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組織のパワーを引き出す

自己紹介 米田 宗義

◼ 一般社団法人ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．代表理事／ NPO なら情報セキュリティ総合研究所（ナリス）特別会員

 経済産業省ＩＴコーディネータ 中小機構 中小企業支援 アドバイザー

 総務省地域情報化アドバイザー 総務省テレワークマネージャー

◼ 企業への支援
 総務省 テレワークマネージャー実績

テレワーク導入、推進⇒【Ｈ３０年度】大阪：2社、神戸：2社、広島：1社, 1団体 【令和元年度～２年度】Ｗｅｂ支援（全国２７社・団体）

 普段は･･･企業の現場業務改革、ＩＣＴ支援
 基幹系業務や、製造業の生産管理システム、卸売業の倉庫管理システム等のシステム再構築時
 また、その際のデジタル変革支援
 経営戦略策定支援、経営戦略に基づく現場業務改革、情報化企画、調達
 その後の導入や運用等の支援
 総合ＩＣＴアドバイザー（ＣＩＯもしくはＣＩＯ補佐相当の支援） ／情報セキュリティ管理支援、ＢＣＰ策定支援

➢ 現在も３社の業務改革、情報システム再構築等の情報化を支援

◼ 自治体への支援
 総務省 地域情報化アドバイザー（[旧]ＩＣＴ地域マネージャー実績を含む）支援実績

情報化計画策定支援（地域情報化、情報化推進、デジタルガバメント、スマート自治体）

⇒ 八王子市、鳥羽市、摂津市、猪名川町、千曲市、宍粟（しそう）市、草津市(滋賀県)、牧之原市等

地域振興･観光ＩＣＴ活用支援

⇒ 滋賀県、兵庫県豊岡市工業会、奈良市観光協会、奈良県吉野ビジターズビューロー（吉野町観光協会）など

 普段は・・・自治体の情報システム･情報政策全般を支援
 情報化計画策定、情報化企画・ 調達、その後の導入、運用等へのアドバイス（３０団体以上）
 総合ＩＣＴアドバイザー（見積･予算検証、仕様書の検証等、デジタル変革支援） ⇒ 現在も、３団体を支援

／情報セキュリティ管理支援、ＢＣＰ策定支援



組織のパワーを引き出す

はじめに

❖新型コロナウィルス対策、特にＢＣＰ(事業[業務]継続計
画)の面から、テレワークに注目が集まっています。

❖何から手を付ければいいのか、何をどのように整備すれ
ばいいのか、補助はあるのか、などのお問合せ、要望が
多いと思います。

❖そんな疑問にお応えします。

❖但し、普段から中小企業や行政（自治体）の経営や現場
にどっぷりと浸かり、その改革やＩＴ検討を支援するこ
とが多く、その現場目線ゆえ、テレワークに関する他の
資料とは、少し違うことをご了承ください。



組織のパワーを引き出す

結論と骨子

❖結論
テレワーク活用のプロセスは、経営改革であり、現場に落として推進

する業務改革

今後伸展するデジタル変革も踏まえた中期的な展望も大切

❖骨子
コロナ対策の緊急措置としてテレワーク整備は必要

しかし、短期的にはそれでいいとしても、

中期的には、どうするか？
第２波、第３波への備えは？

従業員の人命をどう守る？

組織の在り方、製品やサービスの継続的な提供ための業務の在り方は？

テレワークの整備以前に、経営的に、そして現場業務として、考える
ことがある

そんなところから入り、テレワークについてお話しいたします。
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テレワークって何？

こんな風に思っていませんか？

テレワーク ＝ 在宅勤務？

テレワーク ＝ リモート接続？

テレワーク ＝ Ｗｅｂ会議？



組織のパワーを引き出す

テレワークって何？

❖テレワークとは

テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and 
Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれ
ない柔軟な働き方のこと。

「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語

❖もうちょっと、踏み込んで言えば

テレワークとは、

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し場所に制約されることなく且つ

時間を有効に活用し、いつもと同等かそれ以上に生産性や

創造性を高める働き方

のこと

一般社団法人日本テレワーク協会ホームページから引用
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_about.html
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テレワークって何？

❖場所に制約されることなく
出張先のホテル、支店･営業所、工場、倉庫、顧客先、自宅、

実家、サテライトオフィス、コワーキングスペース など。

（自治体起点では）支所、サテライト拠点（廃校後リノベ拠点等を
含む）、図書館、移住･定住用住居（オフィス利用含む） など。

人の移動と三密を抑えつつ事業継続を図る手段としては、限定さ
れた人数で（交代で）オフィスに出社してもよいし、工場の研修室
に集まってもよい、また、コワーキングオフィスに出向くことでも構わな
い。

❖時間を有効に活用
育児、介護など生活時間との調整

通勤時間、移動時間

直行･直帰前後の隙間時間 など
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テレワークって何？

だから、リモートで仕事ができれば

テレワークのツールなしでもＯＫ

それも踏まえた上で、前に進めましょう
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テレワークって何？

❖テレワークの形態 一般社団法人日本テレワーク協会ホームページから引用
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_about.html

形態 概要

在宅勤務 自宅にいて、会社とはパソコンとインター
ネット、電話、ファクスで連絡をとる働き
方

モバイルワーク 顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を
使う働き方

サテライトオフィス
勤務

勤務先以外のオフィススペースでパソコン
などを利用した働き方。一社専用で社内
LANがつながるスポットオフィス、専用サ
テライト、数社の共同サテライト、レンタ
ルオフィスなどの施設が利用され、都市企
業は郊外にサテライトを、地方企業は都心
部にサテライトを置く。
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テレワークって何？

❖テレワークの効果
大きく７つに集約
経営の一環として、計画的に、戦略的にテレワークを導入し、様々な課

題の解決を図っている企業は、テレワークを有効に活用できている
環境負荷軽減や雇用創出など、社会にとっても大きな効果は見込める

一般社団法人日本テレワーク協会ホームページから引用
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_effect.html
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テレワークって何？

❖働き方改革推進の旗印のもと、

❖テレワーク向きと言われている仕事

妊娠・育児・介護などの理由、身体障害、あるいはケガ等により、
恒常的または一時的に通勤困難な人
常時在宅勤務主体(ほぼ毎日在宅勤務)

企画・総務・人事・経理等の管理部門、研究・開発部門の人
部分在宅勤務主体(週に数日在宅勤務)、出張時のモバイルワークも可

営業、技術職、サポートサービス等の顧客対応業務を担当する人
モバイルワークが主体、部分在宅勤務も適する。

移住･定住促進
自治体が提供するサテライトオフィス、

住宅での在宅勤務
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テレワークって何？

テレワークに業務をはめ込んでいませんか？

一方で…、今はコロナ対策が求められる

それに、経営改革とか業務改革と言われても…

先ず記事や事例からヒントを探しましょう
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記事や成功事例から

❖日本電産 永守会長
５０年、自分の手法がすべて正しいと思って経営してきた。だが今回、それは

間違っていた。テレワークも信用してなかった。収益が一時的に落ちても、社
員が幸せを感じる働きやすい会社にする。そのために５０くらい変えるべき項
目を考えた。反省する時間をもらっていると思い、日本の経営者も自身の手
法を考えてほしい」（2020年4月21日日経新聞 朝刊）

リンク
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO58252910Q0A420C2MM8000/

NHKおはよう日本（2020年4月28日放送分）
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/04/0428_2.html

❖この記事を読んで、４～５月頃のコロナ対策ありきのテレ
ワークの検討があまりにも多いことでモヤモヤしていた考
えが、クリアになりました。

❖永守会長だから、大企業だから、そんなことが言えると思
っていませんか？

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Farticle%2FDGKKZO58252910Q0A420C2MM8000%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WC3uyM60aV0d4t2I5jWCC9VKwOn6oTApwSyXMIatrYfh9C8ES36da6hY&h=AT27YXUH5EbzwT5O4hEPFM29ohYK3DVxducWMmtHMNdAbjKyLckwE-x6UqrNWGZ5s_DCVWlnDDZ6_c377fKwHniGR-CUBVOUWoAedCxr9EMw8tm43-rb8gX4KEzBb194iC0N&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2LvXJryKGqm_PvN7RhITrOuJ8aXp7cozRGqi5nqqByCnccyTocNxUSaeS4AXnd2TCJmw3eknsdhUYSVFBdUJEF5fbKQxN_q6f7pkOd7Gawuu85C5aOkDcxK70XGZyCdo0CcuCm8jwmKw
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/04/0428_2.html
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記事や成功事例の紹介から

❖株式会社グランド印刷(本社：北九州市)様

(従業員:34名)

参考リンク（Ｗｅｂブラウザ上で動作する電子ブック形式）
https://www.compass-

it.jp/ebook/2020/cps2020summer/html5m.html#page=1

「新しい働き方を試せたことで次の経営へ視野が広がった」

「テレワークは今後も活用しますが、緊急事態宣言解除後は、原則
出社としています」

小泊社長の考え方、取り組み方は、本質的に日本電産 永守会長
と同じ

https://www.compass-it.jp/ebook/2020/cps2020summer/html5m.html#page=1
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記事や成功事例の紹介から

❖卸売業（従業員:4１名）
個別支援先 ⇒ きっかけは販売管理システムの入替

【暮らし、住まいをワンストップでサポート】

現状：年商ｘｘ億円 ⇒ ２０２０年：ｘｘ億円
財務の視点

顧客の視点

内部業務
プロセス
の視点

組織と人材
の視点

新地域
マーケットへの

進出

新たな
工務店・ビルダー
との取引拡大

基幹業務
(受注～出荷・売上)
業務効率向上

人事制度の
見直し

働き方改革による
人材獲得

情報システム
ＩＴ活用
の視点

既存
工務店・ビルダー
との取引拡大

業務の標準化

BSC：バランスト･スコア･カード4つの視点による同社の「戦略マップ」

受注業務の
オンライン化

ネットでの
受発注
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記事や成功事例の紹介から

❖鉄骨加工製造・組み立て工事(従業員:８２名)
工場には情報システム未導入

経営優良企業として、働き方改革
特に、女性の活躍への取組で県から表彰

テレワーク支援で窓口を担当いただいた総務課長、

上司の総務部長共に女性

徹底した５Ｓ
事務所も工場、特に工場のクリーンさを追求

テレワークマネージャー支援先の1社として支援

『スマート工場』を実現したい

『スマート工場』って、ホントに！？ はい、テレワークはその一環です

テレワークの支援はそのまま継続し、スマート工場の要件もヒアリング

テレワークもスマート工場も実現はこれからですが、間違いなく成功
すると直感！
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記事や成功事例の紹介から

❖一般住宅建築･施工 工務店

(従業員:社長含めて5名)

❖外構工事･造園業

(従業員:７名)
テレワークマネージャー支援先

社長、現場監督がテレワーク利用⇒大工（職人）はテレワーク対象外

テレワーク検討の中心は、現場、そして自宅からの直行直帰

図面は当然必要だが、印刷して持つことが多い。ただ、CADデータは
手元で見れたほうがよい

現場では、納品、設置、工事等を行うため、施主様への直送品の確
認のため、仕入先とは今もＦＡＸを多用（見積書、納品書、住宅設備
等の資料）。

業界専用のパッケージで販売管理業務を実施⇒最新Verではデータ
共有をクラウドでできる（外構工事会社はエクセルで管理）。
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自社事業の先を見据えた上でのテレワーク

いかがでしょうか？

自社事業の先を見据えた上でのテレワーク

でも、あるべき論ばかり聴かされても…

今日はテレワークの整備についてお伝え

するのがミッションです
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テレワークの整備方法

❖導入プロセスの全体像
✔

✔

✔

企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック（国土交通省、総務省、厚生労働省、経済産業省）より抜粋

✔
✔

✔

✔◎

◎

テレワークの
システム整備

◎◎



組織のパワーを引き出す

テレワークの整備方法

❖導入範囲、形態など基本戦略の明確化

経営トップの理解と推進へのコミットメント

経営トップが最初から推進派⇒当然導入しやすい

経営トップの姿勢がはっきりしない場合は・・・

いずれにしても、人事・労政の範囲だけで考えるのではなく、経営や
現場業務の中でのテレワークの位置づけを明確に！
経営戦略、事業展開との関連付け

収益への貢献度

業務効率（生産性）向上、創造性を高める方策

人材獲得、育成との関連付け

同業他社や顧客企業の働き方改革等の方針、動向調査

これらを検討、共有することで、効果測定の指標設定もやりやすく
なる

◎

◎

◎
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テレワークの整備方法

❖導入範囲、形態など基本戦略の明確化

原則として、対象業務に制約を付ける必要はない

但し、検討すれば自ずと一般的に言われている業務に落ち着いていく

個別に留意すべき業務
経理業務

➢会計ソフト導入済みのパソコン、会計システムは、情報セキュリティ上管理区画
としている場合

 社内ＬＡＮやリモートからの接続、認証ルートを分ける等、実現手段はある

 但し、必要は余分にかかる

➢会計ソフトのほとんどは、クラウド化済み、もしくはソフト･パッケージをバージョ
ンアップすることで、会計データをクラウド上で共有することも可能

人事・給与業務

➢取り扱う情報の機密度、個人情報やマイナンバーのこともあるので、テレワーク
化には慎重にならざるを得ない

これらの業務は、中期的にはテレワークを契機にクラウドへの移行を推奨
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テレワークの整備方法

❖導入範囲、形態など基本戦略の明確化

個別に留意すべき業務
工場の業務

➢生産管理 ：生産ラインとの調整、コミュニケーションがあるので、不向き

➢原材料調達：在庫管理が適切であれば可能であるが、システムの改修・入替
が伴う

➢将来的には、スマート工場化により、受発注、工程進捗管理、仕入等、品質管
理情報の集計作業等の管理業務は、工場内で仕事しなくてもよいようになる

倉庫・梱包・出荷業務

➢製品、商品の取り扱い（物流）が伴うため、ほぼ不可

生産ライン業務、倉庫・梱包・出荷業務はテレワーク化不可であるが、「テレワ
ークのワンポイント情報【テレワーク不可の業務】」（後述）にあるとおり、別の形で
従業員や現場を盛り立てることを想定する
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テレワークの整備方法

❖テレワークに関する社内ルール作り

テレワーク規程の作成から入るケースが多い

最終的には、就業規則の改定が必要である

テレワーク規程以外には、テレワークハンドブックの作成
日常の仕事のルール

情報システムの利用手順

情報セキュリティの留意事項

緊急時（災害、労災、情報セキュリティ事故など）の対応手順



組織のパワーを引き出す

参考．テレワークの社内ルール作り

社内ルール作りチェックリスト（例）

企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック（国土交通省、総務省、厚生労働省、経済産業省）より抜粋
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参考．テレワークの効果測定指標づくり

❖評価項目の設定
アンケートとインタビュー（面談）調査で効果測定

テレワーク導入の目的に合わせた評価項目の設定

評価項目は、 定量的指標が望ましい。

定量的指標が設定しづらい項目⇒段階評価（ 3 段階、 5 段階
等） によって数値化

企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック（国土交通省、総務省、厚生労働省、経済産
業省）より抜粋

定量的指標を設定可能な評価項目（例） 段階評価が必要な評価項目（例）

企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック（国土交通省、総務省、厚生労働省、経済産業省）より抜粋



組織のパワーを引き出す

テレワークの整備方法

❖テレワークのシステム整備（5パターン程度に集約）
(1) (2) (3) (4) (5)

テレワークの方式 会社パソコン
持帰り方式

リモートデスク
トップ方式

仮想デスクトップ
方式

クラウド型
アプリ方式

セキュアブラウザ
方式

概要 オフィスの端末を
テレワーク端末と
して利用

オフィスにある端
末を遠隔操作

テ レ ワ ー ク 用
の仮想端末を遠隔
操作

クラウド上のアプ
リーションを社内
外から利用

特別なブラウザで
端末へのデータの
保存を制限

テレワーク端末
への電子デーの
保存

保存可 保存不可 保存不可 保存可／不可 保存不可

オフィス内の端
末と同じ環境を利
用するか？

同じ 同じ
テレワーク専用の

環境
クラウド型アプリ
に関しては同じ

ブラウザ経由で利
用するアプリに関

しては同じ

クラウドサービス
を利用するか？

する／しない
しない

(認証時は する)
しない

(認証時は する)
する する

私用端末の利用
(BYOD)との親和性

－ 一定の条件下で可 一定の条件下で可 一定の条件下で可 一定の条件下で可

高速インターネット

回線の必要性
望ましい 必須 必須 望ましい 必須

Note ■VPN接続の事例多い ■オフィスのパソコン
の性能、インターネッ
ト回線の性能に依存

■インターネット回線
の性能に依存

■業務系システムのク
ラウドへの移行が増え
てきた
■ビジネスチャット、
グループウェア利用が
多い

テレワークセキュリティガイドライン（総務省H30年4月）より抜粋、一部を修正・削除

テレワークセキュリティガイドライン（総務省H30年4月）
を参照願います



組織のパワーを引き出す

Web会議ツール（オンライン会議サービス）

❖Microsoft Skype

MS社としては、Teams主体にシフト？

❖ZOOM

セキュリティの問題はクリアされている

❖Cisco WebEX

ネットワーク機器メーカーが提供するサービス

❖Microsoft Teams

小規模な組織でも、Microsot３６５（サブスク契約）で導入するメリッ
ト

❖Google Meet

ZOOMでもなく、MSでもなく、Google SuitsやGoogleドライブとの組
合せのアドバンテージ



組織のパワーを引き出す

テレワーク時の三種の神器になるか？

❖業務システム系は別として、コミュニケーション、
情報共有、伝達等のためには、誤解を恐れずに言え
ば、次の３つがあれば事足りると思います

Web会議ツール

ビジネスチャット

クラウドストレージ



組織のパワーを引き出す

参考．テレワーク系ツールを使わないテレワーク

❖一般住宅建築･施工 工務店/外構工事･造園業

社長、現場監督

現場、そして自宅からのテレワーク/利用者：社長、現場監督

必要な情報
CADデータ

見積書、納品書、住宅設備等のFAXデータ

メール

見積書、受発注の決裁、連絡（オフィス－社長･現場監督間 ⇒ LINE（スマ
ホは会社支給）

工務店 ⇒ 複合機アップグレード⇒クラウドストレージ対応⇒FAXデ
ータの共有

外構工事会社 ⇒ スキャナーを購入予定



組織のパワーを引き出す

テレワークのワンポイント情報【試行導入】

❖コロナ第２波がやってくるという時 ⇒ いきなり本番導
入かと思いますが、すぐに定着することは難しいので、
試行⇒振り返り⇒修正を繰り返す

❖トライアル期間
これまでは、６～１２ヵ月が多かった
コロナ対策 ⇒ もう少し短サイクルで回し状況把握（２～３カ月単位）

❖スムーズな導入を目指すには・・・
中間管理職からの先行導入

自分自身が体験することで、日常のルール、労務管理等の業務運用の気づきが
生まれる
➢テレワーク導入以前の課題意識

 現状業務の改善ポイントの気づき

➢ メリットだったり、デメリットだったり

モデルケース＆スモールスタート
できれば、複数名もしくは２部署以上のモデルケースを立ち上げる
複数名または異なる部署間で意見交換や情報共有などができたほうが、テレワ

ーク整備の品質は上がる



組織のパワーを引き出す

テレワークのワンポイント情報【テレワーク不可の業務】

❖不公平？という質問

❖不公平という理由で、

テレワーク整備を断念？

❖テレワークの範囲で考えない

❖生産ライン業務の代替措置(例)

課題解決のアイデア・企画を考える日、スキルアップのための研修受
講、自己啓発のための自由活動日の確保

目標設定と営業、本社を含めた全社的な巻き込み
現場の自発的、自律的な業務改善活動

残業ゼロの実現／週休３日の実現

➢それらのための取組を、徹底して現場メンバー主体に考えてもらう

➢営業の協力が必要になることもある



組織のパワーを引き出す

テレワークのワンポイント情報【労務管理の考え方】

❖１日の始業、終業の合図はいくつもの手段がある

❖監視系の仕組みをどこまで導入するか？

❖勤務時間、特に残業時間の計上で問題になることがある
と聞く

❖しかし、直接支援しているケースではほとんど聞かない
何故かと考えると、経営層－現場、管理側－現場の垂直方向のコミュニ

ケーションを促進させるように仕組みをつくったり、検討をかさねたりしている
から？

❖自律的に任せされるか？という点も大切
テレワーク対象者 ⇒ 入社ｘｘ年以上の者という基準

今はコロナ対策のため難しいかもしれないが、

ある程度の仕事の塊りを任せることができる従業員

❖また、仕事の成果による評価も要検討



組織のパワーを引き出す

テレワークのワンポイント情報【ハンコと決裁】

❖コロナ禍のテレワークで言われ始めた「ハンコ出社」

❖ハンコをなくそう！という掛け声
いきなり全てのハンコがなくなるわけではない

❖しかし、少なくとも日常的な決裁（ある程度の規模の組織では

課長決裁程度）では、そろそろ紙＋押印はなくす！？

❖そうなると、誤削除、改ざん防止(真正性の確保)のた
め、勢い電子印鑑だ、電子決裁だ、となる

❖必要なことは理解できるが、現業部門での日常的な決
裁でいきなりそこまで求めるか？費用面の課題も出て
くる（経理など真正性の確保が必要な業務もある）。

❖また、電子決裁の整備が目的ではない

❖実現手段としての「ビジネスチャット」
ＬＩＮＥ、ＬＩＮＥ Works、Chatwork、Slackなど



組織のパワーを引き出す

テレワークのワンポイント情報【デジタル変革】

❖テレワーク環境を基にして、いくつもの最新のICT利
活用アイデアが考えられる

動画、ストリーミング配信の活用 ⇒商品、サービスの説明

Web会議ツール＋Officeスイート系 ⇒画面共有とホワイトボード

Web会議ツールによるオール○○○ ⇒社内のプロを集結、提案

スマート工場＋アプリ ⇒より効果的な見える化

・・・・・



組織のパワーを引き出す

テレワークのワンポイント情報【ロボット・ＡＩ】

❖ソフトロボット（RPA)

自動化シナリオの作成、処理起動

繰返し、定型処理の大半をRPAにより自動化する

❖AI

AIチャットボット

AI-OCRのシナリオ作成

販売情報、顧客行動、工場の品質情報等の分析、シミュレーショ
ン

❖情報セキュリティの十分な配慮が必要だが、どこか
らでもアクセス可能な世界

RPA：Robotic Process Automation⇒ソフトロボットともよばれたりする



組織のパワーを引き出す

補助・助成情報

❖別紙１：給付金・助成金・補助金情報(2020年４月
末時点)をご覧ください



組織のパワーを引き出す

最後に･･･

テレワークは、情報システムのインフラとしては、従来からのモバイルシステ
ム利用環境と似ていますが、より積極的に経営戦略や事業に取り込まれ、
活用されるという位置づけが、従来と大きく異なると思います。

短期的には、コロナ対策として経営改革の視点が落ちてしまうやむを得
ないものの、中期的な視野での経営改革や業務の見直しの一環としてテ
レワークを上手く活用してください。その期待効果は、業務効率（生産
性）向上、事業へのＩＴ活用等など幅広いものです。

積極的に活用することで、新しい事業、業務の在り方を創ることもできる
可能性を秘めています。

一般社団法人ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．
代表理事／ＩＴコーディネータ 米田 宗義

ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．は、経営、業務、ＩＴに精通した専門家集団です


