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一般社団法人日本テレワーク協会（会長：宇治則孝、所在地：東京都千代田区、以下日本テレワーク協会）で

は、この度「第 17回テレワーク推進賞」の受賞企業・団体を決定しました。 

 

日本テレワーク協会は、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を

可能とする「テレワーク」につき、その一層の普及促進を目的に「テレワーク推進賞」表彰事業を 2000 年

から継続して実施してきています。 

第 17 回を迎えた今年度は、『テレワークによる働き方改革の実現を目指して』をテーマにテレワーク実践事

例および促進事例を募集し、テレワーク推進賞審査委員会（委員長：比嘉邦彦 東京工業大学イノベーション

科学系・技術経営専門職学位課程 教授）により厳正に審査を行った結果、日本航空株式会社と富士ソフト

株式会社の２企業に会長賞を授与することとしたほか、計 11企業・団体の受賞が決定しました。 

（詳細は別紙のとおりです） 

また今回の決定を受けて、本年 2 月 14 日、京王プラザホテル（東京都新宿区）にてテレワーク推進

賞の表彰式を開催します。詳細は別紙ならびに日本テレワーク協会ホームページをご覧ください。 

  

我が国においては、少子高齢化社会における労働力の確保、仕事と育児・介護の両立、長時間労働など

が大きな社会問題となってきています。 

このような課題解決には、働き方改革が重要であり、柔軟で多様な働き方のできる社会への取り組みが必

要となっています。 

政府においても、労働力減少の緩和や企業の生産性向上、就業者のワーク・ライフ・バランス向上に資する

ものとの認識から、2020年をターゲットに積極的にテレワーク拡大に取り組んでいます。 

 

このような状況の中、日本テレワーク協会では、今後とも「テレワーク推進賞」事業を通して、テレワークの先

進事例を顕彰し、広くテレワークの普及促進を図ることで、日本社会の持続的な発展に貢献していきたいと考

えています。 
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【第 17回テレワーク推進賞受賞企業一覧】 

 

（各賞：社名 50音順） 

会長賞（２企業） 

 

企業・団体名 日本航空株式会社 [東京都品川区 代表者：植木 義晴] 

応募タイトル JAL ワークスタイル変革 ～3.2万人の総力で世界一愛される航空会社へ～ 

受賞理由 2014 年経営戦略として「グループ全員の総力で世界一の航空会社を目指す」を掲げ

ダイバーシティ宣言を実施。翌年「JAL ワークスタイル変革」ビジョンに基づき、間接スタ 

ッフ 4,000人に在宅勤務制度を導入。直接スタッフのパイロット・キャビンアテンダントに 

は一人 1台のタブレット端末を活用し、海外を含めいつでもどこでも働ける環境を整備。 

グループ全体 32,000人を対象にテレワーク推進に取り組んでおり、在宅勤務取得者の

約 7 割が男性、3 割は管理職が取得、間接スタッフでは残業時間が約 2 割減少する

など、働き方改革を着実に前進させていることが高く評価された。 

 

企業・団体名 富士ソフト株式会社 [神奈川県横浜市 代表者：坂下 智保] 

応募タイトル テレワークによる地方創生と多様な働き方の実現 

受賞理由 1989 年に育児介護のために在宅勤務制度を導入。2012 年経営トップが先頭に立っ

て 3回にわたるトライアルを実施し、翌年全社員 6,000人を対象とする「新在宅勤務制

度」を開始している。運用では在宅勤務、サテライトオフィス、会社が認めた場所でテレ 

ワークが活用でき、タブレット端末・個人所有 PC(BYOD)・ペーパレスシステム等を利用

しながら技術・営業・管理の各部門で、男女の別なく幅広くテレワーを活用している。 

また、地方創生の観点から 2015 年にふるさとテレワークセンター内に開発拠点を開設

し、産業創出・地元雇用にも取り組む等、継続的な幅広い取り組みが高く評価された。 

 

優秀賞（３企業・団体） 

 

【テレワーク実践部門】 

企業・団体名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 [東京都新宿区 代表者：西澤 敬二] 

応募タイトル テレワークの活用による働き方の変革 

受賞理由 2015 年度から「ワークスタイルイノベーション」として、生産性の向上・働き方改革の実

現に向けテレワークを活用。在宅勤務向けにシンクライアント PC を配備し、営業部門へ

は 6,000台のスマートフォンも配備。約 2,600人が個人所有端末(BYOD)を登録する 

など、社内全組織を対象にテレワークの推進を行っている、また、社内コンテストで個人

表彰となった管理職を「ワークスタイルイノベーションマイスター」として社内周知、全社

の牽引役として活動させるなど、多様な働き方の実現への取り組みが評価された。 

 

企業・団体名 富士ゼロックス株式会社 [東京都港区 代表者：栗原 博] 

応募タイトル 「働き方の変革」の実現に向けたテレワーク活用 

受賞理由 1970 年代から働き方変革への取り組みを行っており、全社でビジョンを共有している。

テレワーク運用面でも、約 7,800 人の国内営業・SE がリモートワークを導入。営業付帯

業務削減のためビジネスプロセス変革に取り組み、総労働時間を 10％削減して営業の

生産性向上を実現。また、ワークライフバランス向上を目指して在宅勤務制度も導入し

ている。勤務時間中の中抜けや 1分単位でテレワーク利用可能など、柔軟な運用制度

と継続的な取り組みが評価された。 
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  【テレワーク促進部門】 

企業・団体名 徳島県 [徳島県徳島市 代表者：徳島県知事 飯泉 嘉門] 

応募タイトル vs東京 徳島県の三位一体テレワークの推進 

受賞理由 県知事の強いトップマネージメントの下、都市から地方への新しい人の流れを生み出す

「地方創生モデル」として、県民・企業・県庁が一体となってきめの細かい施策を展開

し、神山町などで ICT 企業 40 社がサテライトオフィスを開設。また、テレワークセミナー

やシンポジウムの開催、テレワークセンターの開設、テレワーク導入支援(個別相談会、

導入マニュアル作成)など、三位一体の幅広い継続的なテレワーク普及・促進活動が

評価された。 

 

特別奨励賞（１企業） 

 

【テレワーク実践部門】 

企業・団体名 明治安田生命相互会社 [東京都千代田区 代表者：根岸 秋男] 

応募タイトル 当社におけるワークスタイル変革・テレワークの取組み 

受賞理由 働き方改革の取り組みの中で、効率的・多様な働き方を推進することにより、優秀な人

材確保などを目的にテレワークを導入。2015 年に中間管理職を中心にトライアルを実

施したことで管理職に効果を実感してもらい、在宅勤務への理解が深まった。その後、

本社組織全体にトライアルを拡大して更に効果が明確となり、2016 年 4 月在宅勤務

制度の導入に成功している点が評価された。 

 

奨励賞（５企業） 

 

【テレワーク実践部門】 

企業・団体名 株式会社キャスター [東京都渋谷区 代表者：中川 祥太] 

応募タイトル リモートワークを当たり前にする  

受賞理由 会社ビジョンであるリモートワークを実現するために、地方の優秀な人材活用に向け在 

宅勤務ベースの雇用型テレワークを導入。完全在宅勤務可能、東京と同等の給与水 

準等で優れた人材を確保。チーム構成で複数クライアントを担当し、得意領域に合わ

せて複数クライアントを横断、効率化により事業運営でも成果を出しており評価できる。 

 

企業・団体名 コニカミノルタジャパン株式会社 [東京都港区 代表者：原口 淳] 

応募タイトル お客様に感動していただける企業になるための、コーポレートビジョン 『 Work Style 

Design Company 』の実践 

受賞理由 2013年から働き方改革プロジェクトを発足して「保存文書ゼロ化」に取り組み、全国サ 

ービスステーション・営業所（全国 100箇所以上）をサテライト化してテレワーク推進を 

図っている。また、全国の営業車及びサービスカーにテレワーク普及ロゴマークを貼り付 

け、国内テレワーク啓蒙活動なども積極的に推進しており評価できる。 

 

企業・団体名 東京急行電鉄株式会社 [東京都渋谷区 代表者：野本 弘文] 

応募タイトル サテライトオフィスを活用したワークスタイル・イノベーションの推進 

受賞理由 働く時間と場所の自由度を高めて、生産性向上に向けテレワークを導入している。本社

事務職に対して在宅勤務の他、運営する会員制サテライトオフィスとその提携店舗(コ 

ワーキングスペース、カラオケルームなど)での勤務を可能としており、他企業の利用に

よるサービス展開も含め、今後のテレワーク進展の新しい取り組みとして評価できる。 
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企業・団体名 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 [東京都千代田区 代表者：小山田 隆] 

応募タイトル 在宅勤務制度の導入 

受賞理由 2016 年 4 月に多数の顧客情報などを取り扱う銀行では、難しかった在宅勤務制度を

主要行で初めて導入。働き方改革では、時差勤務制度、マイスタイル（退行時刻の掲

示）、イクボス「働き方改革」運動などにも取り組んでおり、堅実なテレワークの普及・啓

発活動などとあわせて評価できる。 

 

 

【テレワーク促進部門】 

企業・団体名 株式会社パソナ [東京都千代田区 代表者：佐藤司] 

応募タイトル 雇用形態を問わないテレワーク活用・リンクワークスタイルの推進展開 

受賞理由 全国テレワーク推進セミナーの開催、テレワーク導入コンサルティング、派遣社員のテレ

ワーク勤務対応、テレワーク推進公共事業の受託など、関係省庁と連携もとりつつ地方 

自治体とのコラボレーションを通して、テレワークによる地方創生事業なども幅広く展開

しており評価できる。 
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【第 17回テレワーク推進賞表彰式概要】 

 

1. 日 時： 2017年 2月 14日（火）１3:00～１6：30 

 

2. 会 場： 京王プラザホテル（新宿区西新宿） 42 階 富士の間 

 

3. 表彰式スケジュール： 

13:00～13:20 開会並びに来賓挨拶 

13:20～14:10 審査講評並びに授与式 

14:10～14:30 休憩（写真撮影） 

14:30～15:55 会長賞および優秀賞受賞企業（計5社）による受賞事例発表 

15:55～16:10 日本テレワーク学会賞の授与式、受賞者の発表 

16:10～16:25 テレワーク川柳の審査結果発表 

16:25～16:30 閉会挨拶 

 

4. 主 催： 一般社団法人日本テレワーク協会 

 

5. 後 援： 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 

 東京商工会議所、公益財団法人日本生産性本部 

 日本テレワーク学会、フジサンケイ ビジネスアイ 

 

6. 参加申込： 表彰式へは、事前の申し込みでご参加いただけます。 

 一般社団法人日本テレワーク協会ホームページ 

 （http://www.japan-telework.or.jp/）より参加登録をお願いします。 

 

7. 申込締切： 2017年 2月 7日（火） 

 

  

http://www.japan-telework.or.jp/
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【一般社団法人日本テレワーク協会概要】 

 

□ 名 称 

一般社団法人日本テレワーク協会 

（Japan Telework Association） 

 

□ 代 表 者 

会長  宇治 則孝 

 

□ 所 在 地 

〒101-0062 

東京都千代田区神田駿河台 1-8-11東京 YWCA会館 3階  

TEL：03-5577-4572  FAX：03-5577-4582 

URL：http://www.japan-telework.or.jp/ 

 

□ 協会理念 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であるテレワークを、広く 

社会に普及・啓発することにより個人に活力とゆとりをもたらし、企業・地域が活性化できる調和のとれ 

た日本社会の持続的な発展に寄与する。 

 

□ 事業内容 

① 政府の普及・啓発施策への協力、政策提言 

② テレワークに関するコンサルティング 

③ テレワークに関する調査・研究 

④ 先進企業等への「テレワーク推進賞」表彰事業 

⑤ テレワークに関する出版 

⑥ テレワーク関連シンポジウム・セミナーの実施 等 

 

□ 会員数 

207企業・団体（2016年 10月 20日現在） 

 

□ 関係省庁 

総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 

 

□ 沿 革 

平成 ５年６月 社団法人日本サテライトオフィス協会発足  

平成１２年１月 社団法人日本テレワーク協会に名称変更   

平成２５年４月 一般社団法人日本テレワーク協会に移行   

 

以上 

参考資料 

http://www.japan-telework.or.jp/

