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平 成 １ ９ 年 ５ 月 ３ ０ 日

総 務 省 情 報 通 信 政 策 局

情 報 流 通 高 度 化 推 進 室

テレワークの推進
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ＩＣＴ(情報通信技術)を活用した、

場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

↓

就業者の仕事と生活の調和を図りつつ､

業務効率･生産性の向上を実現

↓

少子高齢化少子高齢化､､地域活性化、環境保全等の地域活性化、環境保全等の

課題解決にも大きく寄与課題解決にも大きく寄与

テレワークとは
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３．渋滞・通勤問題の是正

・渋滞問題の緩和

・長時間通勤や通勤列車
の混雑等の軽減

３３．渋滞・通勤問題の是正．渋滞・通勤問題の是正

・渋滞問題の緩和

・長時間通勤や通勤列車
の混雑等の軽減

４．環境負荷の軽減

・交通代替によるＣＯ２の
削減等、地球温暖化防止
への寄与

４４．環境負荷．環境負荷のの軽減軽減

・交通代替によるＣＯ２の
削減等、地球温暖化防止
への寄与

テ
レ
ワ
ー
ク
の
社
会
的
効
果

１．少子高齢化問題等
への対応

・女性・高齢者・障害者

等の就業機会の拡大

・育児・介護等と就労と

の両立が容易

１．少子高齢化問題１．少子高齢化問題等等
へのへの対応対応

・女性・高齢者・障害者

等の就業機会の拡大

・育児・介護等と就労と

の両立が容易

７．災害等に対する危機管理
・災害時等の帰宅困難者、

出勤困難者の軽減

・災害発生時の素早い事業
再開

７７．災害等に対する危機管理．災害等に対する危機管理
・災害時等の帰宅困難者、

出勤困難者の軽減

・災害発生時の素早い事業
再開

５．ワーク・ライフ・バランス
の実現

・仕事と個人の生活を上手
に調和させることが可能

・個人生活の質が向上

５５．．ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス
の実現の実現

・仕事と個人の生活を上手
に調和させることが可能

・個人生活の質が向上

６．生産性・効率性の向上

・自律的に仕事を進める
能力の向上

・コラボレーション的な
働き方の増加（多様な
人材の活用）

６６．生産性．生産性・効率性・効率性の向上の向上

・自律的に仕事を進める
能力の向上

・コラボレーション的な
働き方の増加（多様な
人材の活用）

テレワークの社会的効果

２．地域活性化の推進
・定住の促進（居住地域

の選択肢の拡大）

・地方における就業機会
の拡大

・起業等による地方経済
の活性化

・地域におけるコミュニ
ティ活動の活性化

・子供の地域における安
全の確保

２２．地域活性化の推進．地域活性化の推進
・定住の促進（居住地域

の選択肢の拡大）

・地方における就業機会
の拡大

・起業等による地方経済
の活性化

・地域におけるコミュニ
ティ活動の活性化

・子供の地域における安
全の確保
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在宅でのIT講習事業
を受け、7年間在宅で

就労（ソフト開発）を
実現しているＡさん。

女性（育児支援）

在宅で業務を行う主婦。

・在宅勤務を行う総務省
職員（２歳の子供有）

・通勤時間を保育園の送
迎、家事に充て、仕事と
の両立が可能に。

育児と就労との両立が可能

障害者（自立支援）

在職中に得たIT知識を生かし高齢者

の再就労が可能。団塊世代の大量
退職にも対応。

通勤が困難な身体障害者の自
立支援が可能

療護施設の自室にて仕事中のＢさん
事故で負傷。両下肢と右上肢の機能障害。
在宅でのＩＴ講習等を受け、現在地元の療護施設で、優
秀なプログラマーとして働いている。

・システム開発エンジニアとして在宅勤務で働く社員（４人の
子供有。）

・在宅勤務により子供達との関係がより深く。また、出産後も
安心して職場復帰が可能。

○㈱ワイズスタッフ

○総務省

○社会福祉法人プロップステーション

○ＮＴＴコムチェオ㈱

○㈱ジャパンパーソナルコンピュータ

○社会福祉法人東京コロニー 職能開発室

高齢者（退職後の再就労）

在宅でコールセンター業務を行うシニア層の方。
自分の経験を生かし、仕事量を調整しながら仕事
と生活の双方を楽しんでいる。

同じくコールセンター業務を行うシニア層の方。
（スタッフの大半を主婦層が占めているが、最近は
シニア層のスタッフが増えている。
訪問PC設定など業務の幅も広がっている。）

テレワークの実践事例
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◆第165回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説（平成18年9月29日）抜粋

（活力に満ちたオープンな経済社会の構築）

自宅での仕事を可能にするテレワーク人口の倍増テレワーク人口の倍増を目指すなど、

世界最高水準の高速インターネット基盤を戦略的にフル活用し、生産

性を大幅に向上させます。

テレワークの目標（安倍総理所信表明演説等）

◆第166回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（平成19年1月26日）抜粋

（「チャンスにあふれ、何度でもチャレンジが可能な社会」の構築）

女性の活躍は国の新たな活力の源です。意欲と能力のある女性が、

あらゆる分野でチャレンジし、希望に満ちて活躍できるよう、働き方の

見直しやテレワーク人口の倍増テレワーク人口の倍増などを通じて、仕事と家庭生活の調

和を積極的に推進します。
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テレワークの目標（各種計画等）
◆「再チャレンジ総合支援プラン」（「多様な機会のある社会」推進会議策定（平成18年12月25日））

３ 再チャレンジ支援における重点課題
（２）機会の均等化

⑤ テレワークの普及テレワークの普及により、子育て、心身の障害等、様々な事情・困難を抱える人の在宅勤務
や自宅・職場以外の場所における勤務を促進する。

４ 達成すべき目標
(2)二次目標：再チャレンジ支援のための制度・施設の利用率の向上

（具体例） ② 20102010年までにテレワーカーを就業者人口の年までにテレワーカーを就業者人口の22割割にする。

◆「ＩＴ新改革戦略」（ＩＴ戦略本部（平成18年1月19日））

『2010 2010 年までに適正な就業環境の下でのテレワーカーが就業者人口の２割年までに適正な就業環境の下でのテレワーカーが就業者人口の２割』となることを目指す。

◆「ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ」（ＩＴ戦略本部（平成19年4月5日））

(オ) ワーク・ライフ・バランスの実現のためのテレワークの推進
国民が実感できる実現目標

20102010年までにテレワーカーが就業者人口の２割を達成することを目指した取組を推進年までにテレワーカーが就業者人口の２割を達成することを目指した取組を推進する。

実現のための方策
産学官の連携の下、2007 年度以降、より実際の就労環境に適応したテレワークシステムのモデ

ル構築等による環境整備、導入サポート・相談体制の整備・充実、テレワークによる柔軟で多様な
働き方の実現に資する採用システムや雇用契約の導入普及策の検討を行うとともに、テレワーク
の一層円滑な普及に資する労働関連の制度環境整備を図る。また、2007 年度に、企業や国民各
層における取組を促進するためのテレワーク推進月間や表彰制度の創設等を行う。さらに、2007 
年度以降、公務員分野においてもテレワークによる育児と仕事の両立に資する勤務形態の弾力
化・多様化に向けた必要な制度整備等を進める。
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テレワークの現状

一層の普及促進への取り組みが必要不可欠

現 状現 状

日本：日本：１４．７％１４．７％

米国：６８．９％

韓国：２１．２％

就業者人口に占めるテレワーカー比率就業者人口に占めるテレワーカー比率 企業におけるテレワーク実施率企業におけるテレワーク実施率

（注）対象：従業員300人
以上の企業

出典：総務省「平成17年版情報通信白書」

日本日本 ：：１０．４％（１０．４％（674674万人）万人）
米国 ：３２．２％（4,510万人）
オランダ ：２６．４％
フィンランド：２１．８％
スウェーデン：１８．７％
英国 ：１７．３％
ドイツ ：１６．６％

出典：国土交通省：平成17年度テレワーク実態調査（平成18年6月）
アメリカテレワーク協会：2005年調査
欧州員会ＳＩＢＩＳプロジェクト：2003年調査
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省庁 職員数(2004年）
テレワーク適格
者数（2004年）

職員数に対する
適格者の割合(%)

適格者に対する
実施者の比率(%)

105,981 94.8

27.7

44.8

94.0

67.1

100.0

16.5

75.2

72.9

44.8

46.1

総務庁（GSA） 12,690 11,219 88.4 2,874 25.6

国務省 18,751 1,240 6.6 1,019 82.2

証券取引委員会 3,883 3,883 100.0 648 16.7

連邦取引委員会 1,082 815 76.2 31 3.8

41.4

662,519

29.2

11.6

40.3

19.0

38.9

50.1

41.8

5.7

27.8

11.3

13.4

102,882

63,429

36,944

15,649

64,579

94,454

17,697

70,477

57,404

18.651,818,397

テレワーク
実施者数(2004年)

財務省 100,439 29,362

国防総省 183,844 21,318

司法省 46,127 18,604

保健・福祉省 59,654 11,331

商務省 24,779 9,627

労働省 15,649 7,845

社会保険庁 10,628 4,441

農務省 71,034 4,066

環境保護庁 12,894 3,585

内務省 31,548 3,580

運輸省 26,445 3,553

合 計 752,337 140,694140,694

（資料）The Status of Telework in the Federal Government（議会に対する報告）、OPM（人事庁）、2005年12月

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

（参考）米国政府のテレワークの現状
米国政府全体（約180万人）のうちテレワーク実施者数は約約1414万人万人(2004年）である。
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「テレワーク人口の倍増」の実現に貢献

①テレワークセキュリティガイドライン
の作成（策定：平成16年12月、改訂：平成18年4月）

②関係省庁が連携し、企業、労働者双方に
配慮した統一的なテレワーク導入・運用

ガイドブックを作成（平成17年8月）

③平成③平成1919年度予算「テレワーク年度予算「テレワーク
共同利用型システムの実証実験」共同利用型システムの実証実験」

④平成④平成1919年度税制支援措置年度税制支援措置｢｢テレワテレワ
ーーク環境整備税制ク環境整備税制｣｣の創設の創設

産学官一体となったテレワークの推進

（平成17年11月10日設立）

産学官の連携の下、テレワークの円滑な導入に資する

調査研究や普及活動を行うことにより、

テレワークの一層の普及を促進

テレワークのテレワークの
推進推進

総務省職員によるテレワークの実施総務省総務省職員によるテレワークの実施職員によるテレワークの実施 民間企業のﾃﾚﾜｰｸ導入環境の整備民間企業のﾃﾚﾜｰｸ導入環境の整備民間企業のﾃﾚﾜｰｸ導入環境の整備

「テレワーク推進フォーラム」との連携「テレワーク推進フォーラム」「テレワーク推進フォーラム」との連携との連携

①他府省に先がけ平成16・17年度に試行を実施

②｢総務省テレワーク推進会議｣(平成18年5月26日設置)

において、平成18年10月から、主に育児・介護

に携わる職員のテレワーク開始を決定。

平成平成1919年年55月より、対象職員の限定月より、対象職員の限定

を外し、本省勤務の全職員にを外し、本省勤務の全職員に

対象を拡大。対象を拡大。

総務省におけるテレワーク推進施策
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総務省職員によるテレワーク

○ 総務省では、政府自ら率先してテレワークを普及・政府自ら率先してテレワークを普及・
促進する促進する観点から、総務省職員によるテレワークを推
進するため、平成18年５月に「総務省テレワーク推進
会議」（大臣政務官を顧問、官房長を議長とする）を
設置。

○ 平成18年10月より育児・介護に携わる職員を対象に
テレワークを開始。これまで８名の職員がテレワーク
を実施。

○ 平成19年４月23日開催の第3回総務省テレワーク推
進会議で、「育児・介護に携わる職員」という限定を
外し、本省（中央合同庁舎２号館）に勤務する全職員本省（中央合同庁舎２号館）に勤務する全職員
((約約2,0002,000名名))に対象を拡大に対象を拡大することを決定、５月から
開始。
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１１ 対象職員対象職員
（１）本省（中央合同庁舎２号館）に勤務する課長補佐以下（係員は本省勤務経験１年以上）の常勤職員とする。
（２）希望者がテレワーク利用可能端末数の上限を超える場合は、次の優先順位とする。

①就学前の子供を持ち、その育児のため職員が在宅勤務を希望する場合（育児休業中の職員は除く）
①介護を要する同居の家族を持ち、その介護のため職員が在宅勤務を希望する場合（介護休暇を取得中の
職員は除く）

②産前、けが等による通勤困難な者など、特別な事情があると認められる場合（産前休暇、病気休暇中の職
員は除く）

③その他の職員

２２ 実施頻度及び期間実施頻度及び期間
（１）頻度：週１日～数日の部分実施
（２）期間：平成19年5月以降

３３ 応募資格応募資格
テレワークは希望性とする。テレワーク希望者は所属長（課室長）の了解を得た上で応募する。

４４ 勤務管理関係勤務管理関係
（１）勤務時間管理
○勤務時間は「総務省職員の勤務時間等に関する訓令」で規定されている勤務時間と同様とする。勤務時間
管理は電話又はメールで実施。テレワーク勤務者は勤務開始時、休憩前後、勤務終了時に上司に連絡を行う。

○給与、休暇等の手続は本省勤務の場合と同様とする。
（２）服務管理

本省勤務と同様職務専念義務があることから、勤務時間中は職務に関係のない行為は行わない。
（３）費用負担関係
○音声回線関係：電話本体→携帯電話を貸出、通信費→省負担（携帯電話は業務にのみ使用すること）
○ＰＣ関係 ：ＰＣ本体→貸出、インターネット・アクセス費→自己負担
○光熱費 ：自己負担

総務省テレワークの概要
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インターネット

【システムの主な特徴】

・ＳＳＬ－ＶＰＮによるセキュアな回線と情報の

暗号化

・パソコン側にデータを置かないリモート操作環

境（シンクライアント方式）

・利用者及びパソコンの認証

・パソコンハードディスク全体の暗号化

・ウィルス対策及びパーソナルファイアウォール

ソフトウェアの搭載

暗号化装置暗号化装置

総務省ＬＡＮ

【総務省】【自 宅】

セキュアな回線、情報の暗号化

電子メール

省内共通掲示板

文書決裁・供覧

シンクライアント
サーバ

シンクライアント
サーバ

総務省職員のテレワークシステム概念図

文書ファイル

シンクライアントシステム、インターネットＶＰＮを利用することにより、職場の
パソコンでの作業と全く同じ作業が自宅でも安全にできる環境を構築
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平成18年度テレワーク実施状況（育児・介護に携わる職員によるテレワーク）

人数 性別 役職 参加事由 テレワーク

実施頻度

6名 育児：5名
介護：1名

14名
（上司6、
同僚1、
部下7）

週１回（100％）
（5名が曜日などを決め

ず可能な日に実施）

システム

利用環境

テレワーカー 男性：4名
女性：2名

課長補佐：2名
係長：4名

・ＡＤＳＬ：3名
・光回線：4名

テレワーカーの所
属課室の上司・同
僚・部下

男性：12名
女性：2名

課室長、企画
官：4名
課長補佐：2名
係長：3名
係員：5名

■平成18年10月～テレワーク開始（本格導入）
これまで（平成19年4月時点）8名の職員が所属長

の了解を得てテレワークを実施 。

■対象：育児・介護に携わる職員
①就学前の子供を持ち、その育児のため職員が在宅勤務を希望する場合
②介護を要する同居の家族を持ち、その介護のため職員が在宅勤務を希望する場合

※本省（第2庁舎を除く。）のうち課長補佐以下の職員であること（ただし、係員については、本省勤務

経験１年以上の者に限る。）

概 要

（内訳：名） 育児 介護

男性（６） ５ １

女性（２） ２ ０

合計（８） ７ １

アンケート回答者の概要
平成19年2月20日～2月28日の間、テレワークを行っている職員及び当該職員の所属する

課室の所属長・上司・部下等に対してアンケートを実施。
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■テレワーカー：良い（大変良い、良いを含む）100％、育児・介護がしやすい：100％
（個別回答）

・通勤時間約2時間が削減され、空いた時間を育児・家事に充て、時間の有効活用が可能。

・週１日でも家庭で仕事ができ、子供とふれあう時間が増え子供の精神面の安定にもつながっている。
・仕事を計画立てて考えられるようになり、自己管理能力が向上した。
・在宅なので雑音等がなく（電話や会議により業務が中断されない）、集中できる時間が増加。
・週１日家族と一緒に食事ができ、子供が父親の仕事について興味を持った。

■上司・同僚・部下：良い（大変良い、良いを含む）：79％(11名)、どちらともいえない：21％(3名)
（個別回答）

・テレワークは組織にとってデメリットが小さく、個人にとって通勤時間の減少、育児時間の増加等大きなメリット
がある。

・業務を計画的に実施するようになった。本省勤務時とほぼ変わらない状況で勤務ができている。
・親の介護等の事情と業務の遂行とを従前よりも両立しやすくなっており、高く評価。

テレワークへの評価

■テレワーカー：業務のスケジュール管理が難しい・面倒、仕事の成果を出そうとあせった：それぞれ33％（2名）

（個別回答）
・本格的なテレワーク一期生だったため見える成果を出そうと逆にあせることもあった。
・直接顔を合わせないで電話のみでの折衝となり少々煩わしい。
・携帯電話への電話転送ができないため、問い合わせ対応に不都合があった。

■上司・同僚・部下：特にない64％（9名）、コミュニケーションがとりにくい14％（2名）、電話の取り次ぎが面倒14％（2名）
（個別回答）

・省内に携帯電話番号が周知されていないので取り次ぎが面倒。
・総括、窓口、調整部門では、部門の状況等は職場にいて把握する要素もあるがテレワークではその部分が困難。

不都合だった点等
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■テレワーカー

■上司・同僚・部下：

（上司等の個別回答）
【業務の進行管理や連携のための配慮】
・通常と変わらない対応
・業務予定表の作成による管理
・メールや電話のやり取りを増やし業務進行確認を密にするようになった

【マネジメント管理の課題】
・自宅に仕事端末があることから深夜や休日にも仕事をやりかねない。テレワーカ自身の適正な自己管理が必要。
・勤務評価。見えないところでちゃんと業務を遂行しているかの把握・評価が難しい。

業務進捗・管理に関する評価

拡大について

■育児・介護に限定する必要があるか。：（上司・同僚・部下）必要ない：100％
■どのような業務であってもテレワークを行うことが可能（テレワーク日に行う仕事の調整が必要）：（テレワーカー）100％

業務の進め方 変化があった：100％（業務計画や進捗管理を実施）

集中できる時間 増加した：100％

残業時間 減少した：83％、変わらなかった：16％（空いた時間を家事、育児、自己啓発

等に活用）

テレワークで実施している業務
内容

企画立案、白書その他出版物等の原稿・論文執筆・編集、資料や情報の収

集、取りまとめ業務、省外との連絡・調整、上司や同僚との連絡・調整 等

業務の進め方 変化なし79％、やや変化あり21％（コミュニケーションの仕方、進捗管理）

部下の管理 通常勤務と同様問題なし67％、少し問題あり33％（スケジュール管理が困難）
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■テレワーカーの個別回答

・職場全体の意識が最も重要。

日常業務においても電子メールや電話で片付けることが多く、必ずしも職場にいなければいけない場面は少ない。

テレワークの推進に当たっては、トップダウンの指示等、強い意識改革が必要。

・子供が病気等で保育園に行けない場合、介護のため自宅にいなければならない。当然、その時間帯は休暇扱いにな

るのは致し方ないが、子供が寝た時間帯など、勤務に集中できる時間は勤務扱いにするなど、勤務条件を柔軟に対応

できなければ、勤務しながら育児をしている人には、有用ではない。

・出産を控えた女性職員を対象とすることは、組織・職員双方にとってメリット。

本格的な育児や、介護をしながらテレワークを行うことは、職務専念義務が課せられている限り、あまり有効ではない。

フルタイム以外の労働時間の設定や、成果主義の導入等がなされれば、テレワークは有効。

・テレワークが育児と仕事の両立のために非常に役立つものであるという認識を持った。通勤時間削減というメリットは

大きく、育児に携わる人以外でも自己啓発に使えたり余裕ができると考える。

・テレワーク開始前は家に一人でいるとたるみが出てしまうかと懸念したが、逆に見られていないということから自己管

理をしっかりしようという意欲がわいた。

・ペーパレス化を体感した。

■上司・同僚・部下の個別回答

・各ラインの上司が、業務遂行に当たってのアウトプットと責任をその都度明確にしながらマネジメントする。

・対象とする職員の選定にあたっては、勤務態度等を考慮できる方策の検討が必要。

・紙のみで残っている資料の効率的な電子化と、電子化された資料が現在の紙と同等の閲覧性を持つようにする。

・育児・介護等の理由がある場合は、フレックスタイムを導入した方が利用しやすいと思う。

・以下の機能を希望。

内線電話・テレワーカー携帯電話のシームレスな統合。

在席確認機能（職員のログイン（庁舎内・テレワーク））がわかること。

テレワークを実施して気付いた点、改善した方が良い点
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（参考）テレワークの分類

◆テレワーク

◆雇用型テレワーク･････企業等に勤務する非雇用者が行うテレワーク

(1)在宅勤務･････････自宅を就業場所とするもの

(2)モバイルワーク･･･施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が

可能な状態なもの

(3)施設利用勤務･････サテライトオフィス､テレワークセンター､ス

ポットオフィス等を就業場所とするもの

◆自営型テレワーク･･･個人事業者・小規模事業者等が行うテレワーク

(1)ＳＯＨＯ･･･････主に専業性が高い仕事を行い、独立自営の度合

いが高いもの

(2)在宅ワーク･････主に他の者が代わって行うことが容易な仕事を行
い、独立自営の度合いの薄いもの

◆テレワーカー
ＩＴを活用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を週８時間週８時間

以上以上する人（出典：ＩＴ新改革戦略（平成１８年１月 ＩＴ戦略本部決定））
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（参考）ブロードバンド化の進展（参考）ブロードバンド化の進展
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CATV DSL FTTH

FTTH : 794万FTTH : 794万

DSL : 1424万DSL : 1424万

CATV : 357万CATV : 357万

2002 年度末 200 5年9月

1位 日本

2位 韓国
3位 ベルギー
4位 香港
5位 台湾
6位 ニュージーランド
7位 シンガポール

1位 日本

2位 韓国
3位 オランダ
4位 台湾
5位 スウェーデン
6位 シンガポール
7位 イタリア

２０００年２月における
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ定額料金制の比較

ブロードバンド料金
2002 年度末 200 6年4月

1位 日本 1位 日本

（２００６年１２月末）

合計 2575万合計 2575万
25百万25百万

20百万20百万

15百万15百万

10百万10百万

5百万5百万

2006/32005/32004/32003/32002/32001/3

１位 ジュネーブ
２位 パリ
３位 ニューヨーク
４位 ロンドン

５位 東京
６位 デュッセルドルフ

ブロードバンド加入者数ブロードバンド加入者数

2006/12

都市部を中心とする地域
で減少。ただし、漸増する
地域もある。（2006年10
～12月純増数：▲１６万）

８００万加入目前。ＦＴＴＨ
の割合が初めて３割を超
えた。
（2006年10～12月純増
数：＋７９万）
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（参考）社内ｼｽﾃﾑ接続型ﾃﾚﾜｰｸｼｽﾃﾑで有効なｾｷｭﾘﾃｨ対策

社内システム接続型のテレワークシステムは、テレワーク勤務時の業務効率を大いに
向上させるが、特に情報漏えい等の危険性を回避するため、強固なセキュリティ対策が
必要

ブロードバンドの普及

シンクライアントシステムが有効
・端末の紛失・盗難・不正操作防止等の対策が容易に実現可能。
・すべての端末のセキュリティレベルを均一に維持できる。
・総合的なコスト（TCO）の削減、環境面での有効性。

自宅自宅会社会社

シンクライアント対
応操作端末

ＬＡＮ

既設の業務サーバ
（電子メールや業務
システム等）

インターネット

シンクライア
ントサーバ

VPN装置

仮想閉域網（通信を暗号化することにより、インターネットを経由
するにも関わらず、拠点間を専用線のように相互に接続できる技
術）を構築

VPN装置

実際のデータ
は社内のみで
通信 キーボード操作情報と画面情

報のみ通信

利用者認証サーバ

利用者が接続を許可された本人であるかどうかを、利用
者識別情報（ＵＳＢ認証キーやＩＣカード、指紋等）を
使って検査

【シンクライアントシステムとは】
会社に設置するシンクライアントサーバと、自宅に設置するシンクライアント端末（ハードディスクの有無に関わらず、データが残らない端末）に

より構成。シンクライアント端末はシンクライアントサーバと一体となって動作するもので、キーボード操作情報、画面情報のみを通信し、情報処理
はすべてシンクライアントサーバで行う。また、VPN装置、利用者認証システムと連動させることにより、一層強固なセキュリティ対策が可能。

なお、シンクライアントサーバを設置せずに、会社の自席パソコンに外部のインターネット利用端末から接続するシンクライアントサービスも提供
されており、初期投資コストの抑制・平準化が可能な方法もある。
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１ 目的

テレワーク設備投資時に税制支援措置を行うことにより、企業におけるテレ

ワーク環境整備を促進し、テレワークの一層の普及促進を図ることにより、業務

効率化による企業の競争力向上、少子高齢化対策、地域における雇用創出効果、

通勤負担の軽減、環境負荷軽減効果等に資する。

２ 内容

【地方税（固定資産税）】

(1)対 象：テレワーク関係設備の
導入を行う者

(2)対象設備：シンクライアントシス
テム、VPN装置等

(3)税制特例：取得後5年度分について
課税標準を2/3とする。

(4)適用期間：平成19年4月1日～
平成21年3月31日(2年間)

（参考）テレワーク環境整備税制の概要
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（１）実証実験
①テレワーク試行・体験プロジェクト（公募:6月予定、企業数100社・テレワーク体験者600名程度を

想定。秋以降実施）
・中小企業等が安心・安全で簡易にテレワークを試行・体験できるシステムを構築（ＵＳＢ認証キーを挿入する

だけで簡易にシンクライアントシステムとインターネットＶＰＮを実現可能）。

・公募により多数の企業等で実施。

②先進的テレワークシステムモデル実験（5カ所程度、秋以降実施）

最先端の技術・システムを活用したテレワークモデルシステムを検証するとともに、これらの検
証を通じて、テレワークが、女性・高齢者・障がい者等の再チャレンジ機会の創出、並びに自治
体や企業等の業務をテレワークでアウトソーシングすることによる地域活性化などを提示・啓発。

●ＩＰｖ６活用型先進的テレワークシステム
●エージェント、ＡＳＰ・ＳａａＳ等利用型テレワークアウトソーシングシステム

（２）普及啓発
①国際シンポジウムの開催（11月予定）

諸外国のテレワーク関係者を講師として招聘
し、国際シンポジウムを開催。各国のテレワー
クの動向や先進事例等の紹介、意見交換を実施。

②地域ｾﾐﾅｰの開催（5カ所程度、Ｈ20年3月予定）

各地域で実施する実証実験の成果や、地域で
のテレワーク実践事例等を紹介するセミナーを
複数の地域で開催。

③付帯調査の実施（Ｈ20年3月とりまとめ予定）

テレワーク人口推計・予測に関する調査を実施。

（参考）その他平成１９年度における主な取り組み

20


	soumushiryou0201.pdf
	soumushiryou0201.pdf
	soumushiryou0201.pdf
	soumushiryou0201.pdf
	soumu.pdf

	soumushiryou0202.pdf

	soumushiryou0201000000.pdf

	soumushiryou0202.pdf
	soumushiryou0203.pdf
	soumushiryou0204.pdf




