
民間企業における在宅勤務等制度の導入例

事業内容
IT・ネットワークソリューション
事業

システムインテグレーション事
業、ネットワークシステムサー
ビス事業

総合医療品の輸入・製造販
売

自動車等の製造販売

制度名称 テレワークトライアル テレワークトライアル フレキシビリティ SOHO day DIVERSITY PROJECT

制度対象
適用基準

・企業ソリューションビジネス
ユニット（企業向けシステムの
開発部門であり、職種は事
務、営業、SE等と多岐に渡
る）の社員（約２,０００人）を対
象
・対象業務、作業内容は制限
しない
・育児、介護などの事由によ
らず誰でも参加可能
・管理職か一般社員（時間管
理を行う社員）かに関わらず
対象

育児や介護と仕事の両立が
困難な社員や業務内容がテ
レワークに適しており、自宅で
集中して仕事をすることに
よって、生産効率の上昇が期
待できる社員が対象

・未就学児の育児又は要介
護度1級以上の家族介護に従
事する者
・アシスタント・セクレタリーは
除外

・専門職以上（大卒社員入社
3年目程度以降）を対象とし、
所属部署による制限なし
・子が満8歳になるまで（仕事
と育児の両立支援）

勤務場所
等

ブロードバンドオフィス環境が
整っている場所
（自宅以外も可）

原則、自宅
（自宅以外とする必要がある
場合（図書館等）は、直属上
長と相談）

自宅 自宅

利用申請
実施手続

テレワーク勤務を行う前日ま
でにフレックス勤務と同じ手続
きにより上司の許可を得る
（人事部門への届出は不要）

直属の上司へ希望する日の
前日までに、「テレワーク承認
通知書」に必要事項（実施
日、業務内容、理由等）を記
載し、直属上長へ申し出る

・前年度末までに、新年度の
利用希望を申請し、その後、
自宅での勤務を希望する都
度、前日までに所属長へ申
請、人事部門が確認
・前日もしくは当日の朝１０時
までに（メール又は電話で）上
司の許可を受ける

事前に、在宅勤務予定時間
及び実施予定業務を上司及
び人事部に申請し、承認を受
ける

制度の利
用単位、
利用の上

限など

・実施頻度の制限はないが、
ガイドラインにおいて週１～２
回を目安として示している
・部分的な利用を認める

実施日数は５日/月を原則上
限とし、ただし上司と相談の
上で延長可能

1日単位
（上限（年間20日）以内で連続
利用も可能）

長期間に渡り、1日の業務の
一部を在宅勤務可能

労働時間
制度

・就業時間の取扱い、勤務時
間管理はオフィス勤務時と同
様

・社員就業規則に基づき、所
定の勤務時間を勤務したもの
とみなす（テレワーク勤務は
出張として取り扱う）
・原則、時間外勤務、深夜勤
務を実施しないが、必要に応
じて認める

午後3時以降在宅勤務をする
ことができる

時間管理
・始業及び終業時には、上司
や同僚にメールで連絡

始業時にはその日の予定業
務内容について、終業時には
その日の実施作業内容につ
いて報告する

・在宅勤務の開始・終了時
に、上司にメールにて開始・
終了を通知することを義務づ
ける
・翌日に勤務時間実績及び業
務を上司に報告

出社義務 －
緊急時等、上司から指示が
あった場合は速やかに出社
する

特になし －

社名
ジョンソン・エンド・

ジョンソン
メディカルカンバニー

トヨタ自動車NTTデータNEC

・在宅勤務の日は、労働日1
日につき7時間40分（フルタイ
ム）勤務したものとみなす
（通常勤務の場合はコアタイ
ムのないフレックスタイム制を
適用。営業社員は事業場外
みなし労働時間制）
・翌日中に所定の業務報告書
を所属長へ提出

2002年11月導入時期
2006年7月から試行している
が、本格導入には至っていな
い

2007年8月導入予定
（2006年7月試行開始）

2005年4月

参考資料４
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事業内容

制度名称

制度対象
適用基準

勤務場所
等

利用申請
実施手続

制度の利
用単位、
利用の上

限など

労働時間
制度

時間管理

出社義務

社名

導入時期

Type A Type B

加工食品事業　水産事業　畜
産事業　低温物流事業
不動産事業　バイオサイエン
ス事業　フラワー事業

自動車等の製造販売
ハードウェア・ソフトウェア事
業、サービス、リースなど

在宅勤務制度 在宅勤務制度

2001年12月
(1990年以降断続的に試行)

・妊娠、育児、介護
・トライアルとして認められた
者
・定型業務のほか、非定型業
務も対象

・①小学校3年生年度末まで
の子の養育、あるいは②配偶
者又は2親等以内の要介護
者の介護
のために本人が希望して上
長が認める場合
・従来行っている業務が在宅
勤務可能な業務であることが
前提

・勤続一年以上
・副主任以上
・自宅で業務可能、時間・業
務管理の実績（所属長判断）
・製造・秘書業務は原則対象
外

育児、介護、障
害、療養等の特
殊事情に適用
（全社員）

特殊事情がない
社員にも適用（営
業・営業支援部
門や採用後2年
以内の社員を除
く）

自宅のほか、サテライトオフィ
ス、レンタルオフィス（コクヨ
ディスカット）なども

自宅 自宅 自宅 自宅や客先等

・在宅勤務形態、職務内容、
理由、期間等を記入した申請
書を所属長に提出し、所属長
は、管轄部署の承認を得る
・原則的に実施者が、一週間
前に翌週の勤務について、所
属長の承認をとる

・事前に利用申請書により、
上司へ申請するが、必要に応
じて、申請内容と異なる勤務
もすることができる
・申請書には、育児又は介護
の事由、実施期間、実施頻
度、業務内容、勤務場所、緊
急連絡先、セキュリティ取扱
いの遵守について明記

・希望曜日、時間、業務内容
等を記入した申請書を所属長
に提出し、承認を得る（申請
却下の場合もある）
・原則的に、実施者が、一週
間前に翌週の勤務について、
所属長の承認をとって実施

個人ごとに適用
し、本人の申請
後、上司が承認
（人事課による管
理が生じる）

部門ごとにルー
ルを策定、適用
し、各担当役員
が承認（各部門
ごとに管理）

・１日単位
・一回の申請あたり最長で半
年分
・週あたりの上限は４日

・所定労働時間の50％が上
限の目安
・部分在宅勤務可

１時間、１日、１週単位など

上限なし

・就業時間の取扱い、勤務時
間管理はオフィス勤務時と同
様

・業務開始及び終了時には、
上司にメールか電話で連絡
・翌日、勤務実績について報
告

最低限週１日は出社する義
務あり

本人が申請した場合にも、業
務の必要性に応じて会社都
合により要請を受けた場合に
は、出社の義務あり

業務の関連で、予定は急遽
変更になることがある
必要なときには、出社するこ
とが前提

ソフトウェアプロダクトの販売及び当
該ソフトウェアプロダクトの利用を支
援する各種サービスの提供

1時間、1日単位など、申請により自
由に設定可能

・一定のキャリアレベル以上が適用
対象であり、これは裁量労働制の
適用者か管理監督者を指す
・裁量労働の場合は、「月40時間相
当の時間外見合い分」を包含

社内システムの入力画面に作業の
予定・実績時刻を入力し、1週間な
どの単位でレポート提出

・常時、連絡可能な態勢
・最低週一回の出社義務

日本ＩＢＭニチレイ

・勤務時間は所属する事業所
の勤務時間と同一
・裁量労働適用者は、みなし
労働のもと在宅勤務を行う
・ｅーワークで適用時間制度
の変更はない

Work @ Everywhere

2004年9月
（2002年1月から育児・介護・障害な
ど事情がある社員を対象に試行）

日本オラクル
日産自動車

ｅーワーク制度（他に「モバイ
ルオフィス」、「オンデマンド・
ワークスタイル」制度がある）

2004年4月 2006年7月

・労働時間は、出社した場合
と同一
・始業時および終業時に電子
メール、電話、ファックスなど
で定時連絡し、業務の進捗状
況を報告
・在宅勤務した日の始業時
刻、終業時刻、休憩時間、業
務内容を記載した在宅勤務
日報を上長に提出
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事業内容

制度名称

制度対象
適用基準

勤務場所
等

利用申請
実施手続

制度の利
用単位、
利用の上

限など

労働時間
制度

時間管理

出社義務

社名

導入時期

コンピュータ、コンピュータ・シ
ステム等の開発・製造・輸入・
販売・リース・レンタル及びサ
ポート

日本における洗濯洗浄関連
製品・紙製品・医薬部外品・
化粧品・食品などの研究開
発、販売、輸出入

コンピュータシステム、ハード
ウェア、ソフトウェアの企画・
設計・開発・製造・販売

家庭用電子機器、電化製品
等の生産、販売、サービス

フレックスワークプレイス制度
（仮称）

在宅勤務制度 フレックスプレイス制度 e-Work

マネージャが生産性と効率性
を考慮の上、グループのマネ
ジメントに問題ないと判断した
場合に自宅での勤務を認め
る。
全ての勤務形態（管理職、裁
量労働対象者、時間外対象
者）について対象とする。

個人の事情に応じて、上司と
協議することにより利用可能

全社員（経理・総務をのぞく）

・自律的に業務遂行が可能な
間接業務従事者
・松下本社と全額出資子会社
２３社の従業員計７６,０００人
のうち、工場の現場作業者や
保安担当者、秘書などを除く
ほぼすべてのホワイトカラー
（約３０,０００人）を対象

自宅

自宅（職場と同等の環境にす
ることが前提となるため、子ど
ものいる人は、勤務時間中は
保育所に子どもを預ける必要
がある）

自宅 自宅

本人の希望の上に上司の許
可を得て行う

在宅勤務を行うためのニーズ
や環境を確認するため、基準
項目をもとに上司と協議し、
承認に基づき、人事部門へ申
請し、マネージャーの承認を
得る

・希望者と上司で相談し、期
間、理由、実施形態等を記入
した申請書を審査会（役員
会）に提出、その許可を得る
・実施者が月初めに、直属の
上司および部門長に、当月の
勤務実施予定表を提出して
実施

・上司へ申請書（部署名、業
務内容、実施頻度、自宅の状
況（間取り図等）等を明記し、
情報セキュリティの誓約書を
兼ねる）を提出し、許可を得る

・実施頻度の制限はない
・１日のうちの全部又は一部
を在宅勤務とすることが可能

所定労働時間の50％までの
範囲内（具体的には週１日ま
たは２日という例が多い）で在
宅勤務可能、期間は最長1年
とし、必要に応じて申請により
延長可能

１時間、１日、１週単位など

上限なし

原則、月の半分程度（１０日
程度/月）利用することとし、
育児や介護のため実施日数
を増減したい場合は、別途勘
案する

オフィスに出勤するときと同様
の取扱い
労働時間制度は社員によっ
て異なる（裁量労働制、フレッ
クスタイム）

・日常の勤務形態を適用
（裁量労働制勤務、フレックス
タイム制勤務、通常勤務）

メール等により始業・終業を
通知・確認するとともに、出退
勤管理システムにその時刻
等を入力

・業務開始及び終了時には、
上司にメールか電話で連絡

上司からの指示等があった場
合

－
・常時、連絡可能な態勢
・会社または上司が定めた場
合には出社する義務あり

職場全体での集会や、職場
からの要請がある場合には、
出社する

・通常の労働時間に該当する
時間帯は、労働に従事してい
るものとみなし、上司による時
間管理は、原則ない
・短時間勤務との併用が一般
化している

2000年
１９９３年に制度化
（ただし、導入は設立時（１９８
０年）から）

2007年4月
（2006年3月から試行開始）

株式会社ＢＵＧ 松下電器産業

・裁量労働適用者を対象とす
る
・時間管理社員（事務職等）
は、在宅時間も含め、前月の
勤務実績を「勤務記録表」に
記載し、上司の承認を受け総
務に提出

P&G
ファー・イースト・インク

2007/11/1（予定）
（現在トライアル中）

日本HP
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