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(1)　参考資料

■政府関係の資料など
○ e-Japan戦略Ⅱ：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030702ejapan.pdf
○在宅勤務ガイドライン：http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html
○テレワークセキュリティガイドライン：
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/pdf/060428_h2.pdf
○テレワーク推進フォーラムホームページ：http://www.telework-forum.jp/

■社団法人日本テレワーク協会発行の参考資料など
（平成 20年度）
○『テレワーク白書2008』今こそ実践、テレワーク新時代の始まり
　総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の 4省の監修のもと、テレワーク
についての解説や日本・海外におけるテレワークの動向、テレワーク関連の各省の
調査、テレワーク先進事例の紹介などテレワークに関する最新情報を多面的に整理。

○テレワーク勤務規程　　作成の手引き
　テレワーク導入に際し、就業規則の変更やテレワーク勤務規程作成を検討してい
る企業に、就業規則の変更ポイントとテレワーク勤務規程作成手順を、就業規則と
テレワーク勤務規程の関係を示しながら条文の解説と作成の手順をわかり易く説明。

（平成 19年度）
○中小企業のためのテレワーク活用ガイドブック　～人と時間の「やりくり上手」を
実現しよう	
　一人でカバーする業務範囲が広く、時間をやりくりして様々な業務を実施してい
る中小企業にとっての「テレワーク」導入を解説。「簡単に・安全に・安く」実現で
きるテレワークを事例もまじえて紹介。

（平成 18年度）
○在宅勤務アイディア集　～在宅勤務の様々な問題を解決するケーススタディー
　日本テレワーク協会が厚生労働省の委託を受けて運営している「テレワーク相談
センター」に寄せられた問合せや、これまで行ってきた各種の調査研究の過程で把
握した、在宅勤務のかかわる課題とそれらに対する解決策をとりまとめたもの。

（平成 17年度）
○テレワークが企業を変える　～企業のためのテレワーク導入・運用ガイド
　「企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック」（平成 16年度版）の重要部分
をビジュアル化した DVD。全編約 40分で 3編から構成。①今、なぜテレワーク？
　②テレワークの導入方法　③先進事例の取組。
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(2)　情報源

（国内）
社団法人日本テレワーク協会：http://www.japan-telework.or.jp/
日本テレワーク学会：http://www.telework-gakkai.jp/
財団法人日本生産性本部「在宅就業ポータルサイト」：http://www.soho-portal.org/
独立行政法人労働政策研究・研修機構 ：http://www.jil.go.jp/index.htm
社団法人ニューオフィス推進協議会：http://www.nopa.or.jp/
社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会：http://www.jfma.or.jp/index.htm

（海外）
アメリカテレワーク協会（ITAC）：http://www.workingfromanywhere.org/
（ITACは現在、The Telework Advisory Group of WorldatWorkとして、人事労務系
の職能団体WorldatWork の中の一部分となっている。）

アメリカテレワーク連合：http://www.telcoa.org/
Telework Exchange（テレワーク・エクスチェンジ、官民のテレワーク推進団体）：

http://www.teleworkexchange.com　
EU eWORKポータル（EUが新しい働き方を推進した際のサイト）：

http://ec.europa.eu/information_society/tl/ecowor/ework/index_en.htm

(3)　セキュリティガイドライン

平成 16年 12月に総務省から公表されたセキュリティガイドラインは、総務省ホーム
ページに掲載されています。解説書にはガイドラインの詳細な説明のほか、テレワーク
環境で想定される対策基準の策定例やテレワーク従業員向けの情報セキュリティチェッ
クシートの例なども掲載されています。

○テレワークセキュリティガイドライン
解説書：http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/telework/pdf/telework_k.pdf
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(4)　在宅勤務ガイドライン
（情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン）

以下は、平成 16年 3月 5日に厚生労働省から公表され、平成 20年 7月 28日に改訂
されたガイドラインの全文です。

1　在宅勤務の現状と課題
(1)　在宅勤務を巡る現状
近年、インターネットや情報処理を中心とした技術革新により、IT(Information 

Technology：高度通信情報ネットワーク )化が急速に進んでおり、パソコンや端末等のVDT
（Visual Display Terminal）が家庭や職場を問わず広く社会に導入され、職場環境や就業形態
等についても大きく変化している状況にある。
このような中で、情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働くこ

とができる働き方であるテレワークは、通勤負担の軽減に加え、多様な生活環境にある個々人
のニーズに対応することができる働き方であり、そのような働き方は広がりをみせてきている。
その中で、事業主と雇用関係にある労働者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は
一部について、自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務についても、労働者が仕事と生
活の調和を図りながら、その能力を発揮して生産性を向上させることができ、また、個々の生
きがいや働きがいの充実を実現することができる次世代のワークスタイルとして期待されて
いる。国土交通省「平成 17年度テレワーク実態調査」（平成 18年 6月）によると、2005年
時点で、テレワークのうち在宅勤務を実施することがある者（週 8時間以上テレワークを実
施している者のうち自宅で実施することがある者）は、約 450万人であり、労働者全体の約 8.2%
を占めるとされている。
一方でテレワークの普及促進については、平成 19年 5月に政府を挙げてテレワークの円滑
な導入を促進するための施策を総合的、重層的かつ集中的に実施するための「テレワーク人口
倍増アクションプラン」（平成 19年 5月 29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定）
が策定されたほか、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（平成 19年 12月 18日ワーク・
ライフ・バランス推進官民トップ会議決定）にテレワーク人口に係る数値目標が掲げられるな
ど、政府全体で取組を実施しているところである。このようなことから、今後テレワーク人口
は更に増加することが見込まれるものである。
なお、テレワークには、事業主と雇用関係にある働き方として、在宅勤務以外に、労働者
が属する部署があるメインのオフィスではなく郊外の住宅地に近接した地域にある小規模な
オフィス等で業務に従事する、いわゆる「サテライトオフィス勤務」、ノートパソコン、携帯
電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務に従事する、いわゆる「モバイルワーク」が
ある。また、在宅勤務と似かよっているが、事業主と雇用関係にない請負契約等に基づく働き
方として、いわゆる非雇用の就業形態である「在宅就業」がある。
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(2)　在宅勤務の評価
在宅勤務に関しては、総務省「テレワーク人口等に関する調査」（平成 14年 3月）や国土
交通省「テレワーク・SOHOの推進による地域活性化のための総合的支援方策検討調査」（平
成 15年 3月）及び厚生労働省「在宅勤務の推進のための実証実験」（平成 17年 9月）等によ
れば、事業主は、「仕事の生産性・効率性の向上」、「オフィスコストの削減」、「優秀な人材の
確保」等の効果の面を評価しており、在宅勤務を行う労働者の側からも、「仕事の生産性・効
率性の向上」、「通勤に関する肉体的、精神的負担が少ない」、「家族との団欒が増える」等の効
果の面を評価している。
例えば、「仕事の生産性・効率性の向上」に関しては、事業主から、在宅勤務の方が職場に
おける場合よりも業務成果がかなり高いという評価があり、同様に、在宅勤務を行う労働者か
らも、労働者の私生活が確保されている自宅において一人で業務に携わる方が、職場において
行うよりも、精神的負担が少なく、かつ集中できる時間が長く続くという評価もある。
また、「通勤に関する肉体的、精神的負担が少ない」に関しては、事業主から、育児・介護

等の事情により有能な人材が離転職することを防ぐことが可能であり、かつ職場復帰も比較的
早期に実現できるとの評価があり、同様に、育児期の児童を抱える労働者からも、通勤にかか
る時間を家庭に対する時間に充てることができ、仕事と家庭の両立を図ることができるとの評
価もある。

(3)　在宅勤務の課題
(2)に記したように、在宅勤務は一般に、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、その能
力を発揮して生産性を向上させることを可能とするものとして一定の評価を受けている勤務
形態であるが、その一方で、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き
方であること等、これまでの労務管理では対応が難しい面もあることから導入をためらう事業
主もあると考えられる。前出した総務省調査及び国土交通省調査、加えて厚生労働省「在宅勤
務に関する実態調査」（平成 16年）においても、在宅勤務を実施していない理由として、労
働者の労働時間や健康等「労働者の管理が難しい」を挙げる事業主が多くなっている。また、
「労働者の評価がしにくい」等を挙げる事業主も多くなっており、在宅勤務を行う労働者から
も同様の課題が挙げられているところである。
なお、これらの課題は、いわゆる非雇用の就業形態である「在宅就業」も含め、勤務時間
帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方に共通の点もあり、今後はこれらの働き方
が、その長所を生かして次世代のワークスタイルとして普及定着していくための課題を明らか
にし対策を講じていくことが求められることになろう。

2．在宅勤務についての考え方
在宅勤務を制度として導入するか否かは、基本的には事業主が労働者等の意向を踏まえ、

業務の内容や事業場における業務の実態等を勘案して判断するものであろうが、1の (1) (2)
に照らし、仕事と生活の調和等の観点から在宅勤務を希望する労働者の存在等を随時把握し、
在宅勤務の可能な業務の検討などを進めておくことが望まれる。　
また、導入にあたっては、3及び 4に留意するとともに、1 (3)の課題の解決方策について、

労働者の合意を得て、適切な在宅勤務の導入及び実施に努めることが求められる。
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3．労働基準関係法令の適用及びその注意点
(1)　労働基準関係法令の適用
労働者が在宅勤務（労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を

用いて行う勤務形態をいう。）を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛
生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。

(2)　労働基準法上の注意点
ア　労働条件の明示
使用者は、労働契約を締結する者に対し在宅勤務を行わせることとする場合においては、

労働契約の締結に際し、就業の場所として、労働者の自宅を明示しなければならない（労働基
準法施行規則第 5条第 2項）。

イ　労働時間
ア　在宅勤務については、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤
務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であるこ
とから、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、労働基準法第 38条の 2で
規定する事業場外労働のみなし労働時間制（以下「みなし労働時間制」という。）を適用す
ることができる（平成 16年 3月 5日付け基発第 0305001号「情報通信機器を活用した在宅
勤務に関する労働基準法第 38条の 2の適用について」。（参考）参照）。
在宅勤務についてみなし労働時間制が適用される場合は、在宅勤務を行う労働者が就業
規則等で定められた所定労働時間により勤務したものとみなされることとなる。業務を遂
行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該必要と
される時間労働したものとみなされ、労使の書面による協定があるときには、協定で定め
る時間が通常必要とされる時間とし、当該労使協定を労働基準監督署長へ届け出ることが
必要となる（労働基準法第 38条の 2）。

イ　在宅勤務についてみなし労働時間制を適用する場合であっても、労働したものとみなさ
れる時間が法定労働時間を超える場合には、時間外労働に係る三六協定の締結、届出及び
時間外労働に係る割増賃金の支払いが必要となり、また、現実に深夜に労働した場合には、
深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要となる（労働基準法第 36条及び第 37条）。
このようなことから、労働者は、業務に従事した時間を日報等において記録し、事業主
はそれをもって在宅勤務を行う労働者に係る労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に
応じて所定労働時間や業務内容等について改善を行うことが望ましい。
なお、みなし労働時間制が適用されている労働者が、深夜又は休日に業務を行った場合

であっても、少なくとも、就業規則等により深夜又は休日に業務を行う場合には事前に申
告し使用者の許可を得なければならず、かつ、深夜又は休日に業務を行った実績について
事後に使用者に報告しなければならないとされている事業場において、深夜若しくは休日
の労働について労働者からの事前申告がなかったか又は事前に申告されたが許可を与えな
かった場合であって、かつ、労働者から事後報告がなかった場合について、次のすべてに
該当する場合には、当該労働者の深夜又は休日の労働は、使用者のいかなる関与もなしに
行われたものであると評価できるため、労働基準法上の労働時間に該当しないものである。
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[1]　深夜又は休日に労働することについて、使用者から強制されたり、義務付けられた
りした事実がないこと。

[2]　当該労働者の当日の業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合な
ど、深夜又は休日に労働せざるを得ないような使用者からの黙示の指揮命令があった
と解し得る事情がないこと。

[3]　深夜又は休日に当該労働者からメールが送信されていたり、深夜又は休日に労働し
なければ生み出し得ないような成果物が提出された等、深夜又は休日労働を行ったこ
とが客観的に推測できるような事実がなく、使用者が深夜・休日の労働を知り得なかっ
たこと。
ただし、上記の事業場における事前許可制及び事後報告制については、以下の点をいず

れも満たしていなければならない。
[1]　労働者からの事前の申告に上限時間が設けられていたり労働者が実績どおりに申告
しないよう使用者から働きかけや圧力があったなど、当該事業場における事前許可制
が実態を反映していないと解し得る事情がないこと。
[2]　深夜又は休日に業務を行った実績について、当該労働者からの事後の報告に上限時
間が設けられていたり労働者が実績どおりに報告しないように使用者から働きかけや
圧力があったなど、当該事業場における事後報告制が実態を反映していないと解し得
る事情がないこと。

(3)　労働安全衛生法上の注意点
事業者は、通常の労働者と同様に、在宅勤務を行う労働者についても、その健康保持を確
保する必要があり、必要な健康診断を行うとともに（労働安全衛生法第 66条第 1項）、在宅
勤務を行う労働者を雇い入れたときは、必要な安全衛生教育を行う必要がある（労働安全衛生
法第 59条第 1項）。
また、事業者は在宅勤務を行う労働者の健康保持に努めるにあたって、労働者自身の健康

を確保する観点から、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」（平成 14年 4
月 5日基発第 0405001 号）等に留意する必要があり、労働者に対しその内容を周知し、必要
な助言を行うことが望ましい。

(4)　労働者災害補償保険法上の注意点
労働者災害補償保険においては、業務が原因である災害については、業務上の災害として

保険給付の対象となる。
したがって、自宅における私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはならない。

4．その他在宅勤務を適切に導入及び実施するにあたっての注意点
(1)　労使双方の共通の認識
在宅勤務の制度を適切に導入するにあたっては、労使で認識に齟齬のないように、あらか

じめ導入の目的、対象となる業務、労働者の範囲、在宅勤務の方法等について、労使委員会等
の場で十分に納得のいくまで協議し、文書にし保存する等の手続きをすることが望ましい。
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新たに在宅勤務の制度を導入する際、個々の労働者が在宅勤務の対象となり得る場合であっ
ても、実際に在宅勤務をするかどうかは本人の意思によることとすべきである。

(2)　業務の円滑な遂行
在宅勤務を行う労働者が業務を円滑かつ効率的に遂行するためには、業務内容や業務遂行

方法等を文書にして交付するなど明確にして行わせることが望ましい。また、あらかじめ通常
又は緊急時の連絡方法について、労使間で取り決めておくことが望ましい。

(3)　業績評価等の取扱い
在宅勤務は労働者が職場に出勤しないことなどから、業績評価等について懸念を抱くこと

のないように、評価制度、賃金制度を構築することが望ましい。また、業績評価や人事管理に
関して、在宅勤務を行う労働者について通常の労働者と異なる取り扱いを行う場合には、あら
かじめ在宅勤務を選択しようとする労働者に対して当該取り扱いの内容を説明することが望
ましい。
なお、在宅勤務を行う労働者について、通常の労働者と異なる賃金制度等を定める場合に

は、当該事項について就業規則を作成・変更し、届け出なければならないこととされている（労
働基準法第 89条第 2号）。

(4)　通信費及び情報通信機器等の費用負担の取扱い
在宅勤務に係る通信費や情報通信機器等の費用負担については、通常の勤務と異なり、在

宅勤務を行う労働者がその負担を負うことがあり得ることから、労使のどちらが行うか、ま
た、事業主が負担する場合における限度額、さらに労働者が請求する場合の請求方法等につい
ては、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則等において定めておくことが望ましい。
特に、労働者に情報通信機器等、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当
該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている（労働基準法第 89条第
5号）。

(5)　社内教育等の取扱い
在宅勤務を行う労働者については、OJTによる教育の機会が得がたい面もあることから、

労働者が能力開発等において不安に感じることのないよう、社内教育等の充実を図ることが望
ましい。
なお、在宅勤務を行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、

当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている（労働基準法第 89条
第 7号）。

5．在宅勤務を行う労働者の自律
在宅勤務を行う労働者においても、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、
作業能率を勘案して自律的に業務を遂行することが求められる。
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(5)　VDT 作業における労働衛生のためのガイドライン（概要）

1．対象となる作業	

対象となる作業は、事務所において行われる VDT作業（ディスプレイ、キーボー
ド等により構成される VDT（Visual Display Terminals）機器を使用して、デー
タの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、
監視等を行う作業）とし、労働衛生管理を以下のように行うこと。

2．作業環境管理	

作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照
明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について基準を定め、VDT作業に適
した作業環境管理を行うこと。

3．作業管理	

(1)　作業時間管理等1

イ　作業時間管理

　作業者が心身の負担が少なく作業を行うことができるよう、次により作業時
間、作業休止時間等について基準を定め、作業時間の管理を行うこと。

一日の作業時間 一連続作業時間 作業休止時間 小休止

他の作業を組み込

むこと又は他の作

業とのローテー

ションを実施する

ことなどにより、

一日の連続 VDT

作業時間が短くな

るように配慮する

こと。

1 時間を超えない

ようにすること。

連続作業と連続作

業の間に 10 ～ 15

分の作業休止時間

を設けること。

一連続作業時間内

において 1 ～ 2 回

程度の小休止を設

けること。

ロ　業務量への配慮

　作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した
無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。

(2)　VDT機器等の選定1

　次の VDT機器、関連什器等についての基準を定め、これらの基準に適合した
ものを選定し、適切な VDT機器等を用いること。
イ　デスクトップ型機器
ロ　ノート型機器
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ハ　携帯情報端末
ニ　ソフトウェア
ホ　椅子
ヘ　机又は作業台

(3)　VDT機器等の調整1

　作業者にディスプレイの位置、キーボード、マウス、椅子の座面の高さ等を
総合的に調整させること。

4．VDT機器等及び作業環境の維持管理	

VDT機器等及び作業環境について、点検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措
置を講じること。

5．健康管理	

作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対し
て、次により健康管理を行うこと。
(1)　健康診断等1

イ　健康診断

　VDT作業に新たに従事する作業者に対して、作業の種類及び作業時間に応じ、
配置前健康診断を実施し、その後 1年以内ごと 1回定期に、定期健康診断を行
うこと。

ロ　健康診断結果に基づく事後措置

　健康診断の結果に基づき、産業医の意見を踏まえ、必要に応じ有所見者に対
して保健指導等の適切な措置を講じるとともに、作業方法、作業環境等の改善
を進め、予防対策の確立を図ること。

(2)　健康相談

　メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管
理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めること。

(3)　職場体操等

　就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動
等を行うことが望ましいこと。

6．労働衛生教育	

VDT作業に従事する作業者及び当該作業者を直接管理する者に対して労働衛生
教育を実施すること。
また、新たに VDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要

な訓練を行うこと。
7．配慮事項

高齢者、障害等を有する作業者及び在宅ワーカーの作業者に対して必要な配慮
を行うこと。
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(6)　オフィスコスト削減にあたっての参考例

【在宅勤務モデルケース】
＜前提＞

1,000人が勤務する 16,140㎡の事務所（JFMAベース）●●

200人に在宅勤務を導入●●

200人の在宅勤務者は平均して 1週間に 3日在宅勤務を実施 ●●

（在宅率 60％；常時在宅勤務に換算すると 120人相当）
オフィスの座席は 90人分を削減（120人に対して 75%）●●

オフィスは都心 5区に所在●●

社内ネットワークは構築済み●●

在宅勤務実施者には PC等を企業が貸与する●●

在宅勤務導入前の賃借料（共益費、その他費用を含む）は ●●

1,839,960千円／年

＜オフィスコスト削減額＞
90人分のスペース削減量： 917.1㎡（NOPAベース）
年間のコスト削減額： 104,549.4千円

＜ ICT投資額＞
［初期投資］
VPNサーバー (1式 )：  1,000千円
ブロードバンド・
インターネット接続（200回線）： 800千円
パソコン（200台）： 30,000千円
パソコンセキュリティ
ソフトウェア（200本）：  1,800千円
　　　　　　　　　　小計＞　　　 33,600千円

［年経費］
VPNサーバー保守費（1式）：  200千円
ブロードバンド・インター
ネット・サービス料（200回線）： 12,600千円
パソコンセキュリティソフトウェア
更新サービス料（200本）
（2年度以降）： 600千円
　　　　　小計（初年度）＞ 12,800千円
　　　小計（2年度以降）＞ 13,400千円
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　　　　　　　　在宅勤務モデルケースのコスト削減効果　　　　（単位：千円）

初年度 2年度 3年度

ICT		投								資								額 46,400 13,400 13,400

ICT 投 資 額 累 計 46,400 59,800 73,200

オフィスコスト削減額 104,549 104,549 104,549

コ ス ト 削 減 額 累 計 104,549 209,099 313,648

差 引 削 減 額 58,149 149,299 240,448

導 入 前 の 賃 借 料 1,839,960

導入前賃借料に対す
る累積削減額の比率 312% 811% 1311%

【モバイル勤務モデルケース】
＜前提＞

100人が勤務する 1,614㎡の事務所（JFMAベース）●●

60人にモバイル勤務を導入●●

オフィスの座席は 45人分を削減（削減率 75%）●●

オフィスは都心 5区に所在●●

社内ネットワークは構築済み●●

モバイル勤務実施者にはパソコン等を企業が貸与する●●

モバイル勤務導入前の賃借料（共益費、その他費用を含む）は ●●

130,088千円／年

＜オフィスコスト削減額＞
45人分のスペース削減量： 458.6㎡（NOPAベース）
年間のコスト削減額： 36,963千円

＜ ICT投資額＞
［初期投資］
VPNサーバー（1式）： 1,000千円
モバイル・
インターネット接続（60回線）： 1,200千円
パソコン（60台）： 9,000千円
パソコンセキュリティ
ソフトウェア（60本）： 540千円
　　　　　　小計＞ 11,740千円



104

資　料　編

資
料
編

［年経費］
VPNサーバー保守費（1式）： 200千円
モバイル・インター
ネット・サービス料（60回線）： 3,000千円
パソコンセキュリティソフトウェア
更新サービス料（60本）
（2年度以降）：  180千円

　　　　　　小計（初年度）＞ 3,200千円
　　　　小計（2年度以降）＞ 3,380千円

＊なお、これらの ICT投資は、全てが必ずしもテレワークのためだけのもの
ではなく、その企業や組織の ICT環境の整備や高度化にも貢献している点
に注目していただきたい。

　　　　　モバイル勤務モデルケースのコスト削減効果　　　　　（単位：千円）

初年度 2年度 3年度

ICT		投								資								額 14,940 3,380 3,380

ICT 投 資 額 累 計 14,940 18,320 21,700

オフィスコスト削減額 36,963 36,963 36,963

コ ス ト 削 減 額 累 計 36,963 73,926 110,889

差 引 削 減 額 22,023 55,606 89,189

導 入 前 の 賃 借 料 130,088

導入前賃借料に対す
る累積削減額の比率 1619% 4217% 6816%
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(7)　テレワークのための各種様式例

（様式 1）

テレワーク実施申請書

申請日：平成　　年　　月　　日

株式会社　○○○○

　　　（直属の上司）　　殿

所属：
氏名：　　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり、テレワーク勤務の実施を申請します。

記

業務内容、成果目標及び達成予定1. 
業務内容 成果目標 達成予定

執務場所及び執務環境2. 

（ア）　執務場所：

（イ）　執務環境：

テレワーク実施期間及びその間の実施頻度3. 
実施期間：平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで
実施頻度： (1) 毎　日

(2) 週　　　日（希望する曜日がある場合は○印を記入すること）

　　　　　　　　　　「　月・火・水・木・金　」

(3) 月　　　日（特定の日がある場合はその日を、ある程度時期が見込 

まれる場合はその時期を記入すること）

特定日（　　日、　　日、　　日、　　日、　　日）

時　期（　初旬・中旬・下旬に　　日程度

・不定期だが月に　　日程度）
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（様式 2）

在宅勤務許可申請書

申請日　：平成　　年　　月　　日
株式会社　○○○○
　　　（直属の上司）　　殿

所属：
氏名：　　　　　　　　　　　　　 　㊞

私はテレワーク勤務規程第　条により、在宅勤務を希望しますので、以下のとおり
申請いたします。

１．在宅勤務希望業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．勤務開始希望日及び期間

(1)在宅勤務開始日　平成　　年　　月　　日
(2)在宅勤務期間　□１週間　□２週間　□１か月　

□平成　年　月　日から平成　年　月　日まで
３．在宅勤務の頻度

(1) 毎　日
(2) 週　　　日（希望する曜日がある場合は○印を記入すること）
　 「　月・火・水・木・金　」
(3) 月　　　日（特定の日がある場合はその日を、ある程度時期が見込まれる

場合はその時期を記入すること）
特定日（　　日、　　日、　　日、　　日、　　日）
時　期（　初旬・中旬・下旬に　　日程度・不定期だが月に　　日程度）
３．勤務場所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．設備状況

(1)電話回線
(2)電話・ファックス機器
(3)パソコン（機種、OS、使用ソフト等）

５．在宅勤務の際に設置を希望する設備
６．在宅勤務の事由

(1)育児　(2)介護　(3)その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



107

資　料　編

資
料
編

（様式 3）

平成　　年　　月　　日

株式会社　○○○○
　　　（直属の上司）　　殿

所属：
氏名：　　　　　　　　　　　　　㊞

在宅勤務同居人承諾書

以下の内容にて、　　　　　　     　　　の在宅勤務場所として、居宅を使用する
ことに、承諾いたします。

記

１．期　　　　間：平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日
２．目　　　　的：在宅勤務により、　　　　　　 　　　　　の業務を行うこと
３．居宅所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．在宅勤務場所：　（居宅内　　２階書斎（20㎡）　）　　　　　    　 
５．居宅提供設備：(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(5)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６．同居人氏名：(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(5)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他特別な条件：
　　　平成　　年　　月　　日
私は、在宅勤務について自宅を使用することを承諾します。
同居人代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同居人代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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（様式 4）

平成　　年　　月　　日

在宅勤務辞令

所属部門

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　殿

株式会社　○○

人事部長　○○　○○　㊞

以下の要額にて、在宅勤務を命じる。

記

在宅勤務開始日および期間 平成○年○月○日より、１年間

勤務する場所 在宅勤務場所所在地内指定箇所

従事すべき業務の内容 翻訳業務等々

始業・終業の時刻等 在宅勤務規程による

給与 通常の給与の他に在宅勤務手当として
月額○○円支給する

通勤手当として、出社回数に応じて実
費を支給する

その他 在宅勤務規程による

以上
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（様式 5）

在宅勤務者適性チェックリスト

対象者氏名：　　　　　　　　　　　　　　
対象者所属：　　　　　　　　　　　　　　
対 象 業 務：　　　　　　　　　　　　　　
判定年月日：平成　　年　　月　　日

在宅勤務は　適　・　不適　と判定する。

（不適である場合の理由）

チェック項目 適否 問題点・対策等

(1) 対象業務の適性
①（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　②（　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2) 在宅勤務の効果の期待される評価
　・業務の効率性
　・仕事と家庭の両立性

(3) 在宅勤務の実績有無
　・実績がない場合の事前研修の有無
　・実績がある場合に過去に問題発生の有無

(4) 在宅勤務の頻度の適性
　・別添申請書の頻度の適性

(5) 在宅勤務期間の適性
　・別添申請書の頻度の適性

(6) 経験・勤続年数の適性
　・対象業務の経験年数（　　　　年）
　・勤続年数　　　　　  （　　　　年）

(7) 在宅勤務者の健康
　・過去の健康診断での異常の有無
　・在宅勤務前健康診断の実施有無

(8) 在宅勤務者への研修
　・事前研修の受講　（　有・無　）
　　（研修日：平成　　年　　月　　日）
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(9)在宅勤務者の上司
　・在宅勤務管理者研修　（　有・無　）
　　（研修日：平成　　年　　月　　日）

(10)情報通信機器の知識 

(11)セキュリティ
　・情報セキュリティ規程の理解
　・パソコンのセキュリティ対策
　・ネットワークのセキュリティ対策

(11)執務環境についての自己申告

執務環境等自己申告書

項　　　　　　　目 自己申告

(1)情報セキュリティ規程を理解しているか

(2)在宅勤務開始前研修を受け理解できたか

(3)健康状態は良好であるか

(4)執務環境は下記基準を満たしているか

(5)同居人の理解を得ているか

(6)上司との話し合いはしているか

(7)同僚と話し合いをして協力と理解を得ているか

　　　　　　　　　　　　　　
平成　　年　　月　　日

上記のとおり申告します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

執務環境基準

１ デスク・椅子に調整機能があるか（机：高さ 65㎝～ 70㎝、椅子：座面 37㎝～ 43㎝）

２ 照明及び採光について明暗の対照が著しくなくかつまぶしさを生じていないか

３ ディスプレイ面にグレアが生じていないか

４ 騒音は執務環境に影響がないか

５ 作業姿勢は適切に保てるか

６ 執務スペースは作業に適した広さがあるか
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(8)　用語集

ADSL：Asymmetric Digital Subscriber Lineの略称。電話の音声を伝達する周波数よ
り高い周波数帯を使ってデータ通信を行なう。一般の電話に使われている電話線
を使って通信することができる。「非対称 (Asymmetric)」というのは、ダウンロー
ドに使う電話局→利用者方向（下り）の通信速度は最高 8～ 50Mbps、アップロー
ドに使う利用者→電話局方向 (上り )の通信速度は 1～ 3Mbps程度と、通信方向
によって最高速度が違っているためである。 → p1、44

ASP：Application Service Providerの略称。業務アプリケーションやソフトウェアな
どを商品の組み合わせで販売するのではなく、その機能をサービスとして提供す
るビジネスモデル。 → p82

BPR：Business Process Reengineeringの略称。ビジネスのプロセスそのものを根本
的に見直し、改革することで、企業業績を向上させるための経営手法である。組
織の在り方や仕事のプロセスなどを抜本的に革新することで、企業の体質そのも
のを変革していくことである。改革にあたっては、情報通信技術の活用をともな
うことが多い。本書では、業績アップや生産性向上などを意図してテレワークを
導入することを「BPRモデル」でのテレワーク導入として、記述を行っている。

 　 → p3、4、9、10、13、18、20、38、91

CSR：Corporate Social Responsibilityの略称。企業の社会的責任をより広い観点か
らとらえ直すことが重要であるとの認識に基づき、近年CSRに対する関心が高まっ
ている。企業と何らかの関係をもつ主体（ステーク・ホルダーといわれる）との関
係をこれまで以上に大切にしていこうという観点から、顧客、株主、従業員、取
引先、地域住民、投資家などに対する配慮行動をとることを意味する。本書では、
従業員のワーク・ライフ・バランス向上など、福利厚生的な意味合いの強いテレワー
クを「CSRモデル」でのテレワーク導入として、記述を行っている。

  → p3、4、9、10、14、38、91

e-Japan 戦略：政府が平成 13年 1月に発表した ITに関わる国家戦略である。平成 13
年の「e-Japan戦略」では 5年以内に世界最先端の IT国家となることを目指すと
いう考え方のもとに、IT革命を国家的なレベルで推進するためのさまざまな活動
を行うことが掲げられ、平成 15年 7月に発表された「e-Japan戦略Ⅱ」では、IT
の利活用に重点が置かれた。この中で、2010年までに適正な就業環境の下でのテ
レワーカー（週に 8時間以上テレワークを実施する人）が従業員人口の 2割とな
ることを目指すことがうたわれた。また、平成 16年 6月に発表された「e-Japan
重点計画－ 2004」においても、従業員全体に占めるテレワーク人口比率を現在
（2002年）の 6.1％から 2005 年で 10％になることを目指すことが掲げられた。

　　  → p2、3、93
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e ラーニング：パソコンやコンピュータネットワークなどを活用して教育・研修を行な
うことを一般に eラーニングという。テレワーク研修においては、自社のサーバー
上にテレワークについての様々なコンテンツ（研修する内容）を蓄積し、それを
自由に研修者が閲覧できるようにする事が一般的なイメージである。例えば、テ
レワークの基礎的知識や、テレワークをする際の留意点などについて、自習でき
るようにする事などが効果的と考えられる。 → p85、86

IDS/IPS：ファイアーウォールにより許可された通信が正しいかどうかの判定を行う
装置。IDS/IPSはファイアーウォールで許可された通信の監視を行い、通信の不
正な動きを監視し、検知、遮断します。 → p70

IT/ICT：Information Technology（IT）、あるいは Information and Communication 
Technology（ICT）の略称である。コンピュータやデータ通信に関する技術を総称
的に表す言葉である。 → p1、3、4、7、8、9、11、14,	18、23、

	 31、67、68、79、81、82、102、103、104、111、112、115

M字型就労：女性の労働力率は 20歳代前半まで直線的に伸びるが、20歳代後半から
30歳代前半までは結婚や育児のために一時的に低下し、その後 40歳代後半までは
再び増加し、50歳代からは暫時低下する。これをグラフで表すと、ちょうど「M」
字に似たカーブを描くため、M字型就労といわれる。しかし、女性の社会進出と
ともに、労働力率におけるM字の谷の深さは、時代とともに浅くなってきている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → p22

OJT：On the Job Trainingの略称である。従業員が業務を行う上で必要となる技術や
能力を修得するために、担当する業務についたままトレーニングを受けることで
ある。OJTに対する言葉としてOff the Job Trainingという言葉があるが、これは、
集合研修などによる技術や業務遂行上の能力訓練のことを意味する。

  → p49、52、65、99

PDCA	(Plan-Do-Check-Action)：PDCAとは、Plan-Do-Check-Actionという事業
活動の「計画」「実行」「監視」「改善」というサイクルをあらわす言葉である。経
営のさまざまな場面で活用されており、方針に基づく計画をたて、それを実行し、
実行に際しての問題点や課題を明らかにし、それに基づき改善を行うというサイ
クルを通じて、経営改善を図っていく戦略である。テレワークの導入にあたっても、
このような観点を取り入れて行なう事が望ましい。

SaaS：Software as a Serviceの略称。ソフトウェアをパッケージの商品としてではな
く、その機能をネットワークサービスとして提供し、月額などで課金するビジネ
スモデル。 → p82
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VDT（作業）：VDTは Visual Display Terminalの略称で、一般的にパソコンの画面な
どの表示装置を意味する。近年、オフィスワーカーの仕事は、パソコンなどに向
かって行う比率が高まっているが、こうした形の作業を VDT作業という。長時間
VDTに向かって仕事をすると、眼精疲労、肩こり、腰痛などを引き起こす可能性
があり、注意が必要である。こうした問題を避けるためには、厚生労働省が策定し
た「VDT作業における労働衛生のためのガイドライン」（本書「資料編」参照）な
どを参照してオフィスワーカーに注意を促していくことが必要である。　　　　
　　　　　　　　　　　 → p49、52、62、83、95、98、100、101

VPN：Virtual Private Networkの略称である。インターネットなどの公衆回線をあた
かも専用回線であるかのように利用できるサービスで、実際に専用回線を導入する
よりはるかにコストを抑えることができる。最近ではインターネット上で認証技
術や暗号化を用いて保護された仮想的な専用回線を提供する仕組みが広く利用さ
れるようになってきた。テレワークとの関連では、モバイル勤務や在宅勤務を行っ
ている際に、オフィスのサーバーにセキュリティを確保しつつ接続する時に利用
されている。 → p3、44、45、67、

	 	 68、69、71、72、80、102、103、104

Win-Win：Winは「勝つ」という意味の英語であるが、Win-Winの関係とは、あるビ
ジネスを進めるにあたって、関係する複数の主体が相互に利益を得るような良好
な関係にあることを意味する。　　　　　　　　　　　　　　 → p37、38、43

グレア：グレアとは「ぎらぎらとまぶしい光」の意味で、視野の中に極端に輝度（明るさ）
の高いものが見える（あるいは映り込む）ことを意味する。VDT作業においては、
ディスプレイに天井の照明や外光などが映り込むことによって、画面が見にくく
なる状態を指す。グレアの発生した状態で VDT作業を継続すると目の疲労などが
起こるため、グレアが発生しにくい機器や環境を整える必要がある。

  → p100、110

在宅勤務：在宅勤務は、テレワークの代表的な実施形態の一つで、自宅を主たる就業
の場として仕事をする働き方である。完全在宅勤務と部分在宅勤務がある。比較
的長期間にわたって、恒常的に在宅で仕事を行う「完全在宅勤務」（「フルタイム
在宅勤務」と呼ばれることもある）と、週に 1～ 2回程度、あるいは午前中だけ、
午後だけといったように、必要な時に随時在宅で仕事を行う「部分在宅勤務」（「随
時在宅勤務」と呼ばれることもある）がある。現状では、在宅勤務を実施してい
る企業のうち、多くは部分在宅勤務を導入している。

  →p2、4、8～11、13～27、30、	
	 39～41、44、45、47～49、51～66、68、73、80、82～84、

	 	 88、91、93、95～99、102、103、106、107～110、114～116
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サテライトオフィス／テレワークセンター：センターオフィス（通常勤務する固定的
なオフィス）に対する「衛星」の意味で設けられる比較的小規模なオフィスの意
味である。従業員の住居が集中している都市の通勤駅周辺に設けられる「職住近
接型サテライトオフィス」と、顧客が集中する要所に設けられる「顧客近接型サ
テライトオフィス」の二つのタイプがある。職住近接型サテライトオフィスには、
企業が単独で設置するものと、複数の企業が共同利用のために設置するものがあ
る。サテライトオフィスという呼称は、1980年代の後半から 1990年代にかけて、
日本ではよく使われてきたが、最近では、「テレワークセンター」という呼び方が
一般的になっている。　　　　　 → p2、4、19、20、44、45、59、62、
68、73、95、115

次世代育成支援対策推進法：我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社
会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次
世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定
指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対
策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずることを定めた法律であ
る。301人以上の労働者（平成 23年 4月 1日以降は 101人以上）を雇用する事業
主は、「一般事業主行動計画」を策定して届け出なければならないとし、雇用する
労働者が 300人以下（平成 23年 4月 1日以降は 100人以下）の事業主には、同
様の努力義務があるとされている。行動計画の中では、在宅勤務を含めたテレワー
クの実施も行動計画の一つとして位置づけられている。また平成 21年 4月 1日以
降は、「一般事業主行動計画」の公表と従業員への周知が、従業員 301人以上の企
業で義務付けられ、これが平成 23年 4月 1日以降は従業員 101人以上の企業にま
で拡大される。　　　　　　　　　　　　　　 → p2、21

シンクライアント：企業の情報システムにおいて、従業員が利用するコンピュータ（ク
ライアント）に、表示や入力など最低限の機能しか持たせず、サーバー側でアプリ
ケーションソフトやファイルなどの資源を管理するシステムのことを「シンクラ
イアント・システム」あるいは単に「シンクライアント」と呼ぶ。また、こうし
た利用をするための、機能を絞った低価格のクライアント用コンピュータ（パソ
コン）のことを「シンクライアント・パソコン」あるいは単に「シンクライアント」
と呼ぶこともある。　　　　　　　　　　 → p1、2、3、14、69、72、73

成果主義：人事評価の一つの方法であり、業務の結果（成果）やそこにいたる過程（プ
ロセス）などに注目して、従業員の評価を行うものである。通常、個々の従業員
がマネージャー等との話し合い・合意に基づいて一定期間についての目標を設定
し（目標管理制度といわれる）、その目標がどれだけ達成されたかで成果を評価す
るという方法がとられる。　　　　　　　　　　　　　　　　 → p61、87
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センターオフィス：サテライトオフィスなどの衛星的なオフィスに対して企業の中核と
なるオフィスを指す。一般的には、本社オフィスとほぼ同義である。職住近接型
や顧客近接型のサテライトオフィスが増えてくると、これらのオフィスを統括し、
情報の発信・受信の中心となるオフィスが必要になってくる。この中核オフィス
（センターオフィス）は、いわゆるヘッドオフィスとしての総合的な諸機能をもつ
だけでなく、多くのサテライトオフィスに勤務する従業員のコミュニケーション
の場、教育研修の場、顧客への各種プレゼンテーションの場としての役割も果たす。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → p41、42、84、91、113

立ち寄り型オフィス／スポットオフィス：従業員が、比較的短時間立ち寄って、報告書
を作成したり電子メールの送受信をしたりできるようにするために設けられたス
ペースのこと。企業等の組織が、打ち合わせ等のために来訪した他事業所の従業
員のために、オフィスの一角に電話やパソコン等を設置した数席程度のスペース
を設けたのがはじまりである。スポットオフィス、テレワーキングコーナーなど
と呼ばれることもある。　　　　　　　　　　　　 → p8、44、54、62、117

テレコミュート：「テレ＝遠く・離れた」、「コミュート =通勤」という言葉をあわせた
造語である。テレコミューティングとは、本来勤めるべき場所として割り当てられ
たセンターオフィスがありながらも、毎日そこに出勤する代わりに、定期的、あ
るいは不定期に自宅やサテライトオフィス等で勤務することを指している。アメ
リカの州政府が交通混雑や大気汚染の緩和のために、従業員に対して車で通勤す
る代わりに、情報通信手段を活用して、自宅や自宅近くのテレワークセンター等
で働くことを推進したのが始まりであるといわれている。

テレワーク：テレワークとは、「ICTを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」
と定義される。すなわち、電話・パソコン・ファクシミリなどの情報通信機器と
情報通信ネットワークを活用して、オフィスから離れた自宅（在宅勤務）やテレワー
クセンターあるいは出先などで働く就業形態の一つで、テレ「Tele－遠い、遠隔」
とワーク「work－働く」とを組み合わせた造語である。テレワークをしている従
業員を「テレワーカー」という。企業等に雇用された従業員のテレワークを、「雇
用型テレワーク」、フリーのライターやデザイナーなど雇用されていない従業員の
テレワークを「自営型テレワーク」という。　 → p1～ 5他多数

テレワーク・ポリシー：テレワークを推進するための、企業としての基本的な考え方を
文書化したものである。テレワークについての基本的理解と導入の主要目的等を組
織で共有するために示すものであり、誰もが容易に参照できるようにしておく必要
がある。また、最近ではセキュリティ面におけるポリシー（セキュリティ・ポリシー）
がとくに重要である。　　　 → p36、37、43、69、70、74、87、89
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ファイアーウォール：インターネットなどのオープンなネットワークからの攻撃や、不
正アクセスから組織内部のネットワークを保護するためのシステムである。ファ
イアーウォールの目的は、必要な通信のみを通過させ、不要な通信を遮断するこ
とであり、通常内部のネットワークから外部へはアクセスできるが、外部から内
部のネットワークに不正なアクセスができないような制御が一般的である。

  → p45、67、69～ 71、80

フリーアドレス：個人専用のデスクを割り当てず、どの席にでも座って仕事ができるよ
うなレイアウトである。在宅勤務や直行直帰型のモバイル勤務をする従業員が増加
すると、オフィスで勤務している従業員は少なくなり、デスクの利用率が低下する。
デスクに在席する人数が少ない場合、デスクの数を減らし、オフィスで勤務する
場合にはどの席でも使えるようにする仕組みである。フリーアドレスを実現する
ためには、単に座席数を減らすのではなく、どのデスクを利用しても社内のネッ
トワークなどにアクセスできたり、電話番号を個人と結びつけるような仕組み（例
えば構内 PHS電話を利用するなど）を整える必要がある。また、個人専用のデス
クや収納スペースが原則としてなくなるため、紙ベースの個人用書類が多くある
ような場合には、導入が難しい。したがって、フリーアドレスの導入にはペーパー
レス化が条件となる。一方、デスクの数が減らせるため、フリーアドレス化はオフィ
スコストの削減に結びつけることができ、業務の効率化も可能になる。アメリカ
では、フリーアドレスをノンテリトリアル・オフィス（Non-Territorial Office）と
も呼んでいる。　　　　　 → p8、18、19、45、81

ブロードバンド：インターネット上で大容量のデータをやりとりするための高速なネッ
トワーク回線サービスを意味する。光ファイバーや CATV、xDSLなどの有線によ
るネットワーク技術や、第 3世代携帯電話などの無線通信技術などがこれにあたる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → p1、44、45、64、102

無線 LAN：電波や赤外線など、伝送路として有線ケーブルを使わない構内ネットワー
ク（LAN）のこと。パソコンやその他の情報通信機器の相互接続に使われる。ケー
ブルを使わないため、機器の移動が自由にできる利点がある。通信速度は 10Mbps
が普及しているが、最近では 54Mbpsの高速なものも一般化しつつある。伝達距
離は 50～ 100mであるので、オフィスや家庭のネットワークはもちろん空港や駅
など限られた場所でのネットワーク（公衆無線 LANといわれる）としても利用さ
れつつある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → p44、64
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モバイル勤務：携帯電話やノート型パソコンなど携帯情報端末の普及、ならびに高速
ネットワークの整備・拡充に伴って、いつでも、どこでも業務が遂行できる環境が
整ってきている。モバイル勤務は、決められた場所で就業するのではなく、情報
通信手段を活用して、駅・空港、図書館、顧客先、立ち寄り型オフィスなど、さ
まざまな場所で業務を行う形態である。企業では、営業・販売やサービス・サポー
トなどを担当している職種に広く導入されている。モバイル勤務をしている人を、
モバイルワーカーと呼んでいる。 → p4、8、11、12、15～ 24、

  27、30、37、39、41、44、47、49、59、91、103、104、113

リスクアセスメント：企業経営には、機密漏洩、製造物責任、地震や火災、戦争やテ
ロなど様々なリスクがある。最近では顧客情報などの漏洩など、情報セキュリティ
に関わるリスクが注目されている。こうした企業経営に関わるリスクを評価・分
析する作業をリスクアセスメントという。　

リスクマネジメント：リスクアセスメントによって評価・分析された結果に基づき、リ
スクの発生を予防し、リスクが発生した時に被害を最小限にとどめるような活動
をリスクマネジメントという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → p20

レンタルオフィス：外回りの多い営業・販売に従事するワーカーが、短時間立ち寄って、
報告書を作成したり電子メールの送受信をしたりできるようにするために設けら
れたスペースのことで、民間の事業者がサービスとして提供しているものをレン
タルオフィスと呼ぶことが多い。最近では、空港や拠点駅あるいはビジネス街等
に設け、時間料金制により誰でも利用できる形態をとっているレンタルオフィス
がみられるようになってきた。

ワーク・ライフ・バランス：ワーク・ライフ・バランスという考え方は、もともとアメ
リカの企業において、優秀な人材を確保し、企業のために能力を最大限発揮して
もらうために採用された総合的な人材開発戦略の一つである。個々のワーカーが
豊かな個人生活を送ることができるような仕組みを企業が提供し、それによって
人材の流出をふせぐと同時に、高い生産性や創造性を発揮してもらおうという戦
略である。企業が提供しているさまざまな仕組みやサービスは、一見すると我が
国企業における福利厚生施策のように見えるものもあるが、これは福利厚生とし
て考えられているわけではなく、企業の人材開発戦略である。我が国では、仕事
と個人の生活をうまく調和させ、企業・労働者の双方にとってプラスの効果をも
たらす仕組みや制度などをさし、より広い意味で使われることが多い。

  → p1、4、10、22、38、92、95
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委　員 源　河　真規子 厚生労働省　労働基準局
  勤労者生活部　企画課　課長補佐

委　員 稲　垣　克　芳  経済産業省　商務情報政策局
  サービス政策課　企画官
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国土交通省 重　村　健　二 都市・地域整備局　都市・地域政策課
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  広域都市圏整備室　テレワーク推進係長
 田　山　　　満 都市・地域整備局　都市・地域政策課
  広域都市圏整備室

総務省 佐　藤　美　幸 情報流通行政局　情報流通高度化推進室　課長補佐
 江　藤　優　子 情報流通行政局　情報流通高度化推進室
厚生労働省 前　村　　　充 労働基準局　勤労者生活部　企画課　企画第二係長
 石　津　顕太郎 労働基準局　勤労者生活部　企画課
経済産業省 長　宗　豊　和 商務情報政策局　サービス政策課　係長
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社団法人日本テレワーク協会
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 柴　田　　　明 事務局長
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