
愛知県から事業者の皆様へ 

～テレワークの推進等による出勤者数の削減について～ 
 

  日頃から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の推進に御協力いただき感謝

申し上げます。 

愛知県では、令和３年 10月１日（金）から、愛知県緊急事態措置から愛知県厳重

警戒措置へ移行し、県民・事業者の皆様へ感染再拡大の防止に向け様々な取組を引

き続きお願いしております。 

中でも、接触機会の低減に向け、休暇取得の促進やテレワーク、ローテーション

勤務を推進していただくようお願いいたします。また、その実施状況を自ら積極的

に公表していただくようお願いいたします。 

なお、実施状況の公表方法について、政府から公表フォーマット等が示されてお

りますので、参考にしていただき、自社のホームページ上で積極的に公表するとと

もに、経済産業省が作成したサイト上で登録してくださるようお願いいたします。 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html 

  また、愛知県では、名古屋駅近くに開設した「あいちテレワークサポートセンタ

ー」及び「あいちテレワーク・モデルオフィス」が連携して、テレワークの導入・

定着に関する支援を行っておりますので、御活用ください。 

 

 

別紙 

【愛知県厳重警戒措置（抜粋）】 

 実施区域：愛知県全域 

 実施期間：2021年 10月１日（金）～10月 17日（日） 

Ⅱ.事業者の皆様へのお願い 

 ⑧テレワークの推進等 

  ○事業者は、接触機会の低減に向け、休暇取得の促進やテレワーク、ロー

テーション勤務の推進をお願いします。また、テレワークの活用等によ

る出勤者数削減の実施状況を自ら積極的に公表し、取組を推進するよ

う要請します。 

○事業の継続に必要な場合を除き、21 時以降の勤務を抑制するようお願

いします。 

○時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、社員寮等の集

団生活の場での対策、感染リスクが高まる「５つの場面」を避けるなど、

通勤・在勤時の三密を防ぐ取組の徹底をお願いします。 



出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット 

 

（１）定量的な取組内容 

算定の対象とする従業員の範囲（注１） 目標値 
実績及び対象
期間(注３) 

テレワーク実施可能な社員（社員の〇％） 
・対象とする部門又は職種：○○、○○ 
・現場作業が必要な部門又は職種：〇〇、〇〇 

出勤者削減率
(注２) 
〇％ 

出勤者削減率
(注２) 
〇％ 
（○月○日～
○月○日） 

【主たる部門における実施状況】(注４) 

 

〇〇支社 
テレワーク実施可能な社員（社員の〇％） 
・対象とする部門又は職種：○○、○○ 
・現場作業が必要な部門又は職種：〇〇、〇〇 

〇％ 
〇％ 
（○月○日～
○月○日） 

△△事業所 
テレワーク実施可能な社員（社員の〇％） 
・対象とする部門又は職種：○○、○○ 
・現場作業が必要な部門又は職種：〇〇、〇〇 

〇％ 
〇％ 
（○月○日～
○月○日） 

 

（２）具体的な取組や工夫 

テレワーク推進に向けた具体的な取組・工夫 

(例) 
・ テレワーク用のノートパソコンを〇台導入 
・ テレワーク実施者に携帯電話を貸与 
・ オンライン会議システムやビジネスチャット等のＩＴ環境を整備 
・ テレワークを可能とするよう社内の就業規則を改定 
・ 会議や研修を原則オンライン化 
・ テレワーク手当を導入 

 

出勤者数削減に向けた具体的な取組・工夫（テレワーク関連を除く） 

(例) 
・ 有休休暇の取得奨励 
・ 時差出勤の奨励 
・ ローテーション勤務の推進 
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本事業は株式会社パソナに委託して実施しております。

@aichiteleworksupportcenter  @aichi_telework

体験コーナーでは 、目的や課題に合わせた機器やツールをご用意しています。
テレワークの導入状況に応じて必要な製品やツールを体 験しながら比較検討いただけます。

テレワーク導入企業の事例 、サテライトオフィス等の情報収集ができます（ H Pでも随 時ご紹介 ）。また、テレワークの基礎
知識や導入方法 、労務管理 、活用ツールのご紹介など、様々なテーマでセミナーを随時開催します（ 参加無料 ）。

■テレワークツールの体験

■テレワークに関する相談

■テレワークに関する情報収集

クラウドツール

テレワークの導入状況に合わせて相談方法をお選びいただけます。お気軽にご来所・ご連絡ください。

コミュニケーションツール

情報共有方法業務・勤怠管理ツール スマートデバイス

テレワークの導入に向けて、アドバイザーによるコンサルティングを無料で実施します。労務管理や情報セキュリティ、テレワーク
ツール、導入コスト等、テレワーク導入・定着への不安や課題を一緒に解決します。

- 各種相談のご予約 -
お電話・メール・HPで受付しています
相談は全て無料です

- 出張相談会 -
メッセナゴヤ（ ����年��月�� 日～�� 日）にて相談ブースを出展予定
詳細はHPでご案内します

セミナーの詳細やご予約はHPから。最新情報はSNSでもご紹介しています！

アドバイザー派遣 オンライン相談来所相談 電話・メール相談

ご予約はこちら

テレワークに関す 相談

「あいちテレワークサポートセンター」は、テレワークの導入に関する相談対応、
機器操作体験、情報発信等をワンストップで実施する拠点です。県内中小企業
等へのテレワークの導入促進と定着を図るため、愛知県が設置しました。
テレワークの導入を検討している企業の方は、ぜひご利用ください。





テレワークテレワーククククテテテ ワワワレレレ ーーーテテテ
スクールスクールククク ルルルルルルススス ーーー

テレワーク導入に向けて 、今 年 � 月に改正されたテレワークガイドラインを基に 、「 就業規則やテレワーク勤務規定作成のポイント」
を始め、「 人事評価の考え方」や「コミュニケーション」など、経営者や実務担当者の皆様が気になる労務管理のポイントを分かり
やすくお伝えします。さらに、便利なテレワークツールを実際に体験できるプログラムもご用意しています。

テテテレレレレレレワワワ クククククククククワワワレレレテテテ
中小企業等の経営者・実務担当者向け

名古屋市中村区名駅 �-��-� 名古屋三交ビル �F
アクセス　　・名古屋駅徒歩 � 分 　
　　　　　　・地下街ユニモール �� 番出口すぐ
　　　　　　・名古屋市営地下鉄桜通線国際センター駅徒歩 � 分

豊橋市駅前大通 �- ��-�　豊鉄ターミナルビル�F
アクセス　　・JR 飯田線 ( 豊橋～天竜峡 ) 豊橋駅 徒歩 � 分
　　　　　　・豊橋鉄道渥美線 新豊橋駅 徒歩 � 分
　　　　　　・豊橋鉄道東田本線 駅前駅 徒歩 � 分

対象：県内中小企業等の実務担当者（テレワーク導入に携わる方）対象：県内中小企業等の経営者

会場：ツドイコ名駅東 カンファレンスセンター  H ルーム 会場：豊橋駅前展望会議室

会場参加�� 名／オンライン参加��名

第� 部：改正ガイドラインを踏まえた本格導入・定着のための
　　  　 ポイントや課題等
第�部：テレワークツールの実践的な使い方

第�部 :「半休 + 半テレで『 誰でもテレワーク』」労務管理、
　   　制度化のためのルールやテレワークガイドライン等

第�部：テレワークツールの実践的な使い方

※オンライン開催は第 � 部のみの配信です
※感染症対策のため、会場参加者数には上限がございます

※お申込み受付は先着順になります｡
※お申込み多数の場合は、１社あたりの参加人数を制限させていただくことがあります。

第 � 部 講 師 第 � 部 講 師

お申込み・お問い合わせ

定 員

社会保険労務士法人 NSR　テレワークスタイル推進室 CWO武田 かおり 
一般社団法人日本テレワーク協会客員研究員。総務省地域情報化アドバイザー。
���� 年テレワーク専門相談員就任以来 �� 年間、国の事業や企業・団体にて ��� 回
以上講演、導入支援・相談 ���� 件以上対応 。���� 年度大阪テレワーク相談センター

（厚生労働省委託事業）受託運営 。労働新聞社「テレワーク最前線 ( 全 �� 回 )」連載、
日経文庫「いまさら聞けないテレワークの常識」等、執筆、動画、T V 出演多数。

本事業は、愛知県が株式会社パソナへ運営を委託しております。

HP からお申込みください
https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/seminar/

株式会社パソナ（県委託先事業者）
名古屋市中村区名駅 � 丁目 ��-�　 名古屋三交ビル � 階
ツドイコ名駅東カンファレンスセンター内
TEL：���-���-����
E-MAIL：aichi-telework@pasona.co.jp

(火)

��:��～��:��(開場��:��) ��:��～��:��(開場��:��)

��/�� (水)��/�� 実務担当者向け

オンラインオンライン同時開催

経営者向け

名古屋
開催

三河
開催

ルルルルルルルルルルルル

参加
無料

株式会社パソナ　リンクワークスタイル推進統括湯田 健一郎
組織戦略・BPO・CRM のコンサルティングに携わり、特に ICT を活用した事業プロ
セス最適化の視点から、幅広い業界・企業を支援 。テレワーク推進の統括を行うと
ともに、厚生労働省の柔軟な働き方に関する検討会委員としてテレワークガイド
ラインの改訂にも参画するなど、国のテレワーク推進施策に深く従事。


