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・女性・高齢者・障害者等の就業機会の拡大
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◇ 人口構成の急激な変化の中で、個々人の

働く意欲に応え、その能力を遺憾なく発揮し

活躍できる環境の実現に寄与

◇ 「出産・育児」と「仕事」の二者選択を迫る

状況を緩和

◇ 労働力人口の減少のカバーにも寄与

■ 災害等に対する危機管理

・オフィスの分散化による、災害時等

の迅速な対応
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・スペースや紙などオフィスコストの削減

と通勤・移動時間や交通費の削減等
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■ 有能・多様な人材の確保、生産性の向上

・柔軟な働き方の実現により、有能・

多様な人材の確保と流出防止、

能力の活用が可能に
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人口構成の急激な変化やグローバル化が

進展する中で、企業の活力、生産性、国際競

争力の向上等に寄与

■ 営業効率の向上・顧客満足度の向上

・顧客訪問回数や顧客滞在時間の増加

・迅速、機敏な顧客対応の実現
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■■ 家族のふれあい、ワークライフバランスの充実家族のふれあい、ワークライフバランスの充実
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⑤地方（農山漁村）での
就業機会の拡大

例）自宅、旅館 等
自然豊かな地方に住んで

も仕事を継続できる。
長期休暇も取りやすくなる。

④高年齢者、障害者等
の社会参加

例）自宅 等
移動困難者が自宅で
仕事ができる。

（別添１－別紙１） テレワークの類型 － テレワークによって実現する働き方

①会社員のワークスタイルの多様化

例）自宅（在宅勤務）や外出・移動中（モバイル勤務）等

[在宅勤務] 個人のワークライフバランスが向上し、多様な就業機会
が実現するとともに、（企業にとって）人材の確保などが実現する。

[モバイル勤務] 営業効率の向上・迅速な顧客対応による顧客満足
度の向上、オフィスの省スペース化が実現する。

在宅勤務の例（一般的には週に1～2
日自宅で仕事をする）

モバイル勤務の例（会社の他の事業所
や取引先で仕事をする）

モバイル勤務の例（駅や車内でメール
などをチェックする）

都市型拠点施設での勤務の例（駅や
ホテルのビジネスセンター等で出張時
もスムーズに仕事をする）

②育児・介護と仕事の
両立

例）自宅、公共施設等に併設
したテレワークセンター等

育児・介護と仕事が両立した
生活が営める。

③ＳＯＨＯによる起業促進

例）自宅、小規模事務所 等

自宅や小さな事務所で事業
を起こすことが容易になる。



（別添１－別紙２） テレワークの主な形態

効果 課題
概要分類 主な実施者・職種

実施例

・SOHO事業者（Small
Office Home Office）

・IT活用による距離にと
らわれない働き方が実
現できる
・ＵＪＩターン・二地域居
住にも資し、地域活性
化に寄与

自営型 ・全国に多数（システム
開発、Webデザイン、入
力業務、コールセン
ター業務など）

個人事業者や小規模
事業者などがＩＴを活
用して行う働き方

・営業力のあるエー
ジェント（仕事の受発
注の橋渡し役の事業
体）の育成強化
・ＩＴ機器などのコスト
負担

雇用型 在宅型 従業員の自宅で仕事
を行う働き方

モバイル型 顧客先、移動中の車
内などで仕事を行う働
き方

施設利用型 サテライトオフィスなど
の施設を利用して仕
事を行う働き方

・Ｄコンピュータメー
カー（郊外研究所及び
顧客に近接した主要駅
近くに自社専用サテラ
イトオフィスを設置）

・通常雇用者
・自宅に適切な執務
環境がない者

・通常雇用者
・通勤困難者（身体障
害者、育児・介護を担
う者 等）など

・Ａ金融サービス会社
（人事・企画などの管理
部門のスタッフが週１
～２日実施）

・Ｂ電気メーカー子会
社（身体障害者を在宅
勤務を前提に雇用）

・費用対効果の定量
的把握
・セキュリティレベルと
使い勝手のバランス

・仕事量の確保
・障害者のビジネスマ
インド向上

・若手については、対
面でのアドバイスが必
要

・ワークスタイル変革
の定量的効果測定

・時間・場所の自由度
が向上
・顧客面談時間の増加
・臨機応変な顧客対応
が可能になった

・優秀な従業員の確保
（育児退社の防止）
・業務効率の向上

・障害者雇用率向上
・在宅勤務による障害
者の業務効率向上

・社内外とのコミュニ
ケーションの活性化
・顧客への迅速な対応
・ワークライフバランス
の向上

・Ｃ情報通信サービス
会社（本社オフィスにい
なくても仕事ができるよ
う、営業スタッフがパソ
コンを常に携帯）

・営業職、サービス・メ
ンテナンス職、SE職な
ど、顧客訪問が多い
職種が中心



（別添１－別紙３） 企業等におけるテレワークの導入事例

企業テレワーク（その１）

■企画部門等の間接部門の社員を中心に、週１～２

回程度、テレワークを実施

■営業部門はモバイルテレワークを実施

■育児期間中の社員については、完全テレワーク又

は部分テレワークを実施

企業テレワーク（その２）

■企業内を通常部門とネット中心の部門に分け、ネット

中心の部門に、企業内「ネットオフィス」を構築し、原

則テレワークを実施（通常部門でもテレワークは実施）

ネット部門では原則、

全員がテレワーク

SOHO・SOHOエージェント（その４）

■個人等が自宅や小さな事務所で起業（テレワークを

基本として業務実施）

■SOHOエージェントは、企業から請け負った仕事を

上記SOHO事業者に外注

企業テレワーク（その３）

■「ネットオフィス」を構築し、テレワーカーを社員として、

原則として、ネットワーク上で会社を運営

■企業から請け負った仕事、自らの事業をテレワーク

を基本として業務実施

ネットオフィス
発注

発注

企 業

全国各地のテレワー
カースタッフがグ
ループで業務実施

自宅

A部門

企 業

B部門

C部門

・
・
・

サテライト
オフィス

顧客先

通常部門

企 業

ネット部門
（ネットオフィス）

自宅等

SOHO事業者

発注

発
注 外

注

企 業 自宅

SOHO
エージェント

企 業

SOHO事業者

小規模
事務所

週１～２回以
上の場合あり

自宅

自宅

自宅

全国各地の
テレワーカー
スタッフ

企 業

顧客先

サテライト
オフィス

自宅

・
・
・

・
・
・

※ネットオフィス：ネットワーク上で運営するバーチャルの部門または会社



（別添１－別紙４） 業種別テレワーカー比率

※1 「平成17年度テレワーク実態調査（国土交通省）」により作成

※2 業種別テレワーカー比率＝業種別テレワーカー人口／業種別就業者人口


