
テレワーク導入促進のための取組
（令和４年度）

令和４年８月２４日

徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課



テレワーク導入促進のための取組（令和４年度）

テレワーク実装化に向けた企業のステップアップ支援

・テレワーク導入・定着に向けた課題の解決

・ ＤＸ等に対応する業務の電子化に向けた支援

自営型テレワーカー等養成研修の実施

養成したテレワーカーと県内企業とのマッチング支援

テレワークセンター徳島の運営

テレワーク普及啓発の実施

とくしまスマートワークプロジェクト（20,000千円）



○経営課題のトップは「人材の獲得と定着」

〇「オンライン会議」導入企業は約８割だが、

「テレワーク」導入企業は４割程度

〇テレワーク導入の課題のトップは

継続企業：「労務管理・マネジメント」

中断企業：「セキュリティ対策」

未実施企業：「環境整備」

○テレワークの継続率は約８割

従業員の規模による違いは見られない

県内企業を対象に「テレワークとデジタル化に関するアンケート」を実施

相談業務の充実と支援機能の強化に向けたニーズ調査

〈調査の概要〉
・調査期間 ：令和4年6月7日～6月30日
・調査対象 ：県内企業の経営者及び人事労務担当者
・有効回収数：297社（対象企業数711社）・41.8％

詳細はこちら

企業の課題や段階に応じた個別支援が必要

テレワーク導入促進のための取組（令和４年度）

テレワークセンター徳島
ホームページ

図：テレワーク実施状況別、
テレワークの導入・実施における課題



テレワーク実装化に向けた企業のステップアップ支援

テレワーク導入促進のための取組（令和４年度）

スマートワーク・カフェ
柔軟な働き方や、デジタル技術活用の個別相談会。
テレワークセンターだけでなく、各市町においても、

クラウド電話などの各種ツールを体験できる、
情報提供の場を提供。

スマートワーク推進支援セミナー
具体的なツールの紹介などを、オンラインや
出前講座で実施。

アドバイザーによる個別相談対応
企業の現状や課題をアドバイザーが聞き取り、

導入・定着に向けたトータルサポートを実施。（※）

（※）必要に応じて、自社サービスや製品などをもとにし
た技術支援が可能な「テレワークサポーターズ企業」等
と連携しながら対応。

図：テレワークサポーターズ企業との連携イメージ



１ 期間

○令和4年10月4日から令和4年12月16日まで
２ 特徴

○昨年度の講座のアーカイブ等で、上記期間以外も

年間を通じて、場所や時間に縛られず学べる。

〇希望者には、テレワークを活用した

キャリア形成に関する相談対応を実施。

【とくしまテレワーク講座2022】

【令和３年度実績】

・「自営型テレワーカーコース」、
「コーディネーターコース」、
「推進・支援コース」から選択して受講
（単発受講も可）

・参加申込み 延べ1,016名

自営型テレワーカー等養成研修の実施

テレワーク導入促進のための取組（令和４年度）



関係機関・関係事業との連携①

テレワーク導入促進のための取組（令和４年度）

徳島労働局との連携
「徳島県におけるテレワーク推進のための
連絡会議」を月1回程度開催。
事業についての情報交換や、イベントの
共催等連携についての協議を行っている。

スマートワーク導入支援事業
（６月補正予算事業）との連携
「スマートワーク導入」が「多様な人材の
良質な雇用」につながった事例について
共有し、テレワークセンター徳島の
ホームページ等で紹介する（予定）。

「働くパパママ」就業促進事業
との連携
「テレワークdeはぐくみ支援表彰」を新たに
創設し、テレワークの次世代育成支援への
活用を促す（３月知事表彰予定） 。



関係機関・関係事業との連携②

テレワーク導入促進のための取組（令和４年度）

障がい者雇用促進事業
との連携

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」の
数値目標（民間企業の障がい者雇用率
R4:2.3%）達成に向け、テレワーク導入等
による働きやすい職場づくりを提案。

参考１）令和４年度徳島県委託事業
「障がい者雇用企業連携推進事業」
受託者：徳島県経営者協会

参考２）R3雇用率：2.26%（全国28位）



参考）徳島県庁の取組
～在宅勤務・県庁版サテライトオフィス・モバイルワーク～

テレワーク
個人所有PCから庁内のネットワークに接続
テレワーク専用PCの貸与

県庁版サテライト・オフィス
出張先で業務が行えるよう、県庁の複数庁舎においてオフィス環境を設置

モバイルワーク
iPad等のタブレット端末やスマートフォンを活用

【セキュリティ対策】

・VDI （バーチャル・デスクトップ・インフラストラクチャー）
内部ネットワーク上の仮想パソコンを庁外からリモート操作して業務を行うことで、庁外への
データの持ち出しや端末紛失による情報漏洩を防止

・SSL-VPN（セキュア・ソケット・レイヤー・バーチャル・プライベート ・ネットワーク）
インターネット回線を「暗号化」し、「専用回線」とする

・ワンタイム・パスワード
・EMM（エンタープライズ・モビリティ・マネージメント）
遠隔から、端末の「初期化」や利用の「監視」を可能とする技術

など



アクセス
お申し込み方法

お問い合わせ

FAX

TEL

Email

① 電子契約・電子印鑑システムを短期導入するためのセミナー

② WEB会議やビジネスチャットを効果的に活用するためのセミナー

③ グループウェアを活用し

「新しい働き方改革」を実践するためのセミナー

④ 自社製品のセールス動画作成方法と

Y o u T u b eへ公開するまでのセミナー

⑤ ドキュメントスキャナを使って紙書類を電子化＆名刺管理

⑥「デジタルトランスフォーメーション ( D X )」を

推進するセミナー（入門編／ I C T編／ I o T編／県内実践編）

⑦ I C Tを活用した業務改善セミナー

⑧ 猛威を振るうサイバー脅威に備えよ！

必要なセキュリティ対策とは

⑨ 「電子帳簿保存法」でコスト削減と経理業務の効率化

⑩ 視覚障がい者支援システムのご紹介

裏面「お申し込み用紙」に記入の上
以下FAXへ送付ください。

00-0000-0000

セミナー内容

令和４年度徳島県委託事業
「とくしまスマートワークプロジェクト」

とくしまスマートライフショーケースを核とした

テレワークの普及促進、ICT導入支援活動

新しい働き方改革
スマートワーク推進支援セミナー

地下鉄堺筋線「適当町」駅 15番出口徒歩2分

地下鉄御堂筋線「適当町」駅 3番出口徒歩5分

オンライン（出前講座も承ります）

株式会社適当適当支社

TEL：00-0000-0000

EMAIL：tekitou@xxxxx-xxxx.xxx

セミナー詳細・お申し込みは
下記URLもしくはQRコードから
お進みください
https://www.tokushima-smartlife.com/

その他支援活動

●とくしまスマートライフショーケース見学会と
テレワーク促進・ICT導入のための相談会実施

●県内企業への具体的な提案活動、
ICT導入支援の実施

●専用ホームページを活用し、テレワーク
普及促進、ICT導入支援のための情報発信

「とくしまスマートワークプロジェクト」受託者

スタンシステム株式会社
〒770-0941
徳島県徳島市万代町3丁目5-4 近藤ビル3階

テレワークセンター徳島
〒770-0053 徳島県徳島市南島田町2丁目25番地
（旧徳島テクノスクール2F）
電話:050-5527-4374 ※平日午前10時～午後5時まで



06月25日(金) 13:30～15:30      08月25日(水) 13:30～15:30
07月09日(金) 13:30～15:30      09月10日(水) 13:30～15:30
08月04日(水) 13:30～15:30      10月15日(金) 13:30～15:30
08月20日(金) 13:30～15:30      11月12日(金) 13:30～15:30

①電子契約・電子印鑑システムを短期導入するためのセミナー ( 5回 & 随時 )

セミナー開催日時

8月 4日(木) 13:30～14:30 10月21日(金) 13:30～14:30
9月27日(火) 13:30～14:30 2023年2月17日／3月10日

②ＷＥＢ会議やビジネスチャットを効果的に活用するためのセミナー ( 3回 & 随時 )

7月27日(水) 13:30～14:30      12月16日(金) 13:30～14:30
9月16日(金) 13:30～14:30

③グループウェアを活用し「新しい働き方改革」を実践するためのセミナー ( 3回 & 随時 )

7月21日(木) 13:30～14:00      2023年
11月11日(金) 13:30～14:00      1月13日(金) 13:30～14:00

④自社製品のセールス動画作成方法とＹｏｕｔｕｂｅへ公開するまでのセミナー ( 1回 & 随時 )

12月 9日(金) 13:30～14:00

⑤ドキュメントスキャナを使って紙書類を電子化＆名刺管理セミナー ( 1回 & 随時 )

11月25日(金) 13:30～14:00

⑥「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を推進するセミナー ( 各回１回 )
・デジタルトランスフォーメーション入門 日程調整中
・DX推進を支えるICT入門 日程調整中
・DX推進を支えるIoT入門 日程調整中
・県内におけるDX・スマートワーク実践 日程調整中

⑦ICTを活用した業務改善セミナー「スマートワークをめざせ！」 ( 1回 & 随時 )

ご来場ならびにご相談のお申込み・
各種お問い合わせは
下記メールアドレス宛にお願いいたします。

info@tokushima-smartlife.com

●スタンシステム株式会社
●株式会社E-STAMP 様
●シヤチハタ株式会社 様
●株式会社ネオジャパン 様
●その他協業企業様 （順不同）

セミナー講師

※弊社側の都合で変更が発生する場合があります。最新の情報はホームページに随時掲載させていただきます

⑧猛威を振るうサイバー脅威に備えよ！必要なセキュリティー対策とは ( 1回 & 随時 )

⑨「電子帳簿保存法」でコスト削減と経理業務の効率化

⑩視覚障がい者支援システムのご紹介

日程調整中

日程調整中

日程調整中

7月 7日(木) 13:30～14:00









“テレワークde
はぐくみ支援表彰”

はぐくみ支援企業の皆様へ

表彰の要件

お問い合わせ

TEL：088-621-2345徳島県商工労働観光部
労働雇用戦略課

２男性の育児休業取得者が
いること

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
FAX：088-621-2852
MAIL：roudoukoyousenryakuka@pref.tokushima.jp

を目指しませんか？
徳島県では、企業における次世代育成支援への取組の促進を図るため、「はぐくみ支援企

業」として認証された企業の中から、子育てに優しい職場環境づくりに積極的に、かつ他の
模範となる優れた取組を実施している企業を、平成18年度（2006年）から毎年度、徳島県
知事より表彰を行っています。
この度、令和４年度より、多様な働き方のニーズに対応するため、「テレワーク」を活用

した職場環境づくりに積極的に取り組み、その功績が特に優秀と認められる企業を「テレ
ワークdeはぐくみ支援企業」として表彰することといたしました。
別途冬頃に、各社からの申込みや、各種団体からの推薦を募集しますので、皆様奮ってご

応募ください。

徳島県内に本店、支店又は営業所等を有する企業、法人、団体、個人のうち、はぐくみ支援企業として認証
を受けている企業

（１）対象企業

次の１の要件を満たし、かつ、２から６までのうち１つ以上の要件を満たしていること。
審査の結果、その取組と実績が特に優れていると認められる企業を表彰します。

（２）表彰基準

３

４ ５ ６
１ 子の看護休暇を取得した

男性がいること

妊娠中や産前、産後休業及び育児休業中の女性労働者やそ
の家族のために、必要な情報提供や相談体制を講じている
こと

育児・介護休業法の規定
を上回る制度を講じてい
ること

地域における子育て支援
等を行っていること

「テレワークを活用した職場環境づくり」について、一般
事業主行動計画に定め、その内容が仕事と家庭の両立を支
援するための取組として実績があり、他の模範となること

「テレワークセンター徳島」ホームページ
https://www.tokushima-telework.jp/

「はぐくみ支援企業」表彰された企業のご紹介
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata

/sangyo/rodokankei/5052906//

※ 「テレワークdeはぐくみ支援企業」以外のはぐくみ支援企業表彰も、例年どおり実施予定です。
表彰の申込み・推薦など、詳細は下記までお問合せください。

テレワークの導入・定着に向けたご相談を
随時受け付けています▼



働きやすい環境づくり

有能・多様な
人材の確保

労働時間削減、
生産性の向上

非常災害時の事業継続
～BCP対策～

オフィスコストの
削減

□ 業務デジタル化や分担の見直し
によって遠隔作業が可能となり効
率アップ
□ 従業員の自己管理任せでなく、
仕事の進捗把握やサポートがしや
すくなる

□ 災害や事故、感染症流行時にも
止められない業務の対策ができる
□ 台風等の悪天候では従業員の安
全を優先し、自宅勤務に切り替え
られる

□ 従業員の育児、介護、治療や配
偶者の転勤等による離職の防止
□ 若年層やスキルを持った副業人
材に選ばれる会社に近づくことが
できる

□ オフィススペースや紙、光熱水
費、社用車・保険料などを削減で
きる
□ 会議や研修で集合するための時
間や、移動にかかる交通費等が減
らせる

障がい者雇用に取り組まれている企業のご担当者様に
お伝えしたいことがあります

働きやすい環境づくりを進め、労働力の確保や定着を図るため、テレワークを利用したキャリア形成と県内企業に
おける多様な働き方の導入や各種業務のデジタル化を支援しています。お気軽にお問い合わせください。

テレワークの導入は、障がいのある方も含めてすべての方が働きやすいと感じる
職場づくりを目指すことができます。その他、下記の効果も期待できます。

□ 体調や天候に合わせて作業場所や時間を選択できる
□ 障がいの特性に合ったツールが選択でき、コミュニケ
ーションがスムーズになる
□ 周りを気にせず、それぞれが集中できる空間が保てる
□ 在宅勤務なら通勤がなく、慣れている場所、バリア
フリーな環境で働くことができる 
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