
「テレワーク」の取り組みは、推進担当者だけでは無く経営層から対象となるユーザー
まで、その組織にいる全員が共通の理解・意識を持つ事でよりスムーズに進みます。

テレワークに関して、社内で議論、検討、実際に導入する際にお役立ていただきたい参
考情報を以下の様にまとめました。

■テレワーク導入ステップ簡易ガイド
情報収集・整理や社内での議論、トライアルから本格導入まで、テレワークの
導入時に最低限必要と思われるポイントを 3 ステップで整理しています。

■テレワーク関連リンク
関連する参考情報のリンク集です。
ディスカッションの前に簡単に確認しておきましょう。

■テレワークディスカッションワークシート
組織の中の共通認識の醸成、理解の促進を得るための助けとなる
ディスカッションワークシートです。テレワークのトライアル前（赤枠）と
後（緑枠）それぞれで議論しながらまとめてみましょう。

必要に応じて政府やベンダーの支援、各種コンサルティングも活用し、まずはできる事
から少しずつチャレンジしてみましょう。日本マイクロソフトもテレワーク導入をはじ
めとする皆様の「働き方改革」を全力でサポート致します。

経営者

推進者 対象者

テレワーク
導入のための
参考ガイド

*) 日本マイクロソフト、その他先行企業の実例や各種情報を参考に作成した参考資料です。
組織の現状や目標・目的によって追加で議論すべき点なども話し合ってみましょう



現状整理、目的設定

テレワーク
導入ステップ 簡易ガイド
企業経営や働く人だけでは無く、社会全体にとっても多くのメリットがあるテレワーク。
日本政府も長期目標を設定するなど、今日本全体でどんどん盛り上がり広がっています。
今さら聞けないテレワークの始め方やそのチェックポイントなど、このガイドで紹介す
るステップを参考にそれぞれのお立場でまずはトライする所からはじめてみませんか？

STEP.1
テレワークに「正解」は無く、すべての業務をテレワークに
する事が正しい訳でも、すべての組織で効果が見込める確実
な答えがある訳でもありません。
自分の組織で対象となる業務・部門は何か？またそこで働く
人の効果的・理想的な「働き方」など、まずは経営と現場が
ひとつになってその組織に相応しいテレワークについて議論
する事が重要です。

関係する人 経営者 社内推進者
テレワーク

対象者

「テレワーク」について理解を深めましょう

社内、社外の人たちと話し合ってみましょう

・・など

✅ 関連機関や先進企業などが開催するテレワーク関連のセミナーに参加して
情報収集を行うと共に、参加後内容を振り返って確認してみましょう

✅ 関連省庁や各種団体、日本マイクロソフトホームページなどをチェックし、
テレワークについて学んでみましょう

✅ 社内でテレワークに関する議論をするメンバーを集めてみましょう

✅ 組織内でテレワークに適した仕事が何かを考えてみましょう
✅ 人事制度や労務管理、テレワーカーの業務報告など、テレワークをするために

課題となる点は何か、大まかに洗い出して議論してみましょう
✅ 集中作業で成果が出来る仕事、在宅勤務に適した仕事を洗い出してみましょう

トライアルとしてはじめてみるために、対象者を決めましょう

✅ いきなりの全体導入は難しいもの。まず先行してトライする数名を決めましょう
✅ トライする社員がテレワークでどんな仕事をするか、具体的に決めてみましょう
✅ 自宅だけでは無く、自席以外の社内スペースなど、仕事に適した働く場所を考え

働く場所を確保しましょう

Check!

Check!

Check!



環境の検討・整備STEP.2
テレワークを行うためには、それを支える IT 環境の整備が
必要です。テレワーク中の社員から報告を受ける、社内から指
示を出す・・などの日々発生する「対話」だけでは無く、必要
に応じて「会議」参加を可能にするためのコミュニケーション
ツールや、文書や資料など紙媒体の電子化対応や、その扱い方
など、テレワークならではの IT 環境を確認してみましょう

経営者 社内推進者
テレワーク

対象者

「テレワーク」での仕事環境を確認・検討しましょう

社内とテレワーカーのコミュニケーション手段を考えましょう

・・など

✅ 在宅勤務だけがテレワークではありません。どういった場所でテレワークが
行われる可能性があるか、何か懸念はあるか、など確認してみましょう

✅ 自宅で働く際に使用するパソコン、ネットワークなどの環境を確認しましょう
✅ 既存の環境が無い場合、オンラインでコミュニケーションするためのツールを

検討してみましょう。 Office 365 などメーカーから期間限定の無償の試用環
境（トライアル）が提供されるケースもありますので、積極的に活用しましょう

✅ 離れた場所での仕事は、普段以上にお互いの予定が共有できると便利です。
予定表などを共有し合える仕組みを用意しましょう

✅ リアルタイムに在席情報を交換する事で、お互いの状況が理解できスムーズ
なテレワークが可能になります。必要に応じて導入を検討してみましょう

✅ 印刷物のやり取りが難しいテレワーク。電子データの資料で問題の無い物、
今は紙文書でも将来は電子データに置き換え可能なもの、そもそも電子化に
適さず不可能なもの、などこれを機に一度棚卸ししてみましょう

トライする前に、シミュレーションしてみましょう

✅ STEP.1 で洗い出した集中作業に適した仕事、在宅に適した仕事をより具体的
に整理しましょう。（自己完結で出来る仕事・時間では無く成果型の仕事・
客観的に評価し易い仕事・・などに分けてみましょう）

✅ 社内とテレワーカーのコミュニケーション手段を整理しておきましょう。
オンライン会議の頻度やタイミングなどについても話し合っておきましょう

✅ 1日の仕事リズムや報告のタイミング、テンプレート等も決めておきましょう

テレワーク
導入ステップ 簡易ガイド

Check!

Check!

Check!

関係する人



経営者 社内推進者
テレワーク

対象者 ・・など

本格導入に向けてSTEP.3
期間や対象者を決めた上で、いよいよテレワークのトライです。
ただのお試しにならない様、実際の対象者であるユーザーやその
他社内関係者からもヒアリングを行うなど、定量・定性の両面で
しっかりとトライによる効果や今後の課題などを確認し、今後の
改善に役立つデータをまとめておきましょう

テレワーク対象者へのトレーニングを実施しましょう

効果測定と関係者意識のヒアリングをしっかりと行いましょう

✅ テレワーク対象者に対して、活動内容の説明、（もし既に存在すれば）人事や
在宅勤務の制度、ツールの利用方法をはじめ、心構えやルールなど必要な内容
をしっかりと伝えましょう

✅ テレワーク導入に際して、社内での共通理解・共通認識は非常に重要です。
テレワーク対象者だけでは無く、その上司や社内関係者に取り組みの概要と
目的を共有し、関係者の理解を得ましょう

✅ トライアル前後に「意識調査」を行うと効果的です。取り組みへの意識や理解、
どうすればより効率を上げられるかなど、参加する社員の意識を高めましょう

✅ 通勤時間削減や各種コストなど直接的・定量的な効果を確認してみましょう
✅ 通常時と比較した成果物に対する業務評価だけでは無く、関与した社員の

ワークライフバランス満足度、コミュニケーションのやり易さなどプラス面
の効果、逆に業務上課題となった点などマイナス面もまとめておきましょう

✅ 1か月、3か月・・など、期間を定めて定期的に確認を行うとより効果的です

本格導入へ向けての準備、制度やルール変更の着手、実践

✅ トライアルで明らかになった課題について確認し、有効と思われる解決策
を整理しておきましょう。ITツールや社員の働き方ルールなど、明確に効果
が見込まれるものは積極的に取り入れる準備を行いましょう

✅ 全体の制度やルールとして取り入れた方が良い点の有無について検討し、
必要なものは本格導入のために制度化に着手しましょう

✅ 推進省庁や IT ベンダー、その他支援企業から各種の支援メニューが提供され
ています。必要に応じて積極的に活用しましょう

Check!

Check!

Check!

テレワーク
導入ステップ 簡易ガイド

関係する人



□ 以下参考リンクに目を通し、関連省庁や支援団体の存在、およびその取り組み
状況・目標などテレワークに関して確認してみましょう

日本テレワーク協会
http://www.japan-telework.or.jp/

テレワーク推進フォーラム
テレワーク関係４省－総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 推進ホームページ

http://www.twp-forum.com/index.html

テレワーク普及推進運動：テレワーク月間ホームページ
http://teleworkgekkan.org/

総務省：テレワークの推進ページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/

厚生労働省：テレワーク普及促進関連事業（および関連リンク）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/t
elework.html

国土交通省：テレワーク関連ページ
http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/

自民党：良質なテレワークの普及・活用に向けて-より豊かなライフサイクル
/より効率的な企業経営の実現に向けて
https://www.jimin.jp/news/policy/124975.html

日本マイクロソフト：社会や組織の未来を創るマイクロソフトのテレワーク
https://www.microsoft.com/ja-jp/business/telework/

働き方改革週間 2016 「テレワークでもっと活躍できる！」 ホームページ
https://www.microsoft.com/ja-jp/business/telework/workstyle-innovation-week-
default.aspx?wt.mc_id=AID539651_QSG_SEM_12712&wt.srch=1

テレワークについての理解を深めましょう

テレワークトライ ワークシート
チャレンジ前のディスカッション項目

テレワーク
関連リンク

http://www.japan-telework.or.jp/
http://www.twp-forum.com/index.html
http://teleworkgekkan.org/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/
http://www.meti.go.jp/
https://www.jimin.jp/news/policy/124975.html
https://www.microsoft.com/ja-jp/business/telework/
https://www.microsoft.com/ja-jp/business/telework/workstyle-innovation-week-default.aspx?wt.mc_id=AID539651_QSG_SEM_12712&wt.srch=1


今現在の状況を確認してみましょう

参加する会議と別の予定が重なり
外出していたら？

□ 電話回線を利用して会議に参加できる
□ ノートパソコン/タブレット/スマートフォンなどからオンライン参加できる
□ 欠席、または予定変更を依頼する事になる
□ その他（ ）

家族の看病などの理由で
どうしても出勤が難しい時は？

□ 会社の制度として、在宅勤務や時短勤務などが導入されている
□ 介護休暇や病気休暇をとる
□ 介護休暇、病気休暇とは別の有給消化することになる
□ 上司に言えば休める
□ その他（ ）

社内での会議に出席する際・・

□ 一人一台（以上）ノートパソコンが支給されていて、会議室に持ちこめる
□ ノートパソコンなどが無いので会議ではノート等の「紙」にメモを取る
□ 配布資料はすべて電子データで共有され、紙には印刷しない
□ 配布資料は人数分印刷し持ち込む
□ その他（ ）

テレワークの現在の導入状況について

□ 制度、設備的にも導入済みで、順調に運用している
□ 制度、設備的にも導入済みだが、運用面で課題がある
□ 制度、設備的に導入は決定していて運用開始まで準備段階
□ 試し導入をしたことがあり、導入に向けて検討中
□ まだ試したことがないけれど、導入を前向きに考えている
□ その他（ ）

テレワーク 実施前
ディスカッションワークシート



例：
自宅や外出先でストレスなく仕事ができる、会議に参加できる、ワークライフバランスが保てる..など

自分の組織で「より効率の上がる」働き方とは
どういう働き方でしょうか？

例：
業務時間以外にも仕事をすることになるのでは？という不安、自分専用のノート PC がないなどの IT
に関する事、制度が無い..などの環境に関する事

自分の組織でテレワークなどが
「阻害される要因」はありますか？

例：導入企業の人に話を聞いてみる、自分たちの独自ルールを考えてみる、人事とディスカッションし
てみる・・など

「阻害要因」を取り入れ、より効率よく働くために
出来る事は何だと思いますか？

テレワーク 実施前
ディスカッションワークシート



テレワークのトライで
チャレンジしたい事があれば記載してみましょう

自分の組織で必要になりそうなルールなどを
話し合ってみましょう

その他

テレワーク 実施前
ディスカッションワークシート



テレワークを実際にトライしてみた感想
どんなメリットがありましたか？ありそうですか？

テレワークを実際にトライしてみた感想
どんなデメリットがありましたか？ありそうですか？

改善するべき点、改善出来そうな点はありましたか？
その他気づいた点をまとめましょう

テレワーク 実施後
ディスカッションワークシート



例：テレワーク／在宅勤務制度はそもそもない。あっても特定の人が対象 ・・など

自分の組織で「制度」の面においての
課題はありそうですか？

例：在宅勤務制度はあるが、普段は上司や同僚の目が気になり、実行できない ・・など

自分の組織で「文化」の面においての
課題はありそうですか？

例：パソコンは支給されているが、オンライン会議などの有効な仕組みがない ・・など

自分の組織で IT 環境の面においての
課題はありそうですか？

テレワーク 実施後
ディスカッションワークシート


