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テレワークへの取り組み

 

～ワークライフバランス実現へ向けて～

テレワークとは

テレワークとは、ITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方のことを指し、自宅で仕事を行う在

 

宅勤務と、外出先や移動中に仕事を行うモバイル勤務があります。

テレワークは、仕事の生産性向上やワークライフバランスの実現が期待でき、政府は2010年までにテレ

 

ワーク人口を全就業者の２割にするという目標を掲げています。

テレワークの試行

2006年10月、テレワークの本格導入へ向けて試行を実施しました。

試行期間

2006年10月16日 ～ 2007年1月31日

試行の目的

まず、やってみることで、導入向けての課題を具体化する。

試行方法

①

 

社内へ周知、ワークライフバランス推進室を設置

②

 

テレワーク試行者を募集

 

・

 

トップの思いをメッセージとして発信

 

・

 

社員自ら申請可能とした（積極的な実施が狙い）

③

 

必要なセキュリティを設定したテレワーク用ＰＣを無料配布

 

（セキュリティボタン、ブートパスワード、ハードディスク暗号化、ＵＳＢ遮断等）

テレワーク試行者の実感

家族との時間の増加

• 奥様やお子様との会話/夕食/入浴など

自分の時間の増加

• 自己啓発や趣味などの時間がとれる

健康面でも効果あり

• 通勤がないことによる精神的・肉体的負荷軽減

• 睡眠時間の確保

• 業務上の精神的負荷軽減

業務の能率向上が図れる

• 集中して業務を遂行できる

• 事前にスケジュールを立て、行動するので効率化できる。社外から社内システムを利用できるため、

 

締め日でも帰社しないで事務処理ができる。

テレワーク

 

：

 

ITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方のこと
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テレワークの本格導入

試行期間を経て、2007年4月にテレワークを本格導入いたしました。

テレワーク実施条件

以下のルール以外は、通常の就業ルールと同じにしています。

テレワークの条件

基本は、入社３年以上の社員

但し、育児や介護等、特別な事情がある場合は、条件を撤廃

週２日は会社へ出勤 （Face to Faceのコミュニケーションも重要）

残業は、しない

テレワーク実施の有無は評価の対象としないことを徹底

第８・９回 テレワーク推進賞 連続受賞

ワークライフバランス実現のため全社的な取組み

 

を担当する推進室を立ち上げて組織的に対応し、

 

社員の１５％が実施されている点や、高度なセキュ

 

リティ等の工夫をした堅実なトライアルである点な

 

ど、今後の期待も大きいと判断され、日本テレワー

 

ク協会より２年連続で優秀賞として評価されました。

導入目的

・社員・家族を大切にする企業づくり

 

・少子高齢化の対応

 

・環境・社会的責任

 

・企業経営改善

 

社員のテレワーカー率を目標として掲げて活動し、

 

社内外へ公表し推進しております。

 

今後、導入実績をビジネスへ発展させていきます。
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テレワーク申請率

試行から現在までの申請者推移

試行後、はじめは申請者数の伸びが少なかったものの、社員の声を反映した拡大施策、幹部社員のテレ

 

ワーク実施をきっかけに、申請は大きく増加しました。

現在のテレワーク申請者数

現在では、対象社員の30％にあたる65名がテレワークを実施しています。

申請者の内訳としては、男性50名、女性15名となっており、

既婚者、未婚者、年代（20代～60代）に関わらず、どのようなライフスタイルにも受け入れられています。
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テレワーク導入による効果

テレワークのメリット

テレワークを導入して１年後にアンケートを行いました。

アンケートの結果、「仕事能率向上・作業集中」「時間の有効利用化」「体調負荷軽減」「家族との時間の増

 

加」などがメリットとして挙げられました。

テレワークでワークライフバランス

テレワーク導入前と導入後を比較すると、残業時間は減り、定時退社の実行も増え、かつ年次休暇の取得

 

の変化はありません。

このことから、社員の自分時間が増え、ワークライフバランスに繋がっていると言えます。

18

15

8

7

4

4

3

1

1

1

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

仕事能率向上・自分の作業に集中できる

時間の有効利用化

体調負荷軽減

家族との時間が増加

外出中のスケジュール・メールチェックができる

スピーディーな連携、情報入手・発信ができる

家族の体調不良時にも安心して仕事ができる

天候等による出勤困難時も仕事ができる

個人的出費の削減

目的を持って営業活動ができる

仕事へのモチベーション維持向上

あまり良さを感じていない

情報収集および情報交換に不便を感じる
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今後の展望

テレワーク適用率の向上

2008年度は8月時点において既に20％を達成しております。

今後も推進活動を継続し、2009年度は申請率50～100％を目指します。

総務省の「短期移住型テレワーク」実証実験に参加

国策として実施されているテレワーク関連実証実験にも積極的に参加しております。

2008年8月には、総務省実施の短期移住型テレワーク実証実験に当社から２世帯が参加いたしました。
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テレワークによる低炭素社会実現への貢献の紹介資料（富士通研究所まとめ）

テレワークによる低炭素社会実現への貢献

下記のデータによれば、週１回のテレワーク勤務で年間約４トンのＣＯ２二酸化炭素が削減できることになり、

 

例えば全社員が週２回実施すると、約５０トンのＣＯ２二酸化炭素が削減可能となります。

当社ではテレワークによる多様な働き方、多様な人材活用を今後も追求していきます。

週１日の在宅勤務により年間 4,377ｋｇ のCO2排出を削減

（スギの木約300本のCO2吸収量に相当）
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社内制度について

社内制度の改善

社内制度もよりよいものへと改善して参りました。女性活性化プロジェクトの改善要望への取り組み開始か

 

ら１年あまりスピーディーに実施し、女性活性化からワークライフバランスへと視野を拡大して参りました。

子の看護休暇の利用範囲拡大

休暇利用範囲を拡大し、年間５日以上最大３０日取得可能にする。（2006年4月実施）

短時間勤務期間延長

子が小学校３年生まで可能にする。（2006年4月実施）

テレワークの導入

ワークスタイルの多様化への対応として、テレワーク（在宅勤務・モバイル勤務）を導入する。

（2006年10月～2007年1月まで試行、2007年4月導入）

定時退社推進活動の実施

社員個々が計画的に定時退社を実施し、状況を社内へ公開する。（2006年11月実施）

有給休暇取得推進

取得状況を毎月社内へ公開する。（2007年6月実施）

次世代育成支援計画の届出

神奈川労働局へ計画書提出 （2006年11月）

育児休業の規程改訂

規程改訂を実施し、取得を容易にする。（2007年4月実施、男性3名取得者誕生）

育児休業・介護休業の勤続年数への算入

育児及び介護休業の期間を勤続年数に算入する。（2007年4月より）

出産・育児・介護

出産休暇 ⇒ 女性、産前産後８週間、有給

配偶者出産休暇 ⇒ 男性５日間、有給

育児休業 ⇒ 子が１歳の３月31日または１歳６ヶ月のどちらか長い方の期間、勤続年数に算入

育児短時間勤務 ⇒ 子が小学校３年生までの期間

子の看護休暇 ⇒ 最低５日／年、有給休暇とは別の積立休暇の日数分取得可能（最大３０日）

介護休業 ⇒ 最大３６５日、勤続年数に算入

介護短時間勤務 ⇒ 最大３６５日
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社員・家族満足度向上への取り組み

 

１

社員重視の経営

当社行動計画の一つに「社員重視の経営」があります。具体的には、『働きやすい・働きがいのある職場作

 

り』を目指しています。

ＣＳ向上のためにはＥＳ向上が必要であり、更にはＦＳ（Family Satisfaction）、つまり家族の満足度向上も必

 

要であると考えます。このＦＳをも支えるものが当社のワークライフバランスであり、社員だけでなく、その家

 

族の幸せまで追求していくことが大切であると考えています。

人材育成について

社員が入社直前～退職後までの、社員に対するＬＣＭ

 

サービス（付録２参照）を公開・実践し、さらに発展させる

 

ことによって、社員および家族の安心感に繋がると考え

 

ています。
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社員・家族満足度向上への取り組み

 

２

ご家族へ感謝状を贈っています

会社の事業概要報告およびご家族への感謝の気

 

持ち、また、それぞれのご家族に対し社長直筆の

 

コメント（社員に関する感謝、期待など）を添えた

 

感謝状を贈っています。

2007年より始めた取り組みですが、今後も続けて

 

いきたいと思っております。

厚生行事の紹介

社員およびご家族との繋がりを強くしたいという思いから、当社では様々な行事、イベントを実施しています。

社員自ら企画し、社員だけでなくご家族を含め交流を図っています。

2008年

ボーリング大会と屋形船

鮎釣りとバーベキュー大会

2007年

社員旅行 （熱海 １泊）

地引網とバーベキュー大会
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社員・家族満足度向上への取り組み

 

３

ご家族を会社に御招待

2008年8月20日（水）、当社は社員のご家族向け会社見

 

学会を実施いたしました。これは、当社が重要視している

 

「ワークライフバランス」の一環で、お父さん・お母さん・お

 

子様が

 

どういう環境（仕事場）でどのような仕事をしてい

 

るのかをご家族の皆様に確認頂くと同時に、当社の業務

 

内容およびその社会における重要性と、その一連の業

 

務内でのお父さん・お母さん・お子様の活躍についてご

 

理解頂くことを目的としております。

 

2007度より、お子様の夏休みにあわせ、年度毎に実施し

 

ております。

参加対象は社員（派遣の方を含む）のご家族（配偶

 

者・子・両親・祖父母並びにこれに準ずる方）で、当

 

日は、14家族32名の方にご参加いただきました。ま

 

ず社長の宮浦によるご挨拶から始まり、その後、約

 

2時間をかけて2事業所（本社3フロア・アウトソーシ

 

ングセンター）の見学を行い、社員が実際にどのよ

 

うな仕事をしているかの説明をいたしました。

本社見学の中では、社長室にて、お子さんが社長

 

席に座って記念写真を撮るなどし、ご家族間での

 

親交を深めていただきました。

その後、社員本人と合流し、懇親会を開催いたしま

 

した。

会社見学会、会社・社長に対するご意見・ご要望な

ど（抜粋・要約）

遠い存在の社長様に身近に接していただいて

ありがたかったです。子どもたちも父親の職場

を見ることが出来、大変喜んでいました。良い夏

休みの思い出となりました。

夫・父親の働く場を見せて頂いて、家族としてよ

り応援のし甲斐がわくように思えました。

家族を大切にしている会社であると同時に、人

を大切な資源だと思って下さっている事が確認

出来て良かったです。

娘が色々な話をしていても職場の情景がわから

なかったのでどの様な会社かと不安があったの

ですが安心しました。

普段見えない主人の働く姿を見ることができて

嬉しく思いました。和気藹々とした会社で安心し

ました。

懇親会も夕暮れ時にシーバスに乗って赤レンガ

倉庫というコース設定はとてもいい企画でした。
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社員の意識調査

 

１

当社では、定期的に社員の意識調査を行ない、社内の課題を把握し様々な施策に取り組んでいます。

女性社員の意識の変化

女性活性化プロジェクトの活動において、2006年（テレワーク導入前）と2007年（テレワーク導入後）に全女

 

性社員に意識調査アンケートを実施した結果、「幹部社員/リーダクラスを希望する」と答えた女性社員が

 

20％近く増加、「仕事を工夫して子育てをしていける」と思えるようになった人が26％アップしました。

また、

 

90％の女性が「テレワークが導入されてよかった」と回答しています。

男女社員の意識の変化

女性活性化プロジェクトの活動を引き継ぎ、2008年よりきらめきキャリアWGでは女性だけでなく男性も対象

 

とした意識調査を実施しております。
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社員の意識調査

 

２

NPO法人GEWEL様主催 「ダイバーシティ意識調査2008年」

2008年8月

 

Webアンケート調査結果（抜粋）

現在の職場での、キャリアプランを支援する為の仕組み

働き続けながら、出産・子育てをすることについては、どのように思われますか？

現在の職場での、育児・介護に関する休職や短時間勤務など、制度の利用しやすさ
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社員の意識調査

 

３

立正大学大学院様 「ワークライフバランスに関する調査」

2008年9月

 

既婚女性を対象としたアンケート調査結果（抜粋）

○をつ
けた人
の数

パー
セント

○をつ
けた人
の数

パーセ
ント

0 いない 0 0 2 1.4
1 上司 11 84.6 113 80.7
2 上司以外の同性社員 11 84.6 106 75.7
3 上司以外の異性社員 10 76.9 96 68.6
4 その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 1 7.7 16 11.4

13 100.0 140 100.0

(2)次の人は，育児休業後、復帰に対して、理解を示してくれますか？

　　理解を示してくれる人に○を付けてください。（複数可）

貴社 全社＋α

計

○をつ
けた人
の数

パー
セント

○をつ
けた人
の数

パーセ
ント

0 いない 0 0 10 7.1
1 上司 12 92.3 104 74.3
2 上司以外の同性社員 10 76.9 81 57.9
3 上司以外の異性社員 9 69.2 72 51.4
4 その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 0 0 16 11.4

13 100.0 140 100.0

(4)家庭があることで（子どもがいる人は子どもがいることで）、
　　重要な任務につくことや、昇格することに文句等を言わないで，協力し
てくれますか？
　
協力してくれる人に○をつけてください。（複数可）

貴社 全社＋α

計

1週間あたりの労働時間

貴社 全社(4社＋α）

人数(人) パーセント(%) 人数(人) パーセント(%)
7時間未満 1 7.69 5 3.31 

7時間～9時間未満 7 53.85 53 35.10 
9時間～11時間未満 5 38.46 67 44.37 
11時間～13時間未満 0 0.00 17 11.26 

13時間以上 0 0.00 1 0.66 
欠損値 0 0.00 8 5.30 
合計 13 100.00 151 100.00 
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ワークライフバランス推進の成果

女性活性化・ワークライフバランス推進は経営に良い結果をもたらす？悪い影響は無い！

【 比 較 項 目 】 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
売 上 38億 43億 45億 50億
営 業 損 益 1. 0億 1. 5億 2. 0億 2. 75億
幹部 社員 登用 受験 4名 18名 21名 26名
（ 内 女 性 社 員 ） （0名） （0名） （1名） （2名）
全社員への情報発信 101件 289件 825件 ９７５件
ビ ジ ネ ス ネ ー ム － 3名 4名 ７名
障 害 者 雇 用 0名 3名 1名 ２名
新 卒 採 用 6名 25名 28名 ３３名
キ ャ リ ア 採 用 6名 5名 7名 ８名

退 職 者 19名 3名 12名 ５名
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ワークライフバランス推進についての社外からの評価

2008年2月14日 第1回 「J-win Award 敢闘賞」 受賞

当社は、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（略称：NPO法人J-win）より、経営におけ

 

るダイバーシティへの取組みと女性活躍推進の土台を築いた功績について、「社長の強いリーダーシップの下、全社員ア

 

ンケートから浮かび上がった要望、意見に対し、社長、女性活性化プロジェクト、総務、組合の４者が定期的に進捗管理

 

を行い、全社員に開示している。」

 

として、「第１回

 

J-win Award 敢闘賞」を受賞致しました。

2008年1月16日 男女がともに働きやすい職場環境づくりを

積極的に進めている企業として横浜市より認定

横浜市は「男女がともに働きやすい職場環境づくりを積極的

 

に進めている企業や団体」を「よこはまグッドバランス賞」とし

 

て表彰していますが、当社はこのほど、栄えある第一回よこ

 

はまグッドバランス賞を受賞しました。

「よこはまグッドバランス賞」は、横浜市が男女共同参画を進

 

めるため、１９年度より、市内事業所の女性の活用、子育

 

て・介護支援、就労時間の短縮等、男女が働きやすい職場

 

づくりを積極的に進める事業所を認定・表彰するもので、当

 

社を含む３社が表彰を受け、全体で10事業所が認定を受け

 

ました。

近年、少子高齢化が社会問題となり、企業が仕事と社員の子育てを両立させることなどでの少子化対策

 

が必要となっています。

 

このため、当社では2006年度よりワークライフバランス室を設置し、子育てや家

 

事に職場が配慮することで女性を含めた従業員全体の労働効率を高め、また個人の能力を大いに高め

 

てもらうよう、企業努力を重ねてきました。

具体的には、テレワーク（在宅勤務制度）を導入し、（従業員の15％が実施しており、昨年、日本テレワー

 

ク協会よりテレワーク推進賞優秀賞を受賞しています。）自宅に居ながらの勤務が可能な仕組みを整えま

 

した。さらに、社内に女性活性化プロジェクトを発足させ、従業員が安心して仕事に取り組める環境づくり

 

を推進してきました。

「J-win Award 」とは

J-Win会員企業の中から、ダイバーシティに積極的に取り

組んでいる企業を表彰することで、より一層の推進を目

指す

効果的事例、ユニークな取り組み事例等の汎用を目指す

「カタリストAward」への登竜門と位置づける

上記を目的に、NPO法人

 

J-winより、大賞１社、準大賞２社、

 

敢闘賞５社、特別賞１社が表彰されたものです。

当社は、今後もこうした努力を重ね、従業員が幸せに暮らせ

 

るよう、また、公私ともに地域社会に貢献できるよう努め、ひ

 

いてはお客様により良いサービスを提供出来るよう努力を続

 

けます。
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2008年10月15日 平成20年度 均等・両立推進企業表彰
（ファミリー・フレンドリー企業部門）神奈川労働局長優良賞
を受賞

当社は厚生労働省神奈川労働局より「女性労働者の能力発揮を

 

促進するための積極的な取組(ポジティブ・アクション）」及び「仕事

 

と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の企業の

 

模範となる取組を推進している企業として、平成２０年度ファミ

 

リー・フレンドリー企業部門の神奈川労働局長優良賞を受賞致し

 

ました。

なお、表彰式は10月15日10時より神奈川労働局長室にて

 

執り行われました。

ワークライフバランス推進についての社外からの評価

2008年9月18日 第９回 テレワーク推進賞 優秀賞 受賞

当社は働き方の多様化を推進する企業として、社団法人日本テレワーク協会が実施する「テレワーク推進賞」の優

 

秀賞を2008年度の第8回に引き続き第9回も連続受賞いたしました。

受賞理由

家族の理解を得るため、社長直筆の手紙を送るなど、取り組み姿勢が評価できる。又、テレワーク

 

普及促進にも貢献、企業においては、人材確保や事業拡大につながっているところが優秀賞として

 

評価された。

「テレワーク推進賞」は、【テレワークを自ら推進している企

 

業・団体】【テレワークを活用して事業推進している企業・

 

団体】として[テレワークの実施規模が一定以上に達してい

 

る][トップがテレワークの推進に理解を示し、協力的であ

 

る]などの審査基準により優秀と判断された企業に与えら

 

れるもので、当社は昨年（第8回）に引き続き、連続受賞の

 

栄誉を賜りました。
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次世代認定マーク「くるみん」の取得について

当社は、お客様に真心のこもったサービスを提供するため、従来より「ワークライフバランス」の推進に取組

 

んで参りましたが、2008年9月18日付で、神奈川労働局より「次世代育成支援対策推進法」(注1)（以下「次世

 

代法」）に基づく基準を満たした「基準適合一般事業主」として「認定」され、次世代認定マーク「くるみん」を

 

取得いたしました。

これは、2005年4月施行の次世代法に基づいた子育て支援をする「一般事業主行動計画」を策定・実施し、

 

計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした企業が取得できるものです。当社は2006年2月

 

1日～2008年1月31日を対象期間として策定した行動計画に基づく活動実績と目標達成が認められ、取得に

 

至りました。また、ワークライフバランス推進への取組みについては、第8回・第9回のテレワーク推進賞をは

 

じめ、多方面から評価を頂いています。

行動計画実施内容

男性育児休業実績と女性育児休業実績90％以上維持育児休業制度の改訂と周知

• 男性育児休業者1名

• 女性育児休業者2名（100％）

子の看護の為の休暇制度および育児の為の短時間勤務制度の延長を導入子の看護休暇制度導入

• 積立休暇より最低５日／年取得可能とし、積立休暇算日数分取得可能（最大30日／年）

 

（2006年4月より）

• 育児の為の時短勤務期間の延長

• 子が小学校3年生までの間取得可能

 

（2006年4月より）

社員が、週1回～2回の在宅勤務を中心としたテレワークを実施できる制度を導入。

• 週に2日は会社へ出勤することを基準に、テレワーク制度を導入。基本的には入社3年以上であるが、

 

育児・介護等の事由がある場合には個別に対応する。

• （2007年4月より）

 

（４）時間外労働削減措置として、定時退社推進活動を実施する。一般社員の1人2 
日／月の定時退社日を設定し、実施状況を社内イントラネットに部単位で公開。

 

（2006年11月より）

 

※2006年11月～2008年1月の実績

 

平均実施率83％

「くるみん」の取得

注1：次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行

 

う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だ

 

けでなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成16年度末までに

 

「一般事業主行動計画」（以下「行動計画」といいます。）を策定し、平成17

 

年4月1日以降、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者

 

が300人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
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