
参考資料３ 
 

公務における在宅勤務等の取組について 

 

 

現在、公務おいて在宅勤務に資する就業形態を導入又は試行している官署は、

国については、総務省、人事院、法務省、財務省（国税庁）、文部科学省、経済

産業省、国土交通省及び環境省があり、地方自治体については、近江八幡市が

ある。 

 

 

１．代表例とその概要 

⑴ 国 

① 総務省 

総務省では、他府省に先がけ平成 17 年１～２月末及び平成 17 年 10 月末

～平成 18 年２月末の２回にわたり試行を実施し、その後、育児や介護で自

宅を離れられない職員を対象に、平成 18 年９月 15 日から、テレワーク制

度を本格導入した。 

 (ｱ) 対象者の範囲 

原則、補佐以下の官職の者に限定。テレワーク勤務は、希望制であ

り、職員の業務遂行能力及び勤務態度、テレワーク勤務を希望する理

由が適切かどうかなどについての審査が必要 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

管理者は、業務状況等に応じて、原則、週１日以上の頻度でテレワ

ーク勤務日を設定。このテレワーク勤務日については、テレワーカー

の職務上の管理者が、本人の希望を踏まえ、業務状況等を考慮して、

職務上の命令の一環として指定。 

試行中は、テレワーク勤務日及び業務内容を記した業務予定表を作

成し、テレワーク勤務日には業務日誌を作成するなど工夫。 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務時間帯は、他の勤務日に割り振られている勤務時間帯と同様で

あり、職員は、仕事の開始時と休憩の前後、勤務終了時に電話かメー

ルで管理者に報告 

(ｴ) 勤務場所の設定 

管理者は、職員に対し、テレワークを行う場所（自宅）を、あらか

じめ指定。 

システム環境については、テレワーク用ＰＣと本省ＬＡＮを接続し、

自宅からの通信回線は、ブロードバンド回線を使用。 

パソコン及び携帯電話は総務省が貸与するが、インターネットアク

セス費用等テレワーク勤務に要する費用は個人が負担（ただし、携帯
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電話の通話料は総務省が負担）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 平成 17 年度試行の評価及び今後の留意事項 

ａ 全般について 

・ テレワーカーの８割以上が、「テレワーク勤務に参加して良かっ

た」と回答し、「集中できる時間が増加した」との回答もテレワー

カーの８割を超えた。 

・ テレワーク勤務時に実施した事務内容は、以下の通りである。 

（テレワーク勤務の１日の流れ） 

i. 始業時 

始業時刻となったら、管理者に対して、電話又はメール機能を

利用して、業務開始を報告。 

ii. 在籍状況確認 

電話又はメール（発信時間）により在籍状況の確認を実施。 

iii. 業務の打ち合わせ 

 緊急の用件の場合には、電話を利用して打ち合わせを実施。ま

た、緊急性の低い用件に対しては、メール機能を利用することで、

相手の都合の良いときに打ち合わせを実施できるよう配慮。 

iv. 昼休み 

 定刻となったら、管理者に対して、電話又はメール機能を利用

して、昼休みの開始・終了を報告。 

v. 終業時 

 終業時刻となったら、電話又はメール機能を利用して管理者へ

報告。超過勤務命令があれば、引き続き業務を実施。 

 

事務内容（回答数：テレワーカー18 名） 割合 

企画立案 20％ 

上司や同僚との連絡・調整 15％ 

調査研究業務 13％ 

資料や情報の収集 11％ 

白書その他出版物等の原稿・論文執筆 11％ 

データの入力・計算・処理・加工 10％ 

省外との連絡・調整 9％ 

法令、通達等の検討、作成  3％ 

取りまとめ業務（総務）  2％ 

許認可等の事務  1％ 

その他  5％ 
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ｂ テレワーク勤務管理面等について 

【評価】 

・ テレワーカーの上司の内の６割以上が部下の管理は「特に問題

なかった」と回答。残りの上司の一部（約３割）は「部下の管理

に少し問題があった」と回答。その理由としては「テレワーカー

の勤務状況の評価が困難」が半数を、「業務スケジュールの管理が

難しい・面倒」が３割を占めた。 

・ 勤務時間中に常時ＴＶ会議システムを起動することで、臨場感

を持った職場に近い環境が実現でき、テレワーカーの孤立感は減

少した。また、常時テレワーカーを映し出すことで在籍状況確認

にも活用された。 

【今後の留意事項】 

・ 週５日間といった連続したテレワーク勤務を実施する場合には、

職場との一体感の維持等について一層の検討が必要である。 

・ 今後はテレワーク勤務に即した、連絡・調整・報告方法や、勤

務評価方法についてさらに検討が必要と考えられる。 

・ 接続時間が容易に確認できる機能追加など、システム高度化対

策が必要であると考えられる。 

 

② 人事院 

(ｱ) 対象者の範囲 

業務内容がテレワーク勤務に適している職員 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

月ごとに各月の前月にあらかじめ指定（勤務日数は週１日から２日） 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務時間帯は、他の勤務日に割り振られている勤務時間帯と同様で

あり、出勤管理は、サテライトオフィスに出勤簿に準じた書類を準備 

 (ｴ) 勤務場所の設定 

サテライトオフィスを設置 

 

③ 法務省（試行） 

(ｱ) 対象者の範囲 

官房部局において試行 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

週に１日実施 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務時間帯は、他の勤務日に割り振られている勤務時間帯と同様で

あり、職員は、勤務開始時、終了時などは電話等によりその旨を申告。

また、鍵の授受簿等により勤務時間を事後確認 
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(ｴ) 勤務場所の設定 

サテライトオフィスを設置 

 

④ 財務省（国税庁）（試行） 

(ｱ) 対象者の範囲 

子育て中の職員 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

週に 1日から４日程度実施 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務時間帯は、他の勤務日に割り振られている勤務時間帯と同様で

あり、職員は、電話かメールで管理者に報告 

(ｴ) 勤務場所の設定 

自宅で実施 

 

⑤ 文部科学省（試行） 

(ｱ) 対象者の範囲 

育児又は介護を行っている、テレワークに適する業務がある、職務

能率の向上が期待されるなどの条件を満たす職員 

 (ｲ) テレワーク勤務日の設定 

原則として週に 1日から２日実施 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務の開始時と終了時に管理者へメール等で連絡 

(ｴ) 勤務場所の設定 

自宅で実施 

 

⑥ 経済産業省（試行） 

(ｱ) 対象者の範囲 

対象職種及び業務に制限なし 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

原則として週に 1日実施 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務時間帯は、他の勤務日に割り振られている勤務時間帯と同様で

あり、職員は、勤務開始時と終了時に電話かメールで管理者に報告。

管理者は、チャット機能やメッセンジャー等により、在籍状況を確認

可能 

(ｴ) 勤務場所の設定 

自宅で実施 

 

⑦ 国土交通省（試行） 
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(ｱ) 対象者の範囲 

本省職員から募集し、５名を選定 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

原則として週に 1 日（延べ８時間）以上実施（実施日は、管理者が

設定） 

(ｳ) 勤務時間管理 

勤務時間帯は、他の勤務日に割り振られている勤務時間帯と同様で

あり、職員は、勤務開始時と終了時にメール等により管理者に報告。

管理者は、基本的に Web カメラにより勤務状態を確認可能 

(ｴ) 勤務場所の設定 

自宅で実施 

 

⑧ 環境省（試行） 

(ｱ) 対象者の範囲 

自宅における回線環境等に係る条件を満たす本省職員から募集し、

そのうち５名を選定 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

週に８時間以上実施。（ただし、連続して行う場合は２勤務日以内） 

(ｳ) 勤務時間管理 

デスクネッツのタイムカード機能で管理。管理者は、Web カメラによ

り勤務状況を確認可能 

(ｴ) 勤務場所の設定 

自宅で実施 

 

 

⑵ 地方公共団体（近江八幡市） 

(ｱ) 対象者の範囲 

前期と後期で計７名を選定 

(ｲ) テレワーク勤務日の設定 

原則は週１回だが、そのとおりにできていた者は少ない。テレワーク

で丸一日かけて作業する仕事が少なかった職員もいれば、テレワークに

向く仕事が多くても会議等により１日離席することが難しい職員もいた。

また、課の人員が少ないことがネックとなるケースもあった。 

 (ｳ) 勤務時間管理 

テレワーク勤務については出張扱いとし、職員は、その都度受ける出

張命令により自宅で勤務する。通常割り振られている勤務時間帯の始業

時刻と終業時刻に、上司へメールで報告する。 

(ｴ) 勤務場所の設定 

職員の自宅を勤務場所に設定した。 
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２．在宅勤務参加者の指摘 

⑴ 在宅勤務等による効果 

・ 通勤の負担を軽減することができる。 

・ 子どもとのコミュニケーションを充実させることができ、仕事と育児

の両立に資する。 

 

⑵ 解決すべき課題や問題点 

・ 現在の規定では、育児や介護の為にテレワーク勤務しようとする職員

が、テレワーク勤務中に、子どもや介護対象者の面倒を全くみることが

できない。

・ 勤務時間帯の柔軟化等条件整備を行い、早期に育児や介護等在宅ニー

ズの高い者のテレワーク実施を可能とすべき。

・ 白書、報告書執筆や統計分析業務等テレワークになじむ業務を選定し、

能率向上を考慮し業務スケジュールに応じて柔軟に部分テレワークを認

めていくべき。 

・ 勤務時間帯をずらすような柔軟な働き方ができなければ、在宅勤務の

メリットはあまりない。現在の勤務時間の態勢では、在宅勤務には、あ

まり魅力を感じない。 

・ テレワーク勤務の日の指定については、業務の都合で変更することを

弾力的に認めることが必要である。 
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