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府省等名 内閣官房

組織名

作成日：2021年8月31日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　テレワークの対象業務として、機密性３情報の取扱いを除き、原則全ての業務を対象とする。
　テレワーク環境下においても出勤時と同様のパフォーマンスが発揮できるよう幹部職員へのメールによる連絡・相談・了解とりつけ（メールクリア）を原則可能とする、オンライン
ミーティング化を進めるなどの業務プロセスの見直しを行う。

・テレワーク対象職員数

　原則全ての職員を対象とする。令和３年７月1日現在で約1900名。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク開始時及び終了時に上司へのメールや電話等により必ず報告する。また、超過勤務については職員からの事前申請を上司が確認した上で実施するという原則を徹
底するとともに、オン・オフのメリハリをつけるよう管理職から職員に指導を行う。
　あわせて、テレワーク時を含めて上司が各職員の勤務状況をシステム上で客観的に把握できる環境を速やかに整備する。加えて、テレワーク実施の際の申請手続きの簡略
化等を進める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　システム更改のタイミングで、情報セキュリティを維持しつつ、デジタルワークスタイルをより実現できる環境を整備することを目指す。

各府省等テレワーク推進計画

　令和３年３月に改定された「国家公務員テレワーク・ロードマップ」では、令和７年度までに「テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必
要な公務サービスを提供できる体制を整備する」ことが目標として設定された。
　内閣官房において、令和３年４月時点、テレワーク可能な端末が必要な職員に対し配備され、環境面ではほぼ全ての職員がテレワークを行うことが可能となっている。また、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る取組としての出勤回避により、職員の多くがテレワークを実施した。
　内閣官房では、職員の働き方のひとつとして、恒常的に一定数の職員がテレワークを実施することを想定し、職場と遜色のない勤務環境を実現できるよう引き続き取り組む。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　全ての職員が必要な規模のテレワークを実施できるよう、内閣総務官室と関係部署が連携し、業務プロセスの見直しや環境整備などのテレワークを推進するための措置を計
画的に講じる。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　決裁は原則として電子化するとともに、会議等におけるペーパーレス化を推進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　基本機能は備わっているところ、システム更新時に以下の拡充を行う。
　①内閣官房内のLANで利用できるWeb会議ツールの利便性向上
　②通話状態の改善等

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　内閣府LANの音声通話アプリを積極的に活用するとともに、職員の私物携帯電話端末による業務上の通話料について、職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを
含む。）の導入の検討を行う。

（５）マネジメント改
革の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　出勤した職員との業務分担については、部局の業務内容や特性に応じて「出勤した職員に適した業務」「テレワーク時に適した業務」の確認・整理を行う。
　実際の職務に当たっては、テレワーク中の職員と出勤した職員がスケジュールの共有やチャットの活用するなどして良好なコミュニケーションを図りつつ、それぞれの業務を効
率的に進めることで組織全体での生産性向上を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク実施の職員のメンタルヘルスが確保されるようテレワーク実施中の職員とも管理職等が定期的に電話等で仕事の状況や悩みを聞く場を設けるなどコミュニケーショ
ンを確保する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　幹部職員へのメールによる連絡・相談・了解とりつけ（メールクリア）を原則可能とする。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　職員個人や部局としてのニーズや課題の適切な把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　地方支分局を有する関係省庁と連携し、サテライトオフィスを活用する取り組みを進める。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　「テレワーク・デイズ」等の機会を活用し、検証と改善を実施する。

・情報システムの課題検証

　テレワーク時における情報システムの観点での課題があれば、情報セキュリティの観点に留意しつつ、生産性の向上のために必要な措置を講じるものとする。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　各部局におけるテレワークに関する課題や好事例の把握を行う。
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府省等名 内閣法制局

組織名 内閣法制局

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

（６）サテライトオフィ
スの整備等

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・職員のメンタルヘルスの確保

　管理職職員等は、職員のメンタルヘルスを確保するため、以下の取組を行う。
　・テレワーク中の職員に対しウェブ会議等のコミュニケーションツールを使って積極的にコミュニケーションを取る。
　・出勤時にテレワーク実施中の負担を踏まえた面談等を行う。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　テレワーク時に幹部職員への説明を要する場合等において、ウェブ会議機能等を利用した説明が可能な案件については、ウェブ会議機能等を積極的に活用する。

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　自宅等におけるテレワーク時の執務環境についての要望等を把握する。

・サテライトオフィスの設置等

　当局は小規模組織であるため、独自でサテライトオフィスを設置することは困難であるが、全府省が利用できるサテライトオフィスの設置等があった場合には、職員に紹介す
る。

・テレワーク集中検証期間の設定

　テレワーク集中検証期間として、「内閣法制局の働き方改革推進強化月間」や「テレワーク・デイズ」に合わせて実施する。

・情報システム等の課題検証

　テレワーク集中検証期間中に職員に対して、システムの動作状況や業務の生産性等のテレワーク勤務中の課題などについての意見等を募集する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　テレワーク集中検証期間終了後に、テレワーク勤務中の課題などについての意見等を整理し、テレワークを推進するための改善策を検討する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能及びチャット機能その他の生産性を高める機能の充実

　文書編集機能、ウェブ会議機能及びチャット機能については、既に整備済みである。
　テレワーク時における生産性を高めるため、職員の要望を踏まえ、自宅等におけるテレワーク時の執務環境の整備の検討を進める。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　テレワーク中の公用通話について、職員の自己負担とならず、かつ、私用の電話番号以外の番号で外部から電話を受けることができる機能を備えたモバイルアプリ等の導入
に向けた検討を進める。

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
　
　管理職職員等は、出勤している職員に業務が集中しないよう、テレワーク中の職員と出勤している職員との業務分担を適切に行う。
　その上で、出勤している職員の業務分担の更なる軽減が必要となる場合は、テレワーク時に外部から職場にかかってきた電話をテレワーク中の職員に転送ができる機能が備
わったモバイルアプリ等の導入を検討する。

・テレワーク対象職員数

　約80人

各府省等テレワーク推進計画

　「デジタル・ガバメント実行計画」（2020年12月25日閣議決定）においては、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下
においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標が定められた。また、「内閣法制局デジタル・ガバメント中長期計画」（2020年３月27日内閣法制局デジタル
化推進委員会決定）においては、内閣法制局におけるデジタル・ガバメントの推進を図るため、意見・審査事務、内部管理事務等の業務改革（BPR）を推進し、可能な限りのペー
パーレス化と紙媒体中心の文書保存の見直しを検討するとともに、テレワークを本格的に推進するため、より充実したリモートアクセス環境を導入し、デジタル技術を活用したよ
り効果的・効率的な業務を実現することとしている。
　当局においては、令和3年1月のLANシステム更改により、持ち帰りが可能なＰＣ端末やウェブ会議等のコミュニケーションツールの導入など、テレワークに必要なリモートアクセ
ス環境を整備した。これにより、LANシステム更改前に比べテレワークの活用が増加している。
　一方で、テレワークの活用に当たっては、出勤時に比べ一般に生産性が低くなること、テレワーク時の勤務時間管理の適正化、テレワーク時の電話通話料等が個人負担にな
ること、コミュニケーションが取りにくいこと等の課題があるほか、審査事務において立案府省庁等の要請に応じて短期間に大量の法令案等の審査を行わなければならない場合
が多いこと、国会対応事務において国会議員から対面による説明が求められる場合があることなど、テレワークを更に推進するためには政府全体におけるBPRを待たなければ
ならない課題もある。
　テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児、介護等のために時間的制約がある職員、障害等のために日常生活・社会生活
上の制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワークライフバランスの観点からも重要であることから、当局では、テレワークの課題の解消に努めつつ、テレワークを推
進することにより、テレワークを職員の勤務形態の一つとして定着させるとともに、緊急時において出勤回避を一定期間実施したとしても最低限必要な業務継続が可能な体制を
整備することを目標とする。

　審査事務を行う場合において、立案府省庁等の側のテレワークに対応できる当局内の執務環境の整備について、今後のテレワークの実施状況や職員からの要望等を踏ま
え、検討を進める。

３．各府省等独自の取組

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（４）テレワーク実施
環境の整備

（５）マネジメント改革
の推進

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　テレワークに必要な基盤システムやハード環境の整備については、既に整備済みである。
　今後のテレワークの実施状況や職員からの要望等を踏まえ、必要な整備を行う。

・行政文書の電子化

　行政文書について、引き続き、法令等の制約が存在する場合、電子化によってかえって業務が複雑・非効率になる場合又は歴史公文書等の資料・記録としての価値を維持す
る上で不可欠な場合を除き、電子化を実施する。

・テレワーク利用に係る考え方

　総務主幹を委員長とする「内閣法制局女性職員活躍・ワークライフバランス推進委員会」を局内の推進体制とし、その下にテレワークに係る制度担当として総務課人事係長
を、システム担当として総務課情報管理係長を充て、局内への周知や更なるテレワークの推進に向けた取組を行う。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として、業務の性質上テレワークができない業務（車両運転業務、閣議請議書の受付業務等）を除く全ての業務

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク時の勤務時間管理について、管理職職員等はテレワーク中の部下職員が過度な長時間労働にならないよう留意する。
　また、管理職職員等の業務増・負担増となることなく勤務時間を適切に管理できるよう、勤務時間の「見える化」を進めるため、内閣官房内閣人事局が開発した「勤務時間管理
システム」の導入を検討する。
　関連して、テレワーク実施の申請等について、その方法の効率化等を検討する。
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府省等名 人事院

組織名 人事院

作成日：2021年８月26日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

■ガバメントネットワークに移行する2022年（令和４年）10月に向けて、院内の会議におけるペーパーレス化を推進する。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

■ガバメントネットワークへの移行によって、テレワークに係る環境が大きく変わることが想定されることから、移行する2022年（令和４年）10月以降に、職員向けのアンケート調
査等により職員のテレワーク時の勤務環境等について実態把握を行う。

・サテライトオフィスの設置等

■2025年度（令和７年度）までに、職員のテレワーク時の勤務環境等に係る実態把握の結果を踏まえて、サテライトオフィスの設置の必要性を検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

■ガバメントネットワークへの移行によって、テレワークに係る環境が大きく変わることが想定されることから、移行する2022年（令和４年）10月以降に、テレワークの実態把握等
のための検証期間を設ける。

・情報システムの課題検証

■テレワークにおけるシステムの動作状況について、職員向けのアンケート調査等により課題の把握を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

■テレワークを実施する職員に対して、テレワーク時の満足度調査を継続的に実施し、把握した課題について改善策を検討する。

各府省等テレワーク推進計画

■2025年度（令和７年度）までに、業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持できる体制を整備し、必要な者が
必要なときにテレワークにより勤務することができるようにする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

■人事院における女性職員の活躍、職員のワークライフバランス及び次世代育成支援対策の推進を図るために設置した「人事院女性職員活躍・ワークライフバランス推進本
部」をテレワークの推進体制とし、本部長である事務総長のリーダーシップの下、構成員であるサイバーセキュリティ・情報化審議官、各局筆頭課長等を核とし、情報システムを
統括する情報管理室と連携してテレワークの推進を図り、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持することができる環境の整備を図り、必要な者が必要なときにテレ
ワークにより勤務することができるようにする。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

■2025年度（令和７年度）までに、テレワークで全ての業務を処理することができるよう業務プロセスの見直しを行うとともに、必要な行政文書の電子化を実施する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

■ガバメントネットワークに移行する2022年（令和４年）10月に向けて、テレワーク時においても出勤時と同様に能率を発揮できるよう必要な機能の整備を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

■ガバメントネットワーク導入時において、職員や各府省等との通話にWeb会議が利用可能な場合には、Web会議ソフト等の利用により業務上の通話を可能とする。また、携帯
端末を導入し業務上必要な場合は携帯端末を貸与することとする。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

■管理職員のマネジメントの下、テレワークしている職員に比べて出勤した職員の業務が過度に集中することのないよう、事前にテレワークする職員と出勤する職員の業務分担
を明確にする。
また、出勤した職員に頼らなくてもテレワークする職員で業務が完結するよう業務の進め方を見直す。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

■ガバメントネットワークに移行する2022年（令和４年）10月に向けて、テレワークしている職員が、上司、同僚等と容易にコミニュケーションを取ることができる環境の整備を目指
す。また、職員向けのアンケート調査等により課題を把握して、テレワークを実施している職員のメンタルヘルスの在り方について検討する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

■ガバメントネットワークに移行する2022年（令和４年）10月に向けて、テレワークを行う職員が幹部へ説明することができるよう現行のWeb会議等の利用を一層推進するなど、
幹部説明のオンライン化のために必要な取組を進める。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

■セキュリティ等の観点からテレワークで処理することができない業務、試験実施業務及び医療職員、技能労務職員が従事する業務を除く全ての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

■上記のテレワーク対象業務に従事する職員数　698人（2021年（令和３年）８月１日時点）
・総職員数　713人
・医療職員数　２人、技能労務職員数　13人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

■「電子出勤簿」を用いて、テレワーク開始・終了時刻をシステム上に記録するとともに、テレワーク時の超過勤務については、共有サーバ等に格納された「超過勤務事前申告・
実績表」を活用するなどして、超過勤務等命令者が部下職員の超過勤務の状況や理由を事前にかつ正確に把握することを徹底することにより、勤務時間の「見える化」を図り、
テレワーク時における勤務時間管理の一層の適正化を推進する。
また、テレワークに係る環境整備の状況等を踏まえ、「人事院テレワーク実施要領」を適時適切に見直す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

■政府が主導しているガバメントネットワークを2022年（令和４年）10月から導入し、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持するために必要な環境の整備を行う。
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府省等名 内閣府

組織名 本府

作成日：2021年８月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

他省庁や民間企業の出向者、地方自治体からの研修生等、多様な人材が集まる内閣府の中で、職員個人や部局としてのニーズについての課題を把握するため必要に応じ実
態調査等を行い今後の対応を検討していく。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスの設置については、職員のニーズを実態調査等により把握するとともに、政府全体での試行・検討の機会を活用しつつ、非常時における業務継続の観点等も
踏まえ、必要に応じ今後の在り方について検討を進める。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

政府全体の取組施策の実施状況や内閣府内での「働き方改革推進強化月間」等の施策との関連性に留意し、必要に応じて実態調査等を通じた検証を行う。

・情報システムの課題検証

テレワーク時における情報システムに係る課題があれば、情報セキュリティの観点に留意しつつ、生産性の向上のために必要な措置を講じる。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークにおける課題や好事例、満足度の把握について適宜実態調査等を実施する。また、その結果を踏まえ改善策の検討に努める。

各府省等テレワーク推進計画

令和３年３月に改定された「国家公務員テレワーク・ロードマップ」では、令和７年度までにテレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要
な公務サービスを提供できる体制を整備することが目標として設定された。内閣府では、平成31年１月より、利用する全職員に対しシンクライアント端末が配備されており、環境
面ではほぼすべての職員がテレワークを行うことが可能となっている。また新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る取組としての出勤回避により、職員の多くがテレ
ワークを実施した。内閣府では「ウィズコロナ/アフターコロナ」という視点も考慮に入れ、今後時間や場所を柔軟にした働き方のひとつとして、恒常的に一定数の職員がテレワー
クを実施することを想定し、職場と遜色のない勤務環境を実現するべく、職員一人一人の意識啓発と上司のマネジメントにより「質の高い」テレワークを実施できるよう引き続き取
り組む。また、災害時等の非常時においてもテレワークを活用することで必要な行政機能を確保できる体制を構築する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークについては、旧来の「必要とする一部の職員だけが行うもの」から「職員の働き方のひとつの選択肢として誰もが実施しうるもの」として改めて捉える。そのため、特定
の部局や業務内容に限定することなく、すべての職員が必要な時に実施できる環境を構築するよう、大臣官房人事課をはじめとした関係部署が連携し、必要な措置を講じる。
あわせて職員、特に管理職職員に対してテレワークを実施する職員が恒常的にいることを前提とした登庁日の業務との平準化や適切な業務分担を含めた勤務環境の整備を日
頃から行うよう意識啓発を図る。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

原則として、業務に必要な行政文書は電子化するとともに、作成時点からペーパーレスでの電子管理についても今後の取組として進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

業務効率化の観点から、多様なウェブ会議機能の利活用の促進を図る。あわせて、テレワーク実施職員の心理的負担を軽減するため、コミュニケーションが円滑となるよう、音
声通話やチャット、ウェブ会議機能の利活用促進を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

音声通話の可能なアプリケーションの利用促進を促す。音声通話の可能なアプリケーションを利用できない相手方との通話が必要な場合について、個人での費用負担が生じな
いような経費負担のあり方等の検討を図る。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

登庁している職員との業務分担については、機械的に業務量を均等化するのではなく、部局の業務内容や特性に応じて「登庁での業務に適したもの」「テレワーク時の業務に適
したもの」の確認・整理を行い、実際の職務に当たっては登庁している者とテレワークを行っている者が良好なコミュニケーションを図りつつそれぞれの業務を効率的に進めるこ
とで組織全体での生産性向上を図る「質の高いテレワーク」を目指す。例えば、管理職職員等に対し研修の実施等を通じてマネジメントに係る考え方を涵養させたうえで、業務
分担を適切に取り組む。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

管理職を対象に、部下職員との良好な関係性の構築方法等のコミュニケーションの取り方についての情報提供を行う。あわせて、登庁しての業務との違いや、コミュニケーショ
ンの取り方等の留意すべき事項、府内外の参考事例について、その他の職員にも研修等の方法により幅広く周知する。特に、自律的に業務を進めることが難しい新採用職員
等に対し、必要な知識等を得るための研修を実施する。また、カウンセリングや相談の窓口についても引き続き周知を行う。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

府内幹部については、レクの際のオンライン対応について積極的に実施するよう働きかける。また、府内での幹部会議等についてはすでにオンライン化が実施されているとこ
ろ、今後も継続的に取組を進めるとともに、実施範囲の拡大に努める。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークの対象業務については規程上の除外項目を設けることなく、原則すべての業務をテレワークの対象とする。その上で、テレワークでは実施しがたい業務がある場合に
は、業務プロセスの見直しや登庁している職員との連携方法を検討し、テレワーク時の生産性や作業効率の向上を図る。

・テレワーク対象職員数

常勤・非常勤を問わず、すべての職員を対象とする。令和３年８月現在で約3000名。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク開始時及び終了時に上司へのメールや電話等での報告を必ず行う。また、超過勤務については職員からの事前申請を上司が確認した上で実施するという原則を徹
底する。あわせて勤務時間の客観的把握や勤務時間管理システムの導入により、テレワーク時の勤務状況についてもより的確に把握できる環境をできる限り早期に実現する。
加えて、テレワーク実施の際の申請等、運用面に係る規定については不断に見直しを行い、職員の利便性向上に努める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

基盤システムや業務端末等のハード環境については、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る出勤回避等の影響もあり、これまで必要な整備を進めてきたところ。今後は、
基盤システムの更改のタイミング等をとらえ、実施状況や職員のニーズを踏まえつつ、セキュリティ等を考慮しながら必要な検討を行う。
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府省等名 内閣府

組織名 沖縄総合事務局

作成日：2021年8月19日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

政府全体の取組施策の実施状況や内閣府内での「働き方改革推進強化月間」等の施策との関連性に留意し、必要に応じて実態調査等を通じた検証を行う。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

原則として、業務に必要な行政文書は電子化するとともに、作成時点からペーパーレスでの電子管理についても今後の取組として進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

業務効率化の観点から、多様なＷＥＢ会議機能の利活用の促進を図る。さらには、テレワーク実施職員の心理的負担を軽減するためコミュニケーションが円滑となるよう、音声通
話やチャット、ＷＥＢ会議機能の利活用促進を図る。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

テレワークの環境整備を進め、今後の対応を検討していく。

・サテライトオフィスの設置等

テレワークの環境整備を進め、本府における実施状況を踏まえつつ、今後のあり方について検討を進める。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

ニーズや課題を適切に把握し、音声通話の可能なアプリケーションの利用促進を促す。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

業務内容や特性に応じて「登庁での業務に適したもの」「テレワーク時の業務に適したもの」の確認・整理を行い、適正な業務分担を行う。テレワークを実施する職員と出勤する職
員との連携を高めることにより、組織全体としての効率化を図る。

・情報システムの課題検証

テレワーク時における情報システムの観点での課題があれば、情報セキュリティの観点に留意しつつ、生産性の向上のために必要な措置を講じるものとする。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークにおける課題や好事例、満足度の把握について適宜実態調査等を実施する。また、その結果を踏まえ改善策の検討に努める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

テレワーク中のメンタルヘルスについては、登庁しての業務との差異に十分留意し、コミュニケーションの取り方について注意が必要である旨を研修等により周知する。また、カウン
セリング等についても引き続き周知を行う。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークの対象業務として規程上の除外項目を設けることなく、原則すべての業務をテレワークの対象とする。その上で、テレワークでは実施しがたい業務がある場合には、業務
プロセスの見直しや登庁している職員との連携方法を検討し、テレワーク時の生産性や作業効率の向上を図る。

・テレワーク対象職員数

常勤・非常勤を問わず、すべての職員を対象とする。令和３年８月現在で約1200名。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク開始時及び終了時に上司へのメールや電話等での報告を必ず行う。また、超過勤務については職員からの事前申請を上司が確認した上で実施するという原則を徹底
する。あわせて、テレワーク実施の際の申請等、手続きを簡略化する。

各府省等テレワーク推進計画

令和３年１月にテレワーク実施要領を改正し、テレワーク可能な実施場所を「自宅等」から「職場と同等の環境を確保することができる自宅等」へ拡大した。今後はテレワーク可能な
端末やリモートアクセス基盤を整備し、必要な者が必要な時にテレワークを勤務形態として利用できるような環境整備（テレワーク機器（行政端末やリモートアクセス機能）の整備）
を進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

特定の部や業務内容に限定することなく、必要な者が必要な時に実施できる環境を構築するよう、関係部署が連携し、テレワーク機器（行政端末やリモートアクセス機能）の整備を
進める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

令和４年２月の行政端末更改及び令和５年２月の情報共有システム更改については、テレワークに係る生産性の維持・向上にも留意した上で実施する。その他テレワーク時の生
産性の向上に資する機器については職員の声を踏まえて必要に応じ調達する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

レクの際のオンライン対応について実施するよう努める。
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府省等名 宮内庁

組織名 本庁，施設等機関，地方支分部局

作成日：2021年8月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

特になし

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，現状，人流抑制のための出勤回避の観点から実施を見合わせているが，今後はサテライトオフィスの在り方について検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　「テレワークデイズ」や「テレワーク月間」等の期間を利用し，テレワークのさらな推進に係る周知を行う。

・情報システムの課題検証

　必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　職員アンケート等適宜の方法により，職員の意見を把握し，より効果的な実施に向けて取り組む。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年3月25日内閣総理大臣決定）に基づき，行政文書の電子的管理の推進を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　導入しているWebex以外に可能なソフトの導入を行い，チャット機能を導入についても検討を進める。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　テレワーク中の使用携帯電話による業務上の通話料について，公費で負担する仕組みを既に導入しているところであるが，今後の電話通信環境の見直しに合わせ，テレワー
ク中の電話環境の見直しの検討を進める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　出勤している職員との業務分担については，機械的に均等化するのではなく，業務内容に応じて「出勤での業務に適したもの」「テレワークでの業務に適したもの」の確認と整
理を行う。実際の勤務に際しては，両者が良好なコミュニケーションを図りつつそれぞれの業務を効率的に進めることで組織全体の生産性の向上を図ることを目指すこととす
る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク中の職員が上司や同僚等とコミュニケーションを取ることができる環境の整備を目指す。その他，研修等により相談窓口についても広く周知する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　部局長会議についてはオンラインで実施しているところ，遠隔地との庁内会議及び外部との会議についても，順次導入を進めている。

各府省等テレワーク推進計画

　「国家公務員テレワーク・ロードマップ（令和3年3月30日改定）」では，令和7年度までに，テレワークを活用することで，「新しい日常」に対応し，いかなる環境下においても必要
な公務サービスを提供できる体制を整備することを目標として設定された。
　当庁においては，テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は，非常時における業務継続の観点に加え，育児，介護等のために時間制約のある職員，障害等のために日常
生活・社会生活上制約がある職員の能力発揮にも資するものであり，ワークライフバランスの観点からも重要であることから，本庁，地方支分部局等と一体して着実に推進する
こととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　宮内庁では，「宮内庁女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」（平成27年1月28日宮内庁長官決定。令和3年3月31日改正）を策定し，庁内におけるテレ
ワークの推進を図るため，「宮内庁テレワーク実施委員会」を設置し，人事部門と情報システム部門が連携して，庁内のテレワーク環境の整備・推進について取り組んでいる。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として，全ての業務をテレワーク勤務の対象とする。なお，一部の業務（車両運転業務職員，医療職員，技能労務職員，窓口対応業務職員）を除き，テレワークによる実施
が困難であった現場での対応が必要であった業務についても，可能な限りテレワーク勤務で業務ができることを目指し，業務プロセスの見直し等を検討する。

・テレワーク対象職員数

　原則として，全ての職員をテレワーク勤務の対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク開始時及び終了時に上司へのメールや電話等での報告を行う。勤務時間管理のシステム化等により，超過勤務の事前申請も踏まえ，テレワーク時の勤務時間管
理を適正かつ効率的に実施するとともに，現在実施しているテレワーク申請等の簡略化についても継続していく。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　テレワークに必要な基盤システムやハード環境の整備については，完了している。
　今後，必要に応じて機器の更新等の整備を行っていく。
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府省等名 公正取引委員会

組織名 ―

作成日：2021年８月18日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

取り扱う情報の機密性等を考慮した上で，例えば，単身赴任等を理由とした実家等における勤務など，個々の職員のテレワーク時の執務環境の違い等を踏まえたサテライトオ
フィスの在り方について検討する。

・サテライトオフィスの設置等

公正取引委員会が扱う情報の機密性等の観点から，当委員会におけるテレワークは自宅を拠点としたホームオフィスによる実施に限定しているところである。そのため，現時点
では大規模災害等の有事の場合を除きサテライトオフィスにおけるテレワークを実施する予定はないものの，サテライトオフィスにおいて業務を試行するなど，サテライトオフィス
におけるテレワークに関する情報収集を行うなど検討を続ける。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークデイズやテレワーク月間といった機会を捉え，テレワーク実施状況のモニタリング及び課題の把握，検証を行う。

・情報システムの課題検証

前記「テレワーク集中検証期間の設定」で定めたテレワーク集中検証期間を利用し，テレワーク接続中継機器に掛かる負荷や利用者の使用感等のモニタリング及び課題の把
握，検証を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

前記「テレワーク集中検証期間の設定」で定めたテレワーク集中検証期間を利用し，テレワーク実施状況のモニタリング及び課題の把握，検証を行う。

各府省等テレワーク推進計画

様々な経済活動に関し，独占禁止法の運用や競争政策の推進を通じて，一般消費者の利益を確保することが公正取引委員会の使命である。この使命を達成するためには，公
正取引委員会の職員一人一人がその個性と多様性を尊重され，それぞれの能力や経験を最大限発揮できる機会の提供を受けることにより，充実感ある仕事と生活が両立する
真のワークライフバランスの実現を図ることが必要であり，テレワークの推進はワークライフバランスの実現において重要な役割を担う取組として位置づけられる。
また，今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえると，正常時だけでなく非常時においても適切に行政サービスを提供できるようにするためにも，テレワークの推進は急務
となる。
公正取引委員会は，2025年度に向けて，業務の性質上テレワークの実施が不可能な業務を除き，より一層テレワークを勤務形態の一つとして定着させ，必要な者が必要な時に
テレワークを実施できる環境を整えることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワーク利用環境の整備に当たり，制度面，システム面，環境面及び業務改革面の各要素における障壁の有無を検討し，テレワークの推進を阻む要因を解消する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

これまで，ペーパーレス会議の実施環境の整備のため，管理職等にタッチパネル機能付き端末を配布しているほか，令和３年４月には，行政文書につき，紙媒体に代えて原則
電子媒体を正本とするための制度を整えた。
また，ペーパーレス会議の促進のため，令和３年度中には，無線LAN機能を持ったネットワークスイッチを導入し，一部の会議室で無線LAN環境を構築する予定。
さらに，令和４年度に予定している公正取引委員会ホームページシステムの更改に合わせて，行政手続のオンラインによる受付機能の拡充を検討する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

既に，テレワーク環境においても利用可能な文書編集機能，ウェブ会議機能，チャット機能を導入している。今後は，テレワーク集中検証期間等の機会を用いて利用者の使用感
をモニタリングし，継続的にテレワークの使い勝手の向上に努める。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

公正取引委員会の職員間の公用通話については，既に導入済みのチャットアプリの機能により可能となっている。
また，公正取引委員会の職員が外部と公用通話をする場合には，例えば出勤している職員がテレワーク中の職員に電話を転送するなど，テレワーク中の職員に業務上の通話
料の自己負担が発生しないように配慮する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

対面での対応が必要な業務など業務の性質上テレワークの実施が困難な業務があることを踏まえた上で，あらかじめ出勤した職員とテレワークを行う職員の業務分担について
担当者間による検討を行ったり，ウェブ会議機能やチャット機能等を活用することによりテレワーク中の職員と出勤した職員が容易にコミュニケーションを取ることができる環境と
整えることにより，テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

テレワークは対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり，業務上の不安や孤独を感じるおそれがあることを踏まえ，既に導入済みのチャットアプリの利用
を促進するなど，テレワークにおいても出社している際と同様のコミュニケーションが取れる環境を整備する。また，テレワーク実施中にもパワーハラスメントやセクシャルハラス
メント等が発生することを踏まえ，国家公務員ハラスメント防止週間などの機会を捉え，積極的にハラスメントの防止に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

現在，ウェブ会議システムを用いた幹部説明を実施しているところである。今後も積極的にウェブ会議システムを用いた幹部説明を実施するなど，幹部説明がテレワークの推進
の妨げにならないように取り組んでいく。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

対面での対応が求められる窓口業務など国民の多様なニーズに対応するためにテレワークの実施が不可能な業務を除き，原則として，全ての業務がテレワークの対象となる。
また，テレワークの実施が不可能な業務であっても，当該業務を交代制で対応するなどの方法により，各職員レベルでは全ての者がテレワークを実施できる環境を整える。

・テレワーク対象職員数

原則として，公正取引委員会の全職員（非常勤職員を含む。）をテレワークの対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワークは業務を効率的に行える側面がある一方，集中して業務に従事した結果，長時間労働になる可能性があることが指摘されている。公正取引委員会では，勤務時間管
理において，管理職が部下の超過勤務の状況及び理由をリアルタイムで把握できる機能等を備えた公正取引委員会独自の勤務時間管理システムにより勤務時間管理を実施
しており，今後も同システムを用いて適正に勤務時間管理を行う。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

当委員会では，職員の私用端末からリモートデスクトップ接続を利用して職場ＰＣを遠隔操作する方式によりテレワーク環境を構築しているが，これまで，アクセスの集中により
接続環境が不安定になるという課題を有していた。
この課題に対し，短期的な取組として，令和３年８月に，接続中継機器を増設することにより，理論上，全職員が同時にテレワークを実施できる環境を構築した。
今後は，機器増設後のテレワーク環境が安定的に稼働できるよう継続的に監視するとともに，中長期的には，現在の職員の私用端末に頼るテレワーク環境を見直し，職員が支
給端末を利用してテレワークできる環境の構築を目指し，システム面でより使い勝手の良い方法を検討する。
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府省等名 警察庁

組織名

作成日：2021年８月23日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

３．各府省等独自の取組

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」等適宜の機会を利用して、テレワークの実施状況等について集中的に検証する。

・情報システムの課題検証

前記（1）の会議体等において、テレワーク用の端末、ネットワーク回線容量の拡充等、より効果的なテレワークの充実に向け必要な機器及びシステムの整備を図る。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

職員アンケート等適宜の方法により、職員の意見等を把握し、より効果的なテレワークの実施に向け不断に取り組む。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

業務内容や成果物に関し、テレワーク実施前後における上司による確認を徹底するほか、業務開始・終了時における上司及び同僚との連絡等を実施することにより、テレワー
ク実施時の上司及び同僚との緊密なコミュニケーションの実施に努める。
その他、ハラスメント防止等のため、引き続き、職員に対する必要な研修や相談体制の整備・充実を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

引き続き、メール等を活用しての対面を前提としない決裁・報告を奨励する。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

職員アンケート等適宜の方法により、職員の自宅でのテレワーク環境等の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

既に全国に設置しているサテライトオフィスについて、職員のニーズ等を踏まえつつ拡大又は変更を検討する。

業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、必要な者が必要な時にテレワークを利用することができる環境整備を目指す。
上記に加え、いかなる環境下においても生産性を保ち必要な行政機能を維持する観点から、必要な規模のテレワークが滞りなく実施できるような体制を確立する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

情報システム部門の所属長を会長とする会議体において、必要な機器・システムの整備等について総合的かつ戦略的に検討し、上記基本理念を達成することのできる勤務環
境の確立を目指す。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

全ての職員がテレワークを行うことができることとし、現業業務等に従事する職員を除き、テレワークで通常業務が完結できることを目指す。

・テレワーク対象職員数（※）

内部部局及び附属・地方機関の職員のうち、現業業務等に従事する職員以外の職員
内部部局：約2,000人
附属・地方：約3,400人
（※）テレワークで通常業務が完結できる職員数

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

勤務時間管理のシステム化等により、テレワーク時の勤務時間管理を適正かつ効率的に実施するとともに、現在、当面の間の措置として実施しているテレワーク申請等の簡略
化について、職員の声等も踏まえつつ、継続を検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

効果的なテレワークの実施に向け、在勤官署と同様の業務が行えるシステム環境や必要十分な端末・通信回線の整備を含む検討を行い、令和５年度末までを目途に必要な
ハード環境の整備を目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

テレワーク時における決裁・報告等に際し、関係者間における円滑なコミュニケーションが可能となるよう、在勤官署での業務においても、幹部への報告をメール等で実施するな
ど、引き続き、ペーパーレス化を推進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

前記（３）のハード環境の整備に際し、在勤官署と同様の業務が行えるよう各種機能の充実を目指す。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

テレワーク中の私用携帯電話による業務上の通話料について、公費で負担する仕組みを既に導入しているところであり、使用状況等も踏まえつつ、回線数の拡大を含めた検討
を実施する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

業務内容等に応じ、在勤官署卓上電話の携帯電話への転送設定を行うこと等により、テレワーク中においても自らが担当する業務は自らが実施することを原則としつつ、情報
セキュリティ等の観点から出勤した職員が対応せざるを得ない状況が生じることを想定して平素から係内での情報共有等を徹底し、出勤した職員に業務負担が過度に偏ること
がないような環境を整備する。
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府省等名 カジノ管理委員会

組織名 カジノ管理委員会

作成日：2021年９月８日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児・介護等のために時間的制約がある職員、障害等のために日常生活・社会生活
上の制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワークライフバランスの観点からも重要である。
　今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う出勤回避の取組を受け、今までテレワークを未実施であった多くの職員がテレワークを実施し、令和３年５月19日時点で約68％
の職員がテレワークを実施するなど、テレワークは急速に浸透しつつあるが、一方で課題等も明らかになるなどしていることから、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下におい
ても必要な公務サービスを提供できるよう、また、テレワークを希望する職員がより生産性の高いテレワークを実施できるよう、令和７年度に向けて以下の取組を行う。

３．各府省等独自の取組

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画 （４）テレワーク実施

環境の整備

（５）マネジメント改革
の推進

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール
　
　カジノ管理委員会においては、令和２年３月から基幹ＬＡＮシステムであるカジノ管理委員会ＬＡＮシステムを運用しており、当該ＬＡＮシステムは世界最先端ＩＴ国家創造宣言に
おける「ＩＴサービスを活用した場所にとらわれない就業」や他省庁における庁舎外でのシンクライアント端末の利用に関する方法等を踏まえて構築を進めていたことから、全職
員がテレワーク勤務を実施することが可能なハード環境となっている。
　今後、当該ＬＡＮシステムの次期更改を迎えるに当たっても、情報セキュリティ対策に留意しつつ、テレワーク環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持できるよ
う、適切なハード環境の整備に取り組む。
　また、Ｗｅｂ会議の推進に向けて、Ｗｅｂ会議用マイクスピーカ装置等を導入するなどもしており、今後ともテレワークの進展に応じ、随時、適切な機器を導入していく。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）
　
　テレワーク勤務については、従前の現認を前提とした勤怠管理・労務管理等を行い難いこともあり、職員については、過度な超過勤務を招く可能性が、管理部門については、
勤怠管理・労務管理自体に係る業務増・負担増を招く可能性がある。このため、これらへの対応として、令和３年度から開始した超過勤務の事前承認、業務端末のログオン・ロ
グオフ記録を用いた勤務時間の見える化を一層徹底し、過度な超過勤務を招くことがないようにすることに加え、令和４年度までに勤務時間管理のシステム化を実現し、勤怠管
理・労務管理自体に係る業務増・負担増を招くことがないよう合理化するなど、テレワークに係る制度整備を行うこととする。
　また、テレワークの実施の申請、業務内容の確認等の手続の簡素化等の制度整備についても、上記勤務時間管理のシステム化に併せ実施する。
　なお、デジタル庁が各府省等のモデルケースとなるよう行う先進的な取組についても積極的に取り込み制度整備を行っていく。

・テレワーク利用に係る考え方
・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）
・テレワーク対象職員数

　カジノ管理委員会においては、ファイルサーバへのアクセス、ウェブ会議、チャット機能等の利用が可能となっており、希望する全職員がテレワークを実施できるよう、ハード・ソ
フト環境等は十分に整備されている。また、窓口業務等のテレワークの実施が困難な業務もないことから、原則として、希望する全職員がテレワーク勤務を実施することが可能
である。そのため、今後とも、希望する全職員がテレワークを実施できるよう、また、テレワーク環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持できるよう、現行水準と同
等のハード・ソフト環境等の維持を図ることを基本方針とする。
　また、その推進は、幹部職員の強力な監督の下、人事部門と情報システム部門が連携した体制で行われることが必要であることから、事務局長をトップとし、事務局次長、総
務企画部長、監督調査部長、総務課長、企画課長、監督総括課長及び事務局長が指名する者を構成員とするテレワーク推進会議を設置し行うこととする。

・行政文書の電子化
・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実
・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等
　
　カジノ管理委員会においては、ファイルサーバへのアクセス、ウェブ会議、チャット機能等の利用が可能となっており、希望する全職員がテレワークを実施できるよう、ハード・ソ
フト環境等は十分に整備されている。また、行政文書についても、カジノ管理委員会設立以降、保存・管理及び各種決裁について電子化されている状況にある。
　他方で、テレワーク中に公用通話を行う必要があり、職員の私物の携帯電話端末等を使用せざるを得ない場合には、通話料は個人負担となる状況にある。このため、この場
合における職員の自己負担を求めない仕組みについて、内閣人事局及び人事院におけるテレワークに関する国家公務員の経費の負担等の在り方の検討を踏まえ、整備に向
けた検討を行う。

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保
・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　希望する職員がテレワークを実施する一方、割り振られた業務や職位によってはテレワークを比較的実施しにくい職員がおり、これらの職員への業務集中が課題となってい
る。このため、管理職はこれらの職員を適切にフォローするとともに、業務分担の適正化等の一方策として輪番制の導入を行うなどに取り組む。併せて、幹部職員は職員からの
案件説明等のオンライン化など積極的に取り組む。
　また、テレワークは対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があるため、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあ
ることから、定期的な１ｏｎ１ミーティング等を設定するなどし、部下職員のメンタルヘルスに注意する。

・テレワーク集中検証期間の設定
・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等
　
　テレワークについては、今後とも継続的に実施していくことが重要であり、そのためには、これまでにテレワークを実施してこなかった職員に実施を促す、多くの職員が一斉に
実施する期間を設けるなどの積極的な取組が重要である。そのため、「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」を活用し、集中的な取り組みを行うとともに、その結果についてア
ンケートを実施するなどフォローアップし、テレワーク実施に係る課題の検証と改善を行うこととする。また、併せて、当該期間を活用して、システム稼働状況等の検証も行う。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握
　
　サテライトオフィスの設置は、カジノ管理委員会の人員規模や予算規模では独自の施設を整備することは困難であることから、他府省の整備状況や職員のテレワーク時の執
務環境等も把握しつつ、共用等も含め検討を行っていく。また、自宅にWi-Fi環境がない職員については、Wi-Fiルーターの貸し出しを行っており、今後とも、自宅のテレワーク環
境の拡充の支援等も併せ取り組んでいく。

・サテライトオフィスの設置等

　（「自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握」に併せ記載）
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府省等名 個人情報保護委員会

組織名

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

◆単身赴任を理由としたテレワーク実施希望者はいない。

・サテライトオフィスの設置等

◆個人情報保護委員会は支所等の地方部局がなく、遠方からの通勤者がいないことに加え、サテライトオフィスを希望する者もほとんどいないことから設置は行わない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

◆テレワーク関係府省連絡会議やテレワーク推進フォーラムが実施する「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」等の機会に合わせて、適宜、検証期間を設定し実施する。

・情報システムの課題検証

◆テレワーク実施時における問い合わせの発生状況等を確認し、必要に応じて内容の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

◆テレワーク集中検証期間等の取組みや、基幹LANの更改後等のタイミングで、職員に対するアンケート調査を行い、テレワーク実施職員からの意見や改善要望を集約し、必
要な対策を検討・実施する。

各府省等テレワーク推進計画

◆テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備する。
◆業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、テレワークを勤務形態の一つとして定着させ、必要な者が必要な時に当該業務を本格的に活用できるようにする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

◆事務局次長をトップとして、総務課長、総務課企画官（総括及び人事・会計担当）、システム担当調査官及び総務課（総括担当、人事担当、システム担当）で構成する「個人情
報保護委員会テレワーク推進チーム」において、事務局職員の働き方の見直し、テレワークに必要な環境整備等を検討し、各担当部署と連携しながらテレワークを推進してい
く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

◆「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年3月25日　内閣総理大臣決定）に基づき、行政文書の電子化をすすめる。また、その推進のため、共有フォルダ
の整理や、紙媒体の電子媒体への積極的な電子変換を進め、テレワーク実施時においても、必要な資料をオンライン経由で閲覧、編集、整理等ができるようにする。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

◆基幹LANの更改にあわせ、端末の処理能力等の向上、共有・個人用ドライブの容量確保、コミュニケーションツールの増強等を図る。
◆Web会議の必要性が増大しているところ、Web会議の開催に必要となる機器の増強を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

◆テレワーク実施者との通話に際しては、職場電話からの発信によることとし、職員個人の通話料負担を発生させないようにする。
◆基幹LAN更改のタイミングで新たなコミュニケーションツール（TeamsやSlack等）の導入検討を行い、私用スマートフォン等を利用しなくてもよい環境の整備を図る。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

◆出勤した職員は、重要な意思決定の判断を目的とした上司への報告や関係省庁との重要な調整に係る業務を行い、テレワーク中の職員は、資料の作成や整理、業務知識の
積極的な取得等を実施することで、出勤中の職員が行う判断根拠となる資料作成や情報の整理を行う。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

◆テレワーク中の職員に対して過度な連絡を要求したり、プライバシーに関する監視となるような言動とならないよう、特に管理職員を対象として、テレワーク環境における部下
職員とのコミュニケーション方法について、理解を深めるよう周知する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

◆幹部への説明を行う際には、全内容の詳細をメールのみで行うのではなく、予め出勤時に概要や方針を対面で伝えておくことや必要に応じてオンラインで説明する等、複数の
コミュニケーションの方法を活用し、認識の相違が生じない工夫を行う。
◆幹部職員は、自身に対する部下職員からの説明等について、メールやオンラインによる方法を推奨し、また、オンラインで説明等を受ける際にも、対面ではないことによる意思
疎通の制約があることを理解したうえで、コミュニケーションを図るものとする。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

◆データ入力や各種資料作成
◆電話・メール等による問合せ対応
◆Web会議による打ち合わせへの参加
◆研修受講や自己研鑽

・テレワーク対象職員数

◆テレワークの実施が不可能な業務を除き、テレワーク勤務を必要とする職員全員が、テレワーク勤務に従事できることを目標とする。
◆新型コロナ禍における、緊急事態宣言及び蔓えん防止等重点措置を実施すべき地域の対象となっている期間については、出勤対象者の7割がテレワークに従事することを目
標とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

◆事務局職員がテレワーク勤務を実施するにあたっては、「個人情報保護委員会事務局テレワーク実施要領」に拠り行うものとする。
◆テレワーク実施の管理について、実施者は上司へ勤務状況の連絡や業務の進捗具合の報告を電子メール等で行う。また、超過勤務を行う必要性が生じた場合には、事前に
在庁見込み時間を専用ファイルに記載する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

◆全職員にテレワークが可能な端末の配布を行うよう調整する。
◆基幹LANの更改にあわせ、端末の処理能力等の向上、共有・個人ドライブの容量確保、コミュニケーションツールの増強等を図る。
◆Web会議の必要性が増大しているところ、Web会議の開催に必要となる機器の増強を図る。
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府省等名 金融庁

組織名

作成日：2021年８月19日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

保育施設との関係等により、本人の希望によらず職場への復帰が困難な場合には、原則としてテレワークのみで対応できる業務に配属すること等により、早期復帰が可能となる
よう配慮する。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

配偶者の一時的な地方転勤への同行又は地方在住の親の介護のため、職員が一時的に遠隔地に転居することを希望する場合への対応として、転居先の自宅から金融庁の業
務をテレワークで行う取組を導入（令和３年６月）したところ。今後、職員のニーズ等を踏まえ、改善の必要性等を検討していく。

・サテライトオフィスの設置等

金融庁は地方支分部局を持たないが、 職員の声を継続的に把握し、テレワーク環境の更なる充実に取り組んでいく。また、内閣人事局が各府省等と連携して設置する試行的な
サテライトオフィスを活用し、非常時における業務継続の観点等も踏まえ、課題などについて検証する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」等といった機会を活用しつつ、金融庁独自のテレワーク集中取組期間の設定を検討する。

・情報システムの課題検証

金融庁独自のテレワーク集中取組期間等といった機会を活用しつつ、テレワークに関するアンケート調査を実施し、テレワークに係る実施環境やハード環境（システムの動作状
況や職員の生産性等含む）についての課題などについて検証する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

月次で職員のテレワーク実施状況の集計を行うほか、事務年度に１度実施する職員満足度調査やテレワークに関するアンケート等の結果を踏まえ、更なる改善に努める。

各府省等テレワーク推進計画

金融庁では、「女性職員活躍と職員のワークライフバランス推進のための取組計画」（令和３年４月）において、業務の見直しや効率化、デジタル化の推進、及びマネジメント改革
を働き方改革の主軸に据えることにより、長時間労働の是正、働く場所や時間の柔軟化による効率的な業務遂行を可能にするとともに、あらゆる職員が最大限に能力を発揮し、
充実感のある仕事と生活を両立できるよう、真のワークライフバランスを実現していくことを掲げている。
テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児 ・ 介護等のために時間制約がある職員等も含め、あらゆる職員が活躍できる環境
を整備する観点からも重要である。政府として、令和７年度までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供
できる体制を整備することとしており、「国家公務員テレワーク・ロードマップ」（平成27年１月21日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定：令和３年３月29日改日））に基づ
き、金融庁としても、テレワークの積極的な推進を図る。
金融庁では、全職員が職員PCを持ち帰りテレワークを実施することができるハード環境を整備しており、ほとんどの業務をテレワークでも実施できる環境となっている。緊急事態
宣言下においては、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期しつつ、必要な行政機能を維持することを大前提として、業務プロセスの見直しなどの工夫を行い、テレワーク等
により、「７割」を目指して職員の出勤回避（終日）に取り組み、多くの職員がテレワークを活用しているところであるが、ポストコロナにおいても、テレワークを特別な働き方として位
置付けるのではなく、職場勤務と変わらない通常の働き方の一つとして定着させていくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

１．基本理念・目標に記載のとおり、金融庁としてテレワークの積極的な推進を図る。具体的には、総括審議官が責任を有する人事部門・働き方改革部門・情報システム部門にお
いて、各部門間の連携を図りながらテレワークの推進に取り組む。
テレワークにおいても職場勤務と同等の服務規律（職務専念義務や勤務時間等服務上の関連規則の遵守等）を確保する必要がある一方、テレワーク実施環境の整備により、
ウェブ会議機能、チャット機能、ポータルサイト等を活用した業務上のコミュニケーションを密に行うことが可能になっていることに加え、在席状態や勤務時間のシステム管理も可
能となっている。これらの環境整備の進展も踏まえ、テレワークの実施手続や管理等が職場勤務と比して過度なものとならないよう、必要な簡素化等を図る。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

各課室において、働き方改革に加え、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持する観点から、業務の特性を踏まえつつ、原則としてテレワークにおいて完結できるよう
に業務プロセスを見直すこととしており、その一環として行政文書の電子化も推進する。
幹部説明や各種会議等についてオンラインでの実施を積極的に進めているところであり、その説明資料や会議資料等についての電子化も進めている。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク中に共用フォルダにアクセスして行政文書を編集できる機能、ウェブ会議機能、チャット機能を導入し 、テレワークの効率性・ 生産性の向上を図る取組を既に実施して
いるが、 情報技術の進展や利用する職員の声を把握し、テレワーク環境の更なる充実に向けた検討を継続していく。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

職員所有のスマートフォンに導入することで公費負担により業務上の通話を行うことができるモバイルアプリ（BYOD）を既に導入している。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

職場に出勤している職員に業務が集中する、対面の際のようなあうんの呼吸は通じない、会話が減り心身にストレスを感じるといった職員の声が聞かれることから、それらの声を
踏まえ、テレワークを先進的に実施している企業等の有識者による職員向け講演会を実施している。
また、ポータルサイトにおいて、テレワーク中の職員がいることを前提とした業務の進め方や、テレワーク実施者とのコミュニケーションのポイント・好事例として、職場固定電話の
自動転送機能の活用、雑談も含めたこまめなコミュニケーションの慫慂などを掲載して職員への周知を行っているところ、これらの取組を継続していくなど、引き続き、テレワーク
に対応したマネジメント能力の向上に努めていく 。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

心の専門家によるカウンセリング（テレワークでも相談可能）を水曜日を除く毎日対応できるよう体制を拡充している。また、職員が仕事内容（満足度）、人間関係、健康状態（睡眠
状況）に関するごく簡単なアンケートに回答することで、職員の心身状態のフォローや職場環境の改善に活用する「パルスサーベイ」を定期的に実施している。引き続き、定期的
な情報発信や研修を実施し、職員のメンタルヘルスの確保に努めていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

オンラインによる会議や幹部説明を実施しており、案件の緊急性、重要性等に留意しつつ、更なる活用を進めていく 。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

基本的にはすべての業務がテレワークの対象業務であり、業務の性質上、これまでテレワークが困難とされてきた業務についても、原則としてテレワークで完結できるよう、業務
プロセスの見直し等を実施する（例えば、国会対応業務等については、国会答弁作成業務や審査業務についてポータルサイトを活用し、テレワークでも支障なく遂行できる業務
プロセスの見直しを行っている）。
調査・検査や相談窓口業務等については、それ自体は物理的に現場で実施することが必要となる業務であるが、例えば事前準備や事後処理の段階など、一連の業務プロセス
の中でテレワークでも実施可能なものも考えられることから、テレワークの対象業務から除外することはしていない。

・テレワーク対象職員数

全職員（非常勤職員を含む）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク時を含め、各職員の勤務時間を勤務時間申告簿（Excel）により電子的に一元管理しており、超過勤務を行う場合は、定時終了時刻までに勤務時間申告簿に業務終了
予定時刻や業務内容等を入力し、課室長等が事前確認を行うこととしている。事後的にも課室長等が勤務時間申告簿を閲覧し、各職員の超過勤務実施状況を確認することとし
ている。こうした取組により、テレワーク時を含め、各職員の勤務時間の把握が可能となっているが、引き続き、適正な勤務時間の管理を進めていく。
また、職員PCの使用時間の記録を利用した勤務時間の客観的な把握を同時に進めていく。
在宅での超過勤務について、これまで国会対応や国際関係等の特定の業務を行っている職員について事前登録をした上での実施を認めてきたが、テレワーク環境整備の進展
や、ポストコロナにおいてテレワークを通常の働き方の一つとして定着させることを見据え、職場勤務の場合と同様の事前・事後の把握・管理を前提として、対象業務等の限定を
廃止した（令和３年６月）。
テレワーク実施の申請、業務内容の事前・事後の報告手続等の改善についても検討を行うこととしており、内閣官房情報技術（IT）総合戦略室や内閣人事局から今後提供される
助言等を参考に、引き続き改善に努める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

全職員が職員 PC の持ち帰りによりテレワークが実施できる環境を整備しているほか、全職員が一斉にテレワークを実施することが可能な回線容量も整備している 。テレワーク
中の共有フォルダへのアクセスが可能な環境や、チャット機能、庁外の利用者も参加可能なウェブ会議機能を導入しており、加えて、モバイルアプリ（以下、BYOD）を導入し、公
費負担により業務上の通話や、、業務上のメールの閲覧が可能となっている。また、軽量パソコンへの置換を進めるなど、テレワーク環境の更なる改善を推進しているが、 情報
技術の進展や利用する職員の声を把握し、テレワーク環境の更なる充実に向けた検討を継続していく 。
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府省等名 消費者庁

組織名

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

現場での作業が必要となる業務を除き、原則としてすべての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

全職員を対象とする。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

いかなる環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持する観点から、インターネット接続機器の拡充や公用携帯の運用改善を通じ、必要なテレワークのハード環境
の整備を図る。

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握
・サテライトオフィスの設置等

内閣人事局が実施する試行を踏まえ、当庁におけるサテライトオフィスのあり方について検討する。

・テレワーク集中検証期間の設定
・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

「テレワーク・デイズ」等の機会を利用した定期的なアンケート調査等を通じて制度面や情報システム面の課題を把握し、改善に努めるとともに、実施職員の満足度等のモニタリ
ングを行い、改善の効果を測定する。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

システム化により勤務時間の「見える化」を図り、管理職が職員のテレワーク時の超過勤務状況を容易に把握できるようにするとともに、テレワーク実施申請手続の簡略化を図
る。

各府省等テレワーク推進計画

2025年度（令和７年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備する。

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

上記テレワークに係る基本理念を実現するため、消費者庁CIOと女性活躍・ワークライフバランス推進担当官が連携してテレワーク利用環境の整備に当たる。

３．各府省等独自の取組

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

テレワーク中の生産性の改善に向けて、行政文書の電磁記録化を進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

シンクライアント端末で利用可能なウェブ会議機能の充実を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について、職員の自己負担を求めない仕組みの導入を図る。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

外部からの電話がテレワーク中の職員の携帯電話につながるようにする仕組みを導入するなど、出勤職員への業務集中の軽減を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

管理職向けの研修等を通じ、リモート・ハラスメント対策を講ずる。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

管理職向けの研修等を通じ、上司の的確なマネジメントや職員間の積極的な情報共有などでコミュニケーションを促進する等孤立感・疎外感を緩和する取組を行う。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（６）サテライトオフィ
スの整備等
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府省等名 復興庁

組織名 復興庁

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　出勤が前提となる業務（庁舎管理、官用車運転・管理業務及び災害時緊急対応業務等）以外の業務をテレワークの対象とし、いかなる環境下においても必要な行政機能を維
持する観点から、テレワークにおいて業務が完結できるよう、適宜、業務プロセスの見直しを行う。

・テレワーク対象職員数

　出勤が前提となる業務以外の業務に従事している職員（約200人）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　令和２年10月に「復興庁におけるテレワーク実施要領」を制定し、テレワーク申請・承認の簡素化やメールによる勤務の開始・終了の報告を行っている。
　今後は、勤怠管理システムを導入し、勤務時間を「見える化」することにより、テレワーク時における勤怠管理の効率化や長時間労働対策など勤務時間管理の適正化を図る。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　現状では、テレワークの対象となる全職員が業務端末を利用してテレワークを実施できるほか、ウェブ会議用にタブレット端末の貸し出しや自宅にWi-Fi環境がない職員に対し
ては、Wi-Fiルーターの貸し出しを行い、ハード環境の整備を図っている。
　引き続き、業務上のニーズや職員の声を踏まえ、ＬＡＮ更改等のタイミングも見据えながら、情報セキュリティに留意しつつ、必要に応じテレワークのハード環境の整備を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　これまで復興庁においては、平成27年１月に策定された国家公務員テレワークロードマップ及び復興庁におけるテレワークの試行について（平成27年２月13日事務次官決定）
並びに復興庁におけるテレワーク実施要領（令和２年10月１日事務次官決定）に基づき、業務の性質上テレワークの実施が不可能な場合を除き、テレワークを勤務形態の一つ
として定着させ、必要な者が必要な時にできるよう、職員の意識の醸成やハード面の環境整備を進めてきた。
　また、令和２年４月からは、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、テレワークを活用し、積極的な出勤回避に努めてきた。
　このような中で、令和２年12月に改訂された「デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）において、「2025年度（令和７年度）までに、テレワークを活用すること
で、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供する体制を整備する」との目標が定められた。
　このため、復興庁テレワーク推進計画を策定し、出勤を前提とする業務を除き、テレワークで業務が完結できるよう、テレワークの取組の中で明らかになった課題については業
務の見直しやハード面の環境整備等を図りつつ、テレワークの更なる推進を図ることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　テレワーク利用にあたっては、育児、介護等のために時間制約がある職員や障害等のために日常生活・社会生活上の制約がある職員に限らず、業務の性質上、テレワークが
不可能な場合を除き、職員がテレワークを一般的な勤務形態の一つとして、必要な者が必要な時にできるよう定着させるとともに、新型コロナウイルス感染症をはじめとする緊
急時においては、出勤回避を一定期間実施しても、最低限の業務継続が可能な体制を構築する。
　また、これらを実効的に推進するため、統括官（官房業務担当）の指揮・監督の下、総括班人事担当とシステム担当等を中心とした体制を整備する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　これまでも決裁の原則電子決裁化や行政文書のペーパーレス化を図るとともに、本年７月からは旅費システムの導入を行ったところである。
　引き続き行政文書のペーパーレス化や勤務時間管理システムの導入による出勤簿等の電子化を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　現状では、テレワークを行う際の業務端末は、文書編集機能、ウェブ会議機能及びチャット機能が対応可能となっている。
　今後は、これらの機能を利用しやすくするためのマニュアル等を整備・周知するとともに、機能の充実を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　現状では、テレワーク中に公用通話を行う必要がある場合は、職員の私物の携帯電話端末等を用いることにより、通話料を個人負担していることから、職員の自己負担を求め
ない仕組みとして、モバイルアプリの導入を早期に図る。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　現状では、職場に出勤している職員に業務が集中するなどの傾向が見られることから、管理職員は特定の職員に業務が集中しないよう、適宜、業務の調整を行う。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク等の在宅勤務においては、日常生活を行う場で業務を行うことによるストレスや対面と比較してコミュニケーションが取りづらいこと等による心身の健康への影響、テ
レワーク実施中における各種ハラスメントによるメンタル面での影響が懸念される。
　このため、既存の相談窓口の周知を行うとともに、テレワーク中の職員に対する管理職員等による定期的なコミュニケーションの実施や出勤時における面談等を通じて、メンタ
ルヘルスの確保を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　幹部説明をメールで行うなど、必ずしも対面を必要としないコミュニケーションの手法について検討を進めるとともに、幹部側からも非対面での説明を推奨するなど、説明の効
率化を進める。
　また、部下職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、管理職員は積極的にテレワークを実施する。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　本庁の職員が現場で一定期間業務を行うことが効果的な場合や単身赴任者等の実家付近での勤務の希望など職員のニーズを把握する。

・サテライトオフィスの設置等

　本庁の職員が現場で一定期間業務を行うことが効果的な場合や単身赴任者等の実家付近での勤務の希望など職員のニーズを踏まえ、令和３年度中に内閣人事局と連携し、
サテライトオフィス勤務に試行的に取組み、効果や課題等を整理すること等により検討を進める。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　政府全体の取組等の機会と連携してテレワーク集中検証期間を設定する。

・情報システムの課題検証

　政府全体の取組等の機会を捉えて、職員アンケートを行うことにより課題を把握し、改善に向けた検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　政府全体の取組等の機会を捉えて、職員アンケートを行うことにより課題を把握し、改善に向けた検討を行う。
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府省等名 総務省

組織名
本省、
外局（消防庁・公害等調整委員会事務局）

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

 毎年、全職員を対象とした職員アンケートを実施し、職員のテレワーク時の執務環境や職員の満足度等をモニタリングするとともに、職員の意見を把握する。また、調査結果は部
局等の単位でフィードバックするなどにより、管理職のマネジメント、職場の改善、研修に反映する。

・サテライトオフィスの設置等

 総務省では、平成30年以降、地方支分部局等の事務室などのスペースを活用したサテライトオフィスを設置しており、引き続き、必要に応じてサテライトオフィスを活用できるよ
う、大臣官房秘書課において、活用方法の周知及び実施環境の整備を行うこととする。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

 総務省では、毎年、夏期の一定期間を働き方改革の集中取組期間とし、当該期間中、より多くの職員へ積極的なテレワーク勤務を促す取組を実施している。引き続き、同期間に
おける取組を実施することとし、総務省におけるテレワーク勤務が、日常の働き方として更に定着するよう、その実施を強力に推進する。

・情報システムの課題検証

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等
 各部局で行われた取組や工夫、課題やその克服方法について整理するとともに、取りまとめた内容については、推進委員会において、情報共有する。
 さらに、毎年、全職員を対象とした職員アンケートを実施し、職員のテレワーク時の執務環境や職員の満足度等をモニタリングするとともに、職員の意見を把握する。また、調査
結果は部局等の単位でフィードバックするなどにより、管理職のマネジメント、職場の改善、研修に反映する。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として、他律的業務及び現場での対応が必要な業務を除いた全ての業務をテレワーク勤務の対象とする。なお、これまでテレワークによる実施が困難であった以下の業務
についても、可能な限りテレワーク勤務で業務が完結できることを目指し、各部局において業務プロセスの見直し等を検討する。
・総務系業務
・国会関係業務
・電話・窓口対応業務
・電子化が困難な業務
・その他対面での説明や迅速な調整等を要する業務

・テレワーク対象職員数

　引き続き、原則として、総務省に勤務する全ての職員をテレワーク勤務の対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク勤務では、職員の勤務状況等が把握しにくい側面があることから、テレワーク勤務時における勤務時間管理については、職員の勤務時間を「見える化」し、実態を把
握した上で適切な勤務時間管理を行うため、勤務時間管理のシステム化についての検討を進める。システム化するまでの間も、マクロを活用した業務端末の使用時間の記録等
による客観的データの活用により、管理職員は部下職員の勤務時間並びに超過勤務の状況及び理由を適切に把握する。
　また、服務・勤務時間制度改正等の機会を捉えて、手続きの簡略化等、テレワーク実施要領の見直し等を行うことにより、規程面からも、テレワーク実施環境の整備を図る。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　デジタル・ガバメント実行計画に基づき、大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室において、これまでもLAN更改等のタイミングでコミュニケーションツールの導入等
を進めてきたところである。現在、LAN端末の持ち帰りによるテレワーク勤務が可能となっているところであるが、次期総務省LANの導入（令和３年10月に予定）に伴い、LAN端末
の更改・アップデートを順次行っていき、端末の軽量化を図るとともに、許可を得た私用端末によるテレワークを可能とするなど、引き続き、安全かつ快適にテレワークを行える環
境を実現することを目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　令和２年に、総務省内の内部手続きにおける押印等の見直しを実施し、多くの事務手続きにおける電子化を進めてきた。引き続き、各部局において、業務における紙文化の見
直し・ペーパーレス化、オフィス環境の見直しなど効率的な働き方に向けた創意工夫を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

 現在、テレワーク勤務においても、職場勤務と同様、文書編集機能やSkypefor business によるウェブ会議機能、チャット機能等の利用が可能であるが、府省間でのウェブ会議環
境の実現に向け内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室（令和３年９月以降はデジタル庁）とも連携するなど、Skype forbusiness 以外のウェブ会議機能等の利用に向けても取り組
むこととする。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入

 業務上の通話料については、既に本省の一部において職員のスマートフォンを用いた通話アプリを導入しており、引き続き市場で提供される通信サービスの動向等を踏まえ、最
適な通話方法について検討を進める。本省以外の機関においても各々の通信施設の状況を踏まえ、最適な通話方法について検討を進める。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワーク勤務は、時間と場所を有効活用できることで、柔軟な働き方を可能とするものであり、また、非常時における業務継続を可能とする手段としても有効であり、総務省に
おいては、原則として、総務省LANを使用する全ての職員及び業務について、テレワーク勤務が可能となるよう環境整備を行ってきたところである。この状況を踏まえ、今後は、テ
レワークの実施回数（量）のみを追い求めるのではなく、テレワーク勤務の質の向上を図ることにより、2025年度（令和７年度）までに、総務省におけるテレワーク勤務を、日常の働
き方として、更に定着させることを目指すこととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　総務省では、「総務省における女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」（平成28年３月22日総務大臣決定。令和３年４月１日一部改正）を策定し、大臣官
房長を委員長とし、各部局の総務課長等を構成員とする「働き方改革推進委員会（以下「推進委員会」という。）」において、テレワークの活用を始めとした働き方改革を進めてい
るところである。
　今後も、推進委員会が本計画の推進体制の中核となり、省内のテレワーク環境の整備・推進については、大臣官房各課がそれぞれの所掌に応じて外局・地方支分部局等も含
めた各職場・各職員の声を幅広くくみ取りつつ、継続的に取り組む。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

 テレワーク勤務中の職員がいる職場において、出勤中の職員に業務負担が集中することがないようマネジメントすることが求められる。
 管理職員は、超過勤務時間及び業務内容の事前申告を確認し、申告どおりとならなかった場合にはその理由を確認するなど、業務の進め方についての指導、適切かつ柔軟な
業務分担や業務の優先順位付け等を行い、勤務時間管理及び健康管理の徹底を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

 自宅等でテレワークを実施する職員が増加したことにより、職員同士のコミュニケーション不足や職員の心身の変調が気づかれにくくなる場合が多い。このような状況のもと、職
員の心の健康について、対策を講じていく必要がある。以上のことから、大臣官房会計課厚生企画管理室において、引き続き職員の心の健康の保持増進に関わる対策として、ス
トレスチェック（メンタルヘルスチェック）を実施するとともに、電話による健康相談や専門家によるメンタルヘルスカウンセリング等を実施し、心の健康管理対策の充実を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

 職員同士の適切なコミュニケーションは、チーム全体の業務継続、生産性向上に繋がるだけでなく、職員一人ひとりの自立した働き方にも繋がる。
 管理職員は、日ごろから、部下とのコミュニケーションを円滑に行うことにより、職場全体の業務継続・生産性向上に繋げることとし、日頃から部下が相談しやすいような工夫を行
うことや、指示内容や期限を明瞭にするよう努める。
 職員は、対面接触を伴わない形でも効率的に業務運営できるよう、テレワーク時や幹部説明、府省間の打合せ等にWeb会議を積極的に活用し、その習熟に努める。
また、テレワーク勤務者とこまめにコミュニケーションを取ることにより、情報の共有及びテレワーク勤務者の孤独感や不安感を払拭するとともに、出勤している他の職員の負担を
軽減することとする。
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府省等名 総務省

組織名
管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター、
総合通信局・総合通信事務所

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

 毎年、全職員を対象とした職員アンケートを実施し、職員のテレワーク時の執務環境や職員の満足度等をモニタリングするとともに、職員の意見を把握する。また、調査結果は
部局等の単位でフィードバックするなどにより、管理職のマネジメント、職場の改善、研修に反映する。

・サテライトオフィスの設置等

 総務省では、平成30年以降、地方支分部局等の事務室などのスペースを活用したサテライトオフィスを設置しており、引き続き、必要に応じてサテライトオフィスを活用できるよ
う、大臣官房秘書課において、活用方法の周知及び実施環境の整備を行うこととする。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

 総務省では、毎年、夏期の一定期間を働き方改革の集中取組期間とし、当該期間中、より多くの職員へ積極的なテレワーク勤務を促す取組を実施している。引き続き、同期間
における取組を実施することとし、総務省におけるテレワーク勤務が、日常の働き方として更に定着するよう、その実施を強力に推進する。

・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

 各部局で行われた取組や工夫、課題やその克服方法について整理するとともに、取りまとめた内容については、推進委員会において、情報共有する。
 さらに、毎年、全職員を対象とした職員アンケートを実施し、職員のテレワーク時の執務環境や職員の満足度等をモニタリングするとともに、職員の意見を把握する。また、調査
結果は部局等の単位でフィードバックするなどにより、管理職のマネジメント、職場の改善、研修に反映する。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワーク勤務は、時間と場所を有効活用できることで、柔軟な働き方を可能とするものであり、また、非常時における業務継続を可能とする手段としても有効であり、総務省に
おいては、原則として、総務省LANを使用する全ての職員及び業務について、テレワーク勤務が可能となるよう環境整備を行ってきたところである。この状況を踏まえ、今後は、
テレワークの実施回数（量）のみを追い求めるのではなく、テレワーク勤務の質の向上を図ることにより、2025年度（令和７年度）までに、総務省におけるテレワーク勤務を、日常
の働き方として、更に定着させることを目指すこととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　総務省では、「総務省における女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」（平成28年３月22日総務大臣決定。令和３年４月１日一部改正）を策定し、大臣官
房長を委員長とし、各部局の総務課長等を構成員とする「働き方改革推進委員会（以下「推進委員会」という。）」において、テレワークの活用を始めとした働き方改革を進めてい
るところである。
　今後も、推進委員会が本計画の推進体制の中核となり、省内のテレワーク環境の整備・推進については、大臣官房各課がそれぞれの所掌に応じて外局・地方支分部局等も含
めた各職場・各職員の声を幅広くくみ取りつつ、継続的に取り組む。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　令和２年に、総務省内の内部手続きにおける押印等の見直しを実施し、多くの事務手続きにおける電子化を進めてきた。引き続き、各部局において、業務における紙文化の見
直し・ペーパーレス化、オフィス環境の見直しなど効率的な働き方に向けた創意工夫を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

 現在、テレワーク勤務においても、職場勤務と同様、文書編集機能やSkypefor business によるウェブ会議機能、チャット機能等の利用が可能であるが、府省間でのウェブ会議
環境の実現に向け内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室（令和３年９月以降はデジタル庁）とも連携するなど、Skype forbusiness 以外のウェブ会議機能等の利用に向けても取
り組むこととする。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入

各々の通信施設の状況を踏まえ、最適な通話方法について検討を進める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

 テレワーク勤務中の職員がいる職場において、出勤中の職員に業務負担が集中することがないようマネジメントすることが求められる。
 管理職員は、超過勤務時間及び業務内容の事前申告を確認し、申告どおりとならなかった場合にはその理由を確認するなど、業務の進め方についての指導、適切かつ柔軟な
業務分担や業務の優先順位付け等を行い、勤務時間管理及び健康管理の徹底を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

 自宅等でテレワークを実施する職員が増加したことにより、職員同士のコミュニケーション不足や職員の心身の変調が気づかれにくくなる場合が多い。このような状況のもと、職
員の心の健康について、対策を講じていく必要がある。以上のことから、大臣官房会計課厚生企画管理室において、引き続き職員の心の健康の保持増進に関わる対策として、
ストレスチェック（メンタルヘルスチェック）を実施するとともに、電話による健康相談や専門家によるメンタルヘルスカウンセリング等を実施し、心の健康管理対策の充実を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

 職員同士の適切なコミュニケーションは、チーム全体の業務継続、生産性向上に繋がるだけでなく、職員一人ひとりの自立した働き方にも繋がる。
 管理職員は、日ごろから、部下とのコミュニケーションを円滑に行うことにより、職場全体の業務継続・生産性向上に繋げることとし、日頃から部下が相談しやすいような工夫を
行うことや、指示内容や期限を明瞭にするよう努める。
 職員は、対面接触を伴わない形でも効率的に業務運営できるよう、テレワーク時や幹部説明、府省間の打合せ等にWeb会議を積極的に活用し、その習熟に努める。
また、テレワーク勤務者とこまめにコミュニケーションを取ることにより、情報の共有及びテレワーク勤務者の孤独感や不安感を払拭するとともに、出勤している他の職員の負担
を軽減することとする。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として、他律的業務及び現場での対応が必要な業務を除いた全ての業務をテレワーク勤務の対象とする。なお、これまでテレワークによる実施が困難であった以下の業務
についても、可能な限りテレワーク勤務で業務が完結できることを目指し、各部局において業務プロセスの見直し等を検討する。
・総務系業務
・国会関係業務　※本省のみ
・電話・窓口対応業務
・電子化が困難な業務
・その他対面での説明や迅速な調整等を要する業務

・テレワーク対象職員数

　引き続き、原則として、総務省に勤務する全ての職員をテレワーク勤務の対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク勤務では、職員の勤務状況等が把握しにくい側面があることから、テレワーク勤務時における勤務時間管理については、職員の勤務時間を「見える化」し、実態を把
握した上で適切な勤務時間管理を行うため、勤務時間管理のシステム化についての検討を進める。システム化するまでの間も、マクロを活用した業務端末の使用時間の記録等
による客観的データの活用により、管理職員は部下職員の勤務時間並びに超過勤務の状況及び理由を適切に把握する。
　また、服務・勤務時間制度改正等の機会を捉えて、手続きの簡略化等、テレワーク実施要領の見直し等を行うことにより、規程面からも、テレワーク実施環境の整備を図る。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　デジタル・ガバメント実行計画に基づき、大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室において、これまでもLAN更改等のタイミングでコミュニケーションツールの導入等
を進めてきたところである。現在、LAN端末の持ち帰りによるテレワーク勤務が可能となっているところであるが、次期総務省LANの導入（令和３年10月に予定）に伴い、LAN端末
の更改・アップデートを順次行っていき、端末の軽量化を図るとともに、許可を得た私用端末によるテレワークを可能とするなど、引き続き、安全かつ快適にテレワークを行える環
境を実現することを目指す。
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組織名 情報通信政策研究所、統計研究研修所、自治大学校、消防大学校
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１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

 毎年、全職員を対象とした職員アンケートを実施し、職員のテレワーク時の執務環境や職員の満足度等をモニタリングするとともに、職員の意見を把握する。また、調査結果は
部局等の単位でフィードバックするなどにより、管理職のマネジメント、職場の改善、研修に反映する。

・サテライトオフィスの設置等

 総務省では、平成30年以降、地方支分部局等の事務室などのスペースを活用したサテライトオフィスを設置しており、引き続き、必要に応じてサテライトオフィスを活用できるよ
う、大臣官房秘書課において、活用方法の周知及び実施環境の整備を行うこととする。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

 総務省では、毎年、夏期の一定期間を働き方改革の集中取組期間とし、当該期間中、より多くの職員へ積極的なテレワーク勤務を促す取組を実施している。引き続き、同期間
における取組を実施することとし、総務省におけるテレワーク勤務が、日常の働き方として更に定着するよう、その実施を強力に推進する。

・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

 各部局で行われた取組や工夫、課題やその克服方法について整理するとともに、取りまとめた内容については、推進委員会において、情報共有する。
 さらに、毎年、全職員を対象とした職員アンケートを実施し、職員のテレワーク時の執務環境や職員の満足度等をモニタリングするとともに、職員の意見を把握する。また、調査
結果は部局等の単位でフィードバックするなどにより、管理職のマネジメント、職場の改善、研修に反映する。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワーク勤務は、時間と場所を有効活用できることで、柔軟な働き方を可能とするものであり、また、非常時における業務継続を可能とする手段としても有効であり、総務省に
おいては、原則として、総務省LANを使用する全ての職員及び業務について、テレワーク勤務が可能となるよう環境整備を行ってきたところである。この状況を踏まえ、今後は、テ
レワークの実施回数（量）のみを追い求めるのではなく、テレワーク勤務の質の向上を図ることにより、2025年度（令和７年度）までに、総務省におけるテレワーク勤務を、日常の
働き方として、更に定着させることを目指すこととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　総務省では、「総務省における女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」（平成28年３月22日総務大臣決定。令和３年４月１日一部改正）を策定し、大臣官
房長を委員長とし、各部局の総務課長等を構成員とする「働き方改革推進委員会（以下「推進委員会」という。）」において、テレワークの活用を始めとした働き方改革を進めてい
るところである。
　今後も、推進委員会が本計画の推進体制の中核となり、省内のテレワーク環境の整備・推進については、大臣官房各課がそれぞれの所掌に応じて外局・地方支分部局等も含
めた各職場・各職員の声を幅広くくみ取りつつ、継続的に取り組む。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化
　
　令和２年に、総務省内の内部手続きにおける押印等の見直しを実施し、多くの事務手続きにおける電子化を進めてきた。引き続き、各部局において、業務における紙文化の見
直し・ペーパーレス化、オフィス環境の見直しなど効率的な働き方に向けた創意工夫を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

 現在、テレワーク勤務においても、職場勤務と同様、文書編集機能やSkypefor business によるウェブ会議機能、チャット機能等の利用が可能であるが、府省間でのウェブ会議
環境の実現に向け内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室（令和３年９月以降はデジタル庁）とも連携するなど、Skype forbusiness 以外のウェブ会議機能等の利用に向けても取
り組むこととする。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入

各々の通信施設の状況を踏まえ、最適な通話方法について検討を進める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

 テレワーク勤務中の職員がいる職場において、出勤中の職員に業務負担が集中することがないようマネジメントすることが求められる。
 管理職員は、超過勤務時間及び業務内容の事前申告を確認し、申告どおりとならなかった場合にはその理由を確認するなど、業務の進め方についての指導、適切かつ柔軟な
業務分担や業務の優先順位付け等を行い、勤務時間管理及び健康管理の徹底を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

 自宅等でテレワークを実施する職員が増加したことにより、職員同士のコミュニケーション不足や職員の心身の変調が気づかれにくくなる場合が多い。このような状況のもと、職
員の心の健康について、対策を講じていく必要がある。以上のことから、大臣官房会計課厚生企画管理室において、引き続き職員の心の健康の保持増進に関わる対策として、
ストレスチェック（メンタルヘルスチェック）を実施するとともに、電話による健康相談や専門家によるメンタルヘルスカウンセリング等を実施し、心の健康管理対策の充実を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

 職員同士の適切なコミュニケーションは、チーム全体の業務継続、生産性向上に繋がるだけでなく、職員一人ひとりの自立した働き方にも繋がる。
 管理職員は、日ごろから、部下とのコミュニケーションを円滑に行うことにより、職場全体の業務継続・生産性向上に繋げることとし、日頃から部下が相談しやすいような工夫を行
うことや、指示内容や期限を明瞭にするよう努める。
 職員は、対面接触を伴わない形でも効率的に業務運営できるよう、テレワーク時や幹部説明、府省間の打合せ等にWeb会議を積極的に活用し、その習熟に努める。
また、テレワーク勤務者とこまめにコミュニケーションを取ることにより、情報の共有及びテレワーク勤務者の孤独感や不安感を払拭するとともに、出勤している他の職員の負担
を軽減することとする。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として、他律的業務及び現場での対応が必要な業務を除いた全ての業務をテレワーク勤務の対象とする。なお、これまでテレワークによる実施が困難であった以下の業務
についても、可能な限りテレワーク勤務で業務が完結できることを目指し、各部局において業務プロセスの見直し等を検討する。
・総務系業務
・電話・窓口対応業務
・電子化が困難な業務
・その他対面での説明や迅速な調整等を要する業務

・テレワーク対象職員数

　引き続き、原則として、総務省に勤務する全ての職員をテレワーク勤務の対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク勤務では、職員の勤務状況等が把握しにくい側面があることから、テレワーク勤務時における勤務時間管理については、職員の勤務時間を「見える化」し、実態を把
握した上で適切な勤務時間管理を行うため、勤務時間管理のシステム化についての検討を進める。システム化するまでの間も、マクロを活用した業務端末の使用時間の記録等
による客観的データの活用により、管理職員は部下職員の勤務時間並びに超過勤務の状況及び理由を適切に把握する。
　また、服務・勤務時間制度改正等の機会を捉えて、手続きの簡略化等、テレワーク実施要領の見直し等を行うことにより、規程面からも、テレワーク実施環境の整備を図る。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　デジタル・ガバメント実行計画に基づき、大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室において、これまでもLAN更改等のタイミングでコミュニケーションツールの導入等
を進めてきたところである。現在、LAN端末の持ち帰りによるテレワーク勤務が可能となっているところであるが、次期総務省LANの導入（令和３年10月に予定）に伴い、LAN端末
の更改・アップデートを順次行っていき、端末の軽量化を図るとともに、許可を得た私用端末によるテレワークを可能とするなど、引き続き、安全かつ快適にテレワークを行える環
境を実現することを目指す。
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府省等名 法務省

組織名 法務本省，公安審査委員会及び法務総合研究所

作成日：2021年8月16日

官房長，公安審査委員会事務局長，法務総合研究所総務企画部長決定

１．基本理念・目
標

テレワークに係る基
本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が１日に一度はウェブ会議を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，法務本省において，後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング等の結果を踏まえて，必要に応じて，その在り方についての検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　法務本省においては，テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　法務本省において，毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果を踏まえて，テレワークの利便性
と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　法務本省において，毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，そ
の結果等を踏まえて，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

【現状】
　令和２年度におけるテレワーク実績について，法務本省（外局を含む。以下同じ。）においては，令和２年度中に約９７％の職員が一度はテレワークを実施し，地方官署（外局
の地方官署を含む。以下同じ。）においては，約５５％の職員が一度はテレワークを実施するなど，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の出勤回避の取組と相まっ
て，多くの職員がテレワークを経験したところである。
　また，テレワークの実施頻度について，法務本省においては，職員一人当たり月平均約３．６回であったのに対して，地方官署においては，職員一人当たり月平均約１．３回で
あり，法務本省と地方官署の実施頻度には約３倍の差が生じており，地方官署の実施頻度が低い状況にある。これは，それぞれの地方官署には，本省に比してテレワークの実
施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，テレワークにおける業務の生産性
が上がらないこと等に起因して，実施頻度が低くなっているものと考えられる。
　一方，テレワークを実施した職員は，テレワークに対して，育児等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの充実，災害による通勤困難時の対応，感染症拡
大防止対策に効果があり，今後も継続的にテレワークを実施したいと感じている職員が多くいるところである。そのため，テレワークは職員の働き方の一形態として，また，非常
時等の業務継続の手法として，有用であると考えられる。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，法務省においては，テレワークが，女性の職業生活における活躍推進，全ての職員のワークライフバランス推進及び災害等の非常時における業務
継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定着すること，また，組織にとっては，非
常時等の環境下において，必要な行政サービスを提供できる体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定め
ることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）テレワーク利用
環境の整備に係る
基本方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで完
結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークすること自体を目的
化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する人事部門は，システム面を担当する情報システム部門の協力の下，テレワークの推進に取り組む。

・テレワーク対象業務

　秘書業務，警備業務等，国会関係業務など対面や現地立会が不可欠な業務，窓口業務，職場でしか処理できない業務を除いた全ての業務

・テレワーク対象職員数

　約１，５００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　法務本省等においては勤務時間管理システムを導入し，地方官署においてはその導入を検討し，勤務時間の見える化を進めるとともに，同システムに申請・報告等の機能も
備えることを検討する。
　また，テレワーク実施要領については，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる見直しの必要性について検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　法務省ＲＶＰＮや専用端末等のハード環境については，これまで必要な整備を行ってきたが，今後のテレワークの実施状況等を踏まえ，今後の基盤システムの更改等の時期
を見据えて，更なる環境整備の必要性について検討を行う。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で保
存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　法務本省においてテレワーク時に貸与する専用端末（ＰＣ）については，法務省RVPN及びウェブ会議実施に必要となる機能を備えているが，今後のテレワークの実施状況等
を踏まえて，更なる機能の充実等の必要性について検討を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や法務省ＲＶＰＮの利用に係る通信料について，テレワークに関する実施状況のモニタリング調査（後記２．（７））の結果等を踏まえて，これら
の経費の負担の在り方を検討する。なお，令和３年８月から，通話料の公費負担の仕組みを試行する。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，原則としてメール等により行うこととし，電話連絡が必要な場合には，職場から架けることにするなど，各職場
におけるルールを決め，私物電話の利用を極力行わないよう努める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク実
施職員が行う業務（資料作成等）と出勤する職員が行う業務（関係各所への説明・レク等）の分担を明確化し，係内等に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等を
考慮して，テレワークで行う業務内容を一定期間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員が，１日に一度全員でウェブ会議を実施することや，上司等が電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行
う機会を設けて，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。
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府省等名 法務省

組織名 法務局・地方法務局

作成日：2021年8月19日

民事局総務課長決定

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が１日に一度はウェブ会議を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，法務本省において，後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング等の結果を踏まえて，必要に応じて，その在り方についての検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　法務本省において，テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　法務本省において，毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果を踏まえて，テレワークの利便
性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　法務本省において，毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，そ
の結果等を踏まえて，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　令和２年度におけるテレワーク実績について，法務本省（外局含む。以下同じ。）においては，令和２年度中に約９７％の職員が一度はテレワークを実施し，地方官署（外局の
地方官署を含む。以下同じ。）においては，約５５％の職員が一度はテレワークを実施するなど，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の出勤回避の取組と相まって，
多くの職員がテレワークを経験したところである。
　また，テレワークの実施頻度について，法務本省においては，職員一人当たり月平均約３．６回であったのに対して，地方官署においては，職員一人当たり月平均約１．３回で
あり，法務本省と地方官署の実施頻度には約３倍の差が生じており，地方官署の実施頻度が低い状況にある。これは，それぞれの地方官署には，本省に比してテレワークの
実施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，テレワークにおける業務の生産
性が上がらないこと等に起因して，実施頻度が低くなっているものと考えられる。
　一方，テレワークを実施した職員は，テレワークに対して，育児等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの充実，災害による通勤困難時の対応，感染症
拡大防止対策に効果があり，今後も継続的にテレワークを実施したいと感じている職員が多くいるところである。そのため，テレワークは職員の働き方の一形態として，また，非
常時等の業務継続の手法として，有用であると考えられる。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，法務省においては，テレワークが，女性の職業生活における活躍推進，全ての職員のワークライフバランス推進及び災害等の非常時における業
務継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定着すること，また，組織にとっては，
非常時等の環境下において，必要な行政サービスを提供できる体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定
めることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで
完結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークを実施すること自体
を目的化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する人事部門は，システム面を担当する情報システム部門の協力の下，テレワークの推進に取り組む。

・テレワーク対象業務

法務局・地方法務局における業務のうち，登記事務等の対面や現地立会が不可欠な業務・申請を受けての窓口業務，職場でしか処理することができない業務を除いた全ての
業務

・テレワーク対象職員数

約２，７００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　法務本省等においては勤務時間管理システムを導入し，地方官署においてはその導入を検討し，勤務時間の見える化を進めるとともに，同システムに申請・報告等の機能も
備えることを検討する。
　また，テレワーク実施要領については，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる見直しの必要性について検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　地方官署（法務局・地方法務局）分として配布された法務省ＲＶＰＮ，基盤システム端末，今年度調達予定の登記情報システムのテレワーク用端末を活用するとともに，今後の
テレワークの実施状況等を踏まえ，基盤システムや登記情報システムの更改等の時期を見据えて，更なる環境整備の必要性について検討を行う。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で
保存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，機能の充実等の必要性について検討を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や，法務省ＲＶＰＮの利用に係る通信料について，テレワークに関する実施状況のモニタリング調査（後記２．（７））の結果等を踏まえて，こ
れらの経費の負担の在り方を検討する。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，原則としてメール等により行うこととし，電話連絡が必要な場合には，職場から架けることにするなど，各職場
におけるルールを決め，私物電話の利用を極力行わないよう努める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク
実施職員が行う業務（資料作成等）と出勤する職員が行う業務（関係各所への説明・レク等）の分担を明確化し，係内等に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等
を考慮して，テレワークで行う業務内容を一定期間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員が，１日に一度全員でウェブ会議を実施することや，上司等が電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行
う機会を設けて，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。
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府省等名 法務省

組織名 検察庁

作成日：2021年8月20日

刑事局総務課長決定

１．基本理念・目
標

テレワークに係る基
本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

【現状】
　検察庁では，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施した出勤回避の取組と相まって，一定数の職員がテレワークを経験している。
　一方で，テレワークの実施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，業務の
生産性が上がらないこと等に起因して，実施頻度が高いとは言えない状況にあるが，テレワークは，育児・介護等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの
充実，災害による通勤困難時の対応，感染症拡大防止対策に効果があるため，職員の働き方の一形態として，また，非常時等の業務継続の手法として，有用であると考えられ
る。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，検察庁においては，テレワークが，時間制約のある職員や日常生活・社会生活上の制約がある職員の能力発揮，職員のワークライフバランス推
進及び災害等の非常時における業務継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定
着すること，また，組織にとっては，非常時等の環境下において，検察活動を適正に遂行することができる執務体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末
（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定めることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）テレワーク利用
環境の整備に係る
基本方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで
完結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークすること自体を目的
化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する部門においては，システム面を担当する部門の協力の下，テレワークの推進に取り組む。

・テレワーク対象業務

　事件関係者の取調べ，公判の立会い，令状の執行，刑の執行，職員の健康安全管理対策，検察庁施設の保全・整備など対面や現地立会が不可欠な業務（又は窓口業務，
職場でしか処理できない業務）を除いた全ての業務。

・テレワーク対象職員数

　約１２，０００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　業務端末の使用時間の記録を利用するなどの客観的方法による職員の勤務時間の把握や勤務時間管理システムの導入など，法務本省における勤務時間の「見える化」に
向けた取組の検討状況を踏まえて，適切に取り組む。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　令和３年度に庁内で利用しているメッセージボードやメール等が利用できる環境を構築する（利用するためのライセンスは１２００ライセンスを調達）。
　令和３年度から７年度にかけ，全職員が利用する端末（リース端末）の更改時にデスクトップ型パソコンからノート型パソコンに変更することで，テレワーク時に同端末を持ち出
して利用できるようにする。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で
保存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能，ウェブ会議機能，チャット機能等の充実

　令和３年度導入のリモートアクセスサービスでは，出勤時に利用しているアプリケーションソフト「一太郎」等が利用できるほか，サイボウズガルーンのメッセージ機能等を利用
して，テレワーク実施職員との情報のやりとりを可能にする。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や法務省ＲＶＰＮの利用に係る通信料について，法務本省における経費の負担の在り方についての検討状況を踏まえて，適切に取り組む。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，原則としてメール等により行うこととし，電話連絡が必要な場合には，業務上の通話料を自己負担させないた
め，テレワークをする職員に対して官用スマートフォンを貸与して使用させるなどして，業務における私用電話の利用を極力行わない。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク
実施職員が行う業務と出勤する職員が行う業務の分担を明確化し，職場内に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等を考慮して，テレワークで行う業務内容を一
定期間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員が，１日に一度全員でウェブ会議を実施することや，上司等が電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行
う機会を設けて，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が１日に一度はウェブ会議を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング調査等の結果を踏まえて，必要に応じて，サテライトオフィスの在り方についての検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望，満足度等のモニタリング調査を実施し，法務本省において，テレワークの利便性と職員の満足度の向
上に向けた改善策等について検討を行い，その結果を踏まえ，適切に取り組む。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望，満足度等のモニタリング調査を実施し，法務本省において，テ
レワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策等について検討を行い，その結果を踏まえ，適切に取り組む。
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府省等名 法務省

組織名
矯正管区，刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所，婦人
補導院及び矯正研修所

作成日：2021年8月20日

矯正局総務課長決定

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

【現状】
　令和２年度におけるテレワーク実績について，法務本省（外局を含む。以下同じ。）においては，令和２年度中に約９７％の職員が一度はテレワークを実施し，地方官署（外局
の地方官署を含む。以下同じ。）においては，約５５％の職員が一度はテレワークを実施するなど，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の出勤回避の取組と相まっ
て，多くの職員がテレワークを経験したところである。
　また，テレワークの実施頻度について，法務本省においては，職員一人当たり月平均約３．６回であったのに対して，地方官署においては，職員一人当たり月平均約１．３回で
あり，法務本省と地方官署の実施頻度には約３倍の差が生じており，地方官署の実施頻度が低い状況にある。これは，それぞれの地方官署には，本省に比してテレワークの実
施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，テレワークにおける業務の生産性
が上がらないこと等に起因して，実施頻度が低くなっているものと考えられる。
　一方，テレワークを実施した職員は，テレワークに対して，育児等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの充実，災害による通勤困難時の対応，感染症
拡大防止対策に効果があり，今後も継続的にテレワークを実施したいと感じている職員が多くいるところである。そのため，テレワークは職員の働き方の一形態として，また，非
常時等の業務継続の手法として，有用であると考えられる。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，法務省においては，テレワークが，女性の職業生活における活躍推進，全ての職員のワークライフバランス推進及び災害等の非常時における業務
継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定着すること，また，組織にとっては，非
常時等の環境下において，必要な行政サービスを提供できる体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定め
ることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで完
結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークすること自体を目的
化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する人事部門は，システム面を担当する情報システム部門の協力の下，テレワークの推進に取り組む。

・テレワーク対象業務

　被収容者に対する指導・面接等の対面や現地立会が不可欠な業務，面会・差入れ受付等の窓口業務，庁舎外・職場外に業務に係る情報や書面の持ち出しができない業務，
特定の業務システムでなければ処理できない業務を除いた全ての業務

・テレワーク対象職員数

　約２，４００人から約２，５００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　法務本省等においては勤務時間管理システムを導入し，地方官署においてはその導入を検討し，勤務時間の見える化を進めるとともに，同システムに申請・報告等の機能も
備えることを検討する。
　また，テレワーク実施要領については，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる見直しの必要性について検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　法務省ＲＶＰＮの利用可能台数の増加，コーネット端末の拡充，システム基盤のクラウド化及びセキュリティ対策の強化など，更なるテレワークに係るハード環境の整備につい
て検討を行う。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で保
存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　自宅等のインターネット・モバイルからのリモートアクセス環境を整備するとともに，掲示板・ファイルの共有機能や，オンライン会議・チャット等のコミュニケーション基盤を整備
するなど，更なるテレワーク実施環境の充実について検討を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や法務省ＲＶＰＮの利用に係る通信料について，テレワークに関する実施状況のモニタリング調査（後記２．（７））の結果等を踏まえて，これら
の経費の負担の在り方を検討する。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，原則としてメール等により行うこととし，電話連絡が必要な場合には，職場から架けることにするなど，各職場
におけるルールを決め，私物電話の利用を極力行わないよう努める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク実
施職員が行う業務（資料作成等）と出勤する職員が行う業務（関係各所への説明・レク等）の分担を明確化し，係内等に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等を
考慮して，テレワークで行う業務内容を一定期間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員が，１日に一度全員でウェブ会議を実施することや，上司等が電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行
う機会を設けて，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が１日に一度はウェブ会議を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，法務本省において，後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング等の結果を踏まえて，必要に応じて，その在り方についての検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果を踏まえて，テレワークの利便性と職員の満足度の
向上に向けて，改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果等を踏まえ
て，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。
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府省等名 法務省

組織名 地方更生保護委員会及び保護観察所

作成日：2021年８月１６日

保護局総務課長決定

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

【現状】
　令和２年度におけるテレワーク実績について，法務本省（外局を含む。以下同じ。）においては，令和２年度中に約９７％の職員が一度はテレワークを実施し，地方官署（外局
の地方官署を含む。以下同じ。）においては，約５５％の職員が一度はテレワークを実施するなど，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の出勤回避の取組と相まっ
て，多くの職員がテレワークを経験したところである。
　また，テレワークの実施頻度について，法務本省においては，職員一人当たり月平均約３．６回であったのに対して，地方官署においては，職員一人当たり月平均約１．３回で
あり，法務本省と地方官署の実施頻度には約３倍の差が生じており，地方官署の実施頻度が低い状況にある。これは，それぞれの地方官署には，本省に比してテレワークの実
施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，テレワークにおける業務の生産性
が上がらないこと等に起因して，実施頻度が低くなっているものと考えられる。
　一方，テレワークを実施した職員は，テレワークに対して，育児等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの充実，災害による通勤困難時の対応，感染症拡
大防止対策に効果があり，今後も継続的にテレワークを実施したいと感じている職員が多くいるところである。そのため，テレワークは職員の働き方の一形態として，また，非常
時等の業務継続の手法として，有用であると考えられる。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，法務省においては，テレワークが，女性の職業生活における活躍推進，全ての職員のワークライフバランス推進及び災害等の非常時における業務
継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定着すること，また，組織にとっては，非
常時等の環境下において，必要な行政サービスを提供できる体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定め
ることとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで完
結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークすること自体を目的
化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する人事部門は，システム面を担当する情報システム部門の協力の下，テレワークの推進に取り組む。

・テレワーク対象業務

　更生保護官署における業務のうち，保護観察対象者等に対する面接指導，更生緊急保護対象者への対応，引致執行等対面や現地立会等が不可欠な業務，窓口業務，職場
でしか処理できない業務を除いた全ての業務

・テレワーク対象職員数

　約２，１００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　法務本省等においては勤務時間管理システムを導入し，地方官署においてはその導入を検討し，勤務時間の見える化を進めるとともに，同システムに申請・報告等の機能も
備えることを検討する。
　また，テレワーク実施要領については，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる見直しの必要性について検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　現在，各職員に配備されている当局所管の業務用端末は，一部のモバイル端末を除き，持ち出しのできないデスクトップ型であるところ，今後，当該業務用端末をテレワークで
も利用できるようにするため，端末の賃貸借契約の更新のタイミングに合わせ，順次，デスクトップ型から持ち出しが可能なノート型に変更していく方針である。ただし，現行の更
生保護トータルネットワークシステム（以下「トータルシステム」という。）は，セキュリティの観点から，自宅等庁舎外からの接続を想定しておらず，業務用端末を持ち帰りできるよ
うになっても，現状では，オフラインでのテレワークしか行えないことから，今後，テレワークの実施場所から安全にトータルシステムに接続することができるリモートアクセス環境
を整備することについても検討していく。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で保
存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　現行の当局所管の業務用端末の更新により今後配備する予定のノート型端末については，文書編集機能等を備えたものとすることを想定している。なお，現状において，ウェ
ブ会議サービスの利用に当たり，セキュリティの観点から，業務用端末の活用を想定していないため，ウェブ会議専用のタブレット端末等を整備することを検討していく。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や通信料について，テレワークに関する実施状況のモニタリング調査（後記２．（７））の結果等を踏まえて，これらの経費の負担の在り方を検
討する。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，メール等により行うこととし，また，電話連絡が必要な場合に備えて，通信会社が提供する０５０番号サービス
等を利用するなど，各職場におけるルールを決め，極力業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入するよう努める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク実
施職員が行う業務（資料作成等）と出勤する職員が行う業務（窓口業務・面接業務等）の分担を明確化し，係内等に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等を考慮
して，テレワークで行う業務内容を一定期間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，上司等が電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設けて，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク
実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が１日に一度は電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，法務本省において，後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング等の結果を踏まえて，必要に応じて，その在り方についての検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　法務本省においては，テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　法務本省において，毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果を踏まえて，テレワークの利便性
と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　法務本省において，毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，そ
の結果等を踏まえて，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。
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府省等名 法務省

組織名 出入国在留管理庁

作成日：2021年8月19日

出入国在留管理庁次長決定

１．基本理念・目
標

テレワークに係る基
本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

【現状】
　令和２年度におけるテレワーク実績について，法務本省（外局含む。以下同じ。）においては，令和２年度中に約９７％の職員が一度はテレワークを実施し，地方官署（外局の
地方官署を含む。以下同じ。）においては，約５５％の職員が一度はテレワークを実施するなど，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の出勤回避の取組と相まって，
多くの職員がテレワークを経験したところである。
　また，テレワークの実施頻度について，法務本省においては，職員一人当たり月平均約３．６回であったのに対して，地方官署においては，職員一人当たり月平均約１．３回で
あり，法務本省と地方官署の実施頻度には約３倍の差が生じており，地方官署の実施頻度が低い状況にある。これは，それぞれの地方官署には，本省に比してテレワークの実
施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，テレワークにおける業務の生産性
が上がらないこと等に起因して，実施頻度が低くなっているものと考えられる。
　一方，テレワークを実施した職員は，テレワークに対して，育児等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの充実，災害による通勤困難時の対応，感染症拡
大防止対策に効果があり，今後も継続的にテレワークを実施したいと感じている職員が多くいるところである。そのため，テレワークは職員の働き方の一形態として，また，非常
時等の業務継続の手法として，有用であると考えられる。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，法務省においては，テレワークが，女性の職業生活における活躍推進，全ての職員のワークライフバランス推進及び災害等の非常時における業務
継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定着すること，また，組織にとっては，非常
時等の環境下において，必要な行政サービスを提供できる体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定める
こととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）テレワーク利用
環境の整備に係る
基本方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで完
結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークすること自体を目的
化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する人事部門は，システム面を担当する情報システム部門の協力の下，テレワークの推進に取り組む。

・テレワーク対象業務

　国会関係業務，出入国在留審査業務，警備関係業務などのうち対面や現地立会が不可欠な業務，窓口業務，職場でしか処理できない業務を除いた全ての業務

・テレワーク対象職員数

　約１，１００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　法務本省においては勤務時間管理システムを導入し，地方官署においてはその導入を検討し，勤務時間の見える化を進めるとともに，同システムに申請・報告等の機能も備え
ることを検討する。
　また，テレワーク実施要領については，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる見直しの必要性について検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

（ア）出入国在留管理庁本庁
　法務省ＲＶＰＮや専用端末等のハード環境については，法務本省においてこれまで必要な整備を行ってきたが，今後のテレワークの実施状況等を踏まえ，今後の基盤システム
の更改等の時期を見据えて，更なる環境整備の必要性について検討を行う。
（イ）地方出入国在留管理官署
　地方官署におけるテレワークの実施が可能な業務の更なる検討とその実施状況等を踏まえて，テレワーク用端末の配備等環境整備の必要性について検討を行う。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で保
存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

（ア）出入国在留管理庁本庁
　テレワーク時に貸与する専用端末（ＰＣ）については，法務省RVPN及びウェブ会議実施に必要となる機能を備えているが，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる
機能の充実等の必要性について検討を行う。
（イ）地方出入国在留管理官署
　上記２．（３）（イ）の検討に合わせて，機器の機能の充実等についても必要性の検討を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や，法務省ＲＶＰＮの利用に係る通信料について，テレワークに関する実施状況のモニタリング調査（後記２．（７））の結果等を踏まえて，これ
らの経費の負担の在り方を検討する。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，原則としてメール等により行うこととし，電話連絡が必要な場合には，職場から架けることにするなど，各職場
におけるルールを決め，私物電話の利用を極力行わないよう努める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク実
施職員が行う業務（資料作成等）と出勤する職員が行う業務（関係各所への説明・レク等）の分担を明確化し，係内等に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等を考
慮して，テレワークで行う業務内容を一定期間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員が，１日に一度全員でウェブ会議を実施することや，上司等が電話連絡を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行
う機会を設けて，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が１日に一度はウェブ会議を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，法務本省において，後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング等の結果を踏まえて，必要に応じて，その在り方についての検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　法務本省において，テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　法務本省において，毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果を踏まえて，テレワークの利便性
と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　法務本省において，毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，そ
の結果等を踏まえて，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。
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府省等名 法務省

組織名 公安調査庁

作成日：2021年8月23日

公安調査庁次長決定

１．基本理念・目
標

テレワークに係る基
本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

【現状】
　令和２年度におけるテレワーク実績について，法務本省（外局を含む。以下同じ。）においては，令和２年度中に約９７％の職員が一度はテレワークを実施し，地方官署（外局の
地方官署を含む。以下同じ。）においては，約５５％の職員が一度はテレワークを実施するなど，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の出勤回避の取組と相まって，
多くの職員がテレワークを経験したところである。
　また，テレワークの実施頻度について，法務本省においては，職員一人当たり月平均約３．６回であったのに対して，地方官署においては，職員一人当たり月平均約１．３回で
あり，法務本省と地方官署の実施頻度には約３倍の差が生じており，地方官署の実施頻度が低い状況にある。これは，それぞれの地方官署には，本省に比してテレワークの実
施が困難な業務が多くあり，テレワークで実施できる業務や作業・工程が限られること，また，テレワークに必要なハード機器の不足等により，テレワークにおける業務の生産性
が上がらないこと等に起因して，実施頻度が低くなっているものと考えられる。
　一方，テレワークを実施した職員は，テレワークに対して，育児等と仕事との両立，通勤時間削減によるワークライフバランスの充実，災害による通勤困難時の対応，感染症拡
大防止対策に効果があり，今後も継続的にテレワークを実施したいと感じている職員が多くいるところである。そのため，テレワークは職員の働き方の一形態として，また，非常
時等の業務継続の手法として，有用であると考えられる。

【基本理念・目標】
　このような現状を踏まえて，法務省においては，テレワークが，女性の職業生活における活躍推進，全ての職員のワークライフバランス推進及び災害等の非常時における業務
継続に有用であることから，職員にとっては，テレワークにおける業務の生産性を更に向上させて，テレワークが勤務形態の一つとして定着すること，また，組織にとっては，非常
時等の環境下において，必要な行政サービスを提供できる体制を整備することを目標として，本計画において，２０２５年度末（令和７年度末）までの総合的な取組事項を定める
こととする。
　なお，公安調査庁においては，テレワーク推進に際し，情報保全に特段の配慮を行うものとする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）テレワーク利用
環境の整備に係る
基本方針

・テレワーク利用に係る考え方

　これまでテレワークに向かない（できない）と考えていた業務について，業務のやり方を見直すことでテレワークができるのではないか，また，業務工程の全てがテレワークで完
結できない場合であっても，その工程の中で，テレワークでの実施が可能な工程については，積極的にテレワークを実施するなどの姿勢をもって取り組む。
　一方，テレワーク対象業務やその業務の対象職員であっても，テレワークを実施することが困難な時期や状況が生じることはあり得ることから，テレワークすること自体を目的
化せずに，職員各自が，業務の状況等を踏まえて，出勤とテレワークを最適に組み合わせた業務遂行ができるようにする。
　管理職員は，テレワークを実施している職員がいることを踏まえた業務遂行・体制等のマネージメントに取り組む。
　また，テレワークの制度を担当する人事部門は，テレワークで実施可能な業務について検討・調整する部門，システム面を担当する情報システム部門の協力の下，テレワーク
の推進に取り組む。
　なお，公安調査庁が取り扱う情報の特性に鑑み，テレワークを実施する際は情報漏洩防止に最大の意を用いることに留意する。

・テレワーク対象業務

　国会関係業務，立入検査業務，調査業務及び特別な情報管理を要する業務を除いた全ての業務
  なお，対象業務の内容については，計画期間中に不断の見直しを行って，テレワーク可能な業務の拡充を図るよう努める。

・テレワーク対象職員数

　約1，７００人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　法務本省においては勤務時間管理システムを導入し，地方官署においてはその導入を検討し，勤務時間の見える化を進めるとともに，同システムに申請・報告等の機能も備え
ることを検討する。
　また，テレワーク実施要領については，今後のテレワークの実施状況等を踏まえて，更なる見直しの必要性について検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　既存の機器や法務省RVPNを活用したテレワーク環境の整備については、これまでもセキュリティに十分配慮した設定等を施した上で配備・運用を行ってきたところ、業務部門
のニーズや運用コストを考慮しつつ今後の増配等の検討を適宜実施していく。
　新規テレワークシステムの整備については、テレワーク対象業務の切り分けに係る検討と並行し、セキュリティ対策も含め必要なシステム要件やそれらに係る導入費用等につ
いて検討を行うなど、実現に向けた条件等を整理していく。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　各職場においては，行政文書や執務参考資料等が電子化されていないことが，テレワークの阻害要因とならないように，テレワークにおける生産性の向上の観点から，紙で保
存されている行政文書や執務参考資料等について，計画的な電子化（ペーパーレス化）に取り組む。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　既存の機器等を活用し、文書作成機能の整備等、テレワーク時における業務環境の充実を図れるよう、業務部門のニーズ等を踏まえた対応を適宜実施していく。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入　等

　テレワークに係る業務上の通話料や法務省ＲＶＰＮの利用に係る通信料について，テレワークに関する実施状況のモニタリング調査（後記２．（７））の結果等を踏まえて，これら
の経費の負担の在り方を検討する。
　なお，当面の間，テレワーク実施に係る業務上の必要な連絡は，原則としてメール等により行うこととし，電話連絡が必要な場合には，職場から架けることにするなど，各職場に
おけるルールを決め，私物電話の利用を極力行わないよう努める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員の役割分担を明確化し，業務分担の適正化を推進する。具体的には，あらかじめ，各業務の工程のうち，テレワーク実
施職員が行う業務と出勤する職員が行う業務の分担を明確化し，係内等に周知しておくことや，業務の締め切り・スケジュール等を考慮して，テレワークで行う業務内容を一定期
間単位で具体的に定めておくなどの取組を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　各職場においては，テレワーク実施職員と出勤する職員が，適時，業務上の電話連絡等を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設けて，職場におけるコミュニ
ケーション活性化のための工夫を行い，テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　各職場においては，電子決裁に際し，決裁ラインの管理職に対面での事前説明を行うといった慣例がある場合には，見直しを含めてその必要性を検討する。また，テレワーク
実施職員と出勤した職員が，適時，業務上の電話連絡等を行うなど，コミュニケーションや情報共有を行う機会を設け，職場におけるコミュニケーション活性化のための工夫を行
う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　後記２．（７）のテレワークに係るモニタリング調査等により，テレワーク時の執務環境やシステム機能の改善要望の有無の把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　サテライトオフィスについては，法務本省において，後記２．（７）のテレワーク実施状況のモニタリング等の結果を踏まえて，必要に応じて，その在り方についての検討を行うとこ
ろ，公安調査庁においては，情報保全をいかに確保するかという点に重心を置いて検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　法務本省においては，テレワーク集中検証期間を設定するなど，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。

・情報システムの課題検証

　法務本省において，毎年度１回程度，後記のテレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，その結果を踏まえて，テレワークの利便性
と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。このほか，公安調査庁が独自に整備しているシステムや機材については，会議等の様々な機会を通じて課題の把握を
行い，必要に応じて改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　法務本省において，毎年度１回程度，上記の「情報システムの課題検証」と併せて，テレワークに係るシステムや機能の改善要望や満足度等のモニタリング調査を実施し，そ
の結果等を踏まえて，テレワークの利便性と職員の満足度の向上に向けて，改善策の検討を行う。このほか，公安調査庁が独自に整備しているシステムや機材については，会
議等の様々な機会を通じて課題の把握を行い，必要に応じて改善策の検討を行う。
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府省等名 外務省

組織名

作成日：2021年8月24日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

　デジタル化政策は政府の最重要課題の一つとなっており、政府全体のデジタル化の流れが急速に進む中で、先般閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」にお
いて言及されているとおり、外務省においてもデジタル化を強く押し進め、外交実施体制を更に強化することが急務となっている。
　上記を踏まえ、令和３年５月、外務省のデジタル化政策（外務省デジタルトランスフォーメーション（DX））として、 ①技術革新の取組による業務効率化、②柔軟かつ持続的な働
き方の実現を通じた外交実施体制の強化、③力強い外交を支える情報セキュリティ対策、④国民サービスの向上の４つを柱としたDXの方針を決定し、令和３年度から令和８年
度にかけて、順次施策を実行に移していくこととしている。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　当省では、テレワークの実施に当たり、勤務時間中、職務に専念できるような措置を講じ、本来の勤務場所における勤務と同等の勤務を行うために必要な空間及び環境を確保
することを求めている。自宅にて右確保が難しい場合や実家等自宅以外の場での実施希望がある場合には、事情に応じた対応を行う。

　・サテライトオフィスの設置等

　当省では、相模大野研修所にサテライトオフィスを開設済み。利用状況に応じて、同サテライトオフィスの拡充等の検討を行うこととする。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」の機会に、当省においてもテレワーク集中実施期間を設定し、テレワーク実施状況を把握・検証し、必要な改善策等を実施していく。

・情報システムの課題検証
　
　当省では、「ＤＸを中心とする業務合理化」の一環の中で、「柔軟かつ持続的な働き方の実現を通じた外交実務体制の強化」を取り組むべき柱の一つの施策と位置づけている。
テレワーク時のオープン環境において、より一層の柔軟かつ持続的な勤務が行えるよう環境整備を構築予定。DXや業務合理化について、省員向けポータルサイト内に設けた
「意見箱」等に寄せられた省員からの意見・要望を踏まえ、既存の情報システムの課題・問題点を洗い出し、更なる改善につなげていく。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討等

　テレワーク集中実施期間の設定及び右を通じたテレワーク実施状況把握・検証等を通じ、必要な改善策を実施していく。また、省員向けポータルサイト内に設けた「意見箱」等
から省員の意見や要望を聞き取り、テレワーク実施状況の改善につなげていく。

各府省等テレワーク推進計画

※各府省等単位で記載。組織単位で独自の理念・目標を作成している場合はそれも記載。
　
　テレワーク勤務により、職員一人一人が、定められた勤務時間を可能な限り継続して勤務することにより、その能力や意欲を維持・向上させ、それらを十分に発揮し公務に貢献
することを目的として、平成２７年７月よりテレワーク勤務制度を導入。業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、テレワークが勤務形態の一つとして定着し、必要
な者が必要な時に当該勤務を本格的に活用できるようにすることを目指す。また、災害時等の緊急事態時の勤務形態としてもテレワーク勤務制度を活用し、いかなる環境下にお
いても必要な公務サービスを提供できる体制とすることを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方
※実施体制も含めて記載。

　当省におけるテレワークは、当省職員が、自宅又は相模大野研修所サテライトオフィス等において、一日の正規の勤務時間全体あるいはその一部（午前ないし午後）又は正規
の勤務時間外の勤務を、所属部署における勤務と同様に勤務する形態とする。
　官房長の監督の下、人事課、情報通信課、官房総務課等の関連部局が連携して、テレワークの利用環境整備を進めるとともに、テレワーク利用を推進する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化
　
　令和４年度より、総合情報管理システム（ＩＩＭＳ）を導入予定。右により、庁舎内・外にかかわらず文書の作成、電子決裁等を可能とするとともに、当省保有の行政文書（令和５
年度末からは公電も）を電子的に一元管理することで、テレワーク時の一層の環境整備を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実
　
　令和３年７月に、外務省LANシステムの刷新を行い、LANシステムと連動するコミュニケーションツール「Microsoft Teams」を本格導入し、文書編集機能、ウェブ会議機能、
チャット機能等が利用できる環境整備を行った。また、テレワーク時にも対応できるようオープンLAN側にもポータルサイトを構築し、いつでも・どこでもアクセス・投稿を可能とし、
省内の知識集約の場として機能させるべく環境整備を行った。今後は、導入したツールの改善を含め更なる拡充を図っていくとともに、必要なセキュリティ対策も強化していく。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入等

　業務上の通話料については、職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリ）を導入済み。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　テレワーク中の職員については、内線電話が個人の携帯電話に自動転送される仕組みを導入済み。また、テレワーク時にもオープンLANシステム上の共有フォルダを利用でき
る他、ポータルサイトを通じ、テレワーク中でも各種情報・書類等にアクセス可能となっている。今後、電子決裁等の整備を進めることで、テレワーク中の職員も、基本的に出勤時
と同様に勤務を行えるような環境を整え、出勤中の職員に業務負担が増えることがないような体制を構築していく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク実施職員は、出勤中の職員に比べてコミュニケーションが不足する恐れがあるため、管理職員は業務の実施報告、進捗確認等を通じて意識的に意思疎通を図るこ
とに努める。また、課室の職員同士のコミュニケーションを図るため、Teamsのチャット機能等の活用を推奨する。
　メンタル不調は早期の対応が重要であることから、管理職員は部下の様子に留意し、必要な場合には当省診療所の診察をアレンジする等の対応を行う。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　現在、省内定例会議は、ウェブ会議システムを利用して実施。幹部への説明についても、テレワーク中職員が対応可能となるよう、保秘に留意しつつオンライン実施の増加を
図る。また、右を推進するため、幹部の意識改革及び機器の利用浸透に取り組む。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として、業務の性質上テレワークの実施が不可能な業務（例、警備員、運転手等）を除き、全ての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

　原則として、本省及び在外公館に勤務する全ての常勤・非常勤職員を対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク勤務による勤務時間は、原則として正規の勤務時間と同様のものとし、勤務の開始時と終了時に管理者に連絡することにより、適切に勤怠管理を行う。また、所属課
室長が、正規の勤務時間外の勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認める業務については、テレワークによる正規の勤務時間外の勤務を行うことも可能であ
るが、長時間労働を防ぐため、事前の申告・承認等を通じ、適切に管理を行うこととする。令和７年度末までに、テレワーク中を含めた勤怠管理等をシステム上で実施することを
目指す。
・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール
　
　予算が確保されることを前提に、令和５年３月までに、本省職員が使用するデスクトップパソコンをモバイルパソコン化し、いつでも・どこでも自由に持ち運びができる１人１台の
パソコン環境の整備を行う。在外公館についても、令和５年３月までに各在外公館のサーバやパソコン等の機器入れ替えを行い、本省と同様に1人１台のモバイルパソコン環境
の整備を図る。
　また、今後の目標として、予算が確保出来ることを前提として、本省・在外における公用携帯の真に必要な職員への配備拡大を図っていく。
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府省等名 財務省

組織名 本省及び施設等機関

作成日：2021年８月５日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークに適している業務（庁舎管理業務、窓口対応業務など実施困難な業務を除く）
なお、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持する観点から、業務の特性を踏まえ、原則としてテレワークにおいて完結できるように業務プロセスを見直す（意思決定の迅速
化・合理化、既存の会議の見直し、メールによる報告など）。

・テレワーク対象職員数

所掌事務がテレワークに適している業務の職員数（庁舎管理業務、窓口対応業務など実施困難な業務を除く）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

勤務時間管理システムの導入により、勤務時間の「見える化」を進め、テレワーク時を含む勤務時間管理の適正化を図る。
また、テレワーク開始・終了・業務内容報告なども本システム内で完結することを目指す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

令和3年度内に省内行政LANの更改を行い、席上端末の持ち帰りやファイル共同編集を可能とするシステム環境の整備を行う予定。

各府省等テレワーク推進計画

必要な規模のテレワークを実施可能な制度・環境を整備し、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務
サービスを提供できる体制を整備する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、必要な者が必要な時に働き方の一つとして、利用できるようにする。
【実施体制】大臣官房長のリーダーシップの下、大臣官房秘書課(制度面)及び大臣官房文書課(システム面)）等を中心に、各局課・地方機関等と連携しながら、テレワークの推進を図る。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

各種会議における配布資料、情報共有資料等のペーパーレス化を促進する。
勤務時間管理システムの導入により、出勤簿等の電子化を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

導入済みであるが、運用状況を見ながら、適宜見直しを行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

Teamsアプリを活用し、テレワーク中の職員の私用携帯と職場の端末との間で通話を可能とする。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

テレワーク中の職員と出勤した職員の業務負担が平準化するよう、行政文書の電磁記録化を進める等、テレワーク実施環境の整備を推進する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

テレワークマネジメント研修などを通じたテレワーク時におけるコミュニケーション方法の確立、きめ細かな個別ヒアリングの実施、カウンセラー制度の周知 整備などを通じて、テレワーク
実施職員の不安を取り除くことで、メンタルヘルスの確保に努める。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

幹部説明のオンライン化など、必ずしも対面を必要としないコミュニケーション手法の確立を図る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

個別ヒアリング等を通じて、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態を把握し、職員の都合等に応じて、帰省時であってもテレワーク実施が可能であるなど、制度の周知を
図る。

・サテライトオフィスの設置等

職員が自宅でテレワークを行う場合の執務環境などを踏まえて、必要に応じてサテライトオフィスの設置を推進する(地方支分部局の庁舎等を活用)。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

政府全体の取組等の機会を捉えて、職員アンケート等を実施し、必要な見直しの検証を行う。

・情報システムの課題検証

テレワーク環境下においても、システム利用、操作性共に職場と同程度の環境を整備する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

職員アンケート等を実施し、テレワーク実施職員からの声や要望を取り纏め、関係部局において改善策の検討・課題解決に向けた取り組みを行う。
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府省等名 財務省

組織名 財務局

作成日：2021年8月16日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

各府省等テレワーク推進計画

必要な規模のテレワークを実施可能な制度・環境を整備するとともに、職員の意識醸成を図り、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対
応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

業務の性質上、テレワークの実施が困難な業務を除き、業務継続とワークライフバランス推進双方の観点から、必要な者が必要な時に働き方の一つとして、利用できるようにす
る。
【実施体制】財務（支）局主管課は、大臣官房地方課（制度面及びシステム面等）と連携しながらテレワークの利用推進を図る。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークに適している業務（庁舎管理業務、窓口対応業務など実施困難な業務を除く）
なお、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持する観点から、業務の特性を踏まえつつ、原則としてテレワークにおいて完結できるように財務局提案制度も活用の上、
業務プロセスを見直す。

・テレワーク対象職員数

所掌事務がテレワークに適している業務の職員数（庁舎管理業務、窓口対応業務など実施困難な業務を除く）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

勤務時間管理システムの導入により、勤務時間の「見える化」を進め、テレワーク時を含む勤務時間管理の適正化を図る。
また、テレワーク開始・終了・業務内容報告なども本システム内で完結することを目指す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

令和３年１月の財務局LANの更改において、席上端末の持ち帰りを可能とするなど、テレワークに係るハード環境の整備を実施済み。
次期財務局LANの更改（令和７年１月予定）に向けて、ＩＴ技術の動向等を踏まえつつ、ハード環境の見直しを検討する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

テレワークで対応可能な業務が増えるよう、引き続き行政文書の電子化を進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク時における共有フォルダを利用した文書編集のほか、ウェブ会議機能やチャット機能について導入済み。
次期財務局LAN更改（令和７年１月予定）に向けて、ＩＴ技術の動向等を踏まえつつ、実施環境の見直しを検討する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリの導入等を含む。）の必要性を検討の上、各財務局において順次導入しており、引き続き積極的に導入を進める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

テレワーク中の職員と出勤中の職員の業務負担が平準化するよう、テレワーク実施報告書等により部下職員の業務状況を把握し、必要に応じて業務分担の適正化を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

テレワーク時におけるコミュニケーション方法の確立、きめ細かな個別ヒアリングの実施、カウンセラー制度の周知などを通じて、テレワーク実施職員の不安を取り除くことで、メ
ンタルヘルスの確保に努める。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

幹部説明のオンライン化など、必ずしも対面を必要としないコミュニケーション手法の確立を図る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

管理者による個別ヒアリング等を通じて、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態を把握し、職員の都合等に応じて、帰省時であってもテレワーク実施が可能であ
るなど、制度の周知を図る。

・サテライトオフィスの設置等

一部の財務局において、すでにサテライトオフィスを設置済み。
引き続き、職員のサテライトオフィス設置に関するニーズの把握を行い、サテライトオフィスの設置が必要と認められる場合は、庁舎等へのサテライトオフィスの設置を推進する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

政府全体の取組等の機会を捉えて、働き方改革推進強化月間においてテレワーク集中検証期間を設定し、必要な見直しの検証を行う。

・情報システムの課題検証

テレワーク集中検証期間において、テレワーク時における財務局LANの課題検証を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの実施に関するアンケート等を行い、テレワーク実施職員からの声や要望を取り纏め、検討・課題解決に向けた取り組みを行う。
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府省等名 財務省

組織名 税関

作成日：2021年8月4日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークの実施が不可能な業務以外の業務（業務の性質上又は業務処理体制上テレワークの実施が不適当であると管理者が判断したものを除く。）とする。
なお、いかなる環境下においても必要な行政機能を維持する観点から、業務の　特性を踏まえ、可能なものについてテレワークにおいて完結できるように業務プロセスの見直し
を推進する。

・テレワーク対象職員数

上記のテレワーク対象業務を所掌する職員数

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

勤務時間管理システムの導入により、勤務時間の「見える化」を進め、テレワーク時を含む勤務時間管理を適正化することにより超過勤務縮減と勤務時間インターバルの確保
等を図る。
また、テレワーク開始・終了・業務内容報告なども本システム内で完結することを目指す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

令和４年８月に、シンクライアント機能を利用するための機器の配備数及び当該機能の同時接続数を増加させることで、テレワーク環境の強化を実施予定。

各府省等テレワーク推進計画

必要な規模のテレワークが実施可能な制度・環境を整備し、2025年度（令和７年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必
要な公務サービスを提供できる体制を整備する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務（取締りや犯則調査等の現地での対応が必要な業務。２（１）②において同じ。）を除き、業務継続とワークライフバランス推進
双方の観点から、必要な者が必要な時に業務継続の方法及び働き方の一つとして、利用できるようにする。
【実施体制】
各税関の幹部職員を構成員とする「女性職員活躍・ワークライフバランス推進会議」において、推進計画の円滑な実施と実効性の確保に努める。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

〇行政文書の電磁記録化を進めることで各種会議における配付資料、情報共有資料等のペーパーレス化を促進する。
〇勤務時間管理システムの導入により、出勤簿等の電子化を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

文書編集機能及びウェブ会議機能については導入済み。令和４年８月のテレワーク環境の強化に合わせて、コミュニケーションツールを導入する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

職員の自己負担を求めない仕組みを検討し、その仕組みを導入する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担が平準化するよう、行政文書の電磁記録化を進める等、テレワーク実施環境の整備を推進する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

テレワークマネジメント研修などを通じたテレワーク時におけるコミュニケーション方法の確立、きめ細かな個別ヒアリングの実施、ハラスメント対策・カウンセラー制度の周知など
を通じて、テレワーク実施職員の不安を取り除くことで、メンタルヘルスの確保に努める。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

幹部説明のオンライン化など、必ずしも対面を必要としないコミュニケーション手法の確立を図る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

個別ヒアリング等を通じて、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態を把握し、職員の都合等に応じて、帰省時であってもテレワーク実施が可能であるなど、制度
の周知を図る。

・サテライトオフィスの設置等

職員が自宅でテレワークを行う場合の執務環境や非常時における業務継続体制を踏まえ、必要に応じてサテライトオフィスを整備する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

政府全体の取組等の機会を捉えて、職員アンケート等を実施し、必要な見直しの検証を行う。

・情報システムの課題検証

情報セキュリティの観点には留意をしつつ、テレワーク環境下においても、システム利用、操作性共に職場と可能な限り同程度の環境を整備する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

「女性職員活躍・ワークライフバランス推進会議」において、テレワーク実施状況等のフォローアップを行い、当該フォローアップ結果を踏まえ、必要に応じ取組を見直す。また、
職員アンケート等を実施し、テレワーク実施職員等からの声や要望を取り纏め、改善策を検討し、必要に応じて関税局と連携してその課題解決に向けた取組を行う。
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府省等名 財務省

組織名 国税庁（国税局も含む）

作成日：2021年８月５日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

原則としてテレワークにおいて完結できるように業務プロセスを見直した上で、国税庁における業務の特性上、テレワークに馴染まない業務を除いた全ての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

国税庁：原則として全職員（運転手・医師等の業務の特性上テレワークに馴染まない業務を担当する職員を除く）
国税局・税務署：原則として全職員（運転手、医師、納税者対応の必要な窓口担当職員等業務の特性上テレワークに馴染まない業務を担当する職員を除く）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク実施要領の見直しを行い、テレワーク実施時の申請等の手続の簡略化を行う。また、上司は部下職員の勤務時間並びに超過勤務の状況及び理由をリアルタイムで
把握するとともに、部下職員の業務状況を適切に把握した上で、業務の進め方についての指導、適切かつ柔軟な業務分担や業務の優先順位付け等、超過勤務縮減に向けた
改善方策に取り組む。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

令和３年度（令和４年１月～）から、約8,000台の事務用パソコンをモバイル化（庁舎外でもメールや共有フォルダ等の利用が可能な端末に更新）する。
また、令和７年度までの間のパソコン更新時期に合わせて全職員分の事務用パソコンを順次モバイル化することを目指す（令和４年度以降の配備計画については、予算措置等
の事情により変更となる可能性がある）。

各府省等テレワーク推進計画

（財務省）
必要な規模のテレワークを実施可能な制度・環境を整備し、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必
要な公務サービスを提供できる体制を整備する。
（国税庁）
非常時の業務継続やワークライフバランスに配慮した働き方の一環として、必要とする職員が円滑にテレワーク勤務等を実施できるよう、更なる拡大・推進を図る。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

国税庁次長のリーダーシップの下、総務課長、人事課長、企画課長、参事官を配置したテレワーク推進体制を整備し、国税庁におけるテレワーク勤務の拡大・推進を図る。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

行政文書の電子化については、政府決定である「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」に基づくほか、先般、内閣府から「紙媒体を電子媒体に変換する場合の扱
い等」に関する具体的手段が示されたことから、国税庁における対応の検討を進めていく。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

事務用パソコンのモバイル化にあたっては、共有フォルダにアクセスして行政文書を編集できる機能、ウェブ会議機能、チャット機能が備わった端末を配備して、必要なテレワー
ク実施環境の整備を推進する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

国税庁における業務の特性や職員のニーズを踏まえ、テレワーク時であっても職員同士の円滑なコミュニケーションを可能とするため、ウェブ会議システムの活用を推進する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

出勤した職員に負担が偏重しないよう、事務用パソコンのモバイル化により、職場外からのメールアクセス、共有フォルダにアクセスして行政文書を編集できる機能、ウェブ会議
機能、チャット機能の充実等、職場と概ね変わらない環境でテレワークできるように環境整備を行うほか、テレワーク中にも出勤時と変わらずにコミュニケーションが取れるよう意
識付けを行う。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

上司はテレワーク中の部下職員と積極的にコミュニケーションを取り、心身の状況の把握に努める。
心身が不健康であると認められる職員を把握した場合には、速やかに関係課等に連絡した上で、適切な措置を講じる。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

会議や幹部への説明に当たっては、ウェブ会議機能の活用を推進する。
また、幹部への報告や情報提供については、メールの活用を推進する。

３．各府省等独自の取組

国税庁で利用可能なテレワークツールや活用法を記載したテレワークマニュアルを作成し、情報共有することによってテレワーク勤務の推進を図る。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

上司においては、普段から部下職員とのコミュニケーションに努め、業務の進捗管理だけでなく、身上把握の一環として、テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握を
行う。

・サテライトオフィスの設置等

令和２年10月から、各国税局及び税務署に勤務する職員が自宅等の近隣の税務署等（サテライトオフィス）において業務に従事することを可能とするサテライトオフィス勤務の
試行を開始し、令和３年１月に実施可能な業務を拡大するためのシステム改善等を行ったところ。
今後も、職員が迅速・柔軟にサテライト勤務を実施できるように、順次環境整備を推進する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

モバイル化された端末を配備された職員を対象に、政府の取組の機会等をとらえて実施する。

・情報システムの課題検証

令和３年度の約8,000台のモバイル化端末の配備後、課題の把握・検証を行い、令和４年度以降の調達に反映する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

職員アンケート等を通じてテレワーク実施職員の満足度や課題を把握し、改善に努める。
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府省等名 文部科学省

組織名 本省・スポーツ庁・文化庁

作成日：2021年８月２５日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　上述(５）の「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

　上述(５）の「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施のうえ、検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　上述(５）の「テレワーク利用の実態把握調査」の検証結果や政府で取り組んでいる「テレワークデイズ」等の機会を活用し、適切なテレワーク集中検証期間を設定する。

・情報システムの課題検証

　上述(５）の「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施のうえ、課題を検証する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上述(５）の「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施のうえ、検討する。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークを生産性の高い多様な働き方の一つとして活用することにより、ワーク・ライフ・バランスの推進、優秀人材の活躍機会の拡大、業務継続性の確保等を実現するた
めの取り組みを着実に推進する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　全ての職員と業務をテレワーク対象として、業務プロセスの見直しを進め、テレワークにおける業務の生産性の確保・向上に努める。

　テレワークの利用にあたっては、関係部局※が連携したうえで、①ワークライフバランスの実現、②育児、介護のために時間制約がある職員の活躍、③障害等のために日常生
活・社会生活上の制約がある職員の活躍、④非常時における業務継続の観点を踏まえた取組みを推進する。
　※省改革推進・コンプライアンス室（業務改善担当）、大臣官房人事課（人事制度担当）、大臣官房政策課サイバーセキュリティ・情報化推進室（システム環境担当）

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化
　
　電子決裁や公文書の電子メールによる施行（公印の押印不要）への取組を引き続き推奨していく。PC等職員用端末の操作性・視認性の向上など、ペーパーレス化の阻害要
因を解消し、行政文書の電子化を促進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　令和4年1月に稼働開始予定の次期基盤システムにおける職員用端末は、職場と同等の勤務環境を実現するため、文書編集機能、Web会議、グループチャットシステムを備え
ることを目指し、リモート上でリアルタイムでのコミュニケーションが可能な環境を提供する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　令和４年１月の次期基盤システムの稼働開始に合わせ、全職員に携帯情報端末を支給し、テレワーク時の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを確立する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　業務分担の適正化や業務プロセスの見直しを推進するため、テレワークの課題として既に把握されている「職場に出勤している職員への業務集中」等のほか、今後、独自の
取組みとして予定している「テレワーク利用の実態把握調査」等により把握された各部局の様々な実情を踏まえ、研修等を通じた管理職マネジメント手法の体得や意識の醸成を
より一層促進する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク中も職員のメンタルヘルスを確保するため、省内の健康管理医による電話等を使った診療、外部機関の健康相談室活用、研修の実施など、健康管理室等を利用し
た省内職員に対するメンタルヘルス向上策をより一層促進する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

上述(５）の「テレワーク利用の実態把握調査」の結果等を踏まえ、幹部説明のオンライン化の推進やチャットツールの活用などを通じたコミュニケーション手法の見直し等を実施
する。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　文部科学省本省内部部局、スポーツ庁内部部局、文化庁内部部局及び特別の機関における全ての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

　文部科学省本省内部部局、スポーツ庁内部部局、文化庁内部部局及び特別の機関に勤務する全ての職員を対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　業務プロセスの見直しや勤怠管理システムの高度化を進めて、勤務時間管理に係る管理職マネジメントの業務負担の軽減を図るとともに、テレワーク実施の申請や業務開
始・終了報告等の手続きのより一層の簡略化等を図り、超過勤務を含めたテレワーク時の適切な勤務時間管理のための環境整備に努める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　令和４年1月から稼働開始予定の次期基盤システムでは、現行システムと同様に全職員がテレワーク可能な環境を提供するほか、よりテレワークに適した、軽量かつ高性能の
端末を用意し、現行システムではできなかった各職員の端末からのWeb会議参加も可能とする。
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府省等名 文部科学省

組織名 科学技術・学術政策研究所

作成日：2021年8月25日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　アンケート調査等によりテレワーク時の執務環境等の調査を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

　文部科学省と連携し、設置の検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　文部科学省と連携し対応する。

・情報システムの課題検証

　（6）で実施するアンケート調査等によりシステムの課題等を把握し検証を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　（6）で実施するアンケート調査等の結果に基づき検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークを生産性の高い多様な働き方の一つとして活用することにより、ワーク・ライフ・バランスの推進、優秀人材の活躍機会の拡大、業務継続性の確保等を実現するための
取り組みを着実に推進する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本方
針

・テレワーク利用に係る考え方

　全ての職員と業務をテレワーク対象として、業務プロセスの見直しを進め、テレワークにおける業務の生産性の確保・向上に努める。

　テレワークの利用にあたっては、①ワークライフバランスの実現、②育児、介護のために時間制約がある職員の活躍、③障害等のために日常生活・社会生活上の制約がある職
員の活躍、④非常時における業務継続の観点を踏まえた取組みを推進する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化
　
　電子決裁や公文書の電子メールによる施行（公印の押印不要）への取組を引き続き推奨していく。PC等職員用端末の操作性・視認性の向上など、ペーパーレス化の阻害要因を
解消し、行政文書の電子化を促進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　現行では、研究所より貸与した機器により出勤時に職員が使用しているＰＣにリモート接続を行い業務を実施しているが、より効率的なテレワーク業務が可能となるようWEB会議
機能やチャット機能等の整備を進める。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　職員に対してテレワーク時の業務連絡等に使用する公費負担の電話番号の割り当てを行い、職員の負担軽減を図った。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　内線電話の転送等によりテレワークを行っている職員についても出勤時と同様の業務分担となるよう配慮している。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク中も職員のメンタルヘルスを確保するため、文部科学省内の健康管理医による電話等を使った診療、外部機関の健康相談室活用、研修の実施など、健康管理室等を
利用した省内職員に対するメンタルヘルス向上策をより一層促進する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　当研究所においては、積極的にオンラインによる幹部説明等を行っているところである。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　科学技術・学術政策研究所におけるすべての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

　科学技術・学術政策研究所に勤務するすべての職員を対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　業務プロセスの見直しや勤務時間管理に係る管理職マネジメントの業務負担の軽減を図るとともに、超過勤務を含めたテレワーク時の適切な勤務時間管理のための環境整備に
努める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　現行では、研究所より貸与した機器により出勤時に職員が使用しているＰＣにリモート接続を行い業務を実施しているが、より効率的なテレワーク業務が可能となるようハード環
境の整備を進める。
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府省等名 文部科学省

組織名 国立教育政策研究所

作成日：2021年8月25日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　上述(５）の所内「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

　文部科学省と連携し検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　上述(５）の所内「テレワーク利用の実態把握調査」の検証結果や政府で取り組んでいる「テレワークデイズ」等の機会を活用し、文部科学省と連携の上適切なテレワーク集中
検証期間を設定する。

・情報システムの課題検証

　　上述(５）の所内「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施のうえ、課題を検証する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上述(５）の所内「テレワーク利用の実態把握調査」等を実施のうえ、検討する。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークを生産性の高い多様な働き方の一つとして活用することにより、ワーク・ライフ・バランスの推進、優秀人材の活躍機会の拡大、業務継続性の確保等を実現するため
の取り組みを着実に推進する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方　→計画の推進方法

　全ての職員と業務をテレワーク対象として、業務プロセスの見直しを進め、テレワークにおける業務の生産性の確保・向上に努める。

　テレワークの利用にあたっては、文部科学省の基本理念・基本方針に基づき、所内関係部・センター※が連携したうえで、①ワークライフバランスの実現、②育児、介護のため
に時間制約がある職員の活躍、③障害等のために日常生活・社会生活上の制約がある職員の活躍、④非常時における業務継続の観点を踏まえた取組みを推進する。
　※総務課総務係・総務課人事係・会計課管理係・情報支援課

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化
　
　電子決裁や公文書の電子メールによる施行（公印の押印不要）への取組を引き続き推奨していく。PC等職員用端末の操作性・視認性の向上など、ペーパーレス化の阻害要因
を解消し、行政文書の電子化を促進する。
次期システムにおいては、PC等職員用端末やシステムにおいてもペーパーレス化を進めるための設計、整備を実施していく予定。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

令和2年度に職場と同等の文書編集機能、Web会議機能を構築、拡充した。またリアルタイムのコミュニケーションを一部に試験的に導入。今後の拡充を目指している。次期シス
テムにおいては、テレワークを前提とした検討する予定。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

次期システム検討の一つとする予定。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　業務分担の適正化や業務プロセスの見直しを推進するため、テレワークの課題として既に把握されている「職場に出勤している職員への業務集中」等のほか、今後、文部科学
省独自の取組みとして予定されている「テレワーク利用の実態把握調査」をもとに、テレワーク利用の実態把握を目的とした同様の調査等を所内で実施し、調査により把握され
た各部・センターの様々な実情を踏まえ、文部科学省主催の研修等への参加を通じた管理職マネジメント手法の体得や意識の醸成をより一層促進する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク中も職員のメンタルヘルスを確保するため、文部科学省内の健康管理医による電話等を使った診療、外部機関の健康相談室活用、文部科学省や人事院等主催研
修への参加など、健康管理室等を利用した職員に対するメンタルヘルス向上策をより一層促進する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

上述(５）の所内「テレワーク利用の実態把握調査」の結果等を踏まえ、幹部説明のオンライン化の推進やチャットツールの活用などを通じたコミュニケーション手法の見直し等を
実施する。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　国立教育政策研究所における全ての業務を対象とする。

・テレワーク対象職員数

　国立教育政策研究所に勤務する全ての職員を対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　業務プロセスの見直しや勤務時間管理に係る管理職マネジメントの業務負担の軽減を図るとともに、超過勤務を含めたテレワーク時の適切な勤務時間管理のための環境整備
に努める。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　

令和6年1月から稼働開始予定の次期基盤システムにおいては、全職員がテレワーク可能かつテレワークを前提とした働きやすい環境を目指し検討する予定。
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府省等名 厚生労働省

組織名 本省

作成日：2021年8月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

テレワーク時の執務環境等について職員アンケートを実施し、必要に応じて改善策を検討する。

・サテライトオフィスの設置等

令和３年４月より西ヶ原研修所において試行的に運用しているサテライトオフィスの運用状況を確認し、より職員のニーズにあった運用ができるよう検証を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

例年、夏期に実施している「業務改革推進月間」に合わせてテレワークを特に推進することとし、その後、秋を目途にテレワーク実施状況の検証を行う。

・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワーク実施状況の検証に当たっては、ハード環境面・運用面や職員の生産性等テレワーク勤務の課題を職員アンケートにより把握し、改善策を検討する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

「電子決裁移行加速化方針」（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議）を踏まえ、決裁の電子化を推進するとともに、今後予定されている内閣府のガイドライン改正を踏
まえた厚生労働省行政文書管理規則等の改正に基づき、行政文書の電子化、ペーパーレス化を促進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

ＢＣＰアンケートにおいて、ウェブ会議の利用しづらさが明らかになったことも踏まえ、テレワーク実施中の生産性を低下させないために、令和３年度中にウェブ会議機能の改善と
して、職員の端末において、府省庁共通Ｗｅｂ会議サービスを利用できるようにする。また、令和４年度中に予定している厚生労働省ＬＡＮシステムの更改においても、共同編集機
能の利便性向上を図るとともに、グループチャット機能を導入する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

内部部局等における業務用ＰＣ端末においては、Ｗｅｂ会議ツールとして、無料通話と同様の機能が既に整備されている。これに加えて、携帯電話での無料の通話機能を導入す
る必要性について、令和３年度中に職員アンケートによるニーズ把握を行い、その結果を踏まえて必要な対応を検討する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等）

ＢＣＰアンケートにおいては、テレワーク等のしづらさとしてコミュニケーションを要する業務の特性や、上司や周囲に対する気兼ね等が指摘されていることから、テレワークを実施
しやすい業務の進め方に見直していくため、以下の取組を行う。
・ 管理職研修や階層別研修等において、テレワーク中の職員のマネジメントに係る内容を取り入れ、職階に応じて、テレワークを実施しやすいよう業務の進め方を見直す。
・ 課長補佐以上の職員が、自身に対するペーパーレス説明や、テレワーク時の連絡の取り方等のポイントをあらかじめ部下職員に示し、部下職員が気兼ねなく業務遂行できる職
場環境づくりの取組を進める。そのためのひな形を配布・周知する。
・ テレワークを実施しやすい業務の進め方について、省内の実践の好事例を収集し、情報提供する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

健康相談室から定期的に発信しているメールマガジンを活用し、テレワークを実施する職員が感じるストレス等について注意喚起を行うとともに、引き続き相談窓口の周知を行
う。

各府省等テレワーク推進計画

（基本理念）
テレワークは、職員の通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減
や仕事と家庭生活の調和を実現する上で有効な働き方のひとつである。また、いかなる環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持する観点や働く時間や場所を柔
軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。
「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日閣議決定）においては、テレワークについては、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に
対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標が定められた。デジタル技術を最大限活用して公務の高い生産性を実現するため
には、既存のプロセスにまで踏み込んだ業務改革（ＢＰＲ）を実施し、行政内部の業務を、エンドツーエンドでデジタルを前提としたものに改革していくとともに、自席や職場に限ら
ずどこでも仕事ができ、職員同士のコミュニケーションの向上や新たなアイデアの創発を促進するような環境の整備や意識の醸成が必要である。今般の新型コロナウイルス感染
症対応を踏まえると、非常時においても適切に行政サービスを提供できるようにするためにも、これらの取組は急務である。

（これまでの主な取組と課題）
厚生労働省本省内部部局及び中央労働委員会事務局（以下「内部部局等」という。）においては、政策立案・実施等の業務に従事する職員が業務用ＰＣ端末を１人１台利用でき
る環境となっており、そのほとんどがテレワーク実施可能なシンクライアント端末である。加えて、同時接続数の拡大や、個数に限りのあるハードトークンからソフトトークンへの切
り替え等を行い、テレワークを実施しやすいハード面の環境整備に努めてきた。
一方、令和２年７～８月に省内で実施した「緊急事態宣言中等における業務継続体制に関するアンケート」（以下「ＢＣＰアンケート」という。）においては、テレワークやペーパーレ
ス化のしづらさとして、迅速なコミュニケーションを要するといった業務の特性や、資料に書き込みたいといった現状のハード環境では対応できない仕事のスタイル等の課題が明
らかになっている。
また、令和２年11月に実施した「厚生労働省改革に関する全職員アンケート」においては、「テレワークの推進・環境整備（トークン・同時接続数の増設、更なる推進策等）」に対す
る期待度が高く、厚生労働省改革において重点取組事項の１つとなっている。

（今後の目標）
こうした現状も踏まえ、本計画においては、2025年度（令和７年度）までの５年間に、内部部局等に勤務する職員が円滑にテレワークを実施できる環境の実現を目指すこととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

本計画におけるテレワークとは、内部部局等に勤務する職員が、その所属する課室の場所から離れ、自宅又は実家において業務が行える環境（以下「ホームオフィス」という。）及
びサテライトオフィスで情報通信機器等を活用して勤務することをいう。
　実施に当たっては、「厚生労働省テレワーク実施要領」（平成30年12月27日。以下「実施要領」という。）に基づき、原則として１日を単位に実施する（フレックスタイム制との併用
を可とする）。開始、休憩及び終了時に管理者に対して報告・連絡を行うものとする。

（推進体制）
テレワークを利用しやすい環境の整備に当たっては、ハード環境だけでなく、業務の進め方の見直しや職員の健康管理等、多角的に取り組んでいく必要がある。そのため、大臣
官房人事課が、関係部局（大臣官房総務課、会計課、業務改革推進室、政策統括官付情報化担当参事官室）と連携し、内部部局等におけるテレワーク推進に取り組んでいくこと
とする。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

内部部局等における政策立案・実施等の業務全体を対象とする。

・テレワーク対象職員数

上記業務に対応する職員として、約５，１００人及び出向者等を対象とする。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク時の勤務時間管理については、実施要領に基づき、勤務開始時、休憩時間の前後及び勤務時間終了時の管理者への連絡により行う。また、時間外勤務を要する場
合は通常勤務の場合と同様に上司に対して事前に申告し、上司は「公務のために臨時又は緊急の必要のある」業務であるかどうか等を十分に確認した上で、実施の必要性を判
断する。
加えて、勤務時間管理のシステム化を通じて、テレワーク時についても勤務実績を確実に把握できるよう取り組む。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

１．のとおり、内部部局等において政策立案・実施等の業務に従事する職員のほとんどが業務用ＰＣ端末としてシンクライアント端末を利用しているが、一部の職員はＦＡＴ端末を
利用しており、テレワークを行うことができない。そのため、令和３年度９月中を目途に、ＦＡＴ端末（※１）について、ＢＹＯＤ（※２）を活用したテレワークが可能となる環境の整備を
行う。これにより、内部部局等において業務用ＰＣ端末はすべてテレワークに対応することとなる。
また、令和４年度中に予定されている厚生労働省ＬＡＮシステム更改において、同時にリモートアクセス可能な人数の更なる拡大を実施する予定である。
　※１　ＦＡＴ端末：厚生労働省ＬＡＮシステムにおいて、シンクライアント端末のようにサーバ側でデータを保有する仕組みではなく、端末上にデータを保有する仕組みの端末。
　※２　ＢＹＯＤ：Bring Your Own Deviceの略称。職員が私物の情報端末等を業務で利用すること。
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府省等名 厚生労働省

組織名 都道府県労働局

作成日：2021年8月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

（５）マネジメント改革
の推進

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワーク実施状況の検証に当たっては、実態把握の上で必要に応じて改善策を検討する。

３．各府省等独自の取組

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握
・サテライトオフィスの設置等

テレワーク時の執務環境等の実態を踏まえ、必要に応じてサテライトオフィスの設置も含めた改善策を検討する。

各府省等テレワーク推進計画

（基本理念）
テレワークは、職員の通勤負担の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減
や仕事と家庭生活の調和を実現する上で有効な働き方のひとつである。また、いかなる環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持する観点や働く時間や場所を柔
軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。
「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日閣議決定）においては、テレワークについては、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に
対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標が定められた。

（現状と今後の目標）
一方で、都道府県労働局においては、労働基準監督署の立入調査や申告・相談対応、公共職業安定所（ハローワーク）の職業相談、雇用保険の申請手続き等、業務の中核に
庁外業務・窓口業務があり、本来的にテレワークが困難な業務も少なくない。現状、一部の部（課・室）において、テレワークを行うことが可能となっているが、本計画においては、
都道府県労働局における業務の特性等を踏まえ、テレワークを行うことができる業務を整理し、順次、実施環境を整備していくこととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本

方針

・テレワーク利用に係る考え方

本計画におけるテレワークとは、都道府県労働局に勤務する職員が、その所属する部(課・室)の場所から離れ、自宅又は実家において業務を行うことができる環境で情報通信機
器等を活用して勤務することをいう。
既にテレワークを行うことが可能である部(課・室)においては、「都道府県労働局総務雇均システムテレワーク実施要領」(令和元年６月)及び「労働基準行政システムテレワーク実
施要領(令和２年10月)(以下「実施要領」という。)に基づき、原則として１日を単位に実施する(フレックスタイム制との併用を可とする)。また、テレワークの開始、終了及び休憩時
に管理者に対して報告・連絡を行うものとする。
テレワーク利用環境が整っていない部(課・室)においては、利用環境を整えた上、実施要領等を整備する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

「電子決裁移行加速化方針」(平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議）を踏まえ、決裁の電子化を推進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

今後のシステム調達に当たっては、これらの機能を念頭に調達を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

都道府県労働局におけるニーズを踏まえ、必要な対応を検討する。

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保
・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

厚生労働省本省テレワーク推進計画において掲げられている事項を参考に、都道府県労働局において取り組む。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

システム調達状況も踏まえ、実施環境が整った部・課・室から、厚生労働省本省が夏期に実施している「業務改革推進月間」に合わせてテレワークを特に推進する。その後、テレ
ワーク実施状況の検証を行う。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）、テレワーク対象職員数及び推進体制
　
各業務の特性を踏まえ、テレワーク対象業務、対象職員数及び推進体制を以下のとおりとする。

※都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の業務部門のうち、事業所訪問・指導業務、各種申請等の審査業務、相談対応業務は、本来的にテレワークが困難な業務であるが、
付随する業務のうち、集計、報告書の作成等テレワークが可能な業務について、その対象業務として検討する。
※都道府県労働局総務部労働保険徴収課（室）（労働保険徴収部を含む。）、労働基準部及び労働基準監督署の管理部門及び業務部門のうち業務計画の策定、各種報告の作
成、各種復命書の作成等の一部の庁内業務については、テレワークの対象としているところであり、引き続き利用環境の拡充を図る。なお、事業場への立入調査、申告・相談対
応、申請、届出等の受付は、本来的にテレワークが困難な業務である。
※都道府県労働局職業安定部、需給調整事業部及び公共職業安定所の業務部門のうち、相談対応業務や事業所訪問・指導業務、各種申請等の審査業務、会議等開催業務
は、本来的にテレワークが困難な業務であるが、付随する業務のうちテレワークが可能な業務について、その対象業務として検討する。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク時の勤務時間管理については、実施要領に基づき、勤務開始時、休憩時間の前後及び勤務時間終了時の管理者への連絡により行う。また、時間外勤務を要する場
合は、通常勤務の場合と同様に上司に対して事前に申告し、上司は「公務のために臨時又は緊急の必要のある」業務であるかどうか等を十分に確認した上で、実施の必要性を
判断する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

対象業務 対象職員数 推進体制

都道府県労働局
総務部（労働保険徴収課（室）を除く）
雇用環境・均等部（室）

管理・企画部門
業務部門の一部業務

約4,500人 大臣官房地方課及び雇用環
境・均等局総務課が各都道府
県労働局と連携して推進。

都道府県労働局
総務部労働保険徴収課（室）（労働保険徴収部を含む。）
労働基準部
労働基準監督署

管理・企画部門
業務部門の一部業務

約13,000人 労働基準局総務課が各都道府
県労働局と連携して推進。

都道府県労働局
職業安定部、需給調整事業部
公共職業安定所

管理・企画部門
業務部門の一部業務

約 34,000人 職業安定局公共職業安定所運
営企画室が各都道府県労働局
と連携して推進。

都道府県労働局
総務部（労働保険徴収課（室）を除く）
雇用環境・均等部（室）

都道府県労働局
総務部労働保険徴収課（室）（労働保険徴収部を含む。）
労働基準部
労働基準監督署
都道府県労働局
職業安定部、需給調整事業部
公共職業安定所

現行システムの運用期間は平成31年１月～令和４年12月までとしてお
り、令和４年度中に、次期厚生労働省ネットワークシステムへの統合によ
り、テレワークに利用可能な端末の追加整備及び厚生労働本省と同等の
テレワーク環境の整備を予定。

スケジュール

令和７年１月の労働基準行政システムの更改において、テレワークを可
能とする利用環境を拡充する予定。また、労働保険適用徴収システムに
ついて、テレワークに利用可能な端末を令和７年度までに導入することを
検討。
次期システム更改に先行し令和６年度中の実施を計画しているシステム
基盤の見直し後において、テレワーク可能な業務についての環境を整備
する方向で検討を行う。
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府省等名 厚生労働省

組織名 地方厚生（支）局

作成日：2021年8月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

（５）マネジメント改革
の推進

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワーク実施状況の検証に当たっては、実態把握の上で必要に応じて改善策を検討する。

３．各府省等独自の取組

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握
・サテライトオフィスの設置等

テレワーク時の執務環境等の実態を踏まえ、必要に応じてサテライトオフィスの設置も含めた改善策を検討する。

各府省等テレワーク推進計画

（基本理念）
少子高齢化や情報通信技術の進歩などを背景に、育児・介護などを行いつつ自宅などで仕事をするテレワークは、職員の通勤負担の軽減等を通じて、時間の有効利用等によ
る業務の生産性の向上や仕事と家庭生活の調和を実現する上で有効な働き方のひとつである。
また、いかなる環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持する観点や働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが
重要である。
「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日閣議決定）においては、テレワークについては、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に
対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標が定められた。
行政内部の業務を、デジタルを前提としたものに改革していくとともに、どこでも仕事ができ、職員同士のコミュニケーションの向上や新たなアイデアの創発を促進するような環境
の整備や意識の醸成が必要である。
以上を踏まえ、地方厚生（支）局（以下「厚生局」という。）に勤務する職員のテレワークについて、普及・促進を図ることとする。

（現状と今後の目標）
一方で、厚生局においては、指導・監督業務や捜査関係業務や窓口対応業務等の対面業務もあり、本来的にテレワークが困難な業務も少なくない。本計画においては、厚生局
における業務の特性を踏まえ、テレワークを行うことができる業務を整理し、2025年度（令和７年度）までの５年間に順次、実施環境を整備していくこととする。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

本計画におけるテレワークとは、厚生局に勤務する職員が、その所属する課室の場所から離れ、自宅又は実家において業務が行える環境(以下「ホームオフィス」という。)及び
サテライトオフィスで情報通信機器等を活用して勤務することをいう。
実施に当たっては、「地方厚生・支局テレワーク実施要領」(平成31年2月12日。以下「実施要領」という。)に基づき、原則として１日を単位に実施する(フレックスタイム制との併用
を可とする)。開始、休憩及び終了時に管理者に対して報告・連絡を行うものとする。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

「電子決裁移行加速化方針」(平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議)を踏まえ、決裁の電子化を着実に実施するとともに、今後予定されている内閣府のガイドライン改
正を踏まえた厚生労働省行政文書管理規則等の改正に基づき、行政文書の電子化、ペーパーレス化を促進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

厚生局の今後のシステム調達に当たっては、これらの機能を念頭に調達を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

厚生労働省本省テレワーク推進計画において掲げられている事項を参考に、必要な対応を検討する。

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保
・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

厚生労働省本省テレワーク推進計画において掲げられている事項を参考に取り組む。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

例年、夏期に実施している「業務改革推進月間」に合わせてテレワークを特に推進する。その後、秋を目処にテレワーク実施状況の検証を行う。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

厚生局における指導・監査業務及び捜査関係業務及び窓口業務等以外の業務全体を対象とする。

・テレワーク対象職員数

上記業務に対応する職員として、厚生局における職員約2,400人を対象とする。
・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク時の勤務時間管理については、実施要領に基づき、勤務開始時、休憩時間の前後及び勤務時間終了時の管理者への連絡により行う。また、時間外勤務を要する場
合は通常勤務の場合と同様に上司に対して事前に申告し、上司は「公務のために臨時又は緊急の必要のある」業務であるかどうか等を十分に確認した上で、実施の必要性を
判断する。
加えて、勤務時間管理のシステム化を通じて、テレワーク時についても勤務実績を確実に把握できるよう取り組む。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

厚生局において指導・監査業務及び捜査関係業務及び窓口業務等以外の業務に従事する職員のすべてが業務用PC端末としてFAT端末(※)を利用しており、同時接続数が１０
０という制限の中でテレワークを実施しているところである。
令和４年度中に予定されている厚生労働省LANシステム更改において、同時にリモートアクセス可能な人数の更なる抜本的な拡大を調整する。
※　ＦＡＴ端末：厚生労働省ＬＡＮシステムにおいて、シンクライアント端末のようにサーバ側でデータを保有する仕組みではなく、端末上にデータを保有する仕組みの端末。
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府省等名 厚生労働省

組織名 施設等機関

作成日：2021年8月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

（５）マネジメント改革
の推進

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・テレワーク対象業務、対象職員数及び推進体制

各施設等機関の業務の特性を踏まえ、テレワーク対象業務、対象職員数及び推進体制を以下のとおりとする。

※ 国立ハンセン病療養所及び国立更生援護機関の一部（国立武蔵野学院と国立きぬ川学院の業務部門、国立障害者リハビリテーションセンター）については、入所者等に対す
る直接処遇や施設管理を要し、本来的にテレワークが困難である。
※ 試験研究機関の業務のうち、研究、研修、実験部門の業務は庁舎内の検査・研究等のための設備の利用を要し、本来的にはテレワークが困難な業務であるが、一部テレ
ワークが可能な業務についてはテレワークを実施する。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク時の勤務時間管理については、実施要領に基づき、勤務開始時、休憩時間の前後及び勤務時間終了時の管理者への連絡により行う。また、時間外勤務を要する場
合は通常勤務の場合と同様に上司に対して事前に申告し、上司は「公務のために臨時又は緊急の必要のある」業務であるかどうか等を十分に確認した上で、実施の必要性を判
断する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

各施設等機関について以下のとおりである。

各府省等テレワーク推進計画

（基本理念）
テレワークは、職員の通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減
や仕事と家庭生活の調和を実現する上で有効な働き方のひとつである。また、いかなる環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持する観点や働く時間や場所を柔
軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。
「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日閣議決定）においては、テレワークについては、2025年度（令和7年度）までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に
対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標が定められた。

（現状と今後の目標）
一方で、厚生労働省の各施設等機関（※）においては、入所者等に対する直接処遇や施設管理等、本来的にテレワークが困難な業務も少なくない。本計画においては、各施設
等機関における業務の特性を踏まえ、テレワークを行うことができる業務を整理し、2025年度（令和７年度）までの５年間に順次、実施環境を整備していくこととする。

※ 検疫所、国立ハンセン病療養所、試験研究機関（国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所）及び国立更
生援護機関（国立武蔵野学院、国立きぬ川学院及び国立障害者リハビリテーションセンター）をいう。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本

方針

・テレワーク利用に係る考え方

　本計画におけるテレワークとは、厚生労働省の各施設等機関に勤務する職員が、その所属する課室の場所から離れ、自宅又は実家において業務が行える環境(以下「ホーム
オフィス」という。）及びサテライトオフィスで情報通信機器等を活用して勤務することをいう。
　実施に当たっては、各施設等機関のテレワーク実施要領を作成し、原則として１日を単位に実施する(フレックスタイム制との併用を可とする）。開始、休憩及び終了時に管理者
に対して報告・連絡を行うものとする。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

「電子決裁移行加速化方針」(平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議）を踏まえ、決裁の電子化を推進するとともに、今後予定されている内閣府のガイドライン改正を踏
まえた厚生労働省行政文書管理規則等の改正に基づき、行政文書の電子化、ペーパーレス化を促進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

各施設等機関の今後のシステム調達に当たっては、これらの機能を念頭に調達を行う。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

各施設等機関におけるニーズを踏まえ、必要な対応を検討する。

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保
・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

厚生労働省本省テレワーク推進計画において掲げられている事項を参考に、各施設等機関において取り組む。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

システム調達状況も踏まえ実施環境が整った施設等機関から、厚生労働省本省が夏期に実施している「業務改革推進月間」に合わせてテレワークを特に推進する。その後、各
所管部局においてテレワーク実施状況の検証を行う。

・情報システムの課題検証、実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討

テレワーク実施状況の検証に当たっては、実態把握の上で必要に応じて改善策を検討する。

３．各府省等独自の取組

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握
・サテライトオフィスの設置等

テレワーク時の執務環境等の実態を踏まえ、必要に応じてサテライトオフィスの設置も含めた改善策を検討する。

検疫所

国立医薬品食品衛生研究所

国立保健医療科学院

国立社会保障・人口問題研究所

国立感染症研究所

国立更生援護機関（国立武蔵野学院
及び国立きぬ川学院に限る。）

令和３年11月の次期システム更改において全職員分のテレワーク環境について調達済みである。

次期システム更改は令和７年度予定であり、調達方法については検討中。

令和４年度の厚生労働省LANシステム更改に伴い、テレワーク環境について整備される予定である。

次期システム更改は令和４年度予定であり、調達方法については検討中。

スケジュール

令和４年度に、テレワーク環境整備について調達を行うため予算要求を行っている。

既にテレワークを実施できる環境にあるが、テレワーク用職員ＰＣや行政文書の電子化等、更なる環境整
備については、令和６年１０月の次期システム更改までに調達方針を検討。

対象業務 対象職員数 推進体制

検疫所 管理・企画部門 約110人 医薬・生活衛生局生活衛生・食
品安全企画課検疫所業務管理
室が各検疫所と連携して推進。

国立医薬品食品衛生研究所 研究部門、管理・企画部門 約330人

国立保健医療科学院 研修部門、実験部門、管理・企画部門 約160人

国立社会保障・人口問題研究所 研究部門、管理・企画部門 約60人

国立感染症研究所 研究部門、管理・企画部門 約600人

国立更生援護機関（国立武蔵野学院
及び国立きぬ川学院に限る。）

管理・企画部門、養成・研修部門 約40人 子ども家庭局家庭福祉課が各
施設と連携して推進。

大臣官房厚生科学課が各試験
研究機関と連携して推進。
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府省等名 農林水産省

組織名

作成日：2021年８月27日

１．基本理念・
目標

（１）各府省等に
おけるテレワーク
に係る基本理念

（２）テレワーク
に係る制度整備

（３）テレワーク
に係るハード環境
整備

（６）サテライト
オフィスの整備等

各府省等テレワーク推進計画

　農林水産省においてはこれまで、平成27(2015)年に策定した農林水産省テレワーク推進計画に基づき、業務の性質上テレワークの実施が不可能な場合を除き、テレ
ワークを勤務形態の一つとして定着させ、必要な者が必要な時に活用できることを目標として掲げ、ハード環境の整備や規程の整備を進めてきた。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、テレワーク等を活用し、積極的な出勤回避に努めてきた。
　このような中で、令和２(2020)年12月に改訂された「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２(2020)年12月25日閣議決定）において、2025年度(令和7年度)まで
に、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービスを提供できる体制を整備するとの目標が定められた。これ
らの状況を踏まえ、農林水産省においても、テレワーク推進計画を改訂し、テレワークの更なる推進を図ることとする。
　令和６(2024)年１月には、政府共通の情報システム基盤であるガバメントネットワークに完全移行し、場所を選ばない働き方を可能とするシステム環境が大幅に改善
される。このことも見越して、令和６(2024)年１月に向けて、これまでのテレワークの取組の中で明らかになった具体的な課題の解決に向けた取組について、試行を繰
り返すことにより、出勤を前提とする業務を除き、テレワークで業務が完結できるようにするための継続的な業務の見直しを進める。

（１）各組織にお
けるテレワーク利
用環境の整備に係
る基本方針

・テレワーク利用に係る考え方

　①テレワークの推進の基本的な進め方
　農林水産省におけるこれまでのテレワークの取組を踏まえた職員アンケートや個別ヒアリング等により、今後の更なるテレワークの推進に当たっては、具体的に以下
のような課題が明らかになっている。
【位置付けの問題】
　従来、テレワークは例外的な勤務と位置付けられ、新型コロナウイルスの感染が拡大した緊急時に取組目標が示されるまでは、幅広い職員に対しこれを推奨する機運
がなかった。
【ハード環境・通信環境上の課題】
　上記のような機運の乏しさを背景に、テレワークの実施に必要な通信機　　器等の整備が十分進んでいなかった。
【業務執行上の課題】
　ア　紙媒体の使用を前提とした業務等、現状の方法ではテレワークで実施できない業務が相当量あり、相当割合の職員がテレワークを実施した際に、業務の進捗が遅
れがちになることがあった。
　イ　パソコン端末を使用できない職員に割り振られる業務の範囲が限定的であり、出勤職員に業務負担が偏るとともに、全体として業務の生産性が低下することが
あった。（地方支分部局等）
【コミュニケーション上の課題】
　ア　上司が、常に目が届かない場所で業務を行う部下に対して状況に応じた柔軟な業務指示を行いにくくなり、上司のマネジメントの負担が増加することがあった。
　イ　職場に出勤する場合と比べてコミュニケーションが不足し、業務の進捗状況等の把握や共有等に支障が生じることがあった。
　ウ　業務に孤独感を感じ、テレワークでの業務に精神的な負担を感じる職員がいた。
　エ　上記の課題等を背景に、職場においてテレワークの積極的な実施が歓迎されない雰囲気を感じる職員もいた。
　このうち、ハード環境・通信環境上の課題については、本省においては令和４年10月に、地方支分部局等においてもそれ以降に順次、政府共通の情報システム基盤で
あるガバメントネットワークに移行していくことが計画されており、これにより、地方支分部局等を含めた全職員がテレワークを実施可能となるハード環境が整備され
るとともに、通信環境が大幅に改善されることが期待される。
　このことを前提にシステム移行後の働き方も想定し、以降に記すようなOutlookやSkype for Businessの活用、ペーパーレス化推進など、本計画の各項目に記す取組
の試行、改善を繰り返し、課題解決の取組を一つ一つ進めていくことを通じて、テレワークの更なる推進を図る。
　これらの取組を通じ、新たな感染症のまん延時等の緊急時においては、出勤回避を一定期間実施しても、最低限の業務継続が可能な体制を構築･維持していく。具体
的には、緊急時には、人と人との接触機会を最低７割、極力８割削減できる体制を目指す。
　また、平時においては、育児や介護等への配慮が必要な場合に限らず、担当業務として与えられたミッションに対応する場合等においても、職員がテレワークを一般
的な勤務形態の一つとして柔軟に選択でき、その能力を最大限発揮できる働き方の定着を目指す。平時においてテレワークが広く実施されることにより、緊急時の大幅
な出勤回避にも大きな支障なく対応でき、業務継続の可能性が確保されることとなる。
・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）
・テレワーク対象職員数

　②テレワーク対象職員数と対象業務

　本省においては、令和３(2021)年４月現在、全ての職員（約5,600名）がテレワーク実施可能な端末の使用及び省内LANへの接続が可能な状況にある。
　一方、地方支分部局等においては、令和３(2021)年４月現在、テレワーク実施可能な端末の導入率は13％であり、この他貸出用の端末が約1,000台整備され、同時に
ファット端末のセキュア化も行われているが、令和４(2022)年10月から順次進められるガバメントネットワークへの移行により、令和６(2024)年１月から全ての職員
（約23,800名）がテレワークを実施可能なシステム環境が整備される。
　このため、出勤が前提となる業務（庁舎管理、検疫･ほ場管理含む現場対応業務、行政サービス等窓口業務、官用車運転･管理業務、災害等緊急時対応業務、他律的に
対面が求められる業務等）を除き、テレワークを選択可能な対象業務と位置付ける。

　③取組の実施体制

　この計画に基づくテレワーク推進の取組は、人事部門（大臣官房秘書課（以下「秘書課」という。））と情報システム部門（大臣官房デジタル戦略グループ（以下
「デジタルＧ」という。））の指導・監督の下、広く関係部署の協力を得て進める。

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握
・サテライトオフィスの設置等

　本省、地方支分部局等の職員が一堂に会し、現場で一定期間業務を行うことが効果的な場合や、介護を抱える職員、特定の医療機関等で療養を行う必要がある等の事
情を抱える職員が、一定期間勤務官署を離れて業務を行わなければならない場合等に、柔軟性を持った働き方を可能とするためには、サテライトオフィスを活用した働
き方の推進は効果的であると考えられる。このため、政府全体の状況も踏まえつつ、令和３(2021)年度中に、モデル的な取組の実証を行い、効果や課題等を整理する。
これらを踏まえ、秘書課は農林水産省テレワーク実施要領の改正を検討・実施する。

３．各府省等独自の取組

２．具体的なテ
レワーク推進の
計画

（７）テレワーク
実施状況のモニタ
リングと課題の把
握

・テレワーク集中検証期間の設定
・情報システムの課題検証
・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の取組の検証・見直しを定期的に実施するため、政府全体の取組と連携してテレワーク集中検証期間を設定する。
　検証にあたって秘書課は、テレワークの実施状況、システムの動作状況や生産性等の課題について、職員満足度調査などの職員へのアンケート調査等を定期的に実施
することにより課題を把握し、関係部門と共有しつつ改善策の検討を行う。
　なお、本計画についても随時必要な改正を行う。
　以上の取組を不断に行い、テレワークを平時においても当然に選択・実施される働き方として定着させることを目指す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　前述のガバメントネットワークへの移行を着実に進める。
　ガバメントネットワークへの完全移行までの間については、秘書課及びデジテルＧは、本省・地方支分部局等の各部署における職員の声や、テレワーク推進上の効果
的な手法を不断に収集し、現状使用可能なSkype for BusinessやWebex等各機能の効果的な活用方法、通信状況が悪い場合には音声のみでウェブ会議を実施すること
や、パソコン端末を使用できない場合には、事業の執行に関する申請書類等を集中的にチェックする等の工夫等について周知し、実施を推奨する。各部署においてもこ
れらの情報も踏まえ、積極的に取組を試行する。

（４）テレワーク
実施環境の整備

・行政文書の電子化

　①行政文書の電子化等
　行政文書の電子化に関しては、これまでも原則電子決裁を推奨してきたところであるが、決裁者が決裁を行うための拘束時間の低減を図ることも重要であることか
ら、起案文書の不備を極力減らすため、大臣官房広報評価課（以下「広報評価課」という。）はすでに周知されている通知等を活用しつつ、優良事例を踏まえた決裁を
作成する際のノウハウ等の周知や実施の推奨を行うとともに、決裁ルートの見直しを定期的に省内に求める。
　また、テレワーク時にも必要な時に必要な情報が取り出せるよう、各部署において「行政文書の電子的管理についての基本方針」（平成31(2019)年3月25日内閣総理
大臣決定）に基づき、共有フォルダにおける体系的管理を徹底するため、広報評価課は、定期的に省内各部局の文書管理担当者に対して実施状況の確認と対応を求め
る。共有フォルダの体系的管理の徹底は、ガバメントネットワークへの移行に伴う共有フォルダの整備においても重要となるため、デジタルＧと連携し、職員へも広く
周知を図り、全省的にその整備を行う。
　更に、政府全体で、公印等押印の省略をはじめ、書面・押印・対面の規制や慣習の抜本的な見直しが実施されたところであるが、省外からの紙面申請の受領や受領印
の押印、紙媒体でしか存在しない証拠書の提出など紙面に依ることが真にやむを得ない場合を除き、従前の対応に戻ることがないようにし、テレワークの実施を妨げて
いる規制や慣習がなお存在する場合には、登庁することなく業務が完結可能となるよう対応策を講じる。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　②ウェブ会議機能等の充実
　ガバメントネットワークへの移行の際は、Teams機能によりウェブ会議機能の充実が予定されているため、これらの機能を活用した働き方を試行し、移行時に円滑に
これらの機能が活用されるよう、具体的な使用例を取りまとめる。
　また、移行までは、デジタルＧは、現在運用しているSkype for Business、Webex会議機能の有効な利用方法等について周知し、実施を推奨する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　③業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入等
　テレワークにおける公用通話の通話料については、平成28(2016)年度より050サービスを用いて職員に通話料の負担を求めない仕組みを導入している。秘書課は、引
き続きテレワークを実施する基本的にすべての職員に対して、この仕組みを活用するよう浸透させていく。また、省内職員間の通話において、Skype for Businessの
チャットや通話機能の利用を推奨する。
　本省においては、テレワークを行う際、職場にかかってきた電話が個人の携帯電話に転送される、不在転送サービスの設定を行うことを必須とする。また地方支分部
局等においても、転送機能が有効な場合はそれを推奨する。
　050サービスの利用にあたっては、管理担当者によるユーザー登録や更新、利用料の集計作業に多大な時間を要していることから、RPAの活用等により、担当者の業務
の効率化を検討する。
　また、秘書課は、一定の事情により自宅にインターネット環境が整備されていない職員が、職務命令によりテレワークを実施する場合に発生するWi-Fi通信料等の自
己負担の取扱いについて、考え方を整理する。

（５）マネジメン
ト改革の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化
　
テレワークを実施しない職員が固定化されることにより、特定の職員に業務が集中しないよう、テレワークが一般的な勤務形態の一つとして定着していくことを前提と
した、業務マネジメントの改善を不断に実施することが重要である。
　具体的には、各課内、班内等で、Outlookを活用した業務スケジュール等を共有する取組の徹底を図る、国会対応の定型的な業務を輪番制にするなど、管理職員は特
定の職員に業務が集中しないよう業務体制の調整を行う。秘書課は、その手法など示した上で各部署に試行させ、毎年度定期的にこれらの取組状況を把握し、課題があ
れば検証し更に対応策を検討するなどにより、取組を推進する。
　また、部下職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、管理職員自身がテレワークを積極的に実施する。
　管理職員に対しては、テレワーク時も含めた部下のマネジメント能力向上のための研修を毎年度実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク等の在宅勤務においては、日常生活を行う場で業務を行うことによるストレスや円滑なコミュニケーションが取りづらいこと等による心身の健康への影
響、また、テレワーク実施中においても、各種ハラスメントによるメンタル面での影響が懸念される。
　このため、秘書課はテレワーク中のメンタルヘルス確保については、各職場における既存の相談体制及び共済組合事業等による電話相談体制の更なる周知を行い、各
職場の管理監督者、人事担当者に対し、テレワーク推進における職員のメンタルヘルスに係る留意点（メールやチャット等を活用したコミュニケーションの推進等）に
ついて、毎年度定期的に周知・徹底を行う。
　また、職員が孤独感を感じやすくなっている一因としてコミュニケーションの不足も考えられるため、Skype for Businessのチャット等で砕けた会話を行うグループ
組成によるコミュニケーションの改善の取組を推奨する。秘書課において、令和３(2021)年度中にモデルケースを検討の上周知し、実施を推奨する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　幹部説明のオンライン化に関しては、農林水産省における働き方改革（まふ改革）の一環として、管理職員が一般職員に対し、メール等非対面の説明を歓迎する宣言
が広がった。また、メール過多の課題を解消するため、共有フォルダを活用したオンライン上での幹部説明を試行するなど、各部署で様々な工夫が行われている。秘書
課は今後も、こうしたオンライン上での幹部クリアの方法・工夫のマニュアル化を行い周知し、実施を推奨するとともに、幹部側からも非対面の説明を積極的に働きか
けるよう要請するなど、説明・クリアの効率化を進める。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　①勤務時間管理のシステム化
　秘書課では、令和３(2021)年度より人事、給与、勤務時間管理などの業務をシステム化するため、「人材情報統合システム」の開発を進めているところであり、テレ
ワークを含む勤務時間管理については、令和４(2022)年１月から本省、令和５(2023)年１月から地方支分部局等で、システムによる運用を開始する。
　これにより、テレワーク時も通常の勤務と同様に勤務時間を客観的に把握することが可能となるため、現行のメールによる勤務の開始・終了の報告は廃止する。
　また、テレワークに係る申請・承認等の手続きについても、人材情報　統合システムから簡便に行えるよう、現行の運用を抜本的に見直す。

②農林水産省テレワーク実施要領の改正
　秘書課は、人材情報統合システムによる勤務時間管理を前堤とし、新型コロナウイルス感染症対策の特例措置を踏襲した柔軟なテレワークの運用や、サテライトオ
フィスなど新たな取組も踏まえ、より一層職員がテレワークを利用しやすい制度環境となるよう、農林水産省テレワーク実施要領を速やかに改正するとともに、人材情
報統合システムの導入時、ガバメントネットワーク移行時等に合わせ、必要な改正を行う。
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府省等名 経済産業省

組織名 経済産業省・資源エネルギー庁・中小企業庁

作成日：2021年8月13日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、現状、コロナ禍における人流抑制のため、利用を一時停止しているが、コロナ後、サテライトオフィスの在り方について検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進（現在、最大、週５
日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職向けの研修等でマネジメント層向けテレワーク研修を実施し、テレワーク時のマネジメントを習得する機会を提供。業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

引き続き、民間企業の取組などの情報収集や、テレワーク研修の実施、優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）の省内展開など、テレワーク時の課題（悩み）解
決や効果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

3,081名（全職員が対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能としてい
る。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 特許庁

作成日：2021年８月11日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、現状、コロナ禍における人流抑制のため、利用を一時停止しているが、コロナ後、サテライトオフィスの在り方について検討を行う予定の経済産業
省本省と連携を図る。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築していくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、在宅勤務に係る実施要領を定め、管理職も含めて積極的なテレワー
クの利用を推進（現在、最大、週５日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携
して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

庁内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能である。２０２２年２月に基盤情報シ
ステムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（IP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職向けの研修等でマネジメント層向けテレワーク研修を実施し、テレワーク時のマネジメントを習得する機会を提供。業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

引き続き、民間企業の取組などの情報収集や、テレワーク研修の実施、優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）の庁内展開など、テレワーク時の課題（悩み）解決
や効果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

２，７０９名（全職員が対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に管理職から許可を得た場合のみ可能としている。職員は事前申請
を必ず実施し、管理職は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 北海道経済産業局

作成日：2021年7月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、必要に応じて検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進（現在、最大、週５
日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、幹部職員の監督の下、人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んでいく。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職向けの研修等でマネジメント層向けテレワーク研修を実施し、テレワーク時のマネジメントを習得する機会を提供。業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

管理職向け及び一般職員向けメンタルヘルス研修を実施すること等により、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

２２１名（全職員が対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能としてい
る。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 東北経済産業局

作成日：2021年7月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、必要に応じて検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進。また、その推進
環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職向けの研修等でマネジメント層向けテレワーク研修を実施し、テレワーク時のマネジメントを習得する機会を提供。業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

本省にて実施されるテレワーク研修の受講を促すとともに、優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）等の省内展開を通じて、テレワーク時の課題（悩み）解決や効
果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を推
進。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

２０１名（全職員を対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能としてい
る。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 関東経済産業局

作成日：2021年7月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

経済産業本省のパーチオフィス、経済産業省研修所がサテライトオフィスとして利用可能であるが、コロナ禍における人流抑制のため、利用は一時停止中。今後のサテライトオ
フィスの在り方については、必要に応じて検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進（現在、最大、週５
日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（希望する職員に対して、職員所有のスマートフォンや携帯電話に業務用の番号を付与し、通信費は公務
負担）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

職場に出勤している職員に業務が集中しないよう、Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールを活用し、職員同士のコミュニケーションの円滑化を図っている。また、管理
職を中心に各職員が抱える業務を適切に把握することで、業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールを活用し、職員同士のコミュニケーションの円滑化を図っている。また、テレワーク実施における優良事例（ベストプラクティス）の
局内展開を行うことで、テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

５３３名（コロナ禍においては非常勤職員を含む全職員を対象としている）
※令和３年７月末現在

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能としてい
る。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 中部経済産業局

作成日：2021年7月30日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

全省的な取り組みにあわせて、必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

必要に応じて検討を実施する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

全省的な取り組みにあわせて、テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

全省的な取り組みにあわせて、必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

全省的な取り組みにあわせて、テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進（現在、最大、週５
日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、全省的な方針のもと、人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充が予定されている。また、押印省
略により、出勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与されている端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境
が整備されている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改が予定されており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境が整備され
る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンや050電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

本省にて実施される管理職向けテレワーク研修の受講等を通じて、テレワーク時のマネジメントについて習得する機会とし、業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

本省にて実施されるテレワーク研修の受講を促すとともに、優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）等の省内展開を通じて、テレワーク時の課題（悩み）解決や効
果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

339名（2021年7月1日現在）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワークを実施する職員は、勤務開始時・終了時及び休憩開始時・終了時に上長（管理職又は総括補佐）に電子メール・Skype等で連絡することで勤務時間管理を適正に実施
する。なお、テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ
可能としている。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末が各職員に貸与されているとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域が用意されて
おり、情報セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備されている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改が予定されており、次期基盤情報システムでは端
末の軽量化等、テレワーク環境の更なる整備が進められる。
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府省等名 経済産業省

組織名 近畿経済産業局

作成日：2021年７月３０日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、必要に応じて検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

テレワークの推進、定着を図るため、必要に応じて課題を検証していく。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進（現在、最大、週５
日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

文書管理においては原則電子決裁を進めている。今後、さらに行政文書の電子化を進めていく。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

局幹部より局内会議等を通じて管理職に対してテレワーク推進を指示。管理職によるテレワーク時のマネジメントを通じて業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

本省にて実施されるテレワーク研修の受講を促すとともに、優良事例（ベストプラクティス）の省内展開など、テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的なテレワークの取組みを推
進していく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

377名（全職員が対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能としてい
る。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 中国経済産業局

作成日：2021年７月３０日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、必要に応じて検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進（現在、最大、週５
日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職向けの研修等で、テレワーク時のマネジメントを習得する機会を提供。業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

本省にて実施されるテレワーク研修の受講を促すとともに、優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）等の省内展開を通じて、
テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

１５７名（全職員が対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に管理職から許可を得た場合のみ可能としている。職員は事前申請
を必ず実施し、管理職は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 四国経済産業局

作成日：2021年７月３０日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

現時点では各職員の自宅にてテレワークを実施しており、大きな問題は発生していない。

・サテライトオフィスの設置

サテライトオフィスについては、必要に応じて検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

現時点では情報システムの課題は発生していないが、必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

各職員に対してテレワークに関する要望をヒアリングし、改善策を提案する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することができる働き方として、さらな
る導入・定着を図っていく。特に、自宅等で職場とほぼ同じ業務環境のもと業務を行うことができるテレワークを活用することで、ワークライフバランスの実現や生産性の向上、非常
時における業務継続（BCP確保）を可能とする体制を整備する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本方
針

・テレワーク利用に係る考え方

・テレワークの定着と新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進。
・適切な勤務態勢を維持するため、管理職による適切な課内マネジメントにより、柔軟な働き方の推進と適切な勤務態勢の維持をバランスよく進めていく。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

局内全体で徹底したペーパーレス化を進めるとともに、押印省略により、出勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が整
備できている。2022年2月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備が予定されてい
る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入　等

テレワーク時に自費負担なく電話することができる「０５０番号」サービスを活用しており、職員の自己負担は求めていない。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

・出勤者の負担増を回避し、適切な勤務体制を維持するため、スケジュールや電子出勤簿などを駆使して管理職による課内マネジメントを実施する。
・スカイプ会議などにより、職員同士の業務分担を確認し合うなどにより業務分担の適正化を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

オンラインによる課内会議等の実施により、管理職が中心となって課員のメンタルヘルスの確認及び確保に継続的に取り組む。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

局議、部議、課内会議などの局内での定例会議は、原則オンラインで開催している。また、幹部説明や打合せ等についても、必要に応じてオンラインで実施している。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパレス化、決済の電子化、オンライン会議の導入などや機器の導入などにより、来客対応や、一部の人事・会計業務等を除く業務につい
ては、ほぼ出勤時と変わらずテレワークでの実施可能となった。今後、さらなる業務プロセスの見直し等を行いテレワークの利用環境向上を図る。

・テレワーク対象職員数

対象職員数：全職員１７４名（常勤職員１２２名、再任用短時間職員３名、非常勤職員４９名）（R3.7.1)

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

電子出勤簿を導入済みであり、本システムを通じて、テレワーク時の超過勤務などの勤務時間管理を適正に実施する。
  現在のテレワークを取得するにあたっては、
（１）在宅勤務の実施当日において、在宅勤務を実施する職員は、勤務の開始時及び終了時並びに休憩の開始時及び終了時に、管理職に電子メール等の方法で連絡する。管理
職は、職員が在宅勤務を実施しているときは、可能な限り勤務時間中の職員の勤務状態を把握するものとする。
（２）在宅勤務実施後は、在宅勤務を実施した職員は、電子出勤簿に実施した業務内容を記入し、管理職の承認を得る。管理職は、職員の在宅勤務の実施状況に疑義がある場合
は、成果物等を確認し必要に応じて指導を行うものとする。
というスキームに沿って対応している。
（３）テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能として
いる。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）か
ら許可を得た場合のみ可能としている。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤システムについては、2022年2月頃に更新予定であり、PCやWi-Fi環境が刷新される予定であるため、セキュリティ対策などの面でもより強固なシステムが整備されるこ
ととなる。この基盤システムの刷新により、テレワーク実施に際してより快適でセキュリティ対策が施された環境が整備される予定である。
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府省等名 経済産業省

組織名 九州経済産業局

作成日：2021年7月3日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

現在は、自宅又は実家等でのテレワーク実施を可能としているところ。これ以外の場所での勤務希望があれば、活用の可能性を検討する。

・サテライトオフィスの設置

サテライトオフィスの設置は、要望の声もなく現在のところ予定していないが、必要に応じて検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進・定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

現在は、情報システム上に大きな課題はないが、今後課題が生じた際には都度改善策の検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワーク勤務の課題や要望について、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

・テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進。
・テレワーク実施を継続的に推進していくため、幹部職員の監督の下、総務課人事（制度面）と広報・情報システム室（ハード整備面）が連携し、多様な働き方とさらなる生産性向
上を実現するための環境整備を行う。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

令和2年４月からの当省の取り組み「各職員が今後新たに作成・取得する行政文書について、令和２年度から電子的に管理することを基本とする」に基づき、行政文書の電子的
管理を促進することで、事務の合理化と効率化の実現を目指す。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

・現在の基盤システムはクラウドによる情報・データ管理を行っており、テレワークによる自宅等からのリモートアクセスも可能となっているため、職場と同等の文書編集が可能と
なっている。
・また、文書編集機能として、「共同編集作業場」（PowerPointやWord文書等は複数人同時平行作業が可能）、ウェブ会議機能・チャット機能として「Skype for Business」を利用し
ており、引き続き、これらの機能を活用して業務の生産性向上を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

テレワーク時において、０５０電話サービス（職員の私物携帯端末から私用の電話番号とは異なる０５０からはじまる電話番号を利用して通話するモバイルアプリ。公費負担）を
導入しており、本サービスの利用を継続する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

・スケジューラー等を活用し、テレワーク組と出勤組それぞれのスケジュールやタスクを見える化する。
・オンラインでの打合せ等を通じて、それぞれが手がけている業務の進捗を共有し、業務分担の適正化を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

各課室（又は各班）で、定期的にオンラインミーティング等を実施する等して、円滑なコミュニケーションを心がける。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

定例会議は、原則オンラインで開催。幹部説明や打合せ等についても、対面とほぼ同じ環境下での実施が可能であり、引き続きオンライン化を推進する。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

局内における手続関係の見直し（押印レス、ペーパーレス等）やハード面の環境整備等により、窓口対応（来客・電話対応）及び一部の会計業務や書類審査等を除く業務につい
ては、ほぼ出勤時と変わらずテレワークでの実施可能となったが、さらなる業務プロセスの見直し等を行いテレワークの利用環境向上に努める。

・テレワーク対象職員数

対象職員数＝全職員３３４名（常勤職員２２７名、再任用短時間職員２３名、非常勤職員８４名）
※R3.5.1現在

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

・令和3年4月、超過勤務や休暇等各種申請、出勤簿管理等の電子化を本格導入し、管理部門・非管理部門の双方の利便性を向上。
・現在の取り組み（以下３点）を確実に実施することにより、勤怠管理・労働管理を適切に行う。
①始業・終業時の上長等へのメール報告
②テレワーク時の超勤に係る事前申請の徹底
③テレワーク報告

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

・既存の基盤システムにおいて、情報セキュリティ対策を施したテレワークに必要なハード環境整備を導入済みであるが、既存の基盤システムの更改時期は、2022年2月を予定
している。次期の基盤システムにおいても既存の基盤システムと同様、情報セキュリティ対策を施したテレワークに必要なハード環境整備が行われる予定。
・テレワーク用としてWi-Fiやモニター等の貸し出し用機器を整備する。
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府省等名 経済産業省

組織名 北海道産業保安監督部

作成日：2021年7月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　職員のテレワーク環境把握に努め（単身赴任先の公務員宿舎含む）、インターネット環境の有無に応じてwi-fiルーター代替のスマートフォンを貸与することで対応する。
　また、単身赴任者の帰省時における自宅でのテレワーク実施についても、執務環境が整えば認めている。

・サテライトオフィスの設置等

　現在のところ、サテライトオフィスの設置は考えていない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　テレワーク集中検証期間の設定による検証等は行っていないが、テレワーク実施での業務生産性や課題などを抽出し、合理的根拠（エビデンス）に基づく検討と改善を継続的
に実施出来るよう、対応の検討を進める。。

・情報システムの課題検証

　職員のテレワーク執務環境把握を通じて、必要な措置を図っていく。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」といった機会を活用し、適切な検証の実施や改善を図ることが出来るよう取り組んでいく。

各府省等テレワーク推進計画

　職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、在宅勤務の推進を図ることを目的とする。　＜北海道産業保安監督部在宅勤務実施要領＞

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　北海道産業保安監督部で勤務する次に掲げる職員とする。
　（１）常勤職員
　（２）再任用短時間職員

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　文書決裁システム利用による電子決裁の実施及びペーパレス化の積極導入により行政文書の電子化を推進していく。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　職員間で文書を共同編集する場合は、文書の共有化を適用し対応する等の措置を実施している。
　また、ウェブ会議機能（Skype for Business等）を活用した部議や課内会議、レク等の実施や、チャット機能も併行して活用することでコミュニケーション確保を図っていく。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　自宅への通信回線の設置・維持に要する費用及び在宅勤務によって生じる通信費、光熱費、備品、消耗品その他経費は自己負担である。
　テレワークにおいて業務目的の通話を希望する職員に対し、私用携帯電話利用時における通話料を公費負担とする仕組み（モバイルチョイス）を導入し対応する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　担当班内において事前に業務調整を図ることで、出勤者とテレワーク職員との業務分担が適正となるよう努める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　管理職員による勤務状態の確認等を通じ、また、適正なコミュニケーションを図ることをもって、過度なストレス回避やメンタルヘルスの確保となるよう努めていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　幹部説明については、ペーパーレス及びオンライン手法での実施に努めるよう配慮する。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　在宅勤務における対象業務の定めは特に設けていない。

・テレワーク対象職員数

　（R3.7.1現在）
　常勤職員：　３３名
　再任用短時間職員：　７名

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　職務時間の開始時・終了時、休憩時間の開始時・終了時において、課室長又は総括補佐に対し電話・電子メール等適切な手段により連絡を行う。
　執務した時間はテレワーク実績報告として電子出勤簿にて申告・反映する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　職場より配布されているセキュアＰＣを利用。
　セキュアＰＣを利用することが可能な高速のインターネット回線で職場と同等の環境を確保することができる自宅等にて行う。
　　（自宅にインターネット環境が無い職員に対して、wi-fiルーター代替のスマートフォンを貸与し対応）
　情報の機密性が守られ、業務に専念できる環境にあること。
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府省等名 経済産業省

組織名 関東東北産業保安監督部東北支部

作成日：2021年7月26日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

現在、サテライトオフィスは設置していない。また、現時点で今後の設置予定もない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築していくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進。また、その推進
環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

電子決裁システムや保安ネットシステムを活用し行政の電子化を推進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク時は、情報セキュリティを確保するため、必ず、当省が貸与するセキュアPCを使用することしており職場と遜色ない文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等を
有する環境となっている。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の 電話通話料については自己負担を求めないモバイルチョイスを導入済み。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

新任管理職向けの研修等でマネジメント層向けのテレワーク研修を実施し、テレワーク時のマネジメントを習得する機会を提供。業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

引き続き、民間企業の取組などの情報収集や優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）の省内展開を活用するなど、テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的なテ
レワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数（令和3年7月時点）

職員数　41人（再任用職員を含む）　非常勤　5人　対象人員計　46人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に管理職から許可を得た場合のみ可能としている。職員は事前申請
を必ず実施し、管理職は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

テレワーク時は、情報セキュリティを確保するため、必ず、当省が貸与するセキュアPCを使用する。
通信回線の設置・維持に要する費用及びテレワークによって生じる通信費、光熱費、備品、消耗品その他経費は、原則自己負担とする。
なお、通信回線の設置・維持についてやむを得ない事情がある場合には、モバイルWiFi（庁費負担）の貸出しを行う。
また、電話通信料については、自己負担を求めないモバイルチョイス（庁費負担）を可能とする。
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府省等名 経済産業省

組織名 関東東北産業保安監督部

作成日：2021年7月5日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

Skype for business の通話・ビデオ機能や課内会議の場を活用して、管理職がテレワーク時の執務環境や成果を適時確認している。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスは設置していない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

昨年来、1年以上にわたり完全２チーム制・隔日周期による出勤・テレワーク体制を継続しており、集中検証期間は特に設けていない。

・情報システムの課題検証

特に行っていない。　※今年度中に全省的な基盤情報システムの入替えが予定されている。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

職員から改善策の提案等があった場合は随時検討・対応している。

各府省等テレワーク推進計画

①職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
②職員・家族の健康、業務のBCP確保

※①は、平成30年11月に策定した関東東北産業保安監督部（以下、「関東監督部」）の在宅勤務実施要領1. において、「職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実
現するため、在宅勤務の推進を図ることを目的とする。」と掲げている。
※②は、令和2年1月の新型コロナウイルス感染症感染者の国内初確認、新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言の発令（第1回目の発令は4月7日）、その他全省的な感染対
策の動きを踏まえ、同年4月9日以降は、部内幹部、各課管理職の管理のもと、職員・家族の健康及びBCP確保に軸足を置いたテレワークの推進を継続的に実施。
※新型コロナの感染拡大が収束した以降においても、上記①ワーク・ライフ・バランスの観点から、引き続き関東監督部として積極的にテレワークを推進していく。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

①関東監督部に在籍する職員（常勤、非常勤、再任用）をA・Bの2チームに分け、「出勤」、「在宅テレワーク」を隔日周期で実施。　※個室で執務を行う幹部3名は、マネジメントの
観点から隔日周期にこだわらず業務の状況に応じ出勤、在宅を選択しているが、週2～3日は在宅勤務を行う。
②在宅テレワークの日に出勤せざるを得ない場合は、「＋α出勤」として別室で勤務し、他チーム職員と極力接触させない。
③部内全職員の出勤体制を一覧表にまとめ、各管理職は毎週水曜日までに翌週の出勤体制を決める。一覧表は部内共有ドライブで管理し、管理サイド、各職員は随時確認す
る。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

起案は基本的に全て電子決裁化しているほか、行政文書の保存先である共有ドライブも在宅で閲覧できることから、テレワーク時においても出勤時とほぼ同環境で業務ができて
いる。
一方、未だ紙で処理している業務についても、PDFファイル化して共有ドライブに保存するなどして、テレワーク実施環境をより高めている。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク時においても出勤時とほぼ同環境で業務ができているので問題なし。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

職員間の通話は、基盤情報システムに搭載されている「Skype for business」の通話・チャット機能で問題なく対応できている。
一方、外部との通話については、職員の私物携帯電話端末等を使用することなく、業務用携帯電話（災害対応等を行う一部職員）、私物携帯端末へのアプリインストール（楽天コ
ミュニケーションズ(株)が提供する「モバイルチョイス（0037ダイヤラー）」）により、通話料を個人が負担しないようにしている。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

出勤とテレワークではほぼ同環境で業務ができているが、出勤した職員は電話対応があるなど、完全に業務分担を平準化することは実態として困難な面がある。
他方、関東監督部では完全２チーム制による隔日周期での出勤・テレワーク体制を継続していることから、テレワークを行うことによる職員間の業務分担アンバランスは生じてい
ない。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

出勤とテレワークでほぼ同環境で業務ができているが、Skype for business の通話・ビデオ機能や課内会議の場を活用して、管理職が職員のメンタルケアを適切に行っている。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

令和2年4月以降、部内定例会議は全てオンライン化しているほか、幹部説明においても対面・オンラインを混ぜ合わせて実施しており、コミュニケーションの面での問題は生じて
いない。　※幹部は週に2～3回の頻度でテレワークを行っており、説明する側も隔日周期のテレワークのため、幹部の出勤日に合わせて説明を行うようなことはしていない。
また、２チーム制の実施に伴い、A・Bチーム間の職員がほとんど顔を合わせないことから（数ヶ月も顔を合わせないことがある）、コミュニケーション円滑化を目的に、省内ポータ
ルの顔写真登録を部内職員に推奨している。（→職員名簿、メール、Skypeに顔写真が登録されることにより、文字だけのやりとりよりも円滑な意思疎通に繋がっている。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

関東監督部では、職員の属性に関係なく隔日周期で出勤、在宅を行う体制のため、テレワーク対象業務を限定していないが、各職員は、出勤しなければ対応できない業務と、在
宅でも対応可能な業務を意識しながら日々の業務に当たっている。

・テレワーク対象職員数

［2021年7月1日時点］　66名
（内訳）常勤：52、非常勤：10、再任用：4

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

電子出勤簿による勤務時間、勤務内容の管理に加え、業務開始・終了時の管理職へのメール連絡、定期的な課内会議（週1等）などの場を活用し、管理職が職員の管理を適正
に行っている。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

全職員に配布済みのPCを使用しテレワークを実施しているほか、WEB会議をより円滑に行うために令和2年度中にPC接続用外付けカメラを購入・使用しており、追加のハード環
境整備は不要。
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府省等名 経済産業省

組織名 中部近畿産業保安監督部

作成日：2021年7月28日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて管理職からテレワーク実施職員に対して実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスについては、現時点では設置の検討は行わない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて職員などから提案を受けた改善策の検討やモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。
中部近畿産業保安監督部では、「職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、在宅勤務を実施し、その推進を図ることを目的とする。」とした在宅勤務実
施要領（平成27年9月28日付け20150928中近産保第1号）を制定しており、この要領により実施する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着と、新しい働き方の推進のため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進する。
また、その推進環境を整備するため、幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

電子決裁システムなどを活用して行政文書の電子化を推進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

電子文書を共同編集する際は文書の共有化を適用する。
また、Skype for Businessなどのウェブ会議機能で内外との打合せを実施し、内部とはチャットツールも使用する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

必要に応じ携帯電話を貸与するとともに、自身の携帯電話での通話を公費負担するIP電話（自身のスマートフォンに別の番号を付与）を使用可能とする。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職が各職員にテレワーク実施と出勤を割り振り、テレワーク時のマネジメントや業務分担の適正化を実施する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

民間企業の取組などの情報収集や、テレワーク研修の実施、優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）の省内展開など、テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的
なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークによるメンタルヘルスを確保する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部説明や職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底する。
また、Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールを利用可能とする。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。
また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部説明や職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底する。
なお、Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールを利用可能とする。

・テレワーク対象職員数

全職員を対象とする。
（令和3年7月時点で常勤３４名、再任用短時間５名、非常勤７名の合計４６名）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、職務の開始時、終了時、休憩の開始時、終了時に管理職に連絡する。
また、適正な勤務時間の把握のために、管理職は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

既に貸与済のＰＣ等を使用する。
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府省等名 経済産業省

組織名 中部近畿産業保安監督部近畿支部

作成日：2021年7月28日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

ネット環境などのテレワーク環境を必要に応じ把握する。

・サテライトオフィスの設置等

現在のところ設置予定はない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの一層の推進を図るため必要に応じ実施する。

・情報システムの課題検証

テレワークの一層の推進を図るため必要に応じ実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの一層の推進を図るため必要に応じ実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

テレワークの定着、新しい働き方の推進、コロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含め積極的なテレワークの利用を推進。また、その推進環境を整備する
ため、幹部職員のもと人事部門、情報システム部門と連携し取り組んでいく。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

行政文書の電子化を引き続き推進する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等を引き続き活用する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

出勤時やテレワーク時に行う業務を勘案するなど業務分担の適正化を図る。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

優良事例（ベストプラクティス）やTips（コツ、ヒントなど）を参照するなど、テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的なテレワークの取組みを推進することにより、テレワークに係る
メンタルヘルスの確保を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の会議等のオンライン化、ペーパーレス化を徹底（Skype、Teamsなどのweb会議ツールが利用可能）。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底（Skype、
Teamsなどのweb会議ツールが利用可能）。

・テレワーク対象職員数

42名（全職員が対象）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のため、上長から承認を得た場合のみ可能としている。上長は職員の超過勤務の管
理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

基盤システムの更改等について省のスケジュールに沿って対応する。
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府省等名 経済産業省

組織名 中国四国産業保安監督部

作成日：2021年7月27日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて管理職が職員にヒアリング等を行い、執務環境等の改善について検討する。

・サテライトオフィスの設置等

現在、サテライトオフィスの設置予定はない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

当部独自での設定はない。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検討する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

必要に応じて検討する。

各府省等テレワーク推進計画

職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、在宅勤務の推進を図ることを目的とする。（中国四国産業保安監督部在宅勤務実施要領）

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

実施環境は職場と同等の環境を確保することができる自宅等とする。なお、在宅勤務時の安全衛生管理については、自己の責任をもって当たること。
・セキュアＰＣを利用することができる高速のインターネット回線があること。
・情報の機密性が守られる環境であること。
・業務に専念できる環境にあること。
幹部職員の監督の下、人事部門と情報システム部門が連携してテレワークを推進する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

情報セキュリティを確保しながら、文書の電子化を進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

全職員がWEB会議等を行えるパソコンを貸与されている。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

職員1人につき１台の公用携帯電話貸与を８月から実施予定。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

特段の支障は発生していないが、今後必要に応じて対策を検討する。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

管理職員による勤務状態の確認等を通じ、また、適正なコミュニケーションを図ることをもって、過度なストレス回避やメンタルヘルスの確保に努めていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

WEB会議システム等の活用により、幹部説明や重要会議への対応も問題なく実施している。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

在宅勤務における対象業務の定めは特に設けていない。

・テレワーク対象職員数

中国四国産業保安監督部で勤務する次に掲げる職員とする。
（１）常勤職員(R3.7.1現在30名)
（２）再任用短時間職員(R3.7.1現在3名)

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

在宅勤務の実施当日において、在宅勤務を実施する職員は、勤務の開始時及び終了時並びに休憩の開始時及び終了時に、課長に電話、電子メール等適宜の方法で連絡す
る。課長は、職員が在宅勤務を実施しているときは、可能な限り勤務時間中の職員の勤務状態を把握するものとする。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

省内で全職員に配付されているセキュアPCを使用。
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府省等名 経済産業省

組織名 中国四国産業保安監督部四国支部

作成日：2021年5月18日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

管理職がテレワーク実施職員に対して職場勤務と同程度の成果が上がるように必要に応じて指導している。

・サテライトオフィスの設置等

サテライトオフィスは設置していない。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

検証期間は設けていない。

・情報システムの課題検証

特に行っていない

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

改善策の申し出あれば随時検討。

各府省等テレワーク推進計画

「職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、在宅勤務の推進を図ることを目的とする。」（中国四国産業保安監督部四国支部在宅勤務実施要領）

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

対象は常勤職員、再任用短時間職員。コロナ対応として非常勤職員にも一時的に在宅勤務を導入。職場と同等の環境を確保することができる自宅等で実施。
実施にあたっては、管理職が課内のパフォーマンスに影響が生じないことを考慮し、疑義ある場合は関係部門と相談することとしている。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

電子決裁システムなどを活用して行政文書の電子化を進めている。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

文書を共同編集する際は文書の共有化を適用。Skype for Businessなどのウェブ会議機能で内外との打合せを実施している。内部とはチャットツールも使用。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

携帯電話の貸与、自身の携帯電話での通話を公費負担するモバイルチョイスの導入済み。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

テレワーク実施と出勤は各職員に均等に割り振っているため特段の適正化策は採っていない。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

管理職はテレワーク実施職員の勤務状態を可能な限り行うこととしている。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

テレワーク時の幹部説明においても特段支障がなければオンラインで実施している。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

特段の限定なし

・テレワーク対象職員数

合計２７名（常勤２２名、再任用２名、非常勤３名）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

職務の開始時、終了時、休憩の開始時、終了時に管理職に連絡。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

既に配布済のＰＣ等を使用
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府省等名 経済産業省

組織名 九州産業保安監督部

作成日：2021年7月28日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

必要に応じて職員アンケート等による実態把握を実施する。

・サテライトオフィスの設置等

現時点では設置の検討を行っていないが、今後、必要が生じた際にサテライトオフィスの在り方について検討を行う予定。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じて検証を実施する。

・情報システムの課題検証

必要に応じて検証を実施する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

テレワークの推進、定着を図るために、必要に応じてモニタリング等を実施する。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークを有効に活用することは、職員のモチベーションの向上（働き方を自分で選べることによる、やりがいの向上）、業務効率化のきっかけ（ペーパーレス、業務の可視化・
棚卸しが進むきっかけ）、人材の確保（限りある人的リソースを有効活用）としての効果があり、特に職員が自分で働き方を選べること（主体性）やワークライフバランスが確保で
きることは、職員の職場満足度の向上にも寄与するものであり、今後も「テレワークを利用したい職員がいつでも利用できる」環境を構築してくことを目指す。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、またコロナ禍でのテレワークによる出勤回避を図るため、管理職も含めて積極的なテレワークの利用を推進
（要領上では最大週３日のテレワーク実施を可能としているが、コロナ禍を鑑みて現在は最大週５日のテレワーク実施を可能としている。）。また、その推進環境を整備するため、
幹部職員のもと人事部門と情報システム部門で引き続き連携して取り組んで行く。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

省内全体で徹底したペーパーレス化を進める。また、行政文書の電子化を一層推進するため、次期基盤情報システムでは共有ドライブの拡充を行う。また、押印省略により、出
勤せずにテレワークでも業務可能な業務フローを継続する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

テレワーク環境でも、各職員に貸与している端末から複数のweb会議サービスや、文書編集、メール送受信、チャット等の各機能が利用可能であり、出勤時と同様の業務環境が
整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでも引き続き現行基盤情報システムと同様のテレワーク環境を整備する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みを導入済（業務用PCに付属のPCフォンやIP電話（自身のスマホに別の番号を付与、料金は職場）の利用が可能）

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

管理職が、①職員の在宅勤務による課室内外等のコミュニケーションの低下等により課室のパフォーマンスに影響が生じることがないこと、②職員の勤務実績を踏まえて、在宅
勤務であっても職場勤務と同程度の成果が得られると見込まれること、等を適宜チェックすることによって、業務分担の適正化を図っていく。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

他省庁や民間企業の取組などの情報収集及び部内への展開、テレワーク時の課題（悩み）解決や効果的なテレワークの取組みなどを部内共有することにより、テレワークによ
るメンタルヘルスの確保を図っていく。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利
用可能。）

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

テレワークで実施可能なすべての業務を対象とする。また、職員がテレワークを実施しやすい環境とするため、幹部レクや職場の定例会議のオンライン化、ペーパーレス化を徹
底。（Skype、Teams、Webexなどの各種web会議ツールが利用可能。）

・テレワーク対象職員数

４４名（常勤職員及び再任用短時間職員が対象）
※コロナ禍の特別体制として、事務補助職員（６名）もテレワーク対象職員としている。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク中の超勤は、メリハリのある働き方を目指すため、また、適正な勤務時間の把握のために、事前に上長（管理職又は総括補佐）から許可を得た場合のみ可能としてい
る。職員は事前申請を必ず実施し、上長（管理職又は総括補佐）は職員の超過勤務の管理を徹底する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在の基盤情報システムで、リモートアクセスが可能な端末を各職員に貸与するとともに、職員の７割以上が同時にリモートアクセスを実施できる回線帯域を用意しており、情報
セキュリティ対策を踏まえたセキュアなテレワーク環境が整備できている。２０２２年２月に基盤情報システムの更改を予定しており、次期基盤情報システムでは端末の軽量化
等、テレワーク環境の更なる整備を進めていく。
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府省等名 経済産業省

組織名 那覇産業保安監督事務所

作成日：2021年7月21日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

　テレワーク実施による具体的な業務効率化・生産性向上に繋がった好事例（ベストプラクティス）については、所内会議等で情報共有するなど、各職員の士気高揚に取り組む。
　なお、テレワークの実施によって、かえって業務効率性や生産性の低下が認められる場合、職員の健康管理やメンタルヘルスに影響があると認められる場合は、必ずしもテレ
ワークを推進するものではないことを各職員に周知・理解させ、テレワークを実施しないことにより職員に不利益が生じることがないことに配慮して、本推進計画の実行に取り組
む。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　課長は職員のテレワーク時の執務環境等について、定期的にヒアリングを行うなど、必要に応じて執務環境等の改善について検討する。

・サテライトオフィスの設置等

　職員のテレワーク環境の整備が困難な場合は、自宅近く等のテレワークオフィスサービスの利用について、個別に費用面の公的負担を検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　本省の動向と連動させつつ、毎年１回程度のテレワーク集中検証期間を設定し、検証・改善結果に基づき、本推進計画の見直しを行う。

・情報システムの課題検証

　情報システムは、本省が調達したもの利用しているが、場合によっては本省にはサービスが導入されているにもかかわらず地方には展開されていないサービス等があるので、
そのような状況を是正するよう引き続き要望していく。また、今後、テレワーク推進の活性化のために必要な情報システム等については、積極的に本省に対して導入検討を要望し
ていく。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　必要に応じて各職員からテレワーク実施の満足度や改善策等をヒアリングし、その状況に応じて本推進計画の見直しを行う。

各府省等テレワーク推進計画

　職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、在宅勤務の推進を図る。（在宅勤務実施要領から抜粋）
　現在、テレワークの対象者は、常勤職員、再任用短時間職員となっており、各職員は各自の業務用端末を使って、自宅等のインターネット通信環境において、全対象者が月１回
以上のテレワークを実施している。今後は、業務用端末だけではなく、ＰＣフォン等を使った外部との電話通信の環境も整えつつ、職員の状況（階層、業務内容、勤務時間等）に
よってテレワークの実施頻度を制限せず、良質なテレワークを推進していく。また、現在はテレワーク対象者ではない非常勤職員についても、各職員の業務内容を精査し、定例的
な業務等を切り出して非常勤職員へ作業依頼するなど、非常勤職員がテレワークできる環境を整備する。
　各職員が通常勤務とテレワークの違いを理解し、新たな働き方となるテレワーク環境下での必要なスキル（時間の有効利用、各種コミュニケーションツールの活用、マネジメン
ト、業務の棚卸し・見える化等）の習得に向けて各職員が努力しつつ、職員間のサポート体制を整備する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　現状のテレワーク機器（環境）においては、職場環境における職務遂行（全業務）と同等レベルの生産性を維持するのは困難な状況である。その要因としては、業務用端末の画
面サイズが小さいこと、別途モニターによる複合的な作業が困難なこと、各種アプリケーションの起動が遅い（システムによっては、ほぼ利用できないこともある。）こと、外部との
通信手段が個人用である（本省では、ＰＣフォンによって外線電話が利用可能なため、地方での利用拡大を要望したい。）ことなどが上げられる。このため、業務生産性を維持しな
がらテレワークを実施するためには、各業務を精査しテレワーク可能な業務を切り出し、計画的なテレワークが現状では必要である。テレワーク機器の調達については、本省が一
括して管理しているため、引き続き改善要望を行う。
　業務効率が確保できない状況でテレワークを実施することは、勤務時間管理、職務専念義務等の観点から、良質なテレワークとはいえないことから、管理職員によるマネジメン
ト、各職員同士のコミュニケーションが重要である。このため、テレワーク中の業務遂行状況を的確に把握するための体制として、内部通話可能なＰＣフォンの積極的利用、Skype
会話（チャット）・メール等による業務連絡を普段から実施する。具体的には、管理課長を中心として、管理課は補佐及び庶務・会計係長、保安監督課は補佐及び総括係長から、
各職員のテレワーク状況を適宜確認するとともに、保安監督課においては、電力班、保安班、鉱山班の各班において職員間コミュニケーションを意識することとする。また、人事
部門と情報システム部門は管理課が所管しており、管理課長の監督の下、所内全体の推進体制を構築する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　行政文書の電子化については、現状において概ね可能となっているが、一部の文書（Ａ３サイズ以上の図面等）の電子化が困難な状況である。これについては、大型サイズの
スキャナー機能があれば可能であると考えられるため、当該装置の職場への導入を検討する。但し、大型サイズの図面等を電子化できたとしても、それを閲覧するためには現状
の業務用端末（ノートＰＣモニター）では限界があるため、テレワーク環境下においても職場同様に別途大型モニターの導入を検討する必要がある。
　また、会計処理業務、人事関連業務等においては、決裁処理の正確性等の観点から紙決裁による押印が必要な文書も存在するため、当面の間はテレワーク不可業務とならざ
るを得ないが、これらの業務についても、今後の本省等の動向を踏まえて検討・対応しいていく。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　現行の業務用端末において、文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能が装備されているので、テレワークでもこれらの操作が可能であるが、通信環境のトラブル等により
文書を保存しているネットワークドライブへの接続が不調となったり、ウェブ会議の音声や映像が途切れたりする場合などもあるため、業務の効率化、生産性の維持には、引き続
き課題があるといえる。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　テレワーク中に公用通話を行う必要がある場合、現状では職員個人の携帯電話等を利用して通話料を個人負担せざるを得ない状況のため、極力、そのような業務が発生しな
いように工夫しているが、今後は職員の自己負担を求めない仕組みを検討する必要がある。このため、個人携帯で公用通話した際にその通信料を職場が負担する民間サービス
（例えば、050番号によるもの）の導入について費用対効果等の比較検討を行い、テレワーク対象職員がこれを活用できるよう会計手続きなどの準備を進める予定とする。
　また、現在、本省においてはＩＰ電話やＰＣフォンによる外線通話が可能となっており、職員が通信料を負担することがないため、この仕組みを地方にも提供できるよう要望してい
く。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　テレワーク中の業務進捗等の把握を普段以上に意識する必要がある。具体的には、課長によるマネジメントの強化、各係各班における上司・部下・同僚同士のコミュニケーショ
ンの活性化（案件によってはメールのみではなく、ビデオ・電話通話を多用するなど）を図ることが重要である。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　テレワーク中の職員の家庭環境（日常生活を送りながらの業務遂行等）に配慮しつつ、課長は職員の小さな異変等があった場合には、出勤時において相談や面談等の時間を
確保するなどの工夫が必要である。また、管理職は各職員が業務を一人で抱え込まないようするため、気軽に相談できる雰囲気作りに心がける。各職員は、テレワーク時は通常
勤務と違うことを意識しつつ、勤務姿勢等に応じて適度に小休憩や軽い運動を行い、疲労防止のための栄養管理等の自己管理を徹底するなどの工夫が必要である。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　幹部説明等を出勤・対面で行うことを前提としていないため、テレワーク中の各種コミュニケーションツールの活用が可能である。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　オンライン対応の会議・研修・セミナー等への参加、電子決裁業務、メール対応業務、各種資料作成業務等、インターネット環境下で対応可能な業務については、積極的にテレ
ワークにより実施する。

・テレワーク対象職員数

　当面の間、全職員１１名中１０名（令和３年７月現在）を対象とする。（現在、非常勤職員１名は対象外であるが、今後の状況を見て全職員を対象とする。）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワークの事前申請、実施後報告については、令和３年１月から導入された「電子出勤簿」にて各職員が確実に処理する。
　また、テレワーク時における超過勤務は原則不可とする。但し、臨時的・緊急的な業務が発生し、正規の勤務時間外に対応せざるを得ない状況が発生した場合は、必ず管理課
長にＰＣフォン等により電話連絡し、事前許可を得ることとする。（管理課長が不在の場合には、管理課長補佐がこれを代行する。）

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　当省においては、４年に１回の頻度で基盤システムの更新を行っている。現行システムの稼働は令和３年度以内で終了し、令和４年１～２月頃に新システムへの移行が予定さ
れている。新システムへの移行に合わせて、テレワーク機器環境が少しでも改善・向上するよう本省に対して要望する。
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府省等名 国土交通省

組織名
国土交通省本省、国土交通政策研究所、国土交通大学校、小笠原総
合事務所、観光庁、運輸安全委員会（中央）

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　運転業務や守衛業務などのテレワークが適さない業務を除き、原則として全ての業務をテレワーク対象業務とする。

・テレワーク対象職員数

　約5,300人（運転業務や守衛業務などのテレワークが適さない業務を行っている職員を除く）。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　国土交通省では、これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テレ
ワーク実施に係る管理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や超
過勤務の縮減にも資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するための「勤務時間管理システム」の構築を進める。また、テレワーク実施時の業務内容の
事前・事後報告等については、勤務管理が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行う。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　国土交通省本省のテレワークに係るハード環境については、令和２年度に一定の同時アクセス回線数を確保したところであるが、出勤回避が求められる中でのローテーション
勤務に当たってリモートアクセス用端末の受け渡しに支障が生じるなど、より多くの職員がテレワークを実施する上で改善すべき課題も明らかになった。このため、令和５年度に
予定されている本省PCシステムの更改の機会を捉えて、全ての職員が庁舎外からでも自らの業務端末を利用して職場と同等の業務を行うことができるハード環境の整備を目指
し、必要な検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークは、デジタル技術を活用し、場所と時間にとらわれることなく、職員の様々な事情に応じた柔軟な働き方を可能とするものであり、災害時や感染症拡大時等における
業務継続性の確保や現場対応力の強化、効率的な働き方の実現に資するとともに、ポストコロナ時代の「新たな日常」の構築を促すことにより、国土交通省の使命である「国民
の安全・安心の確保」等にスピード感をもって対応し、社会経済や国民生活に一層貢献することができる重要な勤務形態である。
　また、特に子育てや介護等の事情を抱える職員をはじめとして多くの職員のワーク・ライフ・バランスの改善や働き方改革に資することで、高い使命感を保ちつつ、意欲的で安
定性のある業務実施が可能となる組織づくりを果たすことで、国民からの期待により一層的確に応えることができるものである。
　こうした認識の下、正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一人の
既存の業務プロセスの見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において多くの職員がテレワークを実施したことで、業務端末の旧式化が進んでいることや資料の電子化・ペーパーレ
ス化が進展していないことがテレワーク時における職員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、働き方改革推進室（※）が中心となって、テレ
ワークを強力に推進することとし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供できる体制を確保するため、業務改革（BPR）により既存の業務プロセス
をデジタルを前提としたものに見直し、国会・法令関係業務を含め、原則として全ての業務をテレワークで完結させることを目指す。　※人事部門・情報システム部門等から構成さ
れる事務次官直属の訓令室

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　テレワーク中の生産性の改善に向け、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を契機として、電磁記録時のルール等既存のプロセスを見直すことによ
り、行政文書の電子化を推進し、自席での書類管理を前提としないテレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　テレワーク中においても職員同士のコミュニケーションを取りやすくするため、ウェブ会議機能とチャット機能があるコミュニケーションツールを令和２年度に導入したところであ
る。また、令和3年8月には、私用の携帯端末等からの使用も可能とするための必要なセキュリティ対策を講じた上で、当該ツールの機能拡充を行い、ファイル共有・同時編集機
能等を搭載した。これらの機能の活用を研修や説明会等を通じて促すとともに、出勤・対面を前提としていた会議等のリモート化を推進することにより、テレワークの普及・定着を
図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　国土交通省本省及び観光庁では、テレワーク中の通話料について職員の自己負担が発生しないよう、ビジネスチャットツールやモバイルアプリを通じて公費負担で省内外の関
係者と連絡を取ることができる仕組みを令和３年度に導入したところである。本省及び観光庁以外の機関においては、上記の導入事例を参考にしつつ、テレワーク中の通話料に
ついて職員の自己負担を求めない仕組みの導入に向けて必要な検討を行う。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワークの職員の勤務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、外部有識者の意見等も踏まえ
ながら幹部職員のマネジメント能力の強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの性
質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリング（1on1ミーティング等）の充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研修を実施す
る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールやチャットで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進め、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の
浸透を図る。特に、国会・会見対応については、出勤・対面が前提とされてきたプロセスの効率化や突発的な対応に備えた待機体制の簡素化・合理化の更なる進展に向けて必
要な検討を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　国土交通省では、転居を伴う異動により自宅に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅でのテレワーク環境が不十分である職員が一定数
存在すると考えられるところであり、関係部局の人事担当者に対してヒアリングを行い、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　国土交通省では、外局・地方支分部局等の執務スペースを活用したサテライトオフィスを試行的に設置しているところであり、これらの運用状況や職員ニーズ等を踏まえ、国土
交通省の全ての職員が利用できるサテライトオフィスの在り方について、引き続き必要な検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　出勤・対面による業務遂行が制限される事態においても、テレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供できるよう、本省に通勤する職員を主な対象とし
て、「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」といった期間を捉えて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況や職員の生産性等のテ
レワーク中の課題などの改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、業務継続性の確保や質の高い行政サービスの提供等の面で様々な課題が明らかになったことを踏まえ、外局・地
方支分部局等と連携しながら省全体のシステムの課題検証を行った上で、「新たな日常」に対応した時間と場所にとらわれない働き方などの実現に向けたシステム・ロードマップ
を策定することを予定しており、今後策定される本ロードマップに基づき、情報システムの更改を計画的に進める。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の集中検証期間に加えて、正常時のテレワークの普及・浸透状況を測る指標として「テレワーク実施率」及び「コミュニケーションツール利用率」を新たに設定し、働き方改
革を浸透させるためのPDCAサイクル、長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら部局単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を
整理・分析・検証した上で、直面している課題に応じて必要な改善策を講じる。
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府省等名 国土交通省

組織名 地方整備局、北海道開発局、国土技術政策総合研究所

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　運転業務や船舶運航業務などのテレワークが適さない業務を除き、原則として全ての業務をテレワーク対象業務とする。

・テレワーク対象職員数

　約 23,800人（運転業務や船舶運航業務などのテレワークが適さない業務を行っている職員を除く）。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テレワーク実施に係る管
理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や超過勤務の縮減にも
資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するための「勤務時間管理システム」の構築が本省において進められているところ、本システムの導入にあたって
は、本省はじめ関係機関と緊密に連携し、本局及び事務所等の勤務形態等に応じたものとなるよう、積極的に協力する。また、テレワーク実施時の業務内容の事前・事後報告
等については、勤務管理が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行う。
・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　各地方整備局等ごとにハード環境の整備が進められ、必要な機器の導入、回線増強等の対策が段階的に図られているところである。基盤システム更改の機会を捉え、職員が
庁舎外からでも職場と同等の業務が行うことができるハード環境の実現を目指して必要な検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークは、デジタル技術を活用し、場所と時間にとらわれることなく、職員の様々な事情に応じた柔軟な働き方を可能とするものであり、災害時や感染症拡大時等における
業務継続性の確保や現場対応力の強化、効率的な働き方の実現に資するとともに、ポストコロナ時代の「新たな日常」の構築を促すことにより、国土交通省の使命である「国民
の安全・安心の確保」等にスピード感をもって対応し、社会経済や国民生活に一層貢献することができる重要な勤務形態である。
　また、特に子育てや介護等の事情を抱える職員をはじめとして多くの職員のワーク・ライフ・バランスの改善や働き方改革に資することで、高い使命感を保ちつつ、意欲的で安
定性のある業務実施が可能となる組織づくりを果たすことで、国民からの期待により一層的確に応えることができるものである。
　こうした認識の下、正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一人
の既存の業務プロセスの見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計
画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において多くの職員がテレワークを実施したことで、資料の電子化・ペーパーレス化が進展していないこと等がテレ
ワーク時における職員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、幹部職員の監督の下、働き方改革担当部局等が中心となって、テレワークを
強力に推進することとし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供できる体制を確保するため、業務改革（BPR）により既存の業務プロセスをデジタ
ルを前提としたものに見直し、原則として全ての業務をテレワークで完結させることを目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　テレワーク中の生産性の改善に向け、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を契機として、電磁記録時のルール等既存のプロセスを見直すことによ
り、行政文書の電子化を推進し、自席での書類管理を前提としないテレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　テレワーク中においても職員同士がコミュニケーションを取りやすくするため、ウェブ会議やチャット等の機能を有するコミュニケーションツールの導入を進めているところであ
る。このツールの活用を促すことで、出勤・対面を前提としていた会議等のリモート化を推進し、テレワークの普及・定着を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　国土交通省本省及び観光庁では、テレワーク中の通話料について職員の自己負担が発生しないよう、ビジネスチャットツールやモバイルアプリを通じて公費負担で省内外の
関係者と連絡を取ることができる仕組みを令和３年度に導入したところである。各地方整備局等においても、上記の導入事例を参考にしつつ、テレワーク中の通話料について職
員の自己負担を求めない仕組みの導入に向けて必要な検討を行う。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワークの職員の勤務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、幹部職員のマネジメント能力
の強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの性
質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリング（1on1ミーティング等）の充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研修等を実施
する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールやチャットで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進め、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の
浸透を図る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　国土交通省では、転居を伴う異動により自宅に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅でのテレワーク環境が不十分である職員が一定
数存在すると考えられるところであり、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　国土交通省では、外局・地方支分部局等の執務スペースを活用したサテライトオフィスを試行的に設置しているところであり、これらの運用状況や職員ニーズ等を踏まえ、国土
交通省の全ての職員が利用できるサテライトオフィスの在り方について、引き続き必要な検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　出勤・対面による業務遂行が制限される事態においても、テレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供できるよう、本省で実施する「テレワーク・デイズ」
や「テレワーク月間」、また、各地方整備局等が独自に設定する期間といった期間を捉えて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況
や職員の生産性等のテレワーク中の課題などの改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、業務継続性の確保や質の高い行政サービスの提供等の面で様々な課題が明らかになったことを踏まえ、本省と
連携を図りながら基盤システムの更改を進め、職員が庁舎外からでも職場と同等の業務が行うことができるハード環境の実現を目指して必要な検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の集中検証期間に加えて、正常時のテレワークの普及・浸透状況を測る指標として「テレワーク実施率」を新たに設定し、働き方改革を浸透させるためのPDCAサイクル、
長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら部局単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を整理・分析・検証した上で、直面している
課題に応じて必要な改善策を講じる。
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府省等名 国土交通省

組織名 地方運輸局、海難審判所、運輸安全委員会（地方）

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　運転業務や船舶運航業務などのテレワークが適さない業務を除き、原則として全ての業務をテレワーク対象業務とする。

・テレワーク対象職員数

　約 4,100人（運転業務や船舶運航業務などのテレワークが適さない業務を行っている職員を除く）。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テレワーク実施に係る管
理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や超過勤務の縮減にも
資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するための「勤務時間管理システム」の構築が本省において進められているところ、本システムの導入にあたって
は、本省をはじめ関係機関と緊密に連携し、本局および支局等の勤務形態等に応じたものとなるよう、積極的に協力する。また、テレワーク実施時の業務内容の事前・事後報告
等については、勤務管理が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行う。
・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　各地方運輸局等ごとにハード環境の整備が進められ、必要な機器の導入が段階的に図られているところである。令和４年度に予定されている地方運輸局等行政情報ネット
ワークシステムの更改により、職員が庁舎外からでも自らの業務端末を利用して職場と同等の業務を行うことができるハード環境の整備を目指し、必要な検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークは、デジタル技術を活用し、場所と時間にとらわれることなく、職員の様々な事情に応じた柔軟な働き方を可能とするものであり、災害時や感染症拡大時等における
業務継続性の確保や現場対応力の強化、効率的な働き方の実現に資するとともに、ポストコロナ時代の「新たな日常」の構築を促すことにより、国土交通省の使命である「国民
の安全・安心の確保」等にスピード感をもって対応し、社会経済や国民生活に一層貢献することができる重要な勤務形態である。
　また、特に子育てや介護等の事情を抱える職員をはじめとして多くの職員のワーク・ライフ・バランスの改善や働き方改革に資することで、高い使命感を保ちつつ、意欲的で安
定性のある業務実施が可能となる組織づくりを果たすことで、国民からの期待により一層的確に応えることができるものである。
　こうした認識の下、正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一人の
既存の業務プロセスの見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において多くの職員がテレワークを実施したことで、資料の電子化・ペーパーレス化が進展していないこと等がテレ
ワーク時における職員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、幹部職員の監督の下、働き方改革担当部局等が中心となって、テレワークを
強力に推進することとし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供できる体制を確保するため、業務改革（BPR）により既存の業務プロセスをデジタ
ルを前提としたものに見直し、原則として全ての業務をテレワークで完結させることを目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　テレワーク中の生産性の改善に向け、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を契機として、電磁記録時のルール等既存のプロセスを見直すことによ
り、行政文書の電子化を推進し、自席での書類管理を前提としないテレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　現在はウェブ会議ツールを共用で使用しているが、基盤システムの更改に合わせてウェブ会議やチャット等の機能を有するコミュニケーションツールの導入を進め、出勤・対面
を前提としていた会議等のリモート化を推進し、テレワークの普及・定着を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　国土交通省本省及び観光庁では、テレワーク中の通話料について職員の自己負担が発生しないよう、ビジネスチャットツールやモバイルアプリを通じて公費負担で省内外の関
係者と連絡を取ることができる仕組みを令和３年度に導入したところである。地方運輸局等においても、上記の導入事例を参考にしつつ、テレワーク中の通話料について職員の
自己負担を求めない仕組みの導入に向けて必要な検討を行う。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワークの職員の勤務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、幹部職員のマネジメント能力の
強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの性
質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリング（1on1ミーティング等）の充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研修等を実施
する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールやチャットで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進め、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の
浸透を図る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　国土交通省では、転居を伴う異動により自宅に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅でのテレワーク環境が不十分である職員が一定数
存在すると考えられるところであり、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　国土交通省では、外局・地方支分部局等の執務スペースを活用したサテライトオフィスを試行的に設置しているところであり、これらの運用状況や職員ニーズ等を踏まえ、国土
交通省の全ての職員が利用できるサテライトオフィスの在り方について、引き続き必要な検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　出勤・対面による業務遂行が制限される事態においても、テレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供できるよう、本省で実施する「テレワーク・デイズ」
や「テレワーク月間」といった期間を捉えて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況や職員の生産性等のテレワーク中の課題などの
改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、業務継続性の確保や質の高い行政サービスの提供等の面で様々な課題が明らかになったことを踏まえ、本省と連
携を図りながら基盤システムの更改を進め、職員が庁舎外からでも職場と同等の業務が行うことができるハード環境の実現を目指して必要な検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の集中検証期間に加えて、正常時のテレワークの普及・浸透状況を測る指標として「テレワーク実施率」を新たに設定し、働き方改革を浸透させるためのPDCAサイクル、
長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら部局単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を整理・分析・検証した上で、直面している
課題に応じて必要な改善策を講じる。
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府省等名 国土交通省　航空局地方機関

組織名
東京航空局、大阪航空局、札幌航空交通管制部、東京航空交通管制
部、神戸航空交通管制部、福岡航空交通管制部、航空保安大学校

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　管制保安業務等に携わるの交代制勤務者や航空保安大学校学生などのテレワークが適さない業務を除き、原則として全ての業務をテレワーク対象業務とする。

・テレワーク対象職員数

　約2,300人（管制保安業務等に携わるの交代制勤務者や航空保安大学校学生などのテレワークが適さない業務を行っている職員を除く）。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　航空局地方機関では、これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テ
レワーク実施に係る管理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や
超過勤務の縮減にも資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するための「勤務時間管理システム」の構築が本省において進められているところ、本システ
ムの導入に積極的に協力する。また、テレワーク実施時の業務内容の事前・事後報告等については、勤務管理が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行
う。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　航空局地方機関のテレワークに係るハード環境については、令和２年度に官執勤務者数のおよそ７割分のマジックコネクトと職場メール遠隔確認機能を導入したところである
が、出勤回避が求められる中で機器の不足等、より多くの職員がテレワークを実施する上で改善すべき課題も明らかになった。このため、本省の動向を踏まえ、今後のPCシステ
ムの更改の機会を捉えて、全ての職員が庁舎外からでも自らの業務端末を利用して職場と同等の業務を行うことができるハード環境の整備を目指し、必要な検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークは、デジタル技術を活用し、場所と時間にとらわれることなく、職員の様々な事情に応じた柔軟な働き方を可能とするものであり、災害時や感染症拡大時等における
業務継続性の確保や現場対応力の強化、効率的な働き方の実現に資するとともに、ポストコロナ時代の「新たな日常」の構築を促すことにより、国土交通省の使命である「国民
の安全・安心の確保」等にスピード感をもって対応し、社会経済や国民生活に一層貢献することができる重要な勤務形態である。
　また、特に子育てや介護等の事情を抱える職員をはじめとして多くの職員のワーク・ライフ・バランスの改善や働き方改革に資することで、高い使命感を保ちつつ、意欲的で安
定性のある業務実施が可能となる組織づくりを果たすことで、国民からの期待により一層的確に応えることができるものである。
　こうした認識の下、正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一人の
既存の業務プロセスの見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において多くの職員がテレワークを実施したことで、資料の電子化・ペーパーレス化が進展していないこと等がテレ
ワーク時における職員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、幹部職員の監督の下、人事部門と情報システム部門が連携し、テレワークを
強力に推進することとし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供できる体制を確保するため、業務改革（BPR）により既存の業務プロセスをデジタ
ルを前提としたものに見直し、原則として全ての業務をテレワークで完結させることを目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　テレワーク中の生産性の改善に向け、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を契機として、電磁記録時のルール等既存のプロセスを見直すことによ
り、行政文書の電子化を推進し、自席での書類管理を前提としないテレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　システム最適化に伴うライセンスの付与に関する検討状況を踏まえつつ、地方支分部局として取り組むべきものがあれば適切に対応する。
　ウェブ会議機能とチャット機能の活用を研修や説明会等を通じて促すとともに、出勤・対面を前提としていた会議等のリモート化を推進することにより、テレワークの普及・定着を
図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　　国土交通省本省及び観光庁では、テレワーク中の通話料について職員の自己負担が発生しないよう、ビジネスチャットツールやモバイルアプリを通じて公費負担で省内外の
関係者と連絡を取ることができる仕組みを令和３年度に導入したところである。上記の導入事例を参考にしつつ、テレワーク中の通話料について職員の自己負担を求めない仕組
みの導入に向けて、システム最適化に伴うライセンスの付与に関する検討状況を踏まえながら、地方支分部局として取り組むべきものがあれば適切に対応する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワーク中の職員の勤務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、外部有識者の意見等も踏ま
えながら幹部職員のマネジメント能力の強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの性
質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリング（1on1ミーティング等）の充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研修を実施す
る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールやチャットで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進め、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の
浸透を図る。特に、国会・会見対応については、出勤・対面が前提とされてきたプロセスの効率化や突発的な対応に備えた待機体制の簡素化・合理化の更なる進展に向けて必
要な検討を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　航空局地方機関では、転居を伴う異動により自宅に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅でのテレワーク環境が不十分である職員が一
定数存在すると考えられるところであり、関係部局の人事担当者に対してヒアリングを行い、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　航空局地方機関では職員のニーズや他の地方支分部局で試行的に設置されたサテライトオフィスの運用状況等を踏まえて、航空局地方機関の職員が利用できるサテライトオ
フィスの在り方について、引き続き必要な検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　大規模自然災害発生時や感染症急拡大時など、出勤・対面による業務遂行が制限される場合においてもテレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供で
きるよう、本省で実施する「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」といった期間にあわせて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況
や職員の生産性等のテレワーク中の課題などの改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　本省にて策定予定となっている「新たな日常」に対応した時間と場所にとらわれない働き方などの実現に向けたシステム・ロードマップの内容を踏まえて、地方支分部局として取
り組むべきものがあれば適切に対応する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の集中検証期間に加えて、正常時のテレワークの普及・浸透状況を測る指標として「テレワーク実施率」を新たに設定し、働き方改革を浸透させるためのPDCAサイクル、
長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら地方機関単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を整理・分析・検証した上で、直面して
いる課題に応じて必要な改善策を講じる。
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府省等名 国土交通省

組織名 気象庁

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　海洋気象観測船の船員などのテレワークが適さない業務を除き、原則として全ての業務をテレワーク対象業務とする。

・テレワーク対象職員数

約4,900人（海洋気象観測船の船員などのテレワークが適さない業務を行っている職員を除く）。

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　気象庁では、これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テレワー
ク実施に係る管理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や超
過勤務の縮減にも資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するための「勤務時間管理システム」の構築を国土交通省と進める。また、テレワーク実施
時の業務内容の事前・事後報告等については、勤務管理が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行う。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　当庁業務を実施する庁内業務システムには、外部ネットワークから利用できないシステムが多数存在する。現状、必要最低限の利用者に対してリモートアクセス環境を整備
し、テレワーク業務に支障が出ないよう可能な範囲で措置している。今後のテレワークの推進に向けて、セキュリティ対策など技術面の課題や情報管理上の課題など十分な
検討を行い、各業務システムの更新など機会をとらえつつ、必要な整備・対策を実施する。
　令和３年度のグループウェアシステムの更新にあたっては、テレワークの推進に資する機能を充実させる計画である。
   また、令和６年度には端末システムの更新を計画しており、必要なセキュリティを担保しつつ利用できるリモートアクセス機能の搭載なども検討を進めている。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークは、デジタル技術を活用し、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を可能とするものであり、出勤・対面による業務遂行が制限される事態における業務継続性
の確保や現場対応力の強化、効率的な働き方の実現に資するとともに、ポストコロナ時代の「新たな日常」の構築を促すことにより、気象庁の使命である「気象業務の健全な
発達を図ることにより、災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行う」ことにスピード感をもっ
て対応し、社会経済や国民生活に一層貢献することができる重要な勤務形態である。
　また、特に子育てや介護等の事情を抱える職員をはじめとして多くの職員のワーク・ライフ・バランスの改善や働き方改革に資することで、高い使命感を保ちつつ、意欲的で
安定性のある業務実施が可能となる組織づくりを果たすことで、国民からの期待により一層的確に応えることができるものである。
　こうした認識の下、正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一
人の既存の業務プロセスの見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において多くの職員がテレワークを実施したことで、職場と同環境で作業を行えないことがテレワーク時における職
員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、気象庁長官が中心となって、各担当部局間において連携の下、テレワークを強力に推進するこ
ととし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供できる体制を確保するため、業務改革（BPR）により既存の業務プロセスをデジタルを前提とした
ものに見直し、原則として全ての業務をテレワークで完結させることを目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　テレワーク中の生産性の改善に向け、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を契機として、電磁記録時のルール等既存のプロセスを見直すことに
より、行政文書の電子化を推進し、自席での書類管理を前提としないテレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　令和3年度、行政事務遂行の効率化を目的として、グループウェアシステムの更新を進めている。次期グループウェアシステムの導入にあたっては、テレワークを行う場合
でも効率的に業務を実施できるよう各機能の検討を進めてきたところである。
文書編集機能など基本的な機能についてはウェブブラウザベースで利用できる機能として、各職員のテレワーク環境の違いが業務遂行に影響しないようツールを選定する。
また、業務上の報告・連絡・相談などについて、通常の登庁勤務時と同様に進められるよう、ウェブ会議機能やチャット機能などのコミュニケーションツールを活用した環境を
構築する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　国土交通省本省及び観光庁では、テレワーク中の通話料について職員の自己負担が発生しないよう、ビジネスチャットツールやモバイルアプリを通じて公費負担で省内外
の関係者と連絡を取ることができる仕組みを令和３年度に導入したところである。気象庁においても、上記の導入事例を参考にしつつ、テレワーク中の通話料について職員の
自己負担を求めない仕組みの導入に向けて必要な検討を行う。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワーク在宅勤務中の職員の勤務業務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、幹部職員
のマネジメント能力の強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの
性質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリング（1on1ミーティング等）の導入・充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研
修を実施する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールやチャットで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進めるとともに、重要度・緊急度が高い案件につい
ても対面・リモートでの幹部説明を柔軟に行えるよう、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の浸透を図る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　気象庁では、転居を伴う異動により自宅に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅でのテレワーク環境が不十分である職員が一定数
存在すると考えられるところであり、関係部局の人事担当者に対してヒアリングを行い、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　国土交通省では、外局・地方支分部局等の執務スペースを活用したサテライトオフィスを試行的に設置しているところであり、気象庁においては、気象研究所、気象衛星セ
ンター及び気象大学校に設置されている。気象庁では、これらの運用状況や職員ニーズ等を踏まえ、国土交通省の全ての職員が利用できるサテライトオフィスの在り方につ
いて、本省と引き続き必要な検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　出勤・対面による業務遂行が制限される事態においてもテレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供できるよう、本庁に通勤する職員を主な対象とし
て、「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」といった期間を捉えて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況や職員の生産性等の
テレワーク中の課題などの改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　テレワークの推進にあたっては、リモート環境からも登庁している職員と遜色なく情報システムを利用できることが理想的ではあるものの、セキュリティの確保や十分な回線
帯域の確保など重要な課題が存在する。
これらの課題解消に向けて、各業務システムの更新整備計画の策定に併せて必要な対応を検討する。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　テレワークの普及・浸透状況を測るため、定期的な職員アンケートを実施するとともに、指標として「テレワーク実施率」を設定し、働き方改革を浸透させるためのPDCAサイ
クル、長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら部局単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を整理・分析・検証した上で、直
面している課題に応じて必要な改善策を講じる。
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府省等名 国土交通省

組織名 海上保安庁

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として全ての勤務をテレワーク対象勤務とする。（船艇勤務、交代制勤務や海上保安大学校・学校学生についてはテレワークが適さないので除く。）

・テレワーク対象職員数

　約7,200名（船艇勤務、交代制勤務や海上保安大学校・学校学生などのテレワーク業務が適さない業務を行っている職場を除く。）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テレワーク実施に係る管
理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や超過勤務の縮減にも
資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するための手法の構築を進める。また、テレワーク実施時の業務内容の事前・事後報告等については、勤務管理
が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行う。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　海上保安庁のテレワークに係るハード環境については、令和２年度に職場の端末と同等の文書編集機能を有するテレワーク用端末を一部導入したところであるが、出勤回避
が求められる中でのローテーション勤務に当たってテレワーク用端末の受け渡しに支障が生じるなど、より多くの職員がテレワークを実施する上で改善すべき課題も明らかに
なった。
令和５年度以降には、海上保安業務システムと行政情報システムが１台の端末で操作ができる予定である。
テレワーク用端末の増設により、多くの職員が庁舎外からでも自らの業務端末を利用して職場と同等の業務を行うことができるハード環境の整備を目指し、必要な検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　海上保安庁は、海上の安全及び治安の確保を図る我が国の社会基盤の安定維持に必要不可欠な業務を行っている。そのため、災害発生時や大規模警備実施対応時等、
様々な状況下において業務継続を確保し、国民の安全・安心を守っていくことが求められている。
　また、平成26年以降、政府全体として国家公務員のワークライフバランスの改善や働き方改革が進められており、海上保安庁としても、多くの職員が高い使命感を保ちつつ、意
欲的で安定性のある業務実施が可能となる組織作りをすることが求められている。
　テレワークは、情報通信技術を活用した場所と時間にとらわれることなく、職員の様々な事情に応じた柔軟な働き方である。この様なテレワークの特徴を踏まえ、海上保安庁に
おけるテレワークの活用は、様々な状況下における業務継続体制の確保とワークライフバランスや働き方改革の推進を目的とする。
正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一人の既存の業務プロセス
の見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において本庁、管区本部の多くの職員がテレワークを実施したことで、業務端末の旧式化が進んでいることや資料の
電子化・ペーパーレス化が進展していないことがテレワーク時における職員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、地方に所在する保安部署
の職員を新たに加え、働き方改革担当部課等が中心となって、テレワークを強力に推進することとし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供でき
る体制を確保するため、業務改革（BPR）により既存の業務プロセスをデジタルを前提としたものに見直し、国会・法令関係業務を含め、原則として全ての業務をテレワークで完
結させることを目指す。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　テレワーク中の生産性の改善に向け、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を契機として、電磁記録時のルール等既存のプロセスを見直すことによ
り、行政文書の電子化を推進し、自席での書類管理を前提としないテレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　テレワーク中においても職員同士のコミュニケーションを取りやすくするため、ウェブ会議機能、チャット機能があるコミュニケーションツールの導入を進めているところである。こ
のツールの活用をすることで、出勤・対面を前提としていた会議等のリモート化を推進することにより、テレワークの普及・定着を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　海上保安庁では、テレワーク中の通話料について職員の自己負担が発生しないよう、内線転送可能な携帯電話を通じて公費負担で当庁内外の関係者と連絡を取ることができ
る仕組みを令和２年度に導入したところである。
　令和7年度までに整備されるテレワーク環境状況に応じて内線転送可能な携帯電話の増設等必要な検討を行う。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワーク中の職員の勤務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、幹部職員のマネジメント能力
の強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの性
質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリング（1on1ミーティング等）の充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研修を実施す
る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールやチャットで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進め、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の
浸透を図る。特に、国会・会見対応については、出勤・対面が前提とされてきたプロセスの効率化や突発的な対応に備えた待機体制の簡素化・合理化の更なる進展に向けて必
要な検討を行う。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　海上保安庁では、転居を伴う異動により自宅に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅でのテレワーク環境が不十分である職員が一定数
存在すると考えられるところであり、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　テレワーク実施場所については、所属長が旅行命令又は外勤命令により指定する海上保安庁の官署、宿泊施設及び研修施設と定めている。
　そのため、職員が所属する官署以外の官署においてもテレワークを実施できることを認めており、必要に応じてサテライトオフィスの在り方の検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　出勤・対面による業務遂行が制限される事態においてもテレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供できるよう、本庁に通勤する職員を主な対象として、
「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」といった期間を捉えて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況や職員の生産性等のテレ
ワーク中の課題などの改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　海上保安庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、業務継続性の確保や質の高い行政サービスの提供等の面で様々な課題が明らかになったことを踏まえ、国土交
通省と連携しながら、当庁のシステムの課題検証を行った上で、「新たな日常」に対応した時間と場所にとらわれない働き方などの実現に向けて、今後本省より策定予定のロード
マップに基づき、情報システムの更改を進めることを目指して必要な検討を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の集中検証期間に加えて、正常時のテレワークの普及・浸透状況を測る指標として「テレワーク実施率」を新たに設定し、働き方改革を浸透させるためのPDCAサイクル、
長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら部局単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を整理・分析・検証した上で、直面している
課題に応じて必要な改善策を講じる。
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府省等名 国土交通省

組織名 国土地理院

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として全ての業務をテレワーク対象業務とする。

・テレワーク対象職員数

　約650人

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　国土地理院では、これまで出勤簿・休暇簿等の勤務時間管理のための各種手続について紙ベースの管理・運用を行ってきたが、テレワークの普及・定着に当たっては、テレ
ワーク実施に係る管理部門の負担軽減を図るための申請処理の簡素化や勤務時間の「見える化」を図ることが急務となっている。こうした状況を踏まえ、長時間労働の是正や
超過勤務の縮減にも資するよう、職員の勤務時間を客観的な方法により的確に把握するため、本省で検討中の「勤務時間管理システム」の導入に向けて関係部署と調整を図
る。また、テレワーク実施時の業務内容の事前・事後報告等については、勤務管理が適切に行われることを前提として、随時、手続の簡略化等を行う。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　国土地理院のテレワークに係るハード環境については、令和２年度に対象職員全員がテレワークを実施できる環境を整備したところであるが、一部職員においてリモート接続
ができなかったことや不安定になったこと等、職員がテレワークを実施する上で改善すべき課題も明らかになった。このため、令和４年度に予定されている共同利用電子計算機
システムの更新の機会を捉えて、全ての職員が庁舎外からでも自らの業務端末を利用して職場と同等の業務を行うことができるハード環境の整備を目指し、必要な検討を行う。

各府省等テレワーク推進計画

　テレワークは、デジタル技術を活用し、場所と時間にとらわれることなく、職員の様々な事情に応じた柔軟な働き方を可能とするものであり、出勤・対面による業務遂行が制限さ
れる事態における業務継続性の確保や現場対応力の強化、効率的な働き方の実現に資するとともに、ポストコロナ時代の「新たな日常」の構築を促すことにより、国土交通省の
使命である「国民の安全・安心の確保」に加え国土地理院に課せられた国土を「測る」「描く」「守る」「伝える」等にスピード感をもって対応し、社会経済や国民生活に一層貢献す
ることができる重要な勤務形態である。
　また、特に子育てや介護等の事情を抱える職員をはじめとして多くの職員のワーク・ライフ・バランスの改善や働き方改革に資することで、高い使命感を保ちつつ、意欲的で安
定性のある業務実施が可能となる組織づくりを果たすことで、国民からの期待により一層的確に応えることができるものである。
　こうした認識の下、正常時・非常時を問わず適切に行政サービスを提供できるようにするとともに、ワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせないよう、職員一人一人の
既存の業務プロセスの見直しと一体的にテレワークの普及・定着を図るとともに、令和７年度に向けて、ハード・ソフト両面からのテレワーク環境整備を計画的に進める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下において多くの職員がテレワークを実施したことで、資料の電子化・ペーパーレス化が進展していないこと等がテレ
ワーク時における職員の生産性の低下を招いていることが明らかになった。こうした状況を踏まえ、国土地理院テレワーク推進チーム（※）が中心となって、テレワークを強力に
推進することとし、いかなる環境下においても生産性を保ち、適切に行政サービスを提供できる体制を確保するため、業務改革（BPR）等により既存の業務プロセスをデジタルを
前提としたものに見直し、国会・法令関係業務を含め、原則として全ての業務をテレワークで完結させることを目指す。　※人事部門・情報システム部門等から構成される参事官
直属のチーム

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　　テレワーク中の生産性の改善に向けて、関係省庁が所管する内部管理業務関係システムの整備・運用を踏まえながら、既存の業務プロセスの見直し等と併せて行政文書の
電磁記録化や共有フォルダの整理を日常から着実に進めることにより、テレワークしやすい職場環境づくりを進める。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　テレワーク中においても職員同士のコミュニケーションを取りやすくするため、ウェブ会議機能とチャット機能があるコミュニケーションツールを令和２年度に導入したところである
が、各職員がこれらのツールをいつでも誰もが自由に使用できる環境確保はできていない。このため、各職員でファイル共有・同時編集機能が可能な上記ツールを自由に使用
できる環境の実現に向けて検討を行う。また、これらのツールを導入する際には、その活用を研修や説明会等を通じて促すとともに、出勤・対面を前提としていた会議等のリモー
ト化を推進することにより、テレワークの普及・定着を図る。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入

　テレワーク中の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入に向け、国土交通省本省及び観光庁が令和３年度に導入したビジネスチャットツールやモバイルアプ
リを通じて公費負担で省内外の関係者と連絡を取ることができる仕組みを参考にし、必要な検討を行う。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　コミュニケーションツールを活用した業務の進捗状況等の確認など、テレワーク中の職員の勤務状況を適切に把握する手法の試行を行うとともに、幹部職員のマネジメント能
力の強化を図り、各職員の役割分担の明確化や負担の平準化、業務を属人化させない業務プロセスへの見直しを進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があり、業務上の不安や孤独を感じること等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあるというテレワークの性
質を踏まえ、上司・部下等の定期的なカウンセリングの充実を図るとともに、引き続きメンタルヘルスの確保やハラスメントの防止等に資する研修等を実施する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　重要度・緊急度が高い案件以外はメールで幹部説明を行うことを原則とするなど、内部了解方法の簡略化等を進め、テレワークしやすい仕事の進め方のより一層の浸透を図
る。

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　国土地理院では、転居を伴う異動により自宅等に通信環境が整っていない職員や子育て等の事情を抱えている職員など、自宅等でのテレワーク環境が不十分である職員が
一定数存在すると考えられるところであり、職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　国土地理院では、国土交通省に勤務する常勤職員を対象に本院内の執務スペースを活用したサテライトオフィスを試行的に設置しているところであり、運用状況や職員ニーズ
等を踏まえ、引き続き必要な検討を行う。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　出勤・対面による業務遂行が制限される事態においてもテレワークを活用して業務継続を図り、適切に行政サービスを提供できるよう、「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月
間」といった期間を捉えて相当規模のテレワークを滞りなく実施できるか集中検証を行い、システムの動作状況や職員の生産性等のテレワーク中の課題などの改善につなげる。

・情報システムの課題検証

　国土地理院では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、業務継続性の確保や質の高い行政サービスの提供等の面で様々な課題が明らかになったことを踏まえ、本省と
連携しながらシステムの課題検証を行った上で、本省において今後策定されるシステム・ロードマップを参考に、情報システムの更改を計画的に進める。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記の集中検証期間に加えて、正常時のテレワークの普及・浸透状況を測る指標として「テレワーク実施率」を新たに設定し、働き方改革を浸透させるためのPDCAサイクル、
長時間労働の是正や超過勤務の縮減の取組とも関連付けながら部局単位でモニタリングを行い、テレワークの実施を妨げている要因を整理・分析・検証した上で、直面している
課題に応じて必要な改善策を講じる。

63



府省等名 環境省

組織名 本省、施設等機関、地方支分部局

作成日：2021年８月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

　令和２年７月に環境省テレワーク実施要領を改正し、実施対象者及び実施場所を拡充した。従前までは、自宅及び実家のみテレワークが実施できていたが、この改正により、所
属長が承認した場所であり、かつ、第三者の入退室が制限できる場所が確保できる場合には、ホテルの客室や民間が運営するブース型シェアオフィスなどを利用したテレワーク
実施を可能とした。これにより、例えば、旅行先のホテルにおけるテレワークも実施が可能であり、ワーケーションの促進に向けた一助と考えているところ。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　サテライトオフィスのニーズを把握するため、単身赴任者を含む職員の実態を調査し、地方官署のサテライトオフィスとしての活用等の検討を進める。

・サテライトオフィスの設置等

　環境省では、環境本省、環境調査研修所及び関東地方環境事務所に勤務する職員の通勤緩和及び自宅にインターネット接続環境（有線またはWi-Fi等）がない職員がテレワー
ク勤務を実施することを目的とした「環境省サテライトオフィス利用要領」を定め、環境本省（東京都千代田区）、環境調査研修所（埼玉県所沢市）及び関東地方環境事務所（埼玉
県さいたま市）の３カ所にサテライトオフィスを設置している。ただ、この要領は、環境本省、環境調査研修所及び関東地方環境事務所に勤務する職員が相互利用するための内
容となっており、今後、利用対象職員の範囲を拡充する必要があるため、今後、本要領を見直す。
　その際、①既にサテライトオフィスと定めている３カ所の利用については、環境省の全ての職員が利用できるものとする。②他の７つの地方環境事務所他をサテライトオフィスと
指定し、例えば単身赴任職員が利用できるよう環境整備を推進することを盛り込むこと等を検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府が進めるテレワーク・デイズに合わせ、環境省のテレワーク集中期間を設け、職員へテレワーク実施を奨励
する。また期間終了後にはアンケート等を実施することにより、課題を整理検証する。

・情報システムの課題検証

　テレワーク集中検証期間時を活用して、システムの稼働状況の検証を行い必要な改善に努める。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　環境省テレワーク集中期間後に職員へのアンケート等を継続的に実施することで、満足度等のモニタリングを実施する。その上で、課題を整理検証する。

各府省等テレワーク推進計画

　国家公務員テレワーク・ロードマップ（令和３年３月３０日改定）に基づき、2025（令和7）年度までに、テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、 いかなる環境下におい
ても必要な公務サービスを提供できる体制を整備することを目指す。
　テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児、介護等のために時間制約がある職員、障害等のために日常生活・社会生活上の
制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワークライフバランスの観点からも重要であることから、本省、地方支分部局等と一体として着実に推進するもの。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　令和2年7月に「環境省テレワーク実施要領」を一部改正し、テレワークの実施対象者及び実施場所の拡充等の改正を行った。今後も職員の意見を踏まえながら、実態に即し、
かつ、生産性の向上につなげていくためにも所要の改正を行う。
　「環境省ワークライフバランス・女性職員活躍推進取組計画（令和3年4月21日ワークライフバランス推進本部決定）」に基づき、事務次官を本部長とするワークライフバランス推
進本部でテレワークの推進を図り、その庶務・実務は、関係各部局等の協力を得て、大臣官房秘書課及び総務課環境情報室において処理する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　従前より環境省では、文書管理システムの整備とともに行政文書の電子化を積極的に推進してきたが、今年度予定されている環境省ネットワークシステムの更新や、令和７年
度に予定されている庁舎移転を踏まえ、システム上の管理、機器・什器類の最適化等を図り、行政文書の電子化のさらなる推進に努め、テレワーク時の業務効率化を図る。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　環境大臣からの指示に基づき、現在は、省内外問わず会議を開催する場合にあっては、WEB会議システムを併用及びペーパーレス化を実践しているところ。この取組について
は、今後、着実に実行すること。
　また、令和４年７月の基盤システムである環境省ネットワークシステムの更改に合わせて、全職員（地方支分部局職員、非常勤職員等を含む）に対し、文書編集機能、ウェブ会
議機能、チャット機能をリモート環境においても使用可能な業務用PC端末を配備予定。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　環境省本省の一部部局においては、フリーアドレス化に合わせ、内線の固定電話を廃止し、職員の個人携帯端末にアプリケーションをダウンロードすることで、内線電話を持ち
歩くスタイルに移行しているところ。このスタイルに倣い、全ての職員が固定電話の使用を廃止し、個人携帯端末をもって内線・外線を公費負担の元で使用できるよう順次整備す
る方向で検討中。地方事務所等は、個別事情を勘案し、また、人事異動に適切な管理が可能となる手法を導入するための検討を進める。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　他律的業務を除く全ての業務において、テレワークで処理できることを目指す。電話転送設定や大代表からの取り次ぎも、内線番号へ直接つながる仕組みを導入したことから、
出勤した職員の介在がなくても電話を受け取ることが可能となっている。
　他律的業務のうち、突発的な業務を処理するための体制整備が課題であるため、スプリット等の活用など手法を含め検討を進める。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　令和2年12月、テレワーク実施時におけるメンタルヘルスの留意点として、管理職向け及びセルフケアとしての職員向けの研修を実施した。
　今後も定期的に実施する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　上司・部下間のコミュニケーションチャンネルを１つに限ることなく、適時適切なコミュニケーションを図れる環境を整備の上、周知・運用を進め、さらなる課題を整理検証する。令
和４年７月の基盤システムである環境省ネットワークシステムの更改に合わせて、全職員（地方支分部局職員、非常勤職員等を含む）に対し、オンラインミーティングアカウントを
付与することでweb会議等の促進を図る。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　原則として、他律的業務を除く全ての業務がテレワークで実施できる環境を目指すこととし、関係部局と調整を図り、職員のテレワーク実施環境を向上する。

・テレワーク対象職員数

　本省、地方支分部局、施設等機関全ての職員　（約２千８百人）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　テレワーク実施職員と出勤した職員（庁舎で従事する職員）と勤務時間管理の取り扱いに差異を生じさせることがあってはならず、残業は上司の明確な指示の下で行わせ、業務
終了後は直ちに退庁させることを各部局等において徹底しているところ。そのためにも出勤簿及び休暇簿を電子化し、残業が見込まれた時点で上司・部下間でメールによるコミュ
ニケーションを図ることとしている。また、令和４年度からは、勤務時間管理システムを導入し、客観的把握とともに職員の勤務状況を適切に管理することを目指す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　令和４年７月の基盤システムである環境省ネットワークシステムの更改に合わせて、全職員（地方支分部局職員、非常勤職員等を含む）に対し、テレワーク可能な業務用PC端
末を配備予定。
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府省等名 原子力規制委員会

組織名 本庁、施設等機関

作成日：2021年8月20日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

テレワーク時の執務環境の実態把握を行い、必要に応じてテレワーク実施場所の拡大等検討する。

・サテライトオフィスの設置等

各省庁共通のサテライトオフィスの活用は引き続き検討しつつ、独自の取組としては、各地方に所在する原子力規制事務所等のサテライトオフィスとしての活用を検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

「テレワーク・デイズ」や「テレワーク月間」等を活用し、テレワークのさらなる推進に係る周知や職員アンケートを行う。
また、テレワークの実施状況については定期的に調査を行っており、幹部への報告を含め今後も継続して行う。

・情報システムの課題検証

テレワーク実施に当たっての情報システムの課題については、職員から人事課及びヘルプデスク等へ寄せられ適宜対応している。今後、次期ＬＡＮにおいて、テレワークでの執
務環境が改善されるよう詳細設計の検討を進める。
また、次期LAN運用開始後も利用者からの意見収集等を通じて課題の把握に努め、継続的な改善を図ることとする。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

職員アンケートの実施により、引き続き必要に応じて改善策を検討し、原子力規制委員会テレワーク実施要領に反映するなどしてフィードバックを行う。

各府省等テレワーク推進計画

テレワークによる勤務を原子力規制委員会での働き方の一つとして定着させ、職員のワーク・ライフバランスの充実と、様々な環境下における業務継続の実現を図る。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

基本理念の実現を図るべく、原子力規制委員会のテレワーク環境の整備・推進については、原子力規制委員会原子力規制庁次長による監督の下、複数の関係部署が連携を図
りながら進める。
本推進計画については、実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

決裁業務は原則として文書管理システムを使用して行っており、次期LAN導入に伴い、テレワークでの決裁業務の対応を原則全ての職員において可能とする。
「行政文書の電子的管理についての基本的な方針（平成31年3月25日内閣総理大臣決定）」に基づき、2022年度（令和4年度）には、共有フォルダにおける体系的管理の構築を
目指す。2023年度（令和5年度）からは、本格的な電子的管理への移行を目指し、文書管理業務の処理の自動化・システム化に向けて着手する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

現在、文書編集機能はUSBシンクライアント、ウェブ会議機能は私用のPC、タブレット端末等、職員間の連絡はUSBシンクライアント、モバLOOK（私用のスマートフォン等でイン
ターネットを経由し、庁内の電子メールシステムを利用できるシステム）を用いたメール及び公用携帯電話を用いた通話機能を使用して対応している。
2021年（令和3年）4月から次期LANの構築を開始しており、メールに頼らない情報共有等の業務効率化の実現を念頭に同年8月末を目途に詳細な設計を確立するとともに、2022
年（令和4年）1月を目途に次期LANの運用を開始する。
次期LANでは、チャットツール（Microsoft Teams）やＷｅｂ会議機能等テレワークに必要な機能の導入を検討しており、テレワークにおいても生産性を維持することが出来るよう要
件定義されている。テレワークの使い勝手の向上及び機能追加については、利用者からの意見収集等を通じて課題の把握に努め、継続的な改善を図ることとする。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

職員の業務上の通話料について、自己負担を軽減するための暫定的な措置として、2021年（令和3年）5月から希望する職員に公用携帯電話を貸与しており、公用携帯電話貸与
の継続の必要性も含め、業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組みの導入について引き続き検討を行う。
次期ＬＡＮにおいて、職員の使用する端末内にインストールされるチャットツールでは、ヘッドセットを用いた通話機能も使用可能とすることで、テレワーク中における庁内職員との
通話料のかからない音声通信を実現する。

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

現在、ローテーションを組みながらテレワークを実施するとともに、業務量に応じて登庁率を調整すること等により、それぞれの課室で業務分担の適正化に努めている。
次期LAN導入後、テレワークのハード環境（業務用端末及びルーター整備など）の整備に加え、テレワークに関する職員アンケート調査（政府のテレワーク取組状況等調査等に
併せて人事課で行うもの）（以下「職員アンケート」という）により、出勤した職員に負担がかかっている業務（電話の取次や紙媒体の資料を用いる業務など）の抽出を行い、庁内
に共有して適宜業務分担適正化に活用してもらう。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

現在、職員のメンタルヘルスの相談窓口を設置しており、相談員に対してメールや電話による相談も受け付けている。次期LAN導入後は、テレワーク実施職員がメンタルヘルス
相談窓口をさらに活用しやすくなるようweb会議機能による相談方法も可能とし、積極的に周知する。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

これまで対面で実施されていた内部マネジメント会議や幹部説明においても、職員のテレワーク実施を阻害することのないよう、可能な限りタブレット端末やパソコンを用いたオン
ラインによる説明を実施している。
次期LANでは、可能な限り職場に近い環境で同僚とコミュニケーションを取ることができるよう、複数人で同時に会話ができるチャットツールの導入などによりテレワークでも積極
的なコミュニケーションがとれるような環境の構築や定期的・日常的なオンラインミーティング実施の推奨などの環境醸成に努める。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

以下を除き、原子力規制委員会で行う業務は原則テレワーク対象業務とする。
・施設等現場で実施する検査業務及びモニタリング業務
・参集を伴う緊急時対応業務
・機密性３以上の情報を含む業務
また、テレワークの更なる促進のために必要な業務プロセスの見直しについては、適宜関係部署が連携して行う。

・テレワーク対象職員数

原子力規制委員会に勤務する全ての職員をテレワーク対象職員とする。（約１３００人）

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

テレワーク業務開始・終了時の連絡により勤務時間の時間管理及び業務内容の把握を行っており、今後も本取組を継続して行うと共に、2021年度（令和3年度）内に原子力規制
委員会テレワーク実施要領を改正し、第三次原子力規制委員会ネットワークシステム（以下「次期LAN」という）等に対応した制度整備を行う。
なお、テレワーク時の超過勤務命令については、過度な長時間労働とならないように管理を徹底することを定期的に周知する。
2022年度（令和4年度）以降、多様化する勤務体制を適正に勤務管理が行えるよう、勤務時間管理システムの導入を目指す。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

現在、USBシンクライアント等の活用により、自宅等から職場の共有フォルダへのアクセス、メールによる職員間のやり取り等を可能としたテレワーク環境を整備している。
2021年（令和3年）4月から次期LANの構築を開始しており、テレワーク環境の改善を念頭に同年8月末を目途に詳細な設計を確立するとともに、2022年（令和4年）1月を目途に次
期LANの運用を開始する。
次期ＬＡＮでは、執務室で用いる端末をそのまま自宅に持ち帰ることでのテレワークが可能となるため、テレワーク用資機材の不足が発生しづらい環境となるとともに、テレワーク
における同時接続可能数の制限があった問題を解消する。また、ルーターの整備を併せて行うことで、職員の自宅環境に因らない一律なテレワーク環境を提供する。
さらに、外部との通信の常時監視や、端末に保存するファイルの原則暗号化等により、現行の行政LAN（第二次原子力規制委員会ネットワークシステム）と比較して、より一層の
セキュリティ対策を講じることとする。
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府省等名 防衛省

組織名
内部部局、防衛装備庁、各地方防衛局、防衛大学校、防衛医科大学
校、防衛研究所、各幕僚監部、各自衛隊、情報本部、防衛監察本部

作成日：2021年８月１７日

１．基本理念・目
標

（１）各府省等におけ
るテレワークに係る
基本理念

（２）テレワークに係
る制度整備

（３）テレワークに係
るハード環境整備

３．各府省等独自の取組

　防衛省・自衛隊においては、職務の特殊性等の観点から、テレワークの実施が困難な業務が多く存在するものの、非常時における業務継続やワークライフバランスの観点か
ら、テレワーク環境の整備等により、情報保全及び情報保証に留意しつつテレワークの実施が可能な業務の範囲の拡大に努める。

・サテライトオフィスの設置等

　設置のニーズのアンケート調査を踏まえ、令和４年度以降、内部部局等において、サテライトオフィスの設置について、海上幕僚監部及び航空幕僚監部が東京近郊の基地等に
おいて試行しているサテライトオフィスの状況を参考に検討する。

（７）テレワーク実施
状況のモニタリング
と課題の把握

・テレワーク集中検証期間の設定

　「テレワーク・デイズ」等の機会を捉え、毎年度、テレワーク集中検証期間を設定する。検証期間においては、アンケート調査を実施し、テレワークに係る情報システムの課題や
職員の業務の生産性等のテレワーク勤務中の課題の調査・分析を行う。

・情報システムの課題検証

　上記アンケートにおいて情報システムの課題についても、調査・分析を行う。

・実施職員の満足度等のモニタリングと改善策の検討　等

　上記アンケート結果に基づく分析等を踏まえ、職員の業務の生産性等を損なわないテレワーク環境の整備、改善策を推進する。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（５）マネジメント改革
の推進

・テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化

　テレワーク中の職員と出勤した職員の業務分担の適正化を図るため、ペーパーレス化や電子決裁を推進するなど、テレワーク対象業務の拡充を図る。
　また、管理職員は、テレワークの実施が可能な業務と不可能な業務を把握し、職員の業務分担の適正化を図りつつ、テレワークの実施を部下職員に指示をする。

・テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保

　アンケート調査によりテレワーク実施職員のメンタルについて把握し、テレワーク実施職員のメンタルヘルスの確保について検討する。
　また、テレワーク時に上司が留意すべきポイント等の情報提供をするなど、ハラスメントの防止を図る。

・幹部説明のオンライン化などコミュニケーション手法の見直し等

　チャット機能やWeb会議機能などのコミュニケーションツールの有効的な活用方法について、省内に周知する。

（６）サテライトオフィ
スの整備等

・自府省の職員のテレワーク時の執務環境や単身赴任等の実態把握

　サテライトオフィス設置のニーズを把握するため、令和３年度にアンケート調査を行う。

・テレワーク対象業務（業務プロセスの見直し成果も含む）

　防衛省・自衛隊においては、職務の特殊性等を考慮しつつ、テレワークの実施が不可能な業務を除き、情報保全及び情報保証の観点に配慮した上で、原則としてテレワークに
おいて業務が完結できるよう業務プロセスの見直しを図る。

・テレワーク対象職員数

　テレワーク対象職員については、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く職員とし、内部部局、防衛装備庁、各地方防衛局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研
究所、各幕僚監部、情報本部、監察本部におけるテレワーク対象職員数は、約11,000名となる。警戒監視、対領空侵犯措置、災害派遣等の任務にあたる陸上自衛隊、海上自衛
隊及び航空自衛隊においては、テレワークの実施が困難な業務が多く存在するが、テレワークの実施が可能な業務及び職員については、テレワークの実施に努める。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

・テレワーク時の勤務時間管理の在り方などの適正化（超勤管理など）

　勤務時間の「見える化」を進めることにより、テレワーク時を含む勤務時間管理について、超過勤務も含めて適正化を図るため、①出勤簿、休暇簿、フレックスタイム割振簿等の
電磁記録化により、定時までに出勤したことを記録するとともに、これら相互の整合性の確認を自動化し、申請から承認までの手続をオンラインで行う機能、②職員の勤務時間を
正確に把握することを目的に、客観的な方法により取得したデータを活用する機能、③管理職が部下の超過勤務の状況及び理由をリアルタイムで把握できる機能等を備えた勤
務時間管理のシステムについて、令和４年度に設計を行い、内部部局、防衛装備庁、各幕僚監部、情報本部、監察本部、防衛研究所において運用を目指す。
　上記以外の他の機関における運用については、内部部局等における運用の成果を踏まえ、検討する。

・基盤システムの更改や機器の導入スケジュール

　いかなる環境下においても生産性を保ち、必要な行政機能を維持するため、テレワークのハード環境を整備する。特に、防衛省・自衛隊においては、現在、主として、個人用端
末とは別のテレワーク用端末を貸し出し、テレワークを実施しているところ、テレワークにも利用できる個人用端末の整備を推進する。
　内部部局、防衛装備庁の内部部局、各幕僚監部、情報本部、監察本部及び防衛研究所においては、令和３年度末に予定されている省OAシステムの更改後、個人用端末（ノー
トPC）を用い、テレワークが可能となる予定である。
　北関東防衛局及び九州防衛局においては、令和３年度末に予定されている局OAシステムの更改後、個人用端末（ノートPC）を用い、テレワークが可能となる予定である。その
他の地方防衛局については、システムの更改時期を踏まえ、個人用端末の整備について、検討する。
　防衛大学校においては、令和５年度に予定されているシステムの更改時期を踏まえ、個人用端末の整備について、検討する。
　防衛医科大学校においては、令和２年度末にシステムの更改を行ったところであり、現在、当該システムを利用する職員については、個人用端末（ノートPC）によるテレワークが
可能となった。
　防衛装備庁の施設等機関においては、令和５年度末に予定されているシステムの更改時期を踏まえ、個人用端末の整備について、検討する。
　陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊等においても、テレワークに利用する個人用端末の整備について、引き続き検討する。

（４）テレワーク実施
環境の整備

・行政文書の電子化

　行政文書の電子的管理についての基本的な方針（平成31年３月25日内閣総理大臣決定）において、電子媒体を正本・原本として体系的に管理することを基本とするとされてい
るところ、これを徹底するとともに、電子媒体をセキュアかつ効率的に管理するために必要な環境の整備を進める。
　テレワーク中の生産性の改善に向けて、情報保全等の業務の特性を踏まえつつ、紙媒体である行政文書の電子媒体への変換を進める。その際、電子媒体への変換に係る業
務コストを低減するため、民間企業の活用を検討する。

・文書編集機能、ウェブ会議機能、チャット機能等の充実

　　現行の省OAシステムの端末については、ウェブ会議機能及びチャット機能（Skype）を有しており、令和３年度末に予定されている省OAシステムの更改後の端末についても、
ウェブ会議機能及びチャット機能を有する予定である。
　また、行政文書の電子的管理とテレワークの円滑な実施を実現する観点から、電子上で必要な説明等を実施することが可能な仕組みの導入について、検討するほか、民間企
業等で導入されている事例等について、引き続き確認する。

・業務上の通話料について職員の自己負担を求めない仕組み（モバイルアプリを含む。）の導入　等

　内部部局等においては、令和２年度に「防衛省携帯」を導入し、職員の自己負担を求めず、業務メールの送受信や通話をすることが可能となった。
　その他の各機関においても、本取組を参考としつつ業務の特性を踏まえたテレワーク実施環境の整備について、検討する。
　また、通信料等のテレワークの実施に要する費用の自己負担の在り方について、検討する。

各府省等テレワーク推進計画

　防衛省・自衛隊においては、２０１５年（平成２７年）４月に策定したテレワーク推進計画により、2020年（平成32年）年度末までに、職務の特殊性等を考慮しつつ、テレワークの実
施が不可能な業務を除き、テレワークが勤務形態の一つとして、必要な者が必要な時に活用できるようにすることとされ、現在、すべての機関においてテレワークが実施可能と
なっている。
　テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観点に加え、育児、介護等のために時間に制約がある職員、障害等のために日常生活・社会生活上
の制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワークライフバランスの観点からも重要である。

２．具体的なテレ
ワーク推進の計画

（１）各組織における
テレワーク利用環境
の整備に係る基本
方針

・テレワーク利用に係る考え方

　防衛省・自衛隊の各機関等においては、非常時における業務継続とワークライフバランスの観点から、職務の特殊性等を考慮しつつ、テレワークの実施が不可能な業務を除
き、テレワークの実施が必要となったときに、滞りなくテレワークを実施できるよう、ハード面やソフト面からテレワークの利用環境の整備を進め、テレワークを活用した柔軟な働き
方を推進するものとする。
　防衛省・自衛隊におけるテレワークを活用した柔軟な働き方については、防衛省女性活躍・ワークライフバランス推進本部の下部組織である働き方改革・テレワーク推進検討グ
ループにおいて、推進を図る。
　この際、内部部局等の職員の働き方改革推進委員会及び防衛省業務見直し推進チームにおいて進められている働き方改革に係る取組とも連携を図る。
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