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総務省の支援事業を活用し
スムーズなテレワーク導入を

「テレワーク・サポートネットワーク」の仕組み
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地域の中小企業支援窓口がテレワーク情報の拠点に

地域の中小企業の支援を行っている商工会議所、社会保険労務士会、日本電信電話ユーザ協会などが窓口となり、総務省が連携してテレワーク普

及を図る事業が「テレワーク・サポートネットワーク」
。サポートネットワークとして指定された窓口に対し、総務省から事業を受託する事務局が普及

活動に必要な費用やノウハウ等を支援し、ポスターの配布、セミナーや相談会の開催などが実施される。本年9月末時点で、全国142の窓口が指
定されている。

詳しくは公式サイト（https://www.teleworksupport.go.jp/）を参照。

セミナーや無料のカウンセリングで導入を支援
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テレワークの悩みを無料相談で解決
「テレワークマネージャー相談事業」の仕組み
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派遣する』という、ある意味“受け

「テレワークマネージャー相談事業」は、テレワークの導入を検討する企業等に対し、
専門家がヒアリングし、システム、セキュリティ等についてアドバイスを行う制度。従
来は20名程度の専門家による体制だったが、コロナ禍により需要が高まったことから、
現在は109名がこうしたヒアリングとアドバイスにたずさわっている。企業規模を問わ
ず利用可能で、コンサルティング費用は無料（通信料は利用者負担）となっている。
詳しくは公式サイト（https://teleworkmanager.go.jp/）を参照。
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少子高齢化が進み労働力不足が見込まれる日本においては、優秀な人材の確保が企
業の競争力に影響を与える可能性がある。テレワークは感染症対策だけでなく、 選
ばれる企業 として人材不足を解決できる有力な解決策になりそうだ。各種情報はテ
レワーク総合情報サイト
「Telework Net」
（https://telework.soumu.go.jp/）
を参照。
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