企業の６割以上で労働時間が
減少。(※1)

（働き方の見直しを積極的に行っていない場合、労働時間が減少した企業割
合は20％程度にとどまる。(※2)）

⚫ 労働生産性の伸び率では、テレワーク単体及びテレワークと
組み合わせた取組を行った企業で13～18％程度の生産性
が向上している。(※3)
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(２)柔軟な働き方・WLBの取組が労働生産性に与える効果

（2012年度～16年度における労働生産性伸び率の差）
（％） （％）

出典：平成30年度 年次経済財政報告（内閣府）より総務省作成

＊

＊
＊＊

（備考）１．（１）（２）とも内閣府（2018）「働き方・教育訓練等に関する企業の意識調査」により作成。
２．（２）の＊＊、＊印はそれぞれ5％、10％水準で有意であることを示す。
３．（２）の労働生産性とは付加価値額を正社員数で除した値。
４．（１）（２）とも「わからない・不明」や「わからない」を除いて集計している。

※１

※２

※３

※労働生産性＝
（営業利益＋人件費＋減価償却費）÷従業者数

（出典）平成28年通信利用
動向調査（H29.6.8 公表）



8就職希望者の働き方へのニーズ

2019年卒マイナビ大学生就職意識調査
（2018年5月１日公表）抜粋

Ｑ あなたの「就職観」に最も近いものは
どれですか？

１位 楽しく働きたい 33.3％

２位 個人の生活と仕事を両立
させたい 24.2％

３位 人のためになる仕事をしたい 15.0％

４位 自分の夢のために働きたい 11.6％

５位 社会に貢献したい 5.7％

６位 プライドのもてる仕事をしたい
5.6％

７位 収入さえあればよい 3.6％

日経ＨＲ社 「働き方改革」に関する意識調査
（2018年8月24日公表）抜粋

Ｑ 転職活動で応募する企業を選ぶとき
転職志望度が上がる制度は？（複数回答）
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総務大臣賞の事例①（中小企業のワークスタイル変革例）

○株式会社 WORK SMILE LABO
※

（岡山市）
（※平成30年9月13日「(株)石井事務機センター」から社名変更）

・明治44年（1911）年創業
・事務用品・オフィス家具・OA機器の販売が主な事業
・社員数36名（2019年度新卒入社３名）

〔テレワーク導入・活用の推進（2016年度～）〕

● パソコンを全社員に支給するとともに、社外でも仕事ができるシステムを構築。

● 直行直帰や在宅勤務を全社員対象に実施。スマホで出退勤を管理可能に。

● テレワーク活用の多寡を評価に連動。時間当たり生産性を賞与に反映。

☆ 2016-2017の１年間で、残業時間40％減の一方、売上げ５％増、
粗利14％増、生産性８％増。

☆ 2020年度卒業予定の大学生 岡山県内の就職希望先ランキング：６位
（上位は両備グループ、中国銀行、山陽新聞社など）

☆ 求人票に「在宅勤務可」と一文入れるだけで応募者数が1.8倍に！
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株式会社 WORK SMILE LABOの事例①（経営効果）

出典：株式会社WORK SMILE LABO（岡山）作成資料
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出典：株式会社WORK SMILE LABO（岡山）作成資料

株式会社 WORK SMILE LABOの事例②（採用力向上）

（山陽新聞平成31年4月5日朝刊）
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介護離職防止事例（損保ジャパン日本興亜株式会社）介護離職防止 12

➢ 2015年度からテレワーク利用拡大
・働く場所や社員の職位を限定せずにテレワークを
利用可能

・利用者 131人（14年度）→ 約3,100人（18年度）

➢ 管理職の女性（49）はテレワークで親御さんや親類の
介護を乗り切られたとのこと
（事例（2019年4月23日讀賣新聞16面より））
・14年12月、母親が重度脳卒中で倒れ介護が必要に。
・母親は当時、認知症の父親とおば2人の介護中。
・女性が母親と母親が介護していた3人の計4人の世話をする

ことになった
・離職も考えたが治療や介護にはお金がかかるのでテレワーク
を利用しながら介護と仕事を両立。
・母が亡くなる直前の約3ヶ月間はほぼ毎日、母親のいる病院
で過ごして、そこでテレワークにより仕事をこなした。

・女性コメント：
「仕事はどこでもできるが、自分の仕事内容を共有して
コミュニケーションを取るなど業務を円滑に進める工夫が必要」
「介護が大変だった時期、仕事があったからこそ心の余裕が
保てていた」
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介護離職防止事例（株式会社村岡組）
介護離職防止 13
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女性活躍（三井住友海上火災保険株式会社）

（出典）2018年11月29日テレワーク先駆者百選総務大臣賞プレゼン資料より

三井住友海上火災保険（平成30年度テレワーク先駆

者百選総務大臣賞受賞）では、多様な社員全員の
成長と活躍をめざし、テレワークを導入。
社員のテレワークの他、育児休業中でも、MS
クラウドソーシングの仕組みを使い、
業務に携わりながら業務スキルを維持できる
など女性の就業継続率アップにも貢献

女性活躍
14
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大雪当日は職員の10％超がテレワーク
（４００人を超える職員が在宅やサテライト、モバイルからテレワーク）

H28.1.25佐賀新聞

仮想デスクトップ最大396接続

サテライトオフィスから21席の利用

災害時等の業務継続：大雪時（H28年1月）

Copyright (C) 2017 Saga Prefecture. All Rights Reserved.

BCP対策事例（佐賀県）ＢＣＰ
15
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○ 平成26年度・平成28年度ふるさとテレワーク関連事業の成功がきっかけ
となり地域に波及効果が発生。

✓ 地域のシェアオフィスの増加に伴う都会からの企業進出の活性化。

✓ ワーケーションの進展（テレワークを活用した新たなライフスタイルの創出）。

✓ 進出企業によるローカルイノベーション創出。

H28度白浜町進出企業のＮＥＣ
ソリューションイノベータが、
同町にあるＮＩＣＴの実験的無線
通信技術を活用し、自動勤怠管理
システム等を開発。

ローカルイノベーション創出企業進出等の増加 ワーケーション（※２）の進展

＜企業進出等の増加＞
H30

第二白浜町ＩＴビジネスオフィス稼働
・Vcube (H30.6～ 稼働)
・Sublime (H30. 8～ 稼働)
・三菱地所 (H30. 8進出発表)
・ウフル (H30. 10進出発表)

H31
秋津野ガルテン（田辺市）（※１）の
オフィス棟稼働

＜移住者の増加＞
ｾｰﾙｽﾌｫｰｽﾄﾞｯﾄｺﾑ現地社員

H26 １名 → H30 ４名
NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ現地社員

H29 １名 → H30 ３名

※１田辺市立上秋津小学校旧校舎を利用した
グリーンツーリズム施設

※２Work+vacationを組み合わせた欧米発の造語で、
テレワークを活用し、都会の仕事を継続しつつも、地域に
中長期的に滞在し、地域でしかできないことも行うこと。

ふるさとﾃﾚﾜｰｸ：地域に移住してのﾃﾚﾜｰｸ
ﾜｰｹｰｼｮﾝ：地域に滞在してのﾃﾚﾜｰｸ
（ふるﾃﾚ前のお試しの側面もあり）

＜現状＞
H29度

２４社から２４０名が和歌山県で
ワーケーションを体験。H30年10月
までに７５回メディア掲載。

H30度～
日本全国にワーケーション的取組が
波及。都会から地域に人の流れを創出。

平成30年3月16日付 日経産業新聞（１面）

ふるさとテレワークの地域への波及効果（和歌山県白浜町）
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沖ワークウェルが開発したバーチャルオフィ
スシステムで、オフィスにいるのと変わらないコ
ミュニケーション環境を実現

• 10個の仮想会議室があり、複数のプロジェ
クトが同時に打合せできる。メンバーがどの部
屋にいるかのプレゼンス情報も表示。

• 音声読み上げソフトにより視覚障害者も操
作でき、打合せに参加可能。

• 耳は聞こえるが声が出ない人は、テキストの
自動出力機能により、打合せに参加可能。

テレワークでの障害者雇用事例（株式会社沖ワークウェル）

株式会社 沖ワークウェル
沖電気工業株式会社の特例子会社、2004年設立。

①社員構成
・全社員数83名、うち障害者70名

在宅勤務者52名（肢体障害49名/内部障害者3名）
通い障害者18名（肢体2名/視覚1名/聴覚1名/知的12名/精神2名）

②特徴
・通勤の困難な重度肢体障害者等52名が、自宅でパソコンとネットワークを
活用して就業
・居住地は首都圏中心に、北海道から鹿児島まで19都道府県にまたがる

③主な業務内容
・ホームページ作成 ・デザイン業務 ・Webアプリケーション開発 ・名刺作成
・総務業務（採用メール処理、就業データ集計など）・職場実習、委託訓練 等

在宅でPCを使用し打合せをする社員の新原さん

H27 総務省テレワーク先駆者百選に選定

H29 総務省テレワーク先駆者百選
総務大臣賞を受賞

全国に在住する通勤困難な重度障害者49
名(当時)の完全在宅勤務の実現や、コミュニ
ケーションツールの自社開発、また、重度障害
者の在宅勤務導入を検討する企業への事例
紹介や、特別支援学校と連携した出前授業、
遠隔職場実習、遠隔社会見学などを実施し
ていることが評価。

「ワークウェルコミュニケータ」の画面

テレワーク先駆者百選総務大臣賞

ワークウェルコミュニケータ

【会社概要】（※社員数等の数字は2019年８月時点）

在宅勤務者の大
半は通勤困難な
重度肢体障害者
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１．テレワークのメリット

２.テレワークの現状と課
題

３．政府の支援策等

4.テレワーク・デイズについて

本日のアジェンダ
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73.7％

導入している

19.1％

導入予定がある
7.2％

・ テレワークを導入している企業は19.1％（昨年から5ポイント以上増）、導入予定も
含めると26.3％

・ 導入済みの企業でも、利用者数が従業員の5％未満の企業が48.4％

テレワークを導入している企業の割
合

導入企業のうち、

テレワークを利用している従業員の割合

テレワークの普及状況

（従業員数100人以上の企業）

令和2年（2020年）には、

〇 テレワーク導入企業を平成 24 年度（11.5%）比で３倍

※総務省 平成24年通信利用動向調査

〇 テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合を平成
28年度（7.7% ）比で倍増

※国土交通省 平成28年度テレワーク人口実態調査

⇒ 柔軟な働き方の浸透には、
・テレワーク導入企業の拡大
・導入済み企業での利用率拡大 が必要

＜政府目標（KPI）＞

（出典）総務省「平成30年通信利用動向調査」（R1.5.31公表）

５％未満 ５％～
10％未満

10％～
30％未満

30％～
50％未満

80％以上

導入している企業の業種別内訳

情報通信業 39.9%
金融・保険業 37.9%

製造業 20.8%
卸売・小売業 20.1％

建設業 18.8%
不動産業 16.9%

サービス業・その他 16.2%
運輸業・郵便業 8.7%

世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年6月14 日閣議決定）導入している企業の地域別割合

北陸 26.3％
南関東 25.8%
東海 18.8％
近畿 18.8％

…
九州・沖縄 10.4%

東北 7.8％
北海道 5.3％

導入している企業の
従業者規模別の差異

300人以上の企業 29.3%

300人未満の企業 14.5%

導入している
又は具体的に
導入予定がある

26.3％
導入している企業の内訳（複数回答）

在宅勤務 37.6％
サテライトオフィス 11.1％
モバイルワーク 63.5％

50％～
80％未満

平成30年
（n=418）

48.4％
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9.7%
11.5%

9.3%
11.5%

16.2%
13.3% 13.9%

19.1%

3.9%
2.9%

3.3%

3.5%

3.4%

3.3%
4.3%

7.2%
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

導入していないが、

今後導入予定がある

テレワークを導入して

いる

テレワークの導入状況推移

平成30年（n=2,106）

平成30年通信利用動向調査
（令和元年5月31日公表）

63.5

37.6

11.1
0%

20%

40%

60%

80%

モバイルワーク 在宅勤務 サテライトオフィス

勤務

導入しているテレワークの形態



21最近の動き、テレワークの変化

⚫ 福利厚生的な使われ方
⚫ 育児・介護者限定

 経営戦略としてのテレワーク
 全社員が活用

⚫ 在宅勤務が多かった

 モバイルワークの浸透
 サテライトオフィスの積極活用
 ワーケーションなどの形態

⚫ 企業独自、支店的な
サテライトオフィス

 複数企業での共同利用など
コワーキングスペースの増加

 地域のサテライトオフィス活用
都市部から地域への企業誘致

⚫ 現場・接客部門では導入
ができなかった

 業務工程のICT化、タブレット
導入など現場での業務効率化

 今後５G、４K8Kなどの活用
によりテレワークの進化が期待

制度のあり方

テレワークの類型

導入部署

サテライトオフィスのあり方



22テレワーク導入の現状：大手で進み、中小で遅れ

○ 毎日新聞（2018.1.4 毎日新聞朝刊２面）

・ 主要企業121社を対象に実施したアンケート

・ テレワークの制度が「ある」と答えた企業は60％

・「今後設ける予定」と合わせると81％

・2016～2017年度の導入が最多

（出典）2018年１月４日 毎日新聞２面

○ 東京商工会議所
（2019.5.9 東京2020大会期間中の

交通･輸送に関するアンケート結果）

・ テレワークを「既に導入している」との回答は7.0％

・「2020年までに導入予定（2.3％）」「導入を検討して
みたい（11.9％）」をあわせると、21.2％が前向きな姿
勢

（出典）東京商工会議所 東京2020大会期間中の
交通･輸送に関するアンケート結果
※2019年5月9日公表



23テレワーク導入の主な課題

⚫ 「対面でないと」、「セキュリティが不安」、「適した仕事がない」、「労務管理が困難」など。

⚫ 一方で、先進事例の参照等で解決可能な課題も多く、「意識改革」が重要。

技術・文化面での課題技術・文化面での課題 労務・人事面での課題労務・人事面での課題

情報セキュリティが心配情報セキュリティが心配

テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
入
し
な
い
理
由
の
例

テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
入
し
な
い
理
由
の
例

社内コミュニケーションに不安社内コミュニケーションに不安

顧客等外部対応に支障顧客等外部対応に支障

➢ 社会全体での文化や価値観の転換が重要

➢ 企業風土改革、コミュニケーションツール
（社内SNS等）の活用等が必要

➢ 先進企業の運用ポリシー参照が有効

テレワークに適した仕事がないテレワークに適した仕事がない

適切な労務管理が困難適切な労務管理が困難

人事評価が難しく対象者限定人事評価が難しく対象者限定

➢ 先進企業の人材活用事例の参照が有効

➢ 先進企業の労務管理手法の参照が有効

➢ 試行導入でまず体験してみることが有効、本格
導入には業務改革(BPR)が不可欠
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73.1%

22.8%

20.5%

13.4%

12.7%

11.0%

9.7%

9.1%

8.7%

7.5%

6.9%

5.7%

4.0%

7.6%

73.7%

19.5%

22.2%

14.0%

12.9%

8.9%

10.8%

8.6%

10.2%

7.6%

5.7%

5.6%

3.9%

7.9%

0% 20% 40% 60% 80%

テレワークに適した仕事がないから

業務の進行が難しいから

情報漏えいが心配だから

導入するメリットがよくわからないから

社内のコミュニケーションに支障があるから

文書の電子化が進んでいないから

社員の評価が難しいから

顧客等外部対応に支障があるから

人事制度導入に手間がかかるから

費用がかかりすぎるから

給与計算が難しいから

労働組合や社員から要望がないから

周囲の社員にしわ寄せがあるから

その他

平成30年（n=1,462)

平成29年（n=1,948)

テレワークを導入しない理由

「テレワークに適した仕事がない」
が圧倒的多数

（注）テレワーク未実施で導入予定もない企業に
占める割合（複数回答）

平成30年通信利用動向調査
（令和元年5月31日公表）
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業務効率化事例 （建設業のコスト削減例）

出典：向洋電機土木株式会社より提供

■会社全体の動向

全てがテレワーク単体の成果ではありませんが・・
⚫ 売上 H20年度 約8億 ⇒ H30年度 約16億 過去対比 2倍
⚫ 社員 H20年度 20名 ⇒ H30年度 39名 過去対比 1.9倍
⚫ 女性 H20年度 1名 ⇒ H30年度 13名 過去対比 13倍

■採用の傾向

応募ベースで年度によって違いますが・・
⚫ 中途 H20年度 約4名 ⇒ H30年度 約600名 過去対比 150倍
⚫ 新卒 H20年度 約1名 ⇒ H30年度 約300名 過去対比 300倍

■コスト削減

全てがテレワーク単体の成果ではありませんが、取組後に顕著に数字に現れた物として・・
⚫ ガソリン使用 H20年度 34,000㍑ ⇒ H23年度 28,000㍑ ▲6,000㍑
⚫ 本社電力使用 H20年度 32,000kwh ⇒ H23年度 27,000kwh ▲5,000kwh
⚫ 労働時間平均 H20年度 2,100時間 ⇒ H23年度 1,900時間 ▲200時間

H20年度より社員が19人増えましたが・・・(H20年対比)
H29年度 ガソリン 27,545㍑ ▲6,455㍑
H29年度 本社電力 24,938kwh ▲7,062kwh
H29年度 労働時間 1,800時間 ▲ 300時間

●全国から、応募者があり実際に

ここ数年は北海道、富山、沖縄

出身者の採用実績があります。

●建設業ですが、女性比率が高い

のもポイントで、社員全体の1/3

です。

○向洋電機土木株式会社（横浜市）

・昭和４０年（1965年）３月設立 業態：屋内外の電気設備 設計・施工

・社員数３９名（男性２６名、女性１３名）

業務効率化
25
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向洋電機土木株式会社の事例（作業効率化の具体例）

出典：向洋電機土木株式会社より提供

業務効率化
26
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１．テレワークのメリット

２.テレワークの現状と課題

３．政府の支援策等

4.テレワーク・デイズについて

本日のアジェンダ本日のアジェンダ
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テレワーク関係４省

内閣官房長官指示により、テレワークに関する府省連携を強化するため、
２８年７月から関係府省連絡会議を開催し、テレワーク推進に向けた各府
省の取組の共有や連携施策の検討・推進を実施。

内閣官房長官指示により、テレワークに関する府省連携を強化するため、
２８年７月から関係府省連絡会議を開催し、テレワーク推進に向けた各府
省の取組の共有や連携施策の検討・推進を実施。

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

構成員

政務 総務省 総務副大臣（議長）

厚生労働省 厚生労働副大臣

経済産業省 経済産業副大臣

国土交通省 国土交通副大臣

事務 内閣官房 内閣審議官
（IT総合戦略室 室長代理）

内閣府 官房審議官
（男女共同参画局担当）

総務省 官房総括審議官
（情報通信担当）

厚生労働省 雇用環境・均等局長

経済産業省 官房審議官
（商務情報政策局担当）

国土交通省 官房審議官（都市担当）

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

※ これまで8回開催（うち１回はウェブ会議方式）。

政府のテレワーク推進体制
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〇成長戦略フォローアップ（令和元年6月21日 閣議決定）

テレワーク施策に関する政府の方針

・女性、障害者、高齢者など多様な人材活用に資する効果的なテレワークの先進モデルの整理・普及を図るとともに、特に中小企
業の課題解決等を担う立場である社会保険労務士やITコーディネータなどの専門家にテレワーク普及の担い手になってもらうこと等に
より、地域や企業の実情に応じたテレワークを推進する。

Ⅱ．全世代型社会保障への改革
３．多様で柔軟な働き方の拡大 （２）新たに講ずべき具体的施策 ⅰ）多様で柔軟な働き方の拡大 ③テレワークの推進

（３）所得向上策の推進 ①就職氷河期世代支援プログラム（施策の方向性）（ⅱ）個々人の状況に合わせた、より丁寧な寄り添い支援 ○支援
の輪の拡大

第２章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり ２．人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進
（１）少子高齢化に対応した人づくり革命の推進 ⑦少子化対策、子ども・子育て支援

・・・地方経済圏での人材ニーズと新たな活躍の場を求める人材プールのマッチングなどの仕組みづくりやテレワーク、副業・兼業の拡大、柔軟で多
様な働き方の推進により、地方への人の流れをつくり、地方における雇用機会の創出を促す施策の積極的活用を進める。

結婚支援を引き続き推進するとともに、社会全体で子育てを支えるため、通勤時間の短縮やテレワークの推進、地域や家庭における子育ての担
い手の多様化などの取組による、総合的な子育て環境の整備を図り、少子化対策を強化する。これにより「希望出生率1.8」の実現を目指す。

〇経済財政運営と改革の基本方針2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～（令和元年6月21日 閣議決定）

〇世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和元年6月14日 閣議決定）

・ ・・・また、テレワークの普及に当たっては、関係府省庁が連携し、テレワーク・デイズやテレワーク月間の実施、ガイドラインや表彰
等の周知・啓発、サテライトオフィスや必要なネットワーク環境の整備等を通じて、令和２年におけるKPIの目標値達成を図る。

・ テレワークの普及に当たって、・・・平成30年４月に総務省が公表した「テレワークセキュリティガイドライン（第４版）」について、周
知・啓発を図っていく。・・・さらに、テレワーク・デイズ、テレワーク月間といった国民運動において、率先した取組を行う。

第２部官民データ活用推進基本計画 Ⅱ．施策集 （10）人材育成、普及啓発 ○[No.10－11] テレワークの普及

第１部世界最先端デジタル国家創造宣言 III. 我が国社会全体を通じたデジタル・ガバメント V. 社会基盤の整備４人材の育成等（４）人材の流動性

政府としては、労働生産性向上に向けた、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワーク等を推進し、また、フリー
ランスなどの雇用関係によらない働き方に関する保護等の在り方について検討を行っている。



30テレワークの普及促進に向けた政府全体の連携

○テレワーク導入の専門家を企
業へ派遣

○相談センターによる助言等を
実施

【総務省・厚労省】

ノウハウ支援

○民間企業等に対して導入機器
等の費用を助成 【厚労省】

○地域サテライトオフィスのICT環
境整備や建物改修等の補助
【総務省・国交省】

導入補助

○テレワーク・デイズ、テレワーク

月間を通じた普及促進

【関係府省】

○表彰、セミナー、事例周知

【総務省・厚労省・経産省】
○「日本サービス大賞」や「おもてなし規

格認証」を通じて、テレワークによる働
き方を面的に普及【経産省】

周知・啓発

普
及
展
開

目
標
設
定

現
状
把
握

環
境
整
備

○テレワークの普及状況やテレワーカーの意識・実態調査を実施【総務省・国交省】

○テレワーク推進に関する政府目標を設定【内閣官房IT室】

○インフラ整備やテレワーク関係ガイドラインの改定・周知等 【総務省・厚労省】

○女性活躍、ワークライフバランス
推進

○国家公務員のテレワーク実施を
推進

【内閣官房・内閣府】

意識改革
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総務省における令和元年度テレワーク推進施策

テレワーク普及展開推進事業

○ 全国11カ所程度（各地域ブロック）で、テレワーク導入を検討
する企業等向けセミナー等を開催。

○ 東京、名古屋、大阪においては、多くの企業の参加を見込める
既存の民間展示イベントも活用して周知の機会を増やす。

○ 全国11カ所程度（各地域ブロック）で、テレワーク導入を検討
する企業等向けセミナー等を開催。

○ 東京、名古屋、大阪においては、多くの企業の参加を見込める
既存の民間展示イベントも活用して周知の機会を増やす。

セミナーの開催・展示会への出展セミナーの開催・展示会への出展 先進企業・団体の事例収集・表彰（テレワーク先駆者百選）先進企業・団体の事例収集・表彰（テレワーク先駆者百選）

テレワーク・デイズ2019テレワーク・デイズ2019

○ テレワーク導入を検討する企業等に、専門家を個別派遣し、テレ
ワークシステム、情報セキュリティ等、主にICT面でテレワークの導入
に関するアドバイスを実施（厚生労働省の労務管理コンサルタント
派遣事業と連携）

○ テレワーク導入を検討する企業等に、専門家を個別派遣し、テレ
ワークシステム、情報セキュリティ等、主にICT面でテレワークの導入
に関するアドバイスを実施（厚生労働省の労務管理コンサルタント
派遣事業と連携）

テレワーク専門家の派遣（テレワークマネージャー派遣事業）テレワーク専門家の派遣（テレワークマネージャー派遣事業）

○ 2020年東京大会１年前の本番テストと
して7月22日(月)～9月6日(金)の期間を
「テレワーク・デイズ2019」として実施。web
サイトの構築や事務局運営、広報活動、イ
ベントの開催、効果検証等の取組を行う。

○ テレワークを先進的に実施している企業・団
体を「テレワーク先駆者」「テレワーク先駆者百
選」として公表。特に優れた取組には総務大
臣賞を授与し、厚生労働大臣賞（輝くテレ
ワーク賞）と合同で表彰式を実施。

〇「地域IoT実装推進ロードマップ」における「分野別モデル」の普及展開を推進するため、分野別モデルの横展開に取り組む地域に対し、初期投資・
連携体制の構築等にかかる経費を補助。（補助率：1/2 最大補助額：2,000万円）

〇平成31年(令和元年)度から、新たに「働き方（テレワーク）」を対象に追加。

（参考）平成28～30年度までは「ふるさとテレワーク推進事業」として実施。

〇「地域IoT実装推進ロードマップ」における「分野別モデル」の普及展開を推進するため、分野別モデルの横展開に取り組む地域に対し、初期投資・
連携体制の構築等にかかる経費を補助。（補助率：1/2 最大補助額：2,000万円）

〇平成31年(令和元年)度から、新たに「働き方（テレワーク）」を対象に追加。

（参考）平成28～30年度までは「ふるさとテレワーク推進事業」として実施。

地域IoT実装推進事業（要件Ｂ:テレワーク）地域IoT実装推進事業（要件Ｂ:テレワーク）

テレワーク環境整備（サテライトオフィス整備等）
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テレワークマネージャー派遣事業

・企業等に、専門家を個別派遣

・テレワークシステム、情報セキュリティ等、主にICT
面でテレワークの導入に関するアドバイスを実施

・厚生労働省の労務管理コンサルタント派遣事業と
連携

・令和元年度は７月18日(木)～令和２年２月28
日(金)まで募集受付中（お申込みは下記↓から）

https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/

総
務
省 専門家

企
業
・自
治
体
等

申請

派遣

事
務
局

https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/


33「働き方改革セミナー」の開催

働き方改革セミナー「『働く、が変わる』テレワーク」と題した企業等を対象とした
セミナーを、全国12か所で開催予定（東京都以外、各道県と共催）。

＜令和元年度セミナー開催予定＞

R元年 9月 3日（火）13:00～17:00 長崎県

9月19日（木）13:00～17:00 北海道

10月 2日（水）13:00～17:00 富山県

10月16日（水）13:00～17:00 長野県

11月 8日（金）13:00～17:00 島根県

11月29日（金）13:00～17:00 福島県

【働き方改革セミナー プログラム】
①テレワークをめぐる最新動向
②テレワーク実施時の労務管理上の留意点
③情報通信技術活用における留意点
④テレワーク導入企業等の事例１～３
⑤個別相談会

12月 6日（金）13:00～17:00 沖縄県

12月11日（水）13:00～17:00 徳島県

12月18日（水）13:00～17:00 静岡県

R2年1月21日（火）13:00～17:00 佐賀県

1月24日（金）13:00～17:00 茨城県

2月 5日（水）13:00～15:30 東京都

＜昨年度の様子＞岐阜会場（岐阜大学）



「テレワーク先駆者百選」の大臣表彰について

過去の「テレワーク先駆者百選」選定企業・団体数：平成27年度 36団体 / 平成28年度 42団体 / 平成29年度 41団体/ 平成30年度 36団体/ 令和元年度 32団体

※ 小規模事業者は中小企業基本法の定義による（http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html） （11月中に公表予定）

総務

大臣賞

テレワーク

先駆者百選

テレワーク先駆者

特に優れた取組である

十分な利用実績がある

テレワークによる勤務制度が整っている企業等

経営面での成果、ICTの利活用、地方創生の取組等を総合的に判断

対象従業員が常時雇用する人の25％以上（小規模事業者※は50％以上）、
対象従業員の50%以上又は100人以上が実施、
実施者全体の平均実施日数が月平均4日以上、
テレワークにおける長時間労働防止対策がある

過去１年での労働関係法令等の重大な違反がない
テレワークが就業規則の本則もしくは個別の規程に定められ、実際に行っている

百選以上にロゴを付与

• テレワークの導入・活用を進めている企業・団体を「テレワーク先駆者」として、
そのうち十分な利用実績等が認められる場合に「テレワーク先駆者百選」として選定・公表。

• 「テレワーク先駆者百選」のうち、特に優れた取組には平成28年度から総務大臣賞を授与。
＜参考：過去の総務大臣賞＞

令和 元年度（４社）：アフラック生命（株）、シックス・アパート（株）、明豊ファシリティワークス（株）、リコージャパン（株）
平成30年度（５社）：向洋電機土木(株)、日本ユニシス(株)、フジ住宅(株)、三井住友海上火災保険(株)、(株)WORK SMILE LABO
平成29年度（５社）：(株)NTTドコモ、 (株)沖ワークウェル、 大同生命保険(株)、日本マイクロソフト (株)、 ネットワンシステムズ(株)
平成28年度（４社）：サイボウズ(株)、(株)ブイキューブ、明治安田生命保険相互会社、ヤフー(株)

• 総務、厚労、経産及び国交の４省の呼びかけにより平成17年11月に設立された、産学官のテレワーク推進団体
「テレワーク推進フォーラム」では、平成27年から11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた広
報等を集中的に実施。

• 期間中に「テレワーク先駆者百選」の総務大臣賞、「輝くテレワーク賞」の厚労大臣賞を合同で授与。

【テレワーク月間】

【テレワーク先駆者百選】

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html


35

「働き方改革のためのテレワーク導入モデル」 の策定

 総務省では、「業種」と「企業規模(従業員数)」の2軸と課題から、企業類型に分類し、企業類型ご
とにテレワーク導入の各ステージで直面する課題とその対策を事例を交えて紹介する、「働き方改革
のためのテレワーク導入モデル」を策定。

掲載URL: http://www.soumu.go.jp/main_content/000616262.pdf

自身の企業が全７類型のうちどの
類型に当てはまるかを確認の上、

テレワーク導入の過程で直面する
課題と対策を参照することが可能
です！

http://www.soumu.go.jp/main_content/000616262.pdf
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（参考）テレワーク導入推進コンソーシアム概要

テレワーク導入推進コンソーシアムは、地域の中小企業等へのテレワークの普及推進を主たる目的として活動を実施
する団体とし、各地域においてテレワークに関する中小企業経営者向けセミナーや、コンサルティング、スマートテレワー
クパッケージの提供等を実施するものである。

テレワーク推進の課題
中小企業を対象にヒアリング等を実施したところ、
多くの企業からテレワーク導入等の働き方改革の必要性を感じ
ているとの声をいただいた一方で、以下の課題を抱える企業が多
いことが明らかとなった。

⚫ セキュリティ面の不安を払拭できていない。
⚫ 労務管理や就労規則整備等の手法が分からない。
⚫ 導入すべきテレワークツールが分からない。

解決の方針

⚫ 各地において、様々な中小企業の課題に応じた、働き方
改革セミナーを実施。

⚫ 個別企業の課題に応じたコンサルティングの実施。
⚫ セキュリティ対策手法・ガイドライン・モデル就業規則・テレ

ワーク機器等を一元化したスマートテレワークパッケージの
提供。

体制イメージ

中小企業

各社の課題に応じて、
セミナーやコンサルティングを実施

スマートテレワークパッケージ
や各種情報の提供

概要
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（参考）スマートテレワークパッケージ

カテゴリー

導入セット
（共通メニュー）

導入セット

パッケージ

✓ 「テレワークセキュリティガイドライン」（総務省）
✓ 「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」（厚生労働省）
✓ モデル就業規則：「テレワークモデル就業規則」（厚生労働省）

✓ コンサルティングサービス
✓ テレワーク相談センター
✓ テレワークマネージャー派遣事業

勤怠管理システム

✓ Windows10、Office365

✓ Microsoft Teams（ソフトウェア）
※Office365とのスムースな連携が可能。

✓ Cisco Webex （Teams・Meetings・Room）
※Webex間のスムースな連携が可能。オフィスのテレビ会議環境を整備したい場合推奨。

✓ jinjer勤怠
✓ F-chair+

高度化メニュー

テレワークPC
（ソフトウェア）

✓ テレワーク導入モデル
✓ テレワークデイズへの参加
✓ テレワーク先駆者100選

✓ テレワーク実践事例集

✓ HP Elitebook 830 G5
✓ HP ProBook 430 G5
✓ ThinkPad X1 Carbon＋プライバシフィルタ
✓ ThinkPad X280＋プライバシフィルタ
※上記はテレワーク保険付帯

テレビ会議システム

テレワークPC
（ハードウェア）

補助金情報 ✓ 各種補助金情報（厚生労働省や東京都等）
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１．テレワークのメリット

２.テレワークの現状と課題

３．政府の支援策等

4.テレワーク・デイズについ
て

本日のアジェンダ本日のアジェンダ



39テレワーク・デイズ 概要

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、国内外から観光客等が集まり、
交通混雑が予想される。テレワークは混雑回避の切り札。
※ ロンドン大会では、企業の約8割がテレワークや休暇取得などの対応を行い、市内の混雑を解消

2017年、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開会式が行われる7月24日を「テレワー
ク・デイ」と設定。2020年までの毎年、企業等による全国一斉のテレワークを実施。

① 大会期間中のテレワーク活用により、交通混雑を緩和
【2020年大会時見通し】 鉄道：観客利用と道路からの転換により、利用者が約1割増加
【TDMの目標】 鉄道：現在と同程度のサービスレベルを目指す

② 企業等がテレワークに取り組む機会を創出
全国的に「テレワーク」という働き方が定着

東京オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに、日本社会に働き方改革の定着を！＜Legacy＞

＜期待効果＞

＜テレワーク・デイ＞

＜背景＞

北海道から沖縄まで、情報
通信のほか、製造、保険など
幅広い業種の企業、自治体
等が参加。

約950団体、6.3万人

第1回 7/24

第2回 7/24＋1日以上
（23日～27日の間）

【参加数】 1682団体、30.2万人

[主 催] 総務省、厚生労働省、経済産業省、
国土交通省、 内閣官房、内閣府

[共 催] 東京都、一般社団法人日本経済団体連合会、
日本商工会議所、東京商工会議所、
一般社団法人日本テレワーク協会

TDM・・・Transportation Demand Management

テレワーク・デイズ2019
●7/22～9/6の間で5日以上実施を呼びかけ

●2887団体、約68万人が参加
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「テレワーク・デイズ2019」の実施期間

2019年カレンダー

※2020年から体育の日はスポーツの日に名称変更

2020年カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

7/14 15
海の日

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 8/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12
山の日

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

9/1 2 3 4 5 6 7

都内企業集中実施期間
①2019年7月22日（月）～8月2日
（金）

“東京2020パラリンピック競技大会”
2020年８月25日（火）～９月６日（日）

“第32回オリンピック競技大会”
2020年７月24日（金）～８月９日（日）

“テレワーク・デイズ2019”
計5日間以上の実施を呼びかけ

都内企業集中実施期間
②8月19日（月）～8月30日（金）

2

2020TDM推進プロジェクト、東京都のスムーズビズと連携して実施



41

○ 7/22(月)～9/6(金)の実施期間において、2,887団体、約68万人が参加。
○ 実施団体と特別協力団体の合計2,424社では、1社・団体平均で約280人が参加。

◼ 昨年度事業の参加社・団体数との比較
（応援団体を含む）

実施団体 2,200社・団体

特別協力団体 224社・団体

応援団体 463社・団体

単位：参加団体数（社・団体）

*2019年9月6日集計時

◼ 昨年度事業の参加者数との比較
（応援団体を除く）

特別協力団体 28.0万人

（1社・団体平均：約1,250人）

実施団体 39.8万人

（1社・団体平均：約181人）

※応援団体はテレワーク・デイズへの参加者数を調査していない。

※単位：参加人数（万人）

テレワーク・デイズ2019 参加団体結果等

参加企業・団体数 参加者数
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○ 業種別参加社・団体が最も多いのは情報通信業で685社・団体（構成
比32％）、次点のサービス業391社・団体（構成比18％）と合わせると
50％となり、上位２業種で約半数を占める。

*実施団体と特別協力団体の合計（2,424社・団体）が対象

テレワーク・デイズ2019参加団体 業種別の分布

■業種別参加団体数*

◼ 業種別構成比

■実施予定エリア別参加団体＊分布

*実施団体と特別協力団体の合計（2,424社・団体）が対象

上位２業種で

半数を占める



43テレワーク・デイズ2019 23区の通勤者減少量

○ 東京23区全体で通勤者が1日あたり約26.8万人（減少率9.2%）減少、週間平均
では134.1万人（減少率9.2％）となった。
○ 区別では千代田区、港区、新宿区、新宿区、中央区など都心部で減少量が多い。

勤務地 期間外 期間中 減少量 減少率

千代田区 1,817,024 1,680,278 -136,746 -7.5%

港区 1,786,483 1,660,517 -125,966 -7.1%

新宿区 1,215,667 1,098,452 -117,215 -9.6%

中央区 1,380,570 1,277,165 -103,405 -7.5%

品川区 809,723 729,191 -80,532 -9.9%

大田区 733,192 653,188 -80,004 -10.9%

世田谷区 489,559 410,099 -79,460 -16.2%

豊島区 528,188 467,631 -60,557 -11.5%

練馬区 391,729 338,319 -53,411 -13.6%

渋谷区 773,214 720,521 -52,692 -6.8%

江東区 914,165 862,661 -51,505 -5.6%

文京区 398,190 351,308 -46,882 -11.8%

杉並区 274,494 229,711 -44,784 -16.3%

板橋区 382,726 339,669 -43,057 -11.3%

足立区 421,777 380,479 -41,298 -9.8%

北区 259,668 221,725 -37,943 -14.6%

墨田区 340,783 307,819 -32,964 -9.7%

中野区 282,121 250,443 -31,678 -11.2%

葛飾区 252,054 221,129 -30,925 -12.3%

江戸川区 374,026 343,153 -30,873 -8.3%

台東区 457,553 431,674 -25,879 -5.7%

目黒区 193,745 174,534 -19,211 -9.9%

荒川区 133,913 119,152 -14,761 -11.0%

東京23区合計 14,610,566 13,268,818 -1,341,748 -9.2%

■ 期間中の通勤者週間平均減少量
（東京23区)

曜日 期間外 期間中 減少量 減少率

月曜 2,956,209 2,652,976 -303,233 -10.3%

火曜 2,950,394 2,670,530 -279,864 -9.5%

水曜 2,905,361 2,638,450 -266,911 -9.2%

木曜 2,915,558 2,685,214 -230,344 -7.9%

金曜 2,883,044 2,621,648 -261,396 -9.1%

平均 2,922,113 2,653,764 -268,350 -9.2%

■曜日別の一日あたり通勤者減少量
（東京23区)

減少量：多

減少量：少

■勤務地別通勤者減少量ヒートマップ
（東京23区）

・通勤者：自宅から500m以上離れた
勤務地（東京23区内）に
訪れた20歳から64歳

・期間外：テレワーク・デイズ期間外
（2019/7/01～7/05、7/08～
7/12)の通勤者数

・期間中：テレワーク・デイズ期間中
(2019/7/22～7/26、7/29～
8/02、8/19～8/23、8/26～
8/30)の通勤者数)

・減少量：期間外から期間中への通勤者
減少量

・減少率：期間外から期間中への通勤者
減少率

年齢 期間外 期間中 減少量 減少率

20~29歳 2,794,709 2,606,052 -188,657 -6.8%

30~39歳 3,717,003 3,401,324 -315,679 -8.5%

40~49歳 4,058,693 3,617,049 -441,644 -10.9%

50~59歳 2,963,472 2,673,758 -289,714 -9.8%

60~64歳 1,076,689 970,634 -106,054 -9.9%

■年齢別の一日あたり通勤者減少量
（東京23区)



44テレワーク・デイズ2019 2018年との比較

■2019/7/22～26の通勤者週間平均
減少量(東京23区)

単位:人

出典:KDDI×コロプラ「Location Trends」

■テレワーク・デイズ2018との減少量・率比較（23区内の通勤者）

期間外 期間中 減少量 減少率

2018年
（7/23～27） 13,890,637 13,482,395 -408,242 -2.9％

2019年
（7/22～26） 14,610,566 13,375,115 -1,235,451 -8.5％

テレワーク・デイズ2019期間中と、2018年期間中との比較

◆減少量：-408,242人(2018年）→-1,235,451人（2019年）
◆減少率：-2.9％（2018年）→-8.5％（2019年）

・通勤者：自宅から500ｍ以上離れた勤務地(東京23区内)に訪れた20歳~64歳
・期間外：テレワーク・デイズ期間外(2019/7/1~7/5、7/8~7/12)の週間平均通勤者
・期間中：テレワーク・デイズ期間前半1週目（2019/7/22～26）の累計通勤者数
・減少量：期間外から期間内への通勤者減少量（期間外から期間内への通勤者減少率
・減少率（昨年）：2018年のテレワーク・デイズ調査時の減少率

○ テレワーク・デイズ2018年（2018/7/23～27）と同期間で比較すると、
テレワーク・デイズ2019の１週目（2019/７/22～26）は、23区内の通勤者数は、
約124万人減少（2018年は約41万人減少）し、減少率はｰ8.5％（2018年は-2.9％）

約83万人減

勤務地 期間外 期間中 減少量 減少率
減少率

〈昨年〉

減少率

差分

千代田区 1,817,024 1,673,888 -143,136 -7.9% -1.7% -6.2%

中央区 1,380,570 1,264,646 -115,924 -8.4% -2.6% -5.8%

港区 1,786,483 1,637,813 -148,670 -8.3% -1.3% -7.0%

新宿区 1,215,667 1,113,864 -101,803 -8.4% -1.9% -6.4%

文京区 398,190 354,971 -43,219 -10.9% -6.3% -4.6%

台東区 457,553 428,430 -29,123 -6.4% -1.7% -4.7%

墨田区 340,783 306,005 -34,778 -10.2% -0.4% -9.8%

江東区 914,165 850,727 -63,438 -6.9% -2.5% -4.4%

品川区 809,723 717,680 -92,043 -11.4% -3.7% -7.7%

目黒区 193,745 176,518 -17,227 -8.9% 0.7% -9.6%

大田区 733,192 669,036 -64,156 -8.8% -3.7% -5.0%

世田谷区 489,559 439,015 -50,544 -10.3% -4.9% -5.4%

渋谷区 773,214 723,566 -49,648 -6.4% -0.5% -5.9%

中野区 282,121 261,559 -20,562 -7.3% -5.5% -1.8%

杉並区 274,494 244,461 -30,034 -10.9% -5.0% -6.0%

豊島区 528,188 489,125 -39,063 -7.4% -6.4% -1.0%

北区 259,668 229,383 -30,285 -11.7% -0.3% -11.4%

荒川区 133,913 119,697 -14,216 -10.6% -2.4% -8.3%

板橋区 382,726 353,207 -29,519 -7.7% -5.6% -2.1%

練馬区 391,729 354,437 -37,292 -9.5% -2.8% -6.7%

足立区 421,777 389,015 -32,762 -7.8% -7.5% -0.3%

葛飾区 252,054 230,962 -21,093 -8.4% -5.8% -2.5%

江戸川区 374,026 347,109 -26,918 -7.2% -6.8% -0.3%

東京23区合計 14,610,566 13,375,115 -1,235,451 -8.5% -2.9% -5.5%
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○テレワーク・デイズ2019集中実施日（7月24日（水））にて
23区内で約25万人 通勤者が減少 減少率は－8.9％
モバイルビッグデータ分析(携帯電話利用者の位置情報等の活用）により、東京23区内に勤務地がある
通勤者数を比較（※同年同月同曜日の7月10日との比較）したところ、昨年を上回る減少量・率となっている
（2018年は減少量9.7万人、減少率－3.4％）

■勤務地別通勤者減少量 (23区)

・通勤者：自宅から500m以上離れた勤務地（東京23区内）に
訪れた20歳から64歳

・期間外：テレワーク・デイズ期間外(2019/7/10)の通勤者数
・期間中：テレワーク・デイズ期間中(2019/7/24)の通勤者数
・人口減：期間外から期間中への通勤者減少量
・減少率：期間外から期間中への通勤者減少率出典:KDDI×コロプラ「Location Trends」

単位:人期間外 期間中

2,863,949 2,608,848

■ テレワーク・デイズ集中実施日（7/24）の前年との比較

減少量：多

減少量：少

テレワーク・デイズ2019 集中実施日の分析結果（7月24日分）
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テレワーク・デイズ2019の効果 業務効率化・コスト削減

注 事務用紙等の使用量（枚数ベース）を回答した13社の加重平均。
削減率のみの回答を含む19社の単純平均は11.3%減。

【残業時間の変化】

注 残業時間の削減率を回答した30社の単純平均。

○ オフィス事務及び残業時間など、すべての指標で大幅な削減効果がみられた
○ 事務用紙等は約38%減少（2018年は約14％）、残業時間は 約43%減少

（2018年は約45％）と業務効率化に貢献

38.1%
減少

注 回答社数は27社

【会議室・会議スペースの使用状況の変化】

42.9%
減少

【旅費・交通費等の変化】

注 旅費・交通費の総額を回答した12社の加重平均。旅費・交通費の
削減率のみの回答を含む20社の単純平均は4.8%減。

9.6%
減少

【事務用紙等の使用量の変化】

44.6%
減少

期間外の使用量

期間外の稼働率

期間外の
旅費・交通費

期間外の
残業時間
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感じた効果・メリット（特別協力団体アンケートより）

○ 本事業の実施で得られた効果・成果として、約8割が「就労者の移動時間の短縮」を挙げた。

○ 特別協力団体の60％以上が「業務の生産性向上」と「就労者の生活環境の改善」を成果として認識。

（社）

「特記事項」「その他」として寄せられた主な回答
⚫ これまでテレワークを実施したことがなかった従業員も実施のきっかけになり、テレワークを実施してみると特

に業務に支障、問題がなかったことを実感できた従業員がいる。
⚫ （テレワーク関連の）制度はあるものの、利用に至らなかった社員の取組のきっかけになり、社内浸透に寄

与したと考えます。
⚫ テレワークを実施しやすい雰囲気の醸成
⚫ テレワーク・デイズ2019参加者の過半数が「何かしらオフィス環境に良い変化があった」と社内調査で回答。

「普段より静かで業務に集中できた」との回答も半数近くに上った。
⚫ 「仕事の見える化」や業務標準化に対する意識の向上
⚫ テレワーク・デイズ2019の参加を通じて、支社の一体感が向上した。
⚫ 社会で「働き方改革」が浸透する中、お客様との会話でテレワーク・デイズ2019に参加しているということで

関心を持ってもらうことができた。
⚫ 通勤時間や移動時間の減少、交通混雑や猛暑等での通勤回避による身体的負担の軽減につながり、

体調管理上での効果が確認できた。

■テレワークで得られた効果・成果

注 複数回答 n=171
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① 出勤回避には、集中取組日(7月24日)に参加可能職員の65%が参加し、目標(50%)を達成 ※数字については①～③まで本府省等のものを使用

② テレワークは、約３割の参加可能職員が実施（昨年の3倍、延べ35,138名）したが、利用しやすさ、利用率には府省等間で大きな差

③ ６割強の職員がテレワーク利用を望んでいることも踏まえ、東京2020大会に向けて、各府省等において利用環境の整備が必要

国家公務員の取組（東京2020大会に向けたTDM試行、テレワーク・デイズ2019）について

２．テレワークの推進１.TDM試行
※ピーク時間帯(7:45～9:45)の出勤回避

(1) 参加人数（7/22～8/2）

○集中取組日(7/24)

参加可能職員の 65%（目標 50％）

○それ以外の9日間

参加可能職員の 45%（目標 20％）

（参考）出勤回避人数延べ242,371名

本府省等 205,164名

圏央道内地方支分部局等 37,207名

・26府省等中22府省等で集中取組日に参

加可能な50％以上の職員が実施(本府省等）

【内閣官房,法制局,人事院,内閣府,公取,警察庁,個情委,金

融庁,復興庁,総務省,法務省,財務省,文科省,厚労省,農水省,経

産省,国交省,気象庁,海保庁,原子力規制委,防衛省,会計検査

院】 ※さらに80％以上の省庁は下線

（１）テレワーク・デイズ2019（7/22～9/6）

○参加人数（26の本府省等） 延べ35,138名 （集中取組期間一日当たり昨年度の2.２倍）

（３）今後の課題

(2) 各府省等の取組事例

○勤務時間の変更（訓令を改正）
【人事院,消費者庁,復興庁,総務省,財務省,文科省,

経産省,国交省,環境省,原子力規制委】

○政府目標を上回る独自目標（本府省等常

勤職員の３割）を設定 【総務

省】

(３) 来年に向けた各府省等からの要望

○東京2020大会に係る政府目標の早期決定

○国家公務員の勤務時間等の柔軟化

○職員のテレワーク利用意向は高い →ソフト・ハード（※）両面での利用環境の整備が必要

○テレワーク可能な場所の拡充等を検討

○地方支分部局等のテレワークの一層の推進

○台風の前日にテレワーク勤務を推奨するなど臨機応変な対応が必要【既に総務省や経済産業省で取組済】

○テレワークに係るソフト面の阻害要因は大幅改善
・「ﾃﾚﾜｰｸ勤務ができることを知らなかった」：25.9％から4.1％に改善
・「言い出しにくい雰囲気がある」：8.3％から3.7％に改善 （共に本府省等）

上記２つを課題としてあげた職員の割合の合計が10pt以上減少（改善）したのは23府省等中14府省等
【内閣官房,人事院,内閣府,宮内庁,公取委員会,警察庁,個情委,復興庁,総務省,法務省,文科省,経産省,国交省,防衛省】

○積極的にテレワークの活用を働きかけた府省等ほど、 利用しやすさが改善し、利用率も向上（次頁）

・幹部等のテレワーク体験を省内掲示板へ掲載【総務省,農林水産省】

・地方機関庁舎等をサテライトオフィスとして利用【警察庁,総務省,財務省,環境省】

・省内独自キャンペーンを実施し機運醸成を図る【金融庁,総務省,財務省,国土交通省】

（２）WLB月間、「ゆう活」に関する職員意識調査結果（テレワーク部分）

関係府省等との調整を加速

※昨年末の数字は「平成30年度国家公務員の女性
活躍とワークライフバランス推進に関する職員アン
ケート調査」（実施期間H30.11.26～12.18・無作為
に抽出された各府省等の職員（合計64,413人）が回
答）より抜粋

○一方、利用環境の差もあり本府省等と地方支分部局等

との利用率の差は依然として大きい

テレワーク利用率 今後の利用意向

本府省等 30.6％ 63.5％

地方支分部局
等

4.0％ 47.2%

これらの取組を参考に、
各府省等のテレワーク利用環境
の整備を更に促進

注） 気象庁,海保庁は国土交通省に、原子力規制委は環境省に入っている

昨年末時点※では10.5％だったテレワーク利用者が、30.6％となり約３倍に増加（本府省等）

(本府省等）

(本府省等）

※ハード面とはテレワーク端末（ハードウェア）の台数等の現状のこと



49（参考）①各府省等の職員へのテレワークの積極的な働きかけと、テレワークを利用しやすい職場の雰囲気との関係
②テレワークを利用しやすい職場の雰囲気と、テレワーク利用率との関係 ※WLB月間・「ゆう活」に関する職員意識調査より
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・「テレワーク利用率」とは、「WLB月間（7・8月）のテレワークの利用状況」で「希望通りに利用した」又は「希望通りには利用できていないが、利用した」と回答した職員の割合。
・「利用しやすい職場の雰囲気」とは、「テレワーク・デイズ2019を経た職場全体のテレワークの利用しやすさの変化（改善）で「とても利用しやすくなったと感じる」「少しだけ利用しやすくなったと感
じる」と回答した職員の割合。
・「各府省等の積極的な働きかけ」とは、「WLB月間（7・8月）に職場で行われていた取組」で「テレワーク・デイズ2019等の活用、管理職のテレワークの実施、管理職から職員に対して実施の推奨などテ
レワークの積極的な実施」と回答した職員の割合。
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（参考）ハード環境が日常
用端末持ち帰りの府省等



50テレワーク・デイズ2019における広がりの例

⚫ 全都道府県の約６割、２７都道府県が実施団体・特別協力団体として参加
⚫ 市町村も含めると昨年度比、約２倍の団体が参加（約100団体⇒約180団体）

地方自治体での広がり地方自治体での広がり

⚫ テレワーク・デイズ期間中、キャンペーンを実施されたサテライトオフィス事業社も多数。交流イベント
等で、参加者同士で、社内でテレワークを導入する際のアドバイスし合う等の効果も。

⚫ コワーキングスペースによるコミュニケーション活発化
⚫ 都心のみならず、郊外や地域のサテライトオフィスの活用、地域でのワーケーションの拡大

サテライトオフィスの活性化サテライトオフィスの活性化

⚫ 大企業において、全社的、大規模、連続したテレワーク実施の動きが拡大
（例）富士通･･･7月の集中取組期間は、重点取組地域の2万人を超える社員が5日間連続でテレワークの実施 等

⚫ 子会社・関連会社含めたグループ全体での参加の拡大
（例）ＮＴＴグループ･･･121社のグループ会社含めた参加 等

大規模実施の広がり大規模実施の広がり

⚫ テレワークを含めた働き方の効果測定（MINDS）、ソロワークなど集中力向上、イノベーション創出な
ど目的とした新たなテレワークの展開

⚫ 企業において、テレワーク・デイズ期間と併せて週休3日や新たな働き方改革にチャレンジする動きや、
他社とのコラボレーションの動き等

多様なチャレンジ、テレワーク形態の広がり多様なチャレンジ、テレワーク形態の広がり
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2020年に向けて

今後に向けて

⚫ 今年度のトライアルを踏まえ、早期準備を働きかけ。

⚫ 引き続き、関係府省、東京都、関係団体等と連携した周知等の実施

⚫ 2020年のTDM実施方針も踏まえ、重点取組地域等を含めたテレワーク導入働きかけ

⚫ グループ会社等での取組や、多様なテレワーク（在宅勤務、モバイル勤務、サテライトオ
フィス勤務等）、2020年東京大会期間中の地域でのサテライトオフィス勤務等推奨

⚫ 今年度の特別協力団体の事例集紹介や、来年度取組など先進事例の紹介

→ 2020年東京大会直前ではなく、今年度中からの早期準備を！

全国的裾野拡大、定着に向けて全国的裾野拡大、定着に向けて

⚫ テレワーク利用率の向上、台風・大雪等の計画運休、通勤困難時等の業務継続性の観
点から、利活用シーンに応じた効果的・適時の呼びかけ、周知

⚫ 地域企業や中小企業への拡大に向けて支援の担い手となる主体・団体等との連携検討

⚫ 関係府省、関係団体等と連携した、各種施策展開等による普及の拡大
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東京都TDMプロジェクトのご紹介

→ 「東京都 TDM」で検索 各種説明会情報等のHPをご参照ください。



ご清聴ありがとうございました。
「テレワーク・デイズ2019」へのご参加・ご協力

どうもありがとうございました！

また、2020年に向けても早めの準備を是非お願いします！！

http://teleworkgekkan.org/

