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■□■1．取組事例                     ■□■ 

社員にとって使いやすいテレワーク制度を実現 

アステリア株式会社 
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全社でテレワーク制度を活用していますが、まずは制度としてテレワークを用意して通信

などの環境を用意したのち、会社から積極的にテレワークの活用を提案し呼びかけること

で、社員にとって使いやすいテレワーク制度になると考えています。 

 

■主な取組・制度の概要・特長 

「猛暑、台風、降雪テレワーク」 

猛暑、台風、降雪などの気象条件が悪いときには事前にテレワークを推奨するメールを管理

部門から送信し、猛暑日の通勤や、電車遅延などの交通混雑を避けることのできる就業環境

を実現しています。特に夏の猛暑日に対しては、気象庁が早朝に発表する予想最高気温が 35

度以上の場合に、猛暑日の予報を自動（自社ソフトを活用）で各自のスマートフォンアプリ

（自社アプリ）に通知し、その日のテレワークの実施を促しています。またこの猛暑日予報

通知システムは毎年一般にも公開しており、希望者には毎朝 LINE で、その日の予想最高気

温が通知されます。 

 

「ふるさと帰省テレワーク」 

大型連休や年末年始休暇の前後では日にちをずらして帰省し、帰省先でのテレワークを可

能にしています。チケットの予約や帰省時の混雑のストレスを軽減させることができ、特に

外国籍社員に有効です。たとえば外国籍社員が海外に帰国する際に利用しています。 

 

■成果 

今年は 7 月から猛暑日が多かったことから、当社の猛暑テレワークの利用実績は例年の倍

以上でした。当社の継続したテレワーク活動は、特に 7 月の酷暑の時期には大きく注目さ

れ、暑さ対策や働き方改革などのテーマとともに、NHKをはじめ多くのメディアに取り上げ



られ報道されました。当社では外国籍の社員が多く、特に海外へ帰国する際にはふるさと帰

省テレワークが有効で、実際にこの制度を利用した社員から好評を得ています。 

 

■利用・活用した社員の声 

「有事の際に通勤しなくてもよいので精神的・体力的に余裕を持って仕事に取り掛かれる」

（ネットサービス本部 女性） 

「仕事環境の選択肢が広がり、状況に応じて柔軟な働き方ができるようになりました」（広

報・IR 室 女性） 

 

■会社情報 

・会社名 アステリア株式会社 

・事業内容 ソフトウェアの開発・販売・サポート、デジタルデザインの制作・コンサルテ

ィング 

・本社所在地 東京都品川区大井一丁目 47番 1号 

・社員数  77 名（男性  47名、女性  30名）2018 年 10月時点 
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■□■ 2．最新情報                     ■□■ 
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《お知らせ》 

【厚生労働省】 

「企業におけるイクメン・イクボス養成セミナー」の参加者募集中！ 

 

男性の育児休業や育児目的休暇の取得推進のため、育休取得のメリットや企業の取組事例

などを紹介するセミナーを実施します。 

このセミナーでは、企業の人事労務担当の方が社内研修に使用できる資料を使い、育休取得

のポイントを分かりやすく解説します。後半のグループワークの時間では、他社の実例を聞

くことで、自社の取組のヒントを得ることができます。 

【参加無料・要事前申込み】 

 

盛岡会場 

日時 2018 年 10 月 25日（木） 13：30～16:45 

会場 エスポワールいわて 2階 大中ホール 

※岩手県と共催 

 「いわて企業の魅力アップ支援セミナー」の冒頭に実施します。 

 その後、地域の企業による事例発表があります。 

 



札幌会場 

日時 2018 年 10 月 30日（火） 14:00～16:00 

会場 札幌駅前ビジネススペース カンファレンスルーム 2H 

※札幌市と共催 

 

東京会場 

日時 2018 年 11月 1日（木） 14:00～16:00 

会場 日本教育会館 7階 707号室 

 

11月 1日以降も全国各地で開催します。 

【参加申込みなど詳細はこちら】 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/#seminar 

 

 

 

《地方公共団体の動き》 

【北海道】 

女性の活躍を応援する「リンケージメッセージ」を募集しています 

→それぞれの立場で頑張っている女性・頑張りたい女性、全ての女性たちへエールを送る

「リンケージメッセージ」を募集しています。応募は個人・団体を問いません。 

応募方法：WEB サイトの「メッセージ応募用紙」にメッセージを記載し、FAX、メールまたは

郵送で事務局にお送りください。お寄せいただいたメッセージは、北海道の女性活躍ポータ

ルサイト「北の女性★元気・活躍・応援サイト」に随時掲載します。また、道等が実施する

女性の活躍支援に関するセミナーや講演会などで広く PRします。 

http://www.l-north.jp/katsuyaku/action/linkagebosyu/ 

 

 

【青森県】 

「あおもり働き方改革宣言企業」新たな企業が登録されました 

 

→青森県では、企業における若者の雇用安定、女性の活躍推進、男性の家庭参画やワーク・

ライフ・バランスの推進等「働き方改革」に積極的に取り組む企業を「あおもり働き方改革

推進企業」として認定しています。一般事業主行動計画を作成し働き方改革に取り組むこと

を宣言、登録されると、青森県ホームページ等で周知するほか、求人票に「あおもり働き方

改革宣言企業」である旨を表示することができます。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-sengen.html 

 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/%23seminar
http://www.l-north.jp/katsuyaku/action/linkagebosyu/
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-sengen.html


 

【栃木県】 

「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2018」開催 

→女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの推進等の機運を醸成するため、「とちぎ女

性活躍応援フォーラム 2018」を開催します。ぜひお気軽に御参加ください！ 

日時：平成 30年 11月 8日（木） 14:00～16:30（開場 13:30）／場所：パルティ とちぎ

男女共同参画センターホール／内容：【第 1部】「男女生き活き企業」表彰式【第 2部】事例

発表「我が社における女性活躍推進・働き方改革～男女共に輝く職場を目指して～」、「男女

生き活き企業」【第 3部】 基調講演 「経営に活かす女性活躍推進」／定員：300名（先着）

／参加費：無料／申込締切：10月 31日（水） 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=575 

 

 

【東京都】 

平成 30年度「東京ウィメンズプラザフォーラム」開催 

→東京ウィメンズプラザでは、男女平等参画社会の実現に向け、都民、民間団体、都内の男

女平等参画にかかわる行政機関等が、様々なイベントを通じて交流を深める「東京ウィメン

ズプラザフォーラム」を開催します。民間 33団体によるワークショップ等の催しや、都・

区市町村の男女平等参画センター等の活動紹介のほか、お子さま向けの工作イベントも。 

日時：平成 30年 10 月 27日（土）9:00～21:00、28日（日）9:00～17:00／会場：東京ウィ

メンズプラザ全館／保育：事前申込制（先着順）、無料。対象は生後 6カ月から就学前まで。

保育を希望される方は、各企画主催団体宛てにお問合せください。 

http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/318/Default.aspx 

 

 

【神奈川県】座間市 

「イ（クメン）・イ（クジイ）・（カジ）男 フォトコン 2018 IN ZAMA」作品募集中 

→座間市男女共同参画推進委員会では、毎年好評の「イ（クメン）・イ（クジイ）・（カジ）

男 フォトコン 2018 IN ZAMA」の写真を募集します。情報紙「あくしゅ」に素敵な写真を掲

載したいと思います。育児や家事に積極的に取り組んでいる「イ・イ・男」はいませんか。

自薦・他薦は問いません。育児や家事をしているお父さんやおじいちゃんの姿を写真に撮っ

て御応募ください。 

応募条件：写っている方または応募者が市内在住で、1年以内に撮影された未発表の作品（一

人 1点）／応募方法：11月 9日（金）までに必要事項を明記し、郵送（必着）、電子メール、

または直接担当へ 

http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1407904931782/index.html 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=575
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/318/Default.aspx
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1407904931782/index.html


 

 

【長野県】 

女性限定「シングルマザーのためのハッピーセミナー」参加者募集 

→シングルマザーの皆さん、日々に追われて将来やお金のこと、後回しになっていません

か？同じ境遇の方同士、子どもと自分の将来やお金について学びながら、シングルマザー

「あるある」を共有して元気とヒントをもらいましょう！ 

日時：平成 30年 10 月 28日（日）13:00～16:00／会場：長野県男女共同参画センター“あ

いとぴあ”／対象：長野県在住のシングルマザー、またはその予定のある方／費用：無料／

定員：20名（先着順）／託児：無料託児あり（満 1歳以上～未就学児）※先着 10名、要事

前連絡／申込締切：平成 30 年 10 月 23日（火）／申込方法：E-mail にて／問合せ・申込先：

～シンママがシンママをサポートする～ぱぴ★たね（E-Mail：hapi.tanemama@gmail.com） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/event/jigyo/301028singurumaza.html 

 

 

【福井県】 

「仕事の神様が“ひいき”したくなる！～考え方、言葉、行動をプラスに変えて価値ある人

財になる～」＋「働き女子のホンネ cafe」 

→仕事でもプライベートでも人から可愛がられることで、人間関係がより良くなります。プ

ラス思考で心身ともに元気に活躍する人財になり、仕事の神様に“ひいき”してもらいまし

ょう。 

日時：平成 30年 10月 31日（水）13:00～16:00／定員：福井県内在住または在勤の女性 30

名（男性社員の聴講も可能です。女性社員と御一緒にお申込みください。※男性聴講者だけ

の受講はできません。）／（講座終了後）働き女子のホンネ cafe：16:15～17:05 

http://www.f-jhosei.or.jp/information/archives/127 

 

 

【愛知県】 

「女性管理職の交流カフェ」参加者募集 

→自分らしく働き続けたい、異業種の方と交流したい、管理職としての体験や悩み等を共有

したいなどの思いを持つ女性管理職の方のための、企業の枠を超えた働く女性のネットワ

ークづくりのためのプログラムです。 

日時：平成 30年 12月 7日（金）16:00～19:00（開場 15:30）／スケジュール：第 1部（16:00

～17:40）セミナー＆ワークショップ、第 2部（17:50～19:00）交流タイム／場所：ウィル

あいち 3 階／対象：県内企業等で働く女性管理職／定員：30 名（要事前申込）／参加費：

3,000円（飲食代）／申込締切：11月 9日（金）必着／託児：有（要事前申込） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/event/jigyo/301028singurumaza.html
http://www.f-jhosei.or.jp/information/archives/127


http://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/caffe30.pdf 

 

 

【岡山県】 

「あなたも輝く☆晴れの国女子」意見交換会メンバー募集 

→若手社員や産休・育休復帰社員など同じような立場・環境にある女性同士の意見交換会を

開催します。併せて、女性社員を部下に持つ男性上司同士の意見交換会も開催し、男女の違

いや立場の違いによる考え方の違いを把握することで、双方の課題を解決するきっかけを

提供します。 

日程：平成 30 年 11月 21日（水）、平成 31年 2 月 9 日（土）、2 月 20日（水）全 3 日開催

／募集定員：40名／参加費：無料／申込締切：11月 9日（金）申込多数の場合は抽選 

http://www.pref.okayama.jp/page/574440.html 

 

 

【佐賀県】 

平成 30年度 男性の家事参画地域講座「パパをもっと楽しもう＠小城」を開催 

→からだを使ったふれあい遊びや、絵本の読み聞かせなど、パパと子どもで一緒に楽しむ方

法を紹介します。講師は、NHK「すくすく子育て」等に出演され、子育て雑誌や新聞でも父

親の育児等をテーマに連載を行う小崎恭弘さんです。 

日時：平成 30年 11月 4日（日）10:30～12:00／会場：小城保健福祉センター桜楽館 多目

的ホール／対象：父親とその子ども（原則 1 歳～就学前）／定員：20 組程度※定員になり

次第締切／申込：電話、FAX、E メールのいずれかでアバンセへ申込／参加費：無料／一時

保育希望の方は、10 月 25 日（木）迄に要申込※若干名（先着順）・原則 6カ月～就学前 

http://www.avance.or.jp/danjyo/_2790/_3717.html 
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【編集後記】 

「地震・雷・火事・おやじ」。怖いものを表現する言葉として使われていますが、実はこの

「おやじ」は、「大きい風」つまり「台風」だという説もあります。事例で紹介した「猛暑、

台風、降雪テレワーク」のように、自然災害に備えるためには、臨機応変に対応できる体制

が必要です。場所を選ばずに働くテレワークのメリットを改めて感じました。 
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このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。 

このまま御返信いただいてもお答えできませんので御了承ください。 

 

配信中止・配信先変更は、こちらから 

http://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/caffe30.pdf
http://www.pref.okayama.jp/page/574440.html
http://www.avance.or.jp/danjyo/_2790/_3717.html


http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/tetsuzuki.html 

 

バックナンバーはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/index.html 

 

このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから 

https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0086.html 

 

内閣府「仕事と生活の調和」推進サイトはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ 
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