
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 )

補佐: 村上晶一・鈴木雅彦（JCI事務局員）

行政他
徳島県Society5.0推進課
徳島県とくしま回帰推進課
徳島県労働雇用戦略課

NPO他

特定非営利活動法人
チルドリン
特定非営利活動法人
札幌チャレンジド
特定非営利活動法人
ぶうしすてむ

● 特定非営利活動法人
せとうちJ ・ブルー

企業
株式会社インフォ・クリエイツ
株式会社トラストバンク
NULアクセシビリティ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
エーアールシステム株式会社

管理責任者

プロジェクト: 猪子 和幸 ( JCI理事長 )

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

12
16(21)

人数別指標
設定
実績

-
-

-
51

-
55

60
61

65
100

120
120

130
173(223)

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
2,000万円

2,000万円
（2,300万円）

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]
21［235]

21[250]
(35［275])

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２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

基盤整備

・テレワークに

特化した「ICT

基盤」の構築

人材育成

・テレワーカー，

テレワーク

コーディネー

ターの養成

受注創出

「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２年度における取組内容

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

• 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3年3月8日)
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【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



進捗状況・課題➁ (As Of 令和3年3月8日)
【進捗状況（続き）】

［人材育成］

ＩＣＴ教育の提供（計２１回：２２３名）（終了１６回・予定５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

※「集合教育コース」は，新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，急遽「オンライン方式」で実施

「ウェブアクセシビリティ検査技術者養成講習会（初級３回・中級２回・上級コース２回）」の募集・実施

「音声データ反訳技術者養成講習会（初級３回・中級２回・上級コース１回） 」の募集・実施

NPO/ボランティア団体のためのオンライン会議講座

「生活訓練等事業におけるパソコン講座（第１期）（第２期）」（徳島市事業を，障害者交流プラザに委託されて実施）

「NPO/ボランティア団体のためのPowerPointを使ったプレゼンテーション講座（初級）（中級）」
（県民活動プラザ事業を，委託されて実施）

「障がいのある人の暮らしに役立つパソコン講座」（県民活動プラザ事業を，委託されて実施）

10

進捗状況・課題➂ (As Of 令和3年3月8日)
【進捗状況（続き）】

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（障害特性他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）

• 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」した。

• 令和２年１０月，NULアクセシビリティ株式会社から，追加採用のオファーがあり，県
外の会員（難病患者）１名が， 選考試験に向けた準備を進めている。

• 県内での初めての完全在宅雇用として、令和２年１１月，県内の会員（重度身体障害者）１
名が，公益社団法人徳島県勤労者福祉ネットワークに，「完全在宅就職」した。（オンサイト
ヘルプ契約とのセット）
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進捗状況・課題④ (As Of 令和3年3月8日)
【進捗状況（続き）】

［受注創出］

ICT利活用の新規業務の開発

１ Ｗｅｂアクセシビリティ検査業務の新規受注，継続受注

ウェブサイトのウェブアクセシビリティの規格である「JIS X8341-3：2016」（正式名称：高齢者・障害者等配慮
設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ）への適合検査を
実施し、検査結果と修正案の提示をする業務である。

（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））

＜実績＞

【委託受注業務】

株式会社インフォ・クリエイツからの検査再委託により実施した案件である。

企業318ページ，第3セクター41ページ，地方自治体130ページ，中央省庁90ページ 計579ページ

【独自受注】

単独で受注した案件である。

地方自治体60ページ（徳島県20ページ、滋賀県40ページ）計60ページ

２ Ｗｅｂアクセシビリティ検査ツール「LibraPlus」（Libraの改訂版）の機能助言

本法人が、多数の検査員（実働15名）を育成し、長年アクセシビリティ検査に携わってきた知見を活かし、株
式会社インフォ・クリエイツが開発・運営している検査ツールLibraPlusの機能向上に関する提案・検査マ
ニュアルの修正提案などに関与している。
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進捗状況・課題⑤ (As Of 令和3年3月8日)
【進捗状況（続き）】
３ ウェブサイト制作・管理

（１）保守契約業務

年間保守契約を締結し実施している業務である。

1か月に1回程度の頻度でページ追加作成やデザインの修正等に対応している。

＜実績＞

• 鳴門市空き家バンクHP（鳴門市商工政策課）

• エコノミックガーデニング鳴門HP（鳴門市商工政策課）

• 外国にルーツを持つ子ども受入手引きHP（徳島県教育委員会グローバル・文化教育課）

• 四国徳島に生息するサンショウウオHP（個人）

• 太極拳を楽しむパンダの会HP（民間任意団体）

（２）不定期更新業務

過去に新規構築・納品したサイトを不定期更新している業務である。

＜実績＞

• KT.aeraブランド食器HP（有限会社KT.aera）

• 視聴覚障がい者支援センターHP（徳島県視聴覚障がい者支援センター）

• 徳島県障がい者スポーツ協会HP（徳島県障がい者スポーツ協会）

.
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【進捗状況（続き）】
（３）サイト構築・リニューアル移行・公開前確認作業

単独の（過去の納品や保守契約等のない）サイト構築・リニューアル移行・公開前確認作業を行う業務である。

＜実績＞

• 新エネルギー・産業技術総合開発機構HPコンテンツ確認作業（株式会社インフォ・クリエイツ）

• 国税庁サイト保守業務（株式会社インフォ・クリエイツ）

• 徳島赤十字病院HP移行・再構築業務（テック情報株式会社）
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進捗状況・課題⑥ (As Of 令和3年3月8日)

【制作】 徳島県教育委員会・ＪＴＭとくしま日本語ネットワーク
【管理運営】徳島県教育委員会・特定非営利活動法人JCI Teleworkers' Network

進捗状況・課題⑦ (As Of 令和3年3月8日)

.
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【進捗状況（続き）】
（４）イラスト素材作成業務

高松市のエーアールシステム株式会社からオファーがあり、トライアル受注（業務を先行し，納
品後，両者合議のうえ，料金を決める。）して進めている案件である。

香川県歯科医師会が啓発動画をリニューアルするに当たり、動画中に出てくるキャラクターやオ
ブジェクトのイラストを作成する業務である。

イラストが得意な会員でチームを構築し進めている。



進捗状況・課題⑧ (As Of 令和3年3月8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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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）

ＪＣＩ事務局に設置されたシェルター【SAM】
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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

新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、

2021年5月以降に延期

１ 構成

・理事長，事務局長，理事，正会員（約１１０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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