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１．事業概要 

１―１ 事業目的 

テレワークは、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方として、働

き方改革の重要な政策手段と期待され、政府等の強力な旗振りの下、総務省・厚生労働

省・経済産業省・国土交通省の関係４省が中心に振興を行っている。 

2017年からは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開会式に当たる７月

24日を「テレワーク・デイ」と位置づけ、首都圏の交通混雑緩和と働き方改革の振興を

兼ねたテレワーク国民運動を総務省、経済産業省が主要幹事となり開始し、首都圏を中

心に全国各地の自治体、企業等が約950社・団体、約6.3万人が参加した。テレワーク国

民運動をより大きなものとしていくため、2018年は「テレワーク・デイズ」として期間

を拡大し、平成30年７月23日（月）から27日（金）で実施し、約1,700社・団体、約30万

人が参加した。2019年は更に期間を拡大し、平成31年７月22日（月）から９月６日

（金）の約１か月半を「テレワーク・デイズ2019」として実施することとし、2020年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会本番の予行演習としてテレワークのさらなる

普及促進を行っていく。 

本事業は、テレワークの国民運動を効果的に社会に浸透させるために、テレワーク運動

の効果などを明確化することで更なる事業者への普及・啓発を図るものである。 

１―２ 事業内容 

本事業は、次の項目について実施した。 

（１） テレワーク国民運動に関する普及啓発ポスター等印刷・保管・発送 

（２） テレワーク導入の効果的な普及の検討に関する調査 

（３） テレワーク国民運動に関する普及啓発デザインの検討について 
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２．事業実施結果 

２－１ テレワーク国民運動に関する普及啓発ポスター等印刷・保管・発送 

（１）事業内容 

テレワーク・デイズ2019の周知や参加企業募集のため、掲示用ポスター、周知用リーフ

レットを印刷、保管し、2018年「テレワーク・デイズ」参加企業・団体や新たにテレワ

ークに関心を示した企業、関係府省などにポスター、リーフレットを送付した。 

 

（２）実施方法 

発注者より支給されたポスター、リーフレットのデザインにより、次の仕様で印刷を行

った。 

ポスターは、次の２種類の印刷を実施した。 

・A1サイズ（片面印刷）、マットコート紙＜90＞、グリーン購入法適合紙 

・・・10,500部 

・B1サイズ（片面印刷）、マットコート紙＜90＞、グリーン購入法適合紙 

・・・1,500部 

リーフレットは、次の１種類の印刷を実施した。 

・A4サイズ（両面印刷）、マットコート紙＜135＞、グリーン購入法適合紙 

・・・35,000部。 

印刷後、ポスターを保管し、経済産業省が作成する送付先リストに基づき随時発送を行

った。 

最終的に発送した枚数は次のとおりであった。 

・発送先：1,213箇所(発送：1,140箇所、再発送：73箇所) 

・ポスター：10,699部 

・リーフレット：35,000部 

なお、最終的な発送先リストはエクセルにて別途納品する。 
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２－２ テレワーク導入の効果的な普及の検討に関する調査 

（１）対象企業・団体等の選定 

テレワーク国民運動の参加企業等の取組状況を通じ、テレワークの効果的な普及方法の

あり方について検討、分析するため、代表的な事業者へのヒアリング調査を行った。 

調査対象企業は、「テレワーク・デイズ2019実施報告書別紙1」より、デイズ期間中に

テレワークを行った社員数の上位５社のうち、３社を選定した。 

図表 ２－１ デイズ期間中にテレワークを行った社員数の上位５社 

 

発注者と協議し、最終的に次の3社とした。 

・Ａ社 

・Ｂ社 

・Ｃ社 

 

（２）ヒアリングの実施方法 

上記3社に対して、発注者からヒアリング協力の依頼をしていただき、協力を得られたA

 
1 テレワーク・デイズホームページ

https://teleworkdays.jp/search_2019/special/pdf/special_total.pdf 

会社名 本社所在地 従業員人数 実施人数 実施エリア 実施形態 実施概要

**************************** **************************** 13,500 132,411 東京都 / 千葉県 / 神奈川県 / 山梨県 ■在宅勤務 ■サテライトオフィス

勤務 ■モバイルワーク勤務

＜実施期間＞ 2019年7月22日（月）

～ 9月6日（金） ＜実施対象＞ 全社

員（派遣社員除く） ＜実施内容＞

①時差出勤 ②テレワークの活用 ③

積極的な休暇取得の促進 ①時 差 出

勤 ・・・「7：44以前」または

「9：45以降」に設定 ②テレワーク

の活用・・・オフィスに出社しない

働き方をし、7/24は在宅勤務が 可

能な社員は実施（期間中は5回以

上） ③積極的な休暇取得の促

進・・・夏季連続休暇と年次有給休

暇やライフプラン 休暇を組み合わ

せて連続2週間以上の長期 休暇を推

奨

**************************** **************************** 11,310 39,200 全国 ■在宅勤務 ■サテライトオフィス

勤務 ■モバイルワーク勤務

◆7月22日(月)～8月2日(金）におけ

る平日10日間に次のいずれかを実

施（休暇取得も可）・テレワーク勤

務（勤務地以外でリモートアクセス

やモバイルデスクトップ等を利用し

た勤務）・時差通勤（10時以降の

出社・出勤）【目標】①基本的にテ

レワークとし、社員出社の５０％以

下を目指す➁全社員（管理者含む）

の７５％以上が、テレワーク・時差

出勤・休暇取得のいずれか5日間以

上実施➂管理者の１００％が、テレ

ワーク（3日以上）実施

**************************** **************************** 31,827 31,827 全国 ■在宅勤務 ■サテライトオフィス

勤務 ■モバイルワーク勤務

◼ 実施期間7

月22日(月)～8月2日(金)、8月19日

(月)～8月30日(金)の4週間で実施　◼

実施期間① 週1回のテレワークを必

須実施（週2回推奨）② 東京都心の

事業所に勤務者は、上記に加え、４

週間の期間中、１週間連続の終日テ

レワークを実施

**************************** **************************** 26,000 26,000 全社施策として全国で実施※主に本

社・東京本部（新宿本社ビル他）、

本店（日本橋ビル）

■在宅勤務 ■サテライトオフィス

勤務 ■モバイルワーク勤務

7月8月を「働き方改革推進月間」

とし、全社員を対象とした一斉取組

を社内イントラにて発信（7月9日

付）。二ケ月間の中で、集中取組期

間（7月22日～8月2日）を設定し、

その中でも7月24日をコア日として

設定。

**************************** **************************** 3,300 22,691 本社以外全地区・全拠点 ■在宅勤務 ■サテライトオフィス

勤務 ■モバイルワーク勤務

7/22~8/30まで、夏休み期間を除外

した4週 間を4つのパターンとし

て、連続5日テレワークに チャレン

ジするよう推奨
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社、B社の２社に対し、ヒアリングシート（別紙）を用いて、メールによるヒアリングを

実施した。 

 

（３）ヒアリング結果 

回答のあった２社の回答をヒアリング項目ごとに整理した。結果は次のとおりである。 

問１ テレワークを始めた時期と背景・目的をお教えください。（例：職場環境の改善に

よる人材の確保、生産性向上、コスト削減、育児・介護による離職の回避、ワー

ク・ライフ・バランスの推進、従業員の満足度向上 等） 

【A社の回答】 

（テレワーク開始時期）※2015年に A社 が設立 

① 在宅勤務 2015年 ②モバイルワーク 2015年 ③サテライトオフィス 2017年 

（背景・目的） 

通勤時間の解消・ワーク・ライフ・バランスの推進・育児や介護の一助・自律性や主体性の発

揮等を目的に開始。さらに、働き方改革の取組みで、長時間労働の縮減・生産性向上・多様な

人材の活躍をめざし、「いつでもどこでも働ける環境」を整備。 

【B社の回答】 

テレワーク開始時期：2012年 

（背景・目的） 

多様な人材が最大のパフォーマンスを発揮できる環境・制度を整備するとともに、当社のグル

ープ経営理念である「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスを提供」する

ために、社員の心身の健康と付加価値の高い業務を行うには、時間や場所にとらわれない働き

方への変革が必要だった。テレワークはそのための手段の１つ。 

 

両社ともにテレワーク開始から５年以上が経過しており、制度として会社に定着してい

ると考えられる。テレワークの特徴である時間や場所にとらわれない働き方で、次の目

的を持って導入している。 

・通勤時間の解消 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・育児や介護の一助 

・自律性や主体性の発揮 

・社員の心身の健康 

・付加価値の高い業務 

 

問２ テレワークの利用日数や利用人数等、目標設定をしていれば、その内容と達成状況

をお教えください。 

【A社の回答】 

ワーク・ライフ・バランスの推進、自律性や主体性の発揮等を目的にしているため、目標設定

はしていません 
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【B社の回答】 

テレワークを実施することが目的ではなく、あくまでも働き方改革の手段の１つであるため、

目標は設定していない。（参考）2020年１月末累計テレワーク利用人数は延べ 4,446名。 

 

両社ともに目標設定はしていない。テレワークは働き方改革の一つの選択肢であり、実

施するかは従業員の判断に任せるため、目標の設定は不要との考え方は一致している。 

 

問３ 貴社のお仕事の中で、テレワークに適している仕事と、テレワークでは実施が難し

い仕事をお教えください。 

【A社の回答】 

（テレワークに適している仕事） 

・資料作成（提案書、設計書、会議資料等）、データの集計や分析 

 

（テレワークでは難しい仕事） 

・顧客情報や会社情報の専用システム（社外からのアクセス不可）を使用する業務 

・工事や修理等の現地作業の業務 

【B社の回答】 

（テレワークに適している仕事） 

内勤部門・営業部門（保険代理店へのコンサルティングなど） 

 

（テレワークでは難しい仕事） 

保険金サービス部門（保険金のお支払いなど） 

 

両社ともにテレワークに適している仕事とテレワークでは難しい仕事があった。仕事の

種類によって、テレワークを活用しやすい社員と、活用しにくい社員とで分かれている

と考えらえる。特に重要な情報を扱う仕事は、セキュリティ上社外からのアクセスがで

きず、テレワークでは難しいと判断されている。 

 

問４ テレワークを導入するにあたり、就業規則等、制度の見直しを行っていれば、具体

的な内容をお教えください。 

【A社の回答】 

在宅勤務制度を、2015年制定（対象者や業務、実施日数、申請方法、経費負担等）。 

改定を繰り返し、現在では設定可能な勤務時間の拡大、申請方法の簡易化、月の実施日数の上

限を撤廃する等、柔軟に利用できるよう見直しを行っている。 

【B社の回答】 

就業規則にテレワークに関する規程を定めている。対象者・利用回数に制限は設けていない。 

 

就業規則の見直しは、次の項目で実施されている。 
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・対象者 

・対象業務 

・実施日数 

・申請方法 

・経費負担 等 

これらの項目について、柔軟に利用できるように継続して見直しを行うことが重要である。

また、B社のように対象者・利用回数には制限を設けない選択肢もあり、従業員の自主性と、

業務の効率性などとのバランスを考慮した上で、規定を定める必要がある。 

 

問５ テレワークを導入するための環境整備について、お教えください。（例：ネットワ

ーク整備、デバイスの準備、セキュリティ対策 等） 

【A社の回答】 

セキュリティ対策（指紋認証装置やワンタイムパスワードの利用）、在宅勤務申請時の自宅環

境確認（チェックシート作成）、サテライトオフィスは自社ビルや社宅を活用し設置。 

【B社の回答】 

社内と同様のセキュリティレベルのネットワーク環境を構築できるシンクライアント端末を配

備しており、育児や介護による短時間勤務者に対しては、自宅設置用のシンクライアント端末

を追加配備している。他、BYODの導入や全営業社員にスマホを配備している。 

 

セキュリティ対策と在宅勤務時の環境整備・確認は必須となっている。方法はそれぞれ

異なっており、自社が認めている業務の範囲、扱うデータの機密性等を考慮して、セキ

ュリティレベルや在宅勤務時の環境整備を行うことが重要である。 

 

問６ テレワークの導入にあたり、苦労した点とその対応策をお教えください。 

【A社の回答】 

（苦労した点） 

2019年テレワーク・デイズにて、約700名の社員が在宅勤務・モバイルワークを実施した際、

一部でネットワークの接続不可となる事象が発生したこと（特に７／24） 

（対応策） 

従来利用のネットワークにはアクセス数に上限があり接続不可となることが判ったため、 

2020年より新たなネットワークへの移行に伴い、接続の不具合を解消。 

【B社の回答】 

（苦労した点） 

個人情報の取扱いに関する整理 

（対応策） 

ペーパーレス化の推進 

 

ネットワーク接続不可という突発的な要因と、個人情報の取り扱いという定常的な要因
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の両方の意見が聞かれた。突発的な要因は、原因を特定した上で、対策を講じるしかな

いが、個人情報の取り扱いについては、情報漏洩の大きな要因の一つに紙媒体の置き忘

れというによるものが多く、ペーパーレス化を行い、常にセキュリティ環境が整ったク

ラウド上で資料の確認等ができる環境を構築できると、有効な対策となる。 

 

問７ テレワーク導入後、苦労している点とその対応策をお教えください。（利用者の申

請が煩雑、総務・人事の勤務管理が煩雑、生産性向上に寄与していない、利用者の

評価が難しい、利用者の満足度が把握できない 等） 

【A社の回答】 

（苦労している点） 

・社内システムのWindows10への移行により、在宅勤務時に使用する私用PCがwindows７の場

合、利用できない等の問題が発生している。 

・サテライトオフィスの充実（社員数に対し、利用可能な場所や座席数に限りがある） 

（対応策） 

・社内外で利用できるシンクライアント対応ノートPCの拡大を検討中。 

・社員アンケートを実施し、サテライトオフィスについては、社員の通勤ルートおよび各路線

のハブとなるターミナル駅の最寄りの自社ビルへ増設中。 

【B社の回答】 

（苦労している点） 

コミュニケーションの確保 

（対応策） 

メールだけではなく、社内チャットツールを導入し、気軽にコンタクトが取れるようにしてい

る。 

 

PCといったハード面の問題と、コミュニケーションというソフト面の問題の両方の意見

が聞かれた。今後テレワークを導入する企業においても、ハード、ソフト両面から導入

後の運用を検討する必要がある。 

 

問８ テレワーク実施時のコミュニケーション方法について、お教えください。 

【A社の回答】 

電話、メール、社内コミュニケーションツール（チャット）、WEB会議（テレビ会議等） 

【B社の回答】 

問７のとおり 

 

電話、メールは当然の方法として、両社ともチャットツールをうまく利用しているよう

である。手軽さや即時性から、離れた者同士のコミュニケーションとして、有効な手段

となっている。 
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問９ テレワーク導入のコスト評価の方法があれば、お教えください。 

【A社の回答】 

出張旅費の削減、時間外労働時間数の削減、自社ビルの利活用 

【B社の回答】 

特になし 

 

テレワークを行った社員数の多い企業においても、テレワーク導入のコストを評価する

指標を設けている企業と設けていない企業があることが明らかとなった。 

 

問10 テレワーク導入のメリット・デメリットをお教えください。 

【A社の回答】 

（メリット） 

・移動時間や通勤時間を減らし、効率的に仕事ができる 

・集中して仕事ができる、良いアイディアが生まれる 

・介護や育児、家族との時間、趣味や余暇、自己研鑽の時間が増える 

・身体的な負担が減る 

・業務やスケジュールを周囲と共有する習慣がつく 

（デメリット） 

・仕事上のコミュニケーション量が減る、打合せがしづらい 

・仕事のON/OFFがしづらい、孤独を感じる 

・上司は、部下の勤務管理や仕事の進捗の把握がしづらい 

【B社の回答】 

（メリット） 

利用者からは「生産性が向上した」「集中できるため大変効率的」「通勤・移動時間の無駄を削

減できる」「子供の急な病気のときも出社することなく仕事ができる」等の声が寄せられてお

り、労働時間の圧縮にも寄与している。 

（デメリット） 

職場でのコミュニケーションがとりづらくなることもある。また所属長は実際の仕事内容が見

えないため、把握しづらいという声もある。 

 

メリットは、ワーク・ライフ・バランスの充実など、従業員にとってのメリットを中心

にあげられているが、生産性向上や仕事の効率化など、会社にとってもメリットが大き

いことが伺える。 

デメリットは、コミュニケーションの難しさや、上司にとっては仕事の内容や進捗が分

かりづらくなり、評価が難しくなる点が共通してあげられている。 
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（４）総括 

テレワークは、ICTを活用して多様な働き方を促すツールであることから、ワーク・ラ

イフ・バランス（仕事と生活の調和）、企業の生産性向上（コスト削減や企業価値向

上）、従業員の雇用確保や定着、BCP（非常時の事業継続）、地域活性化（ワーケーショ

ン）など、様々な課題を解決できるものとして期待されており、テレワーク・デイズ

2019の効果として、参加事業者において、オフィス事務及び残業時間などの指標で大幅

な削減効果が見られた（事務用紙等は約38％（2018年は約14％）、残業時間は約44.6％

の減少（2018年は約45％）と業務効率化に貢献）。 

 

図表 ２－２ テレワーク・デイズ 2019の効果2 

 

 

また、平成30年度情報通信利用動向調査（総務省）によれば、テレワークを導入してい

るまたは具体的に導入予定がある企業の割合は26.3％に上っている。 

  

 
2 テレワーク・デイズ２０１９実施結果報告（総務省・経済産業省・厚生労働省・国土交通省） 
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図表 ２－３ テレワークを導入している企業の割合（従業員数 100人以上の企業）3 

 

他方で、７割を超える企業で、導入が進んでいない実態がある。平成26年版情報通信白

書によると、平成25年末でテレワーク制度を導入しない企業の理由は、「テレワークに

適した仕事がないから」が73.7%と最も多くなっている。これ以降、ICTの進展等によ

り、テレワークの利便性も向上されたため、テレワークに適した情報は増えていると思

われるが、テレワークの導入が進んでいない企業との割合と概ね一致しており、テレワ

ークの導入が検討されない最も大きな理由であると考えられる。実際に、平成28年版情

報通信白書テレワークの実施意向は、テレワークについての理解が深いほど、実施して

みたいと考える傾向があり、今後も引き続き、テレワークの認知度、理解度の向上を図

ることが重要である。 

図表 ２－４ テレワーク制度しない企業の理由 

 

 
3 平成 30年通信利用動向調査（総務省） 
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図表 ２－５ テレワークの実施意向 

 

次に、テレワークを導入する目的について見ると、平成29年版情報通信白書では、テレ

ワーク導入企業は、「顧客満足度の向上、営業力の向上」「イノベーション創出の環境

づくり」といった企業競争力を高める目的意識が高い一方、社内制度面、情報システム

面ともに、テレワーク導入可能な環境が整っているものの、導入をしていない企業では

「人材の採用・確保、流出の防止」「育児による退職の防止」「介護による退職の防

止」等の福利厚生的な目的意識が高くなっており、目的意識として企業競争力の向上に

より意識を置いている企業ではテレワークの導入につながり、従来型の福利厚生的な目

的意識が強い企業では、テレワークの導入にまでは到っていない可能性が示唆されてい

た。一方、令和元年版情報通信白書によると、「勤務者の移動時間の短縮」が２番目に

多く、「通勤弱者への対応」「優秀な人材の雇用確保」等の割合が近年上昇傾向にある

ことから、企業の従業員の働きやすさを向上させることや、人手不足が見込まれる中で

の雇用継続や人材確保といった目的のためにテレワークを活用しようとする動きがうか

がえるとしている。今回の調査でも、テレワークの導入目的は従業員の働き方の選択肢

の一つとして位置づけ、ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることに主眼が置かれて

いることが分かり、近年のテレワークの導入目的は、福利厚生的な目的意識に移行して

いると考えられる。 

図表 ２－６ テレワーク導入の目的（平成 29年版情報通信白書） 
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図表 ２－７ 企業のテレワーク導入目的の推移（令和元年版情報通信白書） 

 
次に、テレワーク導入の課題を見ると、平成30年版情報通信白書によると、テレワーク

利用者の勤怠管理や評価等に代表される「会社のルールが整備されていない」が最も多

く、約半数の企業が課題として認識している。今回のヒアリングでも、上司が部下の働

く様子が分かりづらいという意見が見られ、会社のルール整備が最も大きな課題と言え

る。逆に、「上司の理解がない」「セキュリティ上の課題がある」「他の従業員から孤

立している感じがする」「同僚が理解しない」「テレワークは費用が高い」等の理由

も、テレワーク導入の代表的なものと考えられているが、これらは30%を切っており、職

場環境の理解の醸成やセキュリティ等の技術面は、改善されてきていると考えられる。

今回のヒアリング結果でも、職場の理解についての課題・問題点はなかった。セキュリ

ティ対策も、指紋認証装置やワンタイムパスワード、ンクライアント端末を配備等によ

り、確実に実施できていた。会社のルール整備の解消が、今後のテレワーク導入を推進

するにあたっての大きな課題となっていることが分かる。 

また、テレワークの導入には、業種、職種、企業規模によって、導入傾向が異なる。令

和元年版情報通信白書によると、企業規模が大きいほど導入率が高くなっており、2,000

人以上では46.6%となっている。また、平成平成29年版情報通信白書によると、業種では

情報通信業が最も高くなっており、職種では営業や研究・開発・設計が多くなってい

る。今回のヒアリングでも、営業やデータの集計や分析がテレワークに適した仕事であ

るとの意見が得られている。テレワークには適した仕事と適していない仕事があること

を理解した上で、まずはテレワークに適した仕事から始めて、徐々にテレワークの導入

が難しい領域への応用を考えると、今後のテレワークの普及が進むと考えられる。 

図表 ２－８ 企業のテレワーク導入率（規模別） 
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図表 ２－９ 業種別のテレワーク導入状況 

 

 

図表 ２－10 職種別のテレワーク導入状況 

 

 

以上、統計データと今回のヒアリング結果からテレワーク導入促進の考察を行ってきた

が、概ね結果は一致していた。総括すると次のとおりとなる。 

・テレワークの理解が進むほど、テレワーク実施意向は高くなることから、引き続きテ

レワークに関する周知・啓発に注力する必要がある。 
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・テレワークには適した仕事と適していない仕事があることを理解し、まずはテレワー

クに適した仕事から始めて、テレワークの理解が深まったところで、自社に必要な分

野への応用を考えると、テレワークの導入が促進されると考えられる。 

・テレワークの導入目的は、従業員の福利厚生的な視点が主流になりつつある。今の社

会的・経済的状況を鑑み、企業競争力の強化というより、従業員の働きやすさの向上

や、人手不足が見込まれる中での雇用継続や人材確保といった視点でテレワークの導

入を検討すると良い。 

・テレワーク導入の最大の課題は従業員の評価等に代表される会社のルール整備にあ

る。近年ではテレワーク時の勤務管理やチャットツール等も開発されており、今後は

これらの導入について、従業員の理解をどのように得ているか等、先進事例等から把

握し、広く周知することでテレワークの導入が促進されると考えられる。 

 

こうした状況を踏まえて、政府等では、テレワーク導入に対する支援策を講じている。 

 

図表 ２－11 政府等の講じているテレワーク導入支援策 

テレワーク相談センター（厚

生労働省） 

テレワークの導入に関するさまざまな相談に無償で対

応。テレワーク導入・活用の専門家を無償で派遣。 

東京テレワーク推進センター

（東京都・厚生労働省） 

テレワークに関する体験、情報収集、相談に対応。 

テレワーク相談コーナー（日

本テレワーク協会） 

テレワーク導入・活用の相談に窓口及び電話で対応。 

時間外労働等改善助成金（テ

レワークコース）（厚生労働

省） 

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワ

ークに取り組む中小企業事業主を支援。 

ワークスタイル変革コンサル

ティング（東京都） 

専門のコンサルタントが東京都内の中堅・中小企業を対

象にテレワーク導入支援のコンサルティングを無料で実

施。 

テレワーク活用・働く女性応

援助成金（東京しごと財団） 

東京都内の中堅・中小企業等を対象にテレワーク環境の

整備や民間サテライトオフィス利用に係る経費を助成。 

 

2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催時における交通混雑の緩和策

（TDM：Transportation Demand Management）や、昨今、新型コロナウィルスの感染拡大

の予防のために、テレワークを実施する企業が増加している。こうしたニーズに応えつ

つ、今後、更にテレワークを効果的に普及させていくためには、導入に係る課題をきめ

細かく把握した上で、テレワーク導入に対する支援を引き続き講じていくことが必要で

ある。 
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２－３ テレワーク国民運動に関する普及啓発デザインの検討について 

（１）事業内容 

今年度のテレワーク・デイズの周知啓発媒体を参考に、次年度のポスター、リーフレッ

ト、HPサイトのバナーのデザインをそれぞれ作成した。 

 

（２）実施方法 

・ポスターは、A1サイズで作成した。 

・リーフレットは、A4サイズ（両面一枚）で作成した。 

・関連HPサイトバナーは、ポスターデザインを参考に作成した。 

なお、発注者と協議の上、デザインはこれまでのテレワーク・デイ（ズ）の実績等を考

慮し、過年度のデザインを作成した業者に再委託することとした。納品されたデザイン

は、次ページのとおりである。 

なお、最終的なデザインは別途納品する。 
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図表 ２－12 次年度のポスター・リーフレットのデザイン 
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図表 ２－13 次年度のバナ－のデザイン 
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平成３１年度（令和元年度）産業経済研究委託事業 

（企業の働き方に関するデジタルトランスフォーメーションを実現するための 

調査及び普及啓発事業） 

事例ヒアリングシート 

 

この度は、経済産業省からの委託調査『平成３１年度（令和元年度）産業経済研究委託事業（企

業の働き方に関するデジタルトランスフォーメーションを実現するための調査及び普及啓発事

業）』に関するヒアリング調査にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

次のとおりヒアリングシートを作成しましたので、ご確認いただければと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

問１ 

テレワークを始めた時期と背景・目的をお教えください。 

（例：職場環境の改善による人材の確保、生産性向上、コスト削減、育児・介護

による離職の回避、ワーク・ライフ・バランスの推進、従業員の満足度向上 等） 

【回答欄】 

テレワーク開始時期： 

（背景・目的） 

 

 

問２ 
テレワークの利用日数や利用人数等、目標設定をしていれば、その内容と達成

状況をお教えください。 

【回答欄】 

 

 

問３ 
貴社のお仕事の中で、テレワークに適している仕事と、テレワークでは実施

が難しい仕事をお教えください。 

【回答欄】 

（テレワークに適している仕事） 

（テレワークでは難しい仕事） 

経済産業省委託調査 

別紙 
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問４ 
テレワークを導入するにあたり、就業規則等、制度の見直しを行っていれば、

具体的な内容をお教えください。 

【回答欄】 

 

 

問 5 
テレワークを導入するための環境整備について、お教えください。 

（例：ネットワーク整備、デバイスの準備、セキュリティ対策 等） 

【回答欄】 

 

 

問 6 
テレワークの導入にあたり、苦労した点とその対応策をお教えください。 

【回答欄】 

（苦労した点） 

（対応策） 

 

 

問 7 

テレワーク導入後、苦労している点とその対応策をお教えください。 

（利用者の申請が煩雑、総務・人事の勤務管理が煩雑、生産性向上に寄与して

いない、利用者の評価が難しい、利用者の満足度が把握できない 等） 

【回答欄】 

（苦労している点） 

（対応策） 
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問 8 
テレワーク実施時のコミュニケーション方法について、お教えください。 

【回答欄】 

 

 

問 9 
テレワーク導入のコスト評価の方法があれば、お教えください。 

【回答欄】 

 

 

問１0 
テレワーク導入のメリット・デメリットをお教えください。 

【回答欄】 

（メリット） 

（デメリット） 

 

以上 

 


