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★テレワークの導入を成功させるためには、テレワーカー、マネージャーの双方に対
する教育研修を行うことが必要になります。ここでは、社内への周知や教育研修の
★テレワークの導入を成功させるためには、テレワーカー、マネージャーの双方に対
具体的な内容について解説しています。
する教育研修を行うことが必要になります。ここでは社内への周知や教育研修の具
体的な内容について解説しています。

(1)

研修計画作成

（１）研修計画作成

ポイント
ポイント
☆ e☆e
ラーニングと集合研修を組み合わせる
ラーニングと集合研修を組み合わせる
☆研修後、e
ラーニングなどによるフォローを行う
☆研修後、e
ラーニングなどによるフォローを行う

テレワークという新しい働き方を導入する前に、テレワーカーとそのマネージャーが
テレワークという新しい働き方を導入する前に、テレワーカーとそのマネージャーが
適切な研修を受けることは導入を円滑に進める上で重要です。
適切な研修を受けることは導入を円滑に進める上で重要です。

研修の構成例を図 8-1 に示します。
この例は、
最初にテレワークの概要について e ラー
研修の構成例を図表 8-1 に示します。この例は、
最初にテレワークの概要について e ラー
ニングで学習した上で、集合研修を行い、さらに e ラーニングでフォローする形です。
ニングで学習した上で、集合研修を行い、さらに e ラーニングでフォローする形です。
集合研修は、最初にマネージャー・テレワーカー合同で問題発見のセッションを持ち、
集合研修は、最初にマネージャー・テレワーカー合同で問題発見のセッションを持ち、
見つかった問題点を念頭に置き、それぞれグループ別の研修を受講し、最後にもう一度
見つかった問題点を念頭に置き、それぞれグループ別の研修を受講し、最後にもう一度
合同セッションで問題の解決案を検討します。
合同セッションで問題の解決案を検討します。
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図表 8-1 テレワーク研修の構成例

図表 8-1

テレワーク研修の構成例
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基礎的な知識

ｅラーニング

合同研修
（問題発見）

テレワーカー研修

マネージャー研修

集合研修

合同研修
（問題解決）

ｅラーニング

フォローアップ
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研修計画の作成にあたっては、少なくとも以下の項目が含まれるよう留意します。
●● 研修目的

テレワークという働き方、企業としてのテレワーク導入の目的を理解し、テレ
ワーク導入及び運用の具体的手順を学習する。
●● 達成目標

企業としての、テレワーク導入の具体的目標及び達成時期を提示する。
●● 研修期間及び研修日程

個々の参加者の研修日程、すべての参加者に対する研修を完了するまでの期間
等を、テレワーク導入計画に合うように計画する。
●● カリキュラム

テレワーク概要、企業としてのテレワークの位置づけ、テレワーク導入計画、
テレワークに関する社内規程及び手続き、テレワーク導入による働き方の変化、
テレワーク支援システム、情報セキュリティ、テレワーク環境でのチームワー
ク等で構成する。
●● 研修方法

Web 上あるいは CD-ROM 等の配布による e ラーニングと集合研修を組み合わ
せて実施する。特に、集合研修においては、テレワーカーとマネージャーが共
同で行う問題発見及び解決討論を取り入れる。
●● 受講管理

簡単な試験を Web 上で、あるいは集合研修の最初と最後に行うことで受講者の
理解度を確認する。理解不足と判定される受講者には、メールによる補足や、
再試験などのフォローアップを行う。

テレワーク導入に
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(2)

教材作成

テレワーク研修の教材には、テレワーク概要や情報セキュリティのような汎用的なも
のも含まれますが、各教材には各企業固有の考え方を反映させる方が望ましいでしょう。
図表 8-2 には、研修教材の例を示しました。同じ科目の教材であっても、テレワーカー
向けとマネージャー向けでは内容を変える方が適切な場合もあります。

（テレワーク概要）
テレワークという働き方についての全般的な情報を提供し、導入されるテレワークの
位置づけについての理解を助けるものです。
本ガイドブックの第 2 章及び第 3 章は教材作成の参考資料としても活用することがで
きますし、その他にも「テレワーク白書 2008」（社団法人日本テレワーク協会刊）などが
参考となります。
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図表 8-2

研修教材の例

研修内容

対象受講者

テ レ ワ ー ク 概 要

・よくある実施形態
・企業､ テレワーカー､ マネージャー
それぞれの観点からの主要な利点
・よくある実施上の問題
・テレワークを成功させる要素

テレワーカー及び
マネージャー

企 業 と し て の
テレワークの位置づけ
及 び 導 入 計 画

・企業戦略上のテレワークの位置づ
け
・テレワークの導入目的とその達成
目標、導入時期、導入部門、導入
規模

テレワーカー及び
マネージャー

テレワークに関する
社内規定及び手続き

・テレワーク参加資格
・テレワーク実施規定
・テレワーク申請手順
・就業規則
・ホームオフィス設置基準

テレワーカー及び
マネージャー

テレワーク導入に
よる働き方の変化

・勤務時間管理
・業務の計画、報告、連絡
・業務プロセスの変更
・オフィスの変更

テレワーカー及び
マネージャー

テ レ ワ ー ク
支 援 シ ス テ ム

・社内情報通信システム及び1
社外アクセスシステム
・情報通信ヘルプデスク
・健康・安全ヘルプライン

テレワーカー及び
マネージャー

情報セキュリティ

・セキュリティポリシー
・テレワークのセキュリティ
・セキュリティホットライン

テレワーカー及び
マネージャー

テレワーク環境での
チ ー ム ワ ー ク

・情報共有システム
・チームミーティング

テレワーカー及び
マネージャー

テレワーク環境での
部 下 の 業 務 管 理

・情報通信システムを介した1
業務管理と指導育成

マネージャー

指導育成及び評価

・部下の指導育成
・目標管理と成果主義評価

マネージャー
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研修項目

（企業としてのテレワークの位置づけ及び導入計画）
企業戦略上のテレワークの位置づけ、テレワークの導入目的と達成目標を明確にし、
経営者、マネージャー、テレワーカーの共通理解を構築します。
この部分は、各企業によって異なるのが当然であり、テレワーク導入プロジェクトチー
ムが中心になって作成します。例えば、従来の企業文化を出発点として、何を目標とし
てテレワークを導入し、どのような新しい企業文化を創造するのかを、日常業務をイメー
ジしながらできるだけ具体的かつ明確に記述します。
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導入計画についても、導入決定から導入まで、また可能であれば、導入後の評価及び
見直しまでの全体像を記述します。

（テレワークに関する社内規程及び手続き）
テレワークの導入にあたっては、就業規則を中心としてそれを補足するような規程や手
順を整備しておく必要があります。従来の社内規程との相違点を明確にし、テレワーカー
及びそのマネージャーが円滑に手続きを進められるようにします。手続きについてはフ
ローチャートを、また申請書や、報告書については、その様式とともに記入例を示すこ
とが望まれます。実際の運用については、書式の電子ファイルでの提供や、Web 上での
記入など、利用者の利便に配慮が必要です。在宅勤務制度を導入する場合には、自宅の
執務場所についての基準を定め、基準に適合する場合、適合しない場合のそれぞれにつ
いて具体例を示しておくと良いでしょう。

（テレワーク導入による働き方の変化）
テレワークを導入すると、通常のオフィスに出勤する場合に比べて働き方に変化する
部分がでてきます。あらかじめどのような変化があるのかを知っておくことは、テレワー
クの円滑な導入に役立ちます。ただし、これらの変化は企業によって異なる部分があり
ますので、それぞれの企業に応じた教材を作成することになります。
変化が想定される項目として、勤務時間の管理方法、業務の計画・報告・連絡の方法、
業務プロセス、通常オフィスの機能などが考えられます。勤務時間管理は、労働基準法
とも関連しますので、6 章の関連部分も参照してください。その他の項目は、日常業務の
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進め方に関わることですので、個々の企業の実態に即して、テレワークの導入前後の変
化を記述し、重要な部分については十分に注意を喚起します。

（テレワーク支援システム）
テレワーク導入に先立って、オフィスを離れて勤務するテレワーカーを支援するため
のシステムを構築する必要があります。テレワーカーに対しこれらのシステムから得ら
れる支援について周知し、テレワークのトラブル発生時の処置が円滑に進められるよう
にするとともに、テレワーカーに安心感を与えます。
社内情報通信システムはテレワークのバックボーンとなるものであり、その構成と機能
の概要については、従来システムからの変更の有無に係わらず記述する必要があります。
テレワーク導入にあたっては、テレワーカーが支障なくアクセスできるように社外から
のアクセスシステムについて十分に解説します。また、アクセスを行うための ID、パスワー
ドなどの申請手続きや、社外からのアクセスにあたって注意すべき事項についても周知
します。
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情報システムに関する障害発生の際に、テレワーカーを支援するヘルプデスクへの連
絡方法や、ヘルプデスクの対応時間帯、及びテレワーカーの健康管理面を支援するため
に健康・安全ヘルプラインのようなものを設置する場合には、連絡方法、支援事項及び
対応時間帯などを周知します。

（情報セキュリティ）
情報セキュリティに対する考え方は企業によって異なると思われますが、その重要性
は共通の認識であると考えます。この項目では、企業の情報セキュリティポリシー及び
付随する基準や手順について解説し、周知を図ります。

（テレワーク環境でのチームワーク）
企業の多くはほとんどの業務をチームワークで進めています。そこで、テレワーク環
境でどのようにチームワークを維持しながら業務を実施していくかを解説します。
チームワークの要点は、情報のタイムリーな伝達あるいは共有にあると思われます。
テレワーク環境で、インターネットを活用した高度の情報共有を実現することができる
ソフトウェアが多数市販されています。インターネットに接続することができればどこ
からでも利用できるシステムを活用することは、職場との連帯感を保ち、チームワーク
を維持することに効果的です。
なお、チームワークを促進するためのソフトウェア等を導入するのであれば、その使
用法などを周知する必要が生じます。

（テレワーク環境での部下の業務管理と指導育成及び評価）
テレワークの実施にあたっては、業務の計画段階でテレワーカーとそのマネージャーが
ント等について事前に合意しておく必要があります。これらの項目を明確にしておけば、
部下は完了予定までに期待される成果があげられるように、自己の裁量で業務を進める
ことができます。マネージャーは、部下からの定期的な報告と、業務のチェックポイン
トごとの随時報告で進捗状況を管理するとともに、報告へのフィードバックで指示や指
導を与えます。業務によっては、途中段階で成果の提出を要求して、チェックすること
もできるでしょう。これらの報告及びフィードバックはテレワーカーの業務を中断させ
ないために、通常、電子メールで行いますが、電子メールを使うことにより、コミュニケー
ションの記録が残りますから、業務プロセスの評価やマネージャーの対応状況も事後に
検証することができます。
ただし、業務計画に重要な変更が生じた場合などは、必要に応じてリアルタイムの電
話あるいは TV 会議や、出社を命じてフェイス・トゥ・フェイスでの打ち合わせや会議を
持ち、意思疎通や確認するという作業を行うことが重要です。また、業務計画の修正を行っ
た場合には、新しい計画を文書にして部下と再確認します。
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業務の内容、実施方針、定期及び随時報告事項、完了予定、期待される成果、評価ポイ
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（指導育成及び評価）
テレワーク環境では、マネージャーは部下の業務について何から何まで指示を出して
それに従うことを強制するのではなく、部下を信頼して業務を任せることが重要になり
ます。マネージャーの役割は、指導と助言を与えることで部下の業務達成を支援するこ
とに変わります。
評価については、目標管理制度と同じで、最初に目標を設定し、成果によって目標達
成度を評価するのですから、多数出版されている目標管理制度に関する解説書が参考に
なります。

(3)

講師の育成あるいは依頼

テレワーク研修の講師は、企業個別の内容については導入目的をよく理解している社
内の導入プロジェクト担当者が務めることが適当と考えられますが、テレワークの一般
的な内容については社外講師に依頼することも可能です。
研修は、情報の周知や社内手続きなどの解説も必要ですが、テレワーク導入にあたっ
て、テレワーカーとそのマネージャーが疑問や不安を抱いている事柄を共に考えながら
解消していくことが重要です。したがって、講師は一方的に教材の内容を講義するとい
うよりは、受講者に問題や課題を提起しながら、議論を触発させることが主たる役割と
考えると良いでしょう。
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社団法人日本テレワーク協会では、テレワーク相談センターを設置して、テレワー
クに関する相談を受け付けています。
E-mail：sodan@japan-telework.or.jp
URL：http://www.japan-telework.or.jp/center/index.html
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