
テレワーク応援セミナー

令和２年９月24日

厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課

厚生労働省における雇用型テレワーク普及促進のための施策概要
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4月10日 - 12日 都道府県別・テレワーク実施率

パーソル総合研究所 「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」より抜粋

調査実施期間
４月10日 – ４月12日

（赤色は７日の緊急事態宣言対象地域）

サンプル数
（4月）

４月
従業員のテレワーク
実施率（％）

３月
従業員のテレワーク
実施率（％）

3月からの
従業員実施率
増加分
（pt）

実施率
順 全体 (22477) 27.9 13.2 14.7

1 東京都 (4058) 49.1 23.1 26.0 
2 神奈川県 (2243) 42.7 18.9 23.8 
3 千葉県 (1287) 38.0 17.0 21.0 
4 埼玉県 (1505) 34.2 13.8 20.4 
5 大阪府 (1823) 29.1 12.5 16.6 
6 奈良県 (229) 27.2 8.0 19.2 
7 兵庫県 (1088) 25.2 10.6 14.6 
8 福岡県 (675) 23.8 10.3 13.5 
9 愛知県 (1527) 19.7 9.5 10.2
10 山形県 (185) 19.3 8.7 10.6
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5月29日 - 6月2日 都道府県別・テレワーク実施率

パーソル総合研究所 「第３回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」より抜粋

調査実施期間
5月29日 - 6月2日

調査
サンプル数

5月
従業員のテレワーク
実施率（％）

4月
従業員のテレワーク
実施率（％）

4月からの
実施率変化

(pt)

実施率
順 全体 (20000) 25.7 27.9 -2.2

1 東京都 (3721) 48.1 49.1 -1.0 
2 神奈川県 (1609) 39.2 42.7 -3.5 
3 埼玉県 (1046) 29.6 34.2 -4.6 
4 千葉県 (857) 27.8 38.0 -10.2 
5 大阪府 (1791) 26.9 29.1 -2.2 
6 山梨県 (84) 23.1 14.9 8.2 
7 兵庫県 (890) 21.9 25.2 -3.3 
8 京都府 (405) 20.2 19.1 1.1 
9 愛知県 (1407) 20.1 19.7 0.4 
10 茨城県 (348) 19.2 18.7 0.5 



２．テレワーク普及にかかる気運の醸成

令和２年度 雇用型テレワーク普及促進のための施策概要
適正な労務管理下における良質なテレワークの普及促進のため、テレワークガイドラインを活用した企業等の導入支援

を行うとともに、引き続き、先進企業の表彰等を通じた気運の醸成を実施する。

１．適正な労務管理下における良質なテレワークの導入支援
テレワークガイドラインの周知啓発 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロ

ナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

テレワーク相談センターの設置・運営 国家戦略特別区域における導入支援

企業向けセミナーの開催 労働者向けイベントの開催

厚生労働大臣表彰「輝くテレワーク賞」 テレワーク宣言応援事業

○労働者に対して直接、テレワークのメリットを訴えるためのイベ
ントを開催し、その認知度を向上させる。

○総務省と連携し、労務管理上やセキュリティ上の留意点の解説や、
企業の導入事例を紹介するセミナーを開催。

○平成29年度（平成30年2月）に刷新したテレワークガイドライン
について、一層の活用を図るため周知啓発を実施。

○東京に相談センターを設置、専門の相談員により、企業等へのテ
レワーク導入のアドバイス等、導入支援を実施。
○企業に対する訪問コンサルティングを実施。

○国家戦略特別区域内に相談窓口を設けるなどして、自治体と連携
した導入支援を実施。

○総務省と連携し、先進企業等に対し表彰を行い、その取組を企業
向けのシンポジウム等を通じて幅広く周知。

○新たにテレワークに取り組む企業において、企業トップによるテ
レワーク宣言を実施し、テレワーク活用の取組を周知し、他社へ
の導入を促す。

テレワークモデル就業規則の作成 テレワークの労務管理に関する総合的な実態調査研究
○テレワークガイドラインに則したモデル就業規則を作成し、各種
セミナー等を通じて周知を行う。

○テレワークを導入するに当たっての課題等を分析するため、ヒア
リングやアンケート調査を実施する。

○新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク
用通信機器の導入等に係る経費を助成。
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◎厚生労働大臣賞「優秀賞」
テレワークの活用によってワーク・ライフ・バランスの実現を図っている企業・団体のうち、特にその取組が優秀と認められる企業・団体を表彰

◎厚生労働大臣賞「特別奨励賞」
テレワークの導入に当たって、様々な工夫を凝らす等、他の企業・団体の模範となる取組を行う企業・団体を表彰

（例）テレワークの活用が難しいとされてきた業界・職種において効果的な取組を行っている企業・団体、効果的な取組を行っている中小企業・団体

テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 ～ 輝くテレワーク賞～

平成27年度より実施。
テレワークの活用によりワーク・ライフ・バランスの実現を図る企業等を表彰し、その取組を広く周知することにより、テレワークという働き方を普及させ

るとともに、導入が進んでいない企業等の取組を促し、テレワークの一層の推進を図る。

〇表彰の対象と種類

◎厚生労働大臣賞「個人賞」
①テレワークを積極的に活用した働き方により、

ワーク・ライフ・バランスを実現している労働者（※）

②雇用型のテレワークの普及・推進に貢献した方を表彰

※令和2年度から①は廃止

ネスレ日本株式会社

平成28年度

シスコシステムズ合同会社、日本マイクロソフト株式会社

平成27年度

株式会社沖ワークウェル
株式会社ダンクソフト
日本オラクル株式会社

平成28年度

カルビー株式会社
株式会社キャリア・マム
株式会社コンピューターシステムハウス
サントリーホールディングス株式会社

ジョブサポートパワー株式会社
株式会社テレワークマネジメント
ネットワンシステムズ株式会社
明治安田生命保険相互会社

平成27年度

①岩井美奈氏

（クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社）

②田澤由利氏
（株式会社テレワークマネジメント）

平成28年度

①北村 有紀 氏
（株式会社ＮＴＴデータ）

②横澤 昌典 氏
（向洋電機土木株式会社）

平成27年度

富士ゼロックス東京株式会社

クオールアシスト株式会社

日本航空株式会社
株式会社MUGENUP
横河電機株式会社

平成29年度

②下田英樹氏
（ネットワンシステムズ株式会社）

平成29年度

平成29年度

味の素株式会社

平成30年度

アフラック生命保険株式会社

SCSK株式会社
TRIPORT株式会社

平成30年度

①高橋雄一氏

（アデコ株式会社）

②髙野美幸氏
（ベーリンガーインゲルハイム

ジャパン株式会社）

平成30年度

11月に表彰式を実施（総務省と合同）

令和元年度

大同生命保険株式会社

令和元年度

株式会社キャスター
東急株式会社
株式会社リコー
リコーITソリューションズ株式会社

令和元年度

①角香里氏
（特定非営利活動法人
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テレワーク宣言応援事業

平成29年度より実施している事業。

企業のトップが、テレワークによる働き方の実現を宣言（「テレワーク宣言」という。）し、企業のテレワークの実施
内容とそのメリットを発信していくことで、更なるテレワークの普及を図る。

○テレワーク宣言を行う企業

テレワークの普及拡大が期待される企業や、新たにテレワークを開始した企業の中から、テレワーク宣言を実施し、テレワークに
取り組む企業を選定する。

株式会社荏原精密
社会保険労務士法人ＳａＬａｃ（サラック）
住友電気工業株式会社

令和元年度テレワーク宣言企業（合計７社）

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
株式会社ディノス・セシール
株式会社はたらクリエイト
八尾トーヨー住器株式会社

令和２年度テレワーク宣言企業

・計７社を選定予定（公募の上、検討委員会で決定）

・テレワーク相談センター事業において運用予定のポータルサイトに、テレワーク導入の取組内容の記事や動画を掲載
することで情報発信を行う。
・宣言企業の関連企業や取引先等に対して、宣言企業の取組を積極的に紹介する等、テレワークの導入を促す。
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情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン＜概要＞

○ 「働き方改革実行計画」（平成２９年３月２８日働き方改革実現会議決定）を受け、平成30年２月に「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導
入及び実施のためのガイドライン」を策定（「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定）

○ 雇用型テレワークについて、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理、在宅勤務以外の形態（モバイル・サテライト）についても対応。

○ 労働基準関係法令の適用

労働条件の明示 労働者がテレワークを行うことを予定している場合も、テレワー
クを行うことが可能である勤務場所を明示することが望ましい。

労働時間
制度の適用
と留意点

• 労働時間の適正な把握
使用者はテレワークを行う労働者の労働時間についても適正に把

握する責務を有する。
• いわゆる中抜け時間

労働者が労働から離れ、自由利用が保障されている場合、休憩時
間や時間単位の年次有給休暇として取扱うことが可能。

• 通勤時間や出張旅行中の移動時間中のテレワーク
使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間に

該当する。
• 勤務時間の一部をテレワークする際の移動時間等

使用者が移動することを労働者に命ずることなく、単に労働者自
らの都合により就業場所間を移動し、自由利用が保障されている場
合は、労働時間に該当しない。

• フレックスタイム制
テレワークもフレックスタイム制を活用可能。あくまで始業・終

業の時刻を労働者に委ねる制度のため、労働時間の把握が必要。

通常の労働
時間制度

事業場外みなし
労働時間制

使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが
困難なときは、事業場外みなし労働時間制が適用。
具体的には、①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能

な状態におくこととされていないこと、②随時使用者の具体的な指示
に基づいて業務を行っていないことが必要。
労働者の健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時間

管理を行う責務を有する。また、実態に合ったみなし時間となってい
るか確認し、実態に合わせて労使協定を見直すこと等が適当。

裁量労働制

裁量労働制の要件を満たし、制度の対象となる労働者についても、
テレワークを活用可能。
労働者の健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時間

管理を行う責務を有する。また、労働者の裁量が失われていないか等
を労使で確認し、結果に応じて、業務量等を見直すことが適当。

休憩時間 労使協定により休憩時間の一斉付与の原則を適用除外可能。

テレワーク勤務における災害は労災保険給付の対象となる。

長時間労働等を防ぐ手法として、①メール送付の抑制、②システムへのアクセス制
限、③テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止等、④長時間労働等を行
う者への注意喚起等の手法を推奨。

労使双方の
共通の認識

あらかじめ導入の目的、対象となる業務、労働者の範囲、テレワー
クの方法等について、労使で十分協議することが望ましい。
テレワークを行うか否かは労働者の意思によるべき。

円滑な遂行 業務の内容や遂行方法を明確にしておくことが望ましい。

業績評価等 業績評価等について、評価者や労働者が懸念を抱くことのないよう
に、評価制度、賃金制度を明確にすることが望ましい。

費用負担
テレワークを行うことによって生じる費用について労使のどちらが

負担するか等を、あらかじめ労使間で十分に話し合い、就業規則等に
定めておくことが望ましい。

社内教育 労働者が能力開発等において不安に感じることの無いよう、社内教
育等の充実を図ることが望ましい。

労働者の自律 労働者も自律的に業務を遂行することが求められる。

○ 労働基準法の適用に関する留意点

テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災
害補償保険法等の労働基準関係法令が適用。

○ 労働災害の補償に関する留意点

○ 長時間労働対策

安全衛生関係
法令の適用

過重労働対策やメンタルヘルス対策等により、テレワークを行う労
働者の健康確保を図ることが重要。

作業環境整備 テレワークを行う作業場が自宅等である場合には、情報機器ガイド
ライン等の衛生基準と同等の作業環境とすることが望ましい。

○ 労働安全衛生法の適用及び留意点

○ その他テレワークを適切に導入及び実施するに当たっての注意点等

時間外・休日
労働の労働
時間管理

法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払い等が必要となる
ことから、労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて労働時
間や業務内容等について見直すことが望ましい。
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