
特定非営利活動法人　ジェイシーアイ・
テレワーカーズ・ネットワーク

『時間と場所に制約されない、

新しいワーキングスタイル・ライフスタイ
ル創出』プロジェクト

⑤



プロジェクトの位置づけと目標

重点戦略

 　“ICTを活用したユニバーサル社会の実現”を実現するもの

プロジェクトの目標（ＫＧＩ）

「とくしまテレワークサポートセンター」をテレワークに特化
したICT基盤として，テレワークの拡充と地域雇用の創出
を推進することにより，

障害者・高齢者・育児介護に関わる父母・引きこもり子女
などの社会的・経済的自立を実現する。

「テレワーク」を，「次世代の，最も理想的な就業形態」とし
て確立するための条件整備を，多角的に推進する。
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具体的な目標
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①　「とくしまテレワークサポートセンター」の運営体制を整備・確
立し，対象者に周知・啓発 

②　テレワーカー育成研修会の実施　

③　テレワークコーディネーター育成研修会の実施 
④　行政・企業との協働による，テレワーク拡充の基盤作り

⑤　雇用契約に基づく，完全在宅就業の実現

⑥　テレワーカーに対して、安定して継続的に「仕事」が提供でき
る仕組み作り

⑦ 非雇用型テレワーカーの全国ネットワーク形成

         
        
        
        
   



プロジェクトの概要
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とくしまテレワ
ークサポート

センター



プロジェクト推進体制図
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プロジェクトリーダー
猪子　和幸 ( JCI理事長 )　　　　
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管理責任者
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プロジェクトの成果の評価指標　　

テレワーカー・テレワークコーディネーター
　 育成研修会の実施

テレワーカー育成研修会

テレワークコーディネーター育成研修会　

継続性
受注額

発展性
　とくしまテレワークサポートセンターの登録会員数（団体・個人）

　行政・公的機関・民間団体・企業他との協働・連携

総合評価
以上全てを考慮しオンリーワン/ナンバーワンを達成
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KPI

①

②

③



ＫＰＩ

② 受注額
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

回数別指標
設定
実績

3
8

3
5

3
6

7
7

8
9

10
10(10)
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人数別指標
設定
実績

-
-

-
51

-

55

60

61

65

100

120

120(120)
130

① テレワーカー・テレワークコーディネーター育成研修会の実施回数等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

正味受注額
設定
実績

300万円
835万円

500万円
900万円

750万円
580万円

900万円
1,100万円

1,000万円
1,600万円

1,800万円
(1,900万円)

2,000万円

③ とくしまテレワークサポートセンターの登録会員数（団体・個人）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

加入団体数
　[個人数]

設定
実績

4 [100]

(1 [78])

6 [120]

5 [148]

8 [140]

5 [206]

10 [160]

7 [233]

12 [180]
17 ［220]

18 [230]
(19 ［240])

21[250]

注: 上段は設定値（KPI）、下段は実績値。括弧内は年度内見込み数。



実施スケジュール（令和元年度）
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平成
２６年度

平成
２７年度

平成
２８年度

平成
２９年度

平成
３０年度

令和元年度
令和

２年度
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

・テレワークに

特化した「ICT

基盤」の構築

・テレワーカー，

テレワーク

コーディネー

ターの養成

「とくしまテレワークサポートセンター」機能の追加・拡充

行政・企業ほかとの連携によるテレワークの拡大・進展

センター運営体制の確立

「データエントリーセンター」構築・運営

「ふるさとテレワ７ーク実証事業」

事業の実施 実証結果の実践

「地域創生人材育成事業」でのテレワーカー・
テレワークコーディネーター育成講習会の実施

「障害者ＩＣＴ技能養成講習会」の実施

「改正障害者雇用促進法」、「障害者優先調達推進法」施行に伴う障害者雇用拡大への積極的対応

他府県との提携による「ｅ－ラーニングを活用した人材育成」の広域展開

「障害者ＩＣＴ技能養成講習会」の実施

「ウェブアクセシビリティ検査技術者養成講習会」の実施

「音声データ反訳技術者養成講習会」の実施

「特別支援学校ＩＣＴ専門技術者育成プロジェクト」創設の構想

ＩＣＴ利活用の新規業務の開発

「テレワーク活用ネットワーク会議（徳島県事業）」への継続参画

県外企業他との提携による新規業務の開発と他府県との提携による「共同受注」・「在宅雇用」の広域展開

「一般社団法人アクセシビリティ協会」設立・運営



令和元年度における取組内容

令和元年度の取組
基盤整備

• 「とくしまテレワークサポートセンター」機能の追加・拡充

• 行政・企業ほかとの連携によるテレワークの拡大・進展

• 「データエントリーセンター」の構築・運営

人材育成

• 「とくしまテレワークサポートセンター」とｅ－ラーニングを活用したテレワー
カーの育成

• 「とくしまテレワークサポートセンター」の活用とＯＪＴによるテレワークコーディ
ネーターの育成

• 他府県との提携による「ｅ－ラーニングを活用した人材育成」の広域展開

• 障害者雇用拡大への積極的対応

受注創出

• 徳島県事業「テレワーク活用ネットワーク会議」への継続参画

• ICT利活用の新規業務の開発

• 企業，行政との提携による「共同受注」・「在宅雇用」の広域展開
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進捗状況・課題①  (As Of 令和2年2月20日)

9
企業の方に特別支援学校生徒の「働きたい想い」を知っていただき、生徒と直接お話しをしていただくことで、特別支援学校生徒の就労に
ついての理解を深めることを目的とした「You Me(ゆめ)チャレンジフェスティバル2019 in EAST」(令和２年２月２６日予定)については、新型
コロナウイルスの感染拡大を防止し、健康被害を最小限に抑える観点から、中止となった。

【進捗状況】

[基盤整備]
「とくしまテレワークサポートセンター」機能の追加・拡充

新規事業に対応したソフトウェアの導入

センター内の「コワーキングルーム」のリニューアル
講習会，研修会，随時の個人利用他への対応

行政・企業ほかとの連携によるテレワークの拡大・進展
音声データ反訳業務やデータエントリー業務の受注など，継続的に取り組む予定

「データエントリーセンター」の運営
平成２９年度より開始したデータエントリーセンターの運営に，継続的に取り組む予定

[人材育成]
ＩＣＴ教育の提供（計１０回：１２０名）（終了１０回）

障害者ＩＴ技能養成講習会（集合教育・ｅ－ラーニングコース）の募集・実施

「ウェブアクセシビリティ検査技術者養成講習会（初級２回・中級１回・上級コース１回）」の募集・実施

「音声データ反訳技術者養成講習会（初級２回・中級１回・上級コース１回） 」の募集・実施

障害者雇用拡大への積極的対応
完全在宅雇用の実現・拡充を推進

雇用契約（障害者他の特性を考慮した勤務形態の合意）に基づく正規雇用（オンサイトヘルプ契約とのセット）

　＜実績＞首都圏ＩＴ企業３社に１２名（うち５名は３０年度）, ＜現在の求人＞首都圏ＩＴ企業から３社から９名

令和元年９月，特別支援学校卒業生１名（重度身体障害者）が，NULアクセシビリティ株式会社に「完全在宅就職」

自主事業として，「特別支援学校専門技術者育成プロジェクト」の開始

テレワーク各校の高等部在学中の生徒から，有志を募り，「専門性の高いテレワーカー」を育成し，卒業後の「社会生活・職
業生活」での自立を実現する。

　　　　　　



進捗状況・課題②  (As Of 令和2年2月20日)
【進捗状況】

[受注創出]
徳島県事業「テレワーク活用ネットワーク会議」への継続参画

継続して参加する予定

ICT利活用の新規業務の開発
Ｗｅｂアクセシビリティ検査業務の新規受注，継続受注

　　（総務省，金融庁，徳島県，香川県，滋賀県，民間企業（ＡＮＡ全日空ほか））　

Ｗｅｂアクセシビリティ検査業務実施サイトの「修正作業」を，新規業務として実施する。

　　※現在は，「検査」「評価」「修正提案」までを実施している。

　　　　修正作業に必要な人的・物的負担から，修正作業がはかどっていない現状がある。

Ｗｅｂサイト作成・管理業務の新規受注，継続受注

(徳島県各課の「新ＣＭＳ徳島」移行後のフォロー（１７サイト），鳴門市，県教委， 徳島県障がい者スポーツ協会，
ＮＰＯ法人せとうちＪ・ブルー（香川県） ，個人　ほか）

音声データ反訳業務の新規受注，継続受注

データエントリー業務の新規受注，継続受注

「共同受注」の広域展開
「一般社団法人アクセシビリティ協会」の設立

Ｗｅｂアクセシビリティ共同検査事業の全国展開の実現に向けて，参加団体が１０法人（非営利法人５，民間企業
５）に達したのを機に，２９年度下期から設立に向けた作業を開始し，平成３０年９月に設立。
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令和元年7月末に、発起人の１人である株式会社インフォ・クリエイツ　加藤社長が急逝。

インフォ・クリエイツの新体制と協議を重ねた結果、事業の継続が困難と判断し、9月末から解散手続きに入り、
令和2年2月末に手続きが終了しました。



進捗状況・課題③  (As Of 令和2年2月20日)
【課題】
[基盤整備]

テレワーク対象業務に必要な知識・技術を習得するためのｅ－ラーニング教材を作成する。
　　　（動画教材の積極的な導入）

業務ごとの業務管理システムをカスタマイズする。

[人材育成]
テレワーカーとテレワークコーディネーターの育成を平行して実施する
訓練終了後，直ちに，参加できる「実業務」を用意する。
「雇用型」以外は，原則として，ｅ－ラーニング方式で実施する。

[受注創出]
テレワークコーディネートを担当する部門を，センター内に開設（テレワークコーディネート室）
し，専従者を常駐させる。（現在、鳴門ＵＰセンターで勤務）
ジョブマッチング機能の強化を図るため，

　　　　　・受注業務データベースの構築とテレワーク専用Ｗｅｂサイトでの広報
　　　　　・テレワーカーデータベースの構築と受注業務とのマッチングシステムを開発・活用する。
　　　　　　（個人情報の保護・迅速な更新に対応）
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令和２年度における取組予定

令和２年度の取組
基盤整備

• 「とくしまテレワークサポートセンター」機能の追加・拡充
• 行政・企業ほかとの連携によるテレワークの拡大・進展
• 「データエントリーセンター」の構築・運営

人材育成
• 「とくしまテレワークサポートセンター」とｅ－ラーニングを活用したテレワー

カーの育成

• 「とくしまテレワークサポートセンター」の活用とＯＪＴによるテレワークコーディ
ネーターの育成

• 他府県との提携による「ｅ－ラーニングを活用した人材育成」の広域展開
• 障害者雇用拡大への積極的対応

受注創出
• 徳島県事業「テレワーク活用ネットワーク会議」への継続参画
• ＩＣＴ利活用の新規業務の開発
• 行政・他府県との提携による「共同受注」・「在宅雇用」の広域展開

12



案件種別

「vs東京」案件として                              （ ☑該当あり・ □該当なし）

該当あり場合の理由

• シンクライアント・ｅ－ラーニング・業務管理機能を実装した「とくしまテレワークサ
ポートセンター（プライベート・クラウドシステム）」をＩＣＴ基盤として，安全な環境で
の 信頼性の高い「テレワーク」の全国展開を推進しているＮＰＯ法人は，全国に例
を見ない。

「オンリーワン」案件として                     （ ☑該当あり・□該当なし）

該当ありの場合の理由
• 上記と同じ 

「ナンバーワン」案件として                    （ ☑該当あり・□該当なし）

該当ありの場合の理由
• 上記に加えて，例年実施している中央省庁を中心とした「Webアクセシビリティ診

断業務」や，企業・自治体の「ホームページ保守業務」などを受託。今後も積極的
に取り組んで行く。
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【参考情報】



参考URL 【ＪＣＩ公式サイト】
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http://jci-tn.jp/
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＜JCI Teleworkers’ Network　最近の取り組み　ご紹介①＞

■災害弱者の命を救う発泡スチロール製シェルターの導入（令和２年２月）
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＜JCI Teleworkers’ Network　最近の取り組み　ご紹介②＞

■Global Innobation Challenge 2020 生活支援ロボットコンテスト

高齢者、障碍者支援ロボット分野における技術開発、製品化の推進などを目的に、２０２０年９月に茨
城県にて第１回を開催予定。（年２回開催とし、１０年程度の継続を見込む）

ＪＣＩでは、障害者・高齢者で構成されている団体として、有用な情報を提供するなど、主催者を支援。
必要に応じて、他の障害者・高齢者団体ほかとのネットワークの構築などを担当。

Japan Innovation challenge　ホームページ( https://www.innovation-challenge.jp/life-support/ )より引用
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障がい者が活躍する事業会社「NUL アクセシビリティ」始動 
 

ICTの利活用による就業機会を通じ、障がい者の活躍の場を拡大し社会貢献を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 4 月 3 日、日本ユニシスの 100％子会社である NUL アクセシビリティの入社式が、徳島県立障

がい者交流プラザで挙行された。入社したのは 5 人の障がい者。同社にとっては第 1 期生となる。多く

の関係者が列席し、マスメディアも注目したこの入社式の日が、障がい者と共に働く社会に向けたメモ

リアルデーとなるかもしれない。 



事業会社として「フルタイム雇用」を掲げる 
 

障がい者の法定雇用率は、2018 年 4 月から民間企業においては 2.2％に変更になり、未達成の企業

は障がい者の雇用を推進する必要がある。NUL アクセシビリティの設立もこうした障がい者雇用に対す

る取り組みの 1 つである。しかし、2 つの点で他のケースと大きく異なることは特筆すべきだろう。  
 

1 つは、事業会社として位置づけていること。NUL アクセシビリティも特

例子会社の申請を予定しているが、特例子会社に多い社内業務支援

ではなく、Web アクセシビリティ検査という専門スキルが求められる業

務をメインに据えた。NUL アクセシビリティ代表取締役社長の寺嶋文之

は「あえて事業会社という形態をとったのは、ビジネスとして成り立た

せることが障がい者雇用を継続させることになるからです。そのため

にも仕事の品質を追求していきたい」と意気込みを語る。  
NUL アクセシビリティ株式会社

代表取締役社長寺嶋文之
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2 つ目は、完全在宅勤務によるフルタイムの就業形態をとったことだ。「障害者雇用促進法」では労働時

間が週 30 時間未満であっても常用雇用していれば障がい者雇用の対象になる。そのために多くはア

ルバイトという形態であり、働く時間が限られ、収入も限定される。 
 
しかし、当初契約社員という形にせよ、同社ではフルタイムで働くことができ、社会保険も適用される。し

かも、完全在宅勤務や就業規則に特別な配慮を取り入れたことで、毎日の通勤が難しく長時間継続して

働くことができない障がい者にも働く機会を提供できる。  
 
Web アクセシビリティ検査という専門スキルを生かしたビジネスをメインに据えた事業会社であり、フル

タイムの在宅勤務という就業形態をとる同社の船出は、障がい者と共に働く社会の試金石として大きな

意味を持っているのである。  



「Web アクセシビリティ検査」を障がい者の仕事に 
 
同社の入社式は多くの関係者が見守る中で行われた。来賓として鳴門市長の泉理彦氏と、徳島県議会

議員の高井美穂氏が祝辞を述べ、日本ユニシスの代表取締役専務執行役員、向井丞が「グループの

一員として歓迎したい」と話し、リオデジャネイロ五輪の金メダリストで「タカマツ」の愛称で知られる実業

団バドミントン部の髙橋礼華、松友美佐紀両選手からのビデオメッセージが披露された。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真左から）鳴門市長 泉みちひこ氏、徳島県議会議員 高井美穂氏、 
日本ユニシス実業団バドミントン部 髙橋礼華、松友美佐紀両選手のビデオメッセージ 

 
とりわけこの日を熱い想いで迎えていたのが、インフォ・クリエイツ代表取締役社長の加藤均氏と JCI テ

レワーカーズ・ネットワーク理事長の猪子和幸氏だ。インフォ・クリエイツは Web アクセシビリティ検査事

業を手がけるインターネット関連企業であり、JCI テレワーカーズ・ネットワークは徳島県に活動拠点を持

つテレワークによる障がい者の雇用を支援する特定非営利活動法人である。  
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加藤氏と猪子氏は 8 年前に知り合い、Web アクセシビリティ検査の仕事で障がい者の自立を促すこと

に、二人三脚で取り組んできた。今回の NUL アクセシビリティの設立は、障がい者雇用を考える日本ユ

ニシスの経営企画部 参与の田制貴俊が以前からリレーションを持つ金融機関への打診を通して、イン

フォ・クリエイツの紹介を受け、加藤氏に相談。猪子氏を紹介されたことから始まった。 
今回入社した 5 人の障がい者は JCI テレワーカーズ・ネットワークの会員である。  
 
Web アクセシビリティ検査とは、Web で提供される情報が差別なく取得できるような配慮が施されてい

ることを専門の検査員の手によってチェックするものだ。国際規格もあり、日本でも JIS のガイドラインが

公示されている。  
 

加藤氏は「検査でツールがカバーできるのは全体の 1 割以下。残りは視認が必要で、これからも人間

がやらなければならない仕事です。パーツごとに分担して進めることができるので、短時間に高い集中

力を発揮できる障がい者にも向いています」と話す。  
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働きたいという想いに応えられる企業を目指す 
 
フルタイムで働けるという機会は障がい者にとっては願ってもないチャンスだった。新入社員となる 5 人

を日本ユニシス代表取締役専務執行役員の向井丞と人事部長の宮下尚と引き合わせる際に、加藤氏

は「名札をつけておいてください」と猪子氏に頼んだ。すると彼らは看板のような大きな名札を首からぶ

ら下げてきたという。それは「障がい者を雇用して働かせてほしい」という猪子氏の気持ちと、5 人の「働

きたい」という気持ちの大きさだった。加藤氏はそれをその場で気づくことができなかったことを後悔し

たという。 
 
こうした想いは辞令を受け取った新入社員のスピーチにも表れていた。高校卒業後に就職したものの

原因不明の難病で下半身の自由を奪われた三輪貴実子さんは「完全在宅勤務での就職は、これまでに

想像もしなかった素晴らしい明日を開いてくれました」と話す。  
 
知的障害がありながら、キーボード操作関連のアクセシビリティ検査を得意とする三木陽介さんは「もっ

と経験を積んでいろいろな検査ができるようになりたい」と抱負を語った。  
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しかし、今回の会社設立はステップの 1 つにすぎない。ゴールはまだこの先にある。ビジネスという側
面からは、障がい者だからという会社側の事情は通用しない。どこまで高い品質のサービスを提供でき

るかが鍵となる。  
 
高校の教員を引退したあと、19 年にわたって障がい者の就業支援を続けてきた猪子氏は「アルバイト

のような就業時間が限られた仕事ではなく、フルタイムで働ける在宅雇用は全国でも初めて。これがう

まくいけば同様の取り組みが増えて、全国の障がい者の将来を切り開くことにもつながります。それだ

けに責任は重大です」と語る。  
 
ICT を利用した在宅勤務を採用し、事業会社として活動することで継続的に障がい者の社会貢献を支援
しようというこのチャレンジが、障がい者雇用の門戸をさらに広げることになると期待するとともに、官公

庁・自治体や民間企業の Web ページの Web アクセシビリティ対応が加速し、利用環境や身体の制約

に関係なく誰もが利用できる Web ページが当たり前な社会となることを願いたい。  
 

 



Ｗｅｂアクセシビリティ業務の全国展開に向けて，平成28年5月から開始した，共同検

査事業の参加団体が，１０法人（非営利法人５，民間企業５）に達したのを機に，２９年
度下期から「一般社団法人」設立に向けた作業を開始し、３０年度８月末に創設，９月
１４日に設立総会を行った。

一般社団法人　アクセシビリティ協会
定  款

第１章　総  則
　　（名称）　
　第１条
　     当法人は、一般社団法人アクセシビリティ協会と称する。
　 （ 主たる事務所の所在地）
　第２条
　     当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
　（ 目的）
　第３条

当法人は、高齢者・障がい者等の社会的・経済的自立及び生活環境改善に寄与することを目的とし，その目的に資する
ため、次の事業を行う。

　　１ 高齢者・障がい者等の就業・就労支援事業
　　２ アクセシビリティ検査員育成事業
       ３ アクセシビリティ検証・評価事業
       ４ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
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令和元年7月末に、発起人の１人である株式会社イ
ンフォ・クリエイツ　加藤社長が急逝。

インフォ・クリエイツの新体制と協議を重ねた結果、
事業の継続が困難と判断し、9月末から解散手続き
に入り、令和2年2月末に手続きが終了しました。



社員（発起人）

　　　　　　　　  猪子　和幸 特定非営利活動法人　JCI　Teleworkers’　Network理事長

   加藤　均 株式会社インフォ・クリエイツ代表取締役社長

理事会

 代表理事 猪子　和幸 特定非営利活動法人　JCI　Teleworkers’　Network理事長

 理    事 加藤　均 株式会社インフォ・クリエイツ代表取締役社長

   川崎　壽洋 特定非営利活動法人　ぶうしすてむ理事長

   加納　尚明 特定非営利活動法人　札幌チャレンジド理事長

   三好　大助 株式会社　フェローシステム　代表取締役社長

   加藤　貴一 株式会社日本コンピュータ開発執行役員 
　　　　　　　  　仲根　建作 障がい者ITサポートおきなわ　管理者
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１　構成

  ・理事長，事務局長，理事，正会員（約１００名，90%超が職業生活弱者)
２　事業　

　・テレワーカー・テレワークコーディネーターの育成

　・テレワークの受注（中央省庁・県・市・民間団体・個人）

　・会員への広報（公式サイト，自主エントリー）

 ３　独自性

　・業務の分配，進捗管理と指導，検品・納品　・代金決済・報酬支給までを、
団体が統括管理・運営

　・入会金・会費は徴収せず，会員は，業務で得た収入から，各自，応分の
事務費を，団体の運営資金として納付
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① 障害者自身による「ＩＣＴ教育の拡大再生産」

　　ＩＣＴ講習会の受講者が，次回は，講師・補助員を担当して後進を育てる
育成方法を，反復・継続することにより，会員のＩＣＴスキルは，年次的に
拡大・深化している。

② ＯＪＴによる「実践的専門性」と「職業意識」の養成

　　クライアントからのオファーは，「現在の力不足」を理由にして断らぬこと
と人を外部に求めない」ことを， 受注の基本ポリシーとし，必要な知識・
技術は，仕事を通して自らが求める。

上の①②をシビアに実行することで，事業の「持続的発展」を支える人材を
全て自己調達することが可能となっている。
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