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■□■1．コラム
■□■
テレワーク・デイズはソーシャルワークプレイスへ行ってみよう
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今年もテレワーク・デイズが始まります（本年は７月 23 日から 27 日までの５日間）。
テレワーク・デイズは 2020 年開催の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、開
催時の東京の交通混雑緩和を目的に、テレワークで働くトライアル期間です。テレワー
ク・デイズをきっかけとしてテレワークを体験していただきたいと思います。
テレワークで働く人のためにコワーキングスペースやシェアオフィスなどいわゆるフレキ
シブルオフィスが数多く作られるようになりました。私はこれらのスペースを『ソーシャ
ルワークスペース』と呼んでいます。ここでは企業の枠や組織の枠、年齢の枠を越えて、
｢みんな｣で働き、あらゆることに関わり、自分事としてアイデアを出しています。それぞ
れのワーカーをサポートするオープンイノベーションが起こっています。テレワークはオ
ープンイノベーションを可能にします。
テレワークは今後もさらに広がっていくでしょう。産業社会は農林水産業の第１次産業か
ら人と人との対面サービスである第３次産業まで進化してきました。そして今私たちはパ
ソコンやスマートフォンを通じて、買物をし英会話を学び、音楽やゲーム、動画などのエ
ンターテインメントを楽しむようになりました。こうしたパソコンやスマホを通じて消費
者と接する産業を『第４次産業』と呼びたいと思います。
消費者とパソコン・スマホで接する『第４次産業』のワーカーはどこでも働けます。『第
４次産業』の発展とともにテレワークもさらに普及し、『ソーシャルワークプレイス』も
広まっていきます。第１次・第２次・第３次産業分野でも『第４次産業』的な領域が大き
くなっていきます。地方においてもテレワーク、『ソーシャルワークプレイス』は必須の
ものになっていくでしょう。

テレワーク・デイズは、『ソーシャルワークプレイス』で『第 4 次産業』のワーカーと交
流してみるのも刺激的かもしれません。
松村 茂（まつむらしげる）
工学博士。東北芸術工科大学教授。日本テレワーク学会会長。テレワーク月間実行委員
長。テレワーク推進フォーラム副会長。一般社団法人テレワーク協会アドバイザー。東北
都市学会会長。日本都市学会理事。ふるさとテレワーク推進会議メンバー・柔軟な働き方
に関する検討会座長など務めた。Empowered Woman JAPAN 2018 実行委員長。著書に『テ
レワークで働き方が変わる！テレワーク白書 2016』（インプレス R&D）等がある。
＊テレワーク・デイズ 2018 関連リンク集＊
公式サイト ⇒ https://teleworkdays.jp/
プレイベントの開催（６月 26 日） ⇒
周知動画（YouTube） ⇒

https://teleworkdays.jp/about/#pre

https://www.youtube.com/watch?v=Pmptdpszgys

テレワーク導入お役立ち情報 ⇒ https://teleworkdays.jp/about/#links
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《お知らせ》
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【厚生労働省】
「均等・両立推進企業表彰」の応募受付中！ ～締切：７月 31 日～
厚生労働省では、職場での女性の能力発揮を促進するための積極的な取組（ポジティブ・
アクション）や、仕事と育児・介護との両立を支援するための取組を行い、他の模範とな
るような企業を表彰しています。
平成 30 年度「均等・両立推進企業表彰」では、厚生労働大臣最優良賞、厚生労働大臣優
良賞均等推進企業部門、厚生労働大臣優良賞ファミリー・フレンドリー企業部門の候補企
業を現在募集しています。応募締切は７月 31 日（火）です。
日頃の取組をアピールするチャンスですので、ぜひ御応募ください。
■応募資格、応募方法、表彰基準など詳細はこちら
女性の活躍・両立支援総合サイト 均等・両立推進企業表彰
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/award/

※郵送による応募の場合は当日消印有効
■お問い合わせ先
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社（委託先）
「均等・両立推進企業表彰」事務局
担当

坪井・藤井

電話

03（5288）6582（月～金曜日９:30～17:30 ※土・日・祝日は除く）

E-mail environment@tokiorisk.co.jp

【厚生労働省】
生産性向上と雇用管理改善の両立に取り組む企業を募集しています
平成 30 年６月 29 日(金)から８月 31 日(金)まで、生産性向上と雇用管理改善(魅力
ある職場づくり)の両立に取り組む企業を募集しています。
平成 31 年１月上旬(予定)に、応募された企業の中から表彰企業を選定・公表し、受
賞企業は厚生労働大臣等が表彰します。応募は企業単位のほか、事業所単位でも可
能です。
また、受賞企業の取組は、ポータルサイトや事例集など各種広報媒体で優れた事例
として紹介します。
応募の詳細は以下の URL を御覧ください。
http://koyoukanri.mhlw.go.jp/index.html

《地方公共団体の動き》
【秋田県】
第 3 回「輝く女性を応援する秋田サミット～野田聖子大臣インタビュー～」公開
→平成 30 年 3 月 10 日に秋田市で開催された「第 3 回輝く女性を応援する秋田サミット」
に向けて、総務大臣と女性活躍担当大臣を兼務する野田聖子大臣へのインタビューを実施、
その映像を公開しました。
http://common3.pref.akita.lg.jp/jyosei/news/52637

【茨城県】
男女共同参画ネットワーク講座「地産地消の仕事人が語る農村女性の社会参画」
→農村女性の社会参画に貢献したことが認められ、昨年、内閣総理大臣賞を受賞された原範
子さんを講師に迎え、これまでの活動を語っていただきます。
日時：平成 30 年 8 月 3 日（金）13:30～15:00／会場：県北生涯学習センター／定員：50 名

（無料）
https://drive.google.com/file/d/1lgBAk0nLP2E2PYJcJN24uOe6w2GgYEej/view

【栃木県】
「家族ケア講座～私からはじめる こころの手あて」受講者募集
→家族関係がぎくしゃくするとき、自分からできることがいろいろあります。セルフケアか
ら新しい道を見出しましょう。
日程：平成 30 年 9 月 7 日（金）
、8 日（土）全 2 日／時間：各日 10:00～16:00／会場：とち
ぎ男女共同参画センター／定員：20 名※応募多数の場合は抽選／参加費：2,000 円（別途教
材費 1,300 円+消費税）／締切：8 月 7 日(火）一時保育あり
http://www.parti.jp/kouza/index_10.html

【群馬県】
「夢を持つ女性のための交流会」とらいあんぐるんサロン
→夢や目標を持つ女性向けの交流会です。夢を実現した女性の体験談、グループワーク、参
加者同士の交流タイムを通じて、夢を実現するヒントを一緒に考えましょう。
日時：平成 30 年 8 月 4 日（土）13:00～15:30／会場：ぐんま男女共同参画センター／定員：
30 名（先着順）／締切：8 月 3 日（金）
http://www.pref.gunma.jp/04/p031_00030.html

【山梨県】
「女性活躍時代の女性管理職養成セミナー」参加者募集
→ワークライフ・バランスの推進や能力開発の促進を図り、
「女性の人材育成」にスポット
を当て、女性活躍時代を駆け抜けるすべての働く女性の皆さんをサポートします。
日程：平成 30 年 8 月 24 日（金）
、29 日（水）※両日ともに同じ内容です／会場：ぴゅあ総
合大研修室／託児あり（要予約）／定員になり次第締切
https://www.pref.yamanashi.jp/challenge/calender_detail.php?id=3051

【長野県】
「支援者のためのデート DV・ストーカー防止講座」開催
→子どもたちをデート DV やストーカーから守るために必要な知識を身につけ、被害者・加
害者にもならないための予防や対処方法について学びます。

日時：平成 30 年 8 月 9 日（木）13:00～15:50／会場：長野県男女共同参画センター“あい
とぴあ”／参加費：無料／定員：先着 40 名／締切：8 月 2 日（木）
https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/event/jigyo/300809datedvbousi.html

【静岡県】静岡市
多様な人材の活躍を応援している事業所を募集します
→主に女性を対象とする多様な人材の活躍応援に積極的に取り組んでいる事業所を表彰し
ます。受賞された事業所は、市長による表彰のほか、本市融資制度を利用する際に保証料補
助上乗せ等の特典が受けられます。
応募締切：平成 30 年 7 月 31 日（火）／募集要件：今年度の 4 月 1 日現在、1 年以上静岡市
に所在している事業所
http://www.azarea-navi.jp/cyottoe/shizuokashi-jigyousyo/

【京都府】京都市
小中学校の教職員を対象とした「夏の男女平等教育研修会」を開催します
→国内外の動きや日本における男女共同参画のデータ、身近なテーマをもとに、学校での男
女平等教育の進め方について考えます。学校単位でも、個人でも、御参加いただけます。
日程：2018 年 8 月 21 日（火）
、8 月 23 日（木）※いずれか 1 回を選択／会場：京都市男女
共同参画センター ウィングス京都／定員：80 名／受講料：無料
https://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/sumgender1806.html

【和歌山県】
「男女で作る元気な和歌山」ポスターコンクール作品募集
→これからの時代を担う子どもたちに、
「男女共同参画社会」への理解と関心を深めていた
だくため、ポスター作品を募集します。
応募期間：平成 30 年 9 月 15 日（土）まで※必着／募集資格：和歌山県内に在住、又は通学
する小学生、中学生及び高校生（特別支援学校に在籍する生徒を含む）／詳細は WEB サイト
にて
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/kouzaevent/d00155425.html

【岡山県】
「男性ならではの『生きづらさ』とは、その支援について」参加者募集

→四国学院大学の大山治彦先生をお迎えし、
「男性の生きづらさ」についてお話しいただき
ます。
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）14:00～15:30／会場：瀬戸内市保健福祉センター「ゆめト
ピア長船」2 階リフレッシュスタジオ／参加費：無料／定員：50 名（要申込、先着順）／託
児、手話通訳、要約筆記を希望する場合は、7 月 26 日（木）までに御連絡ください
http://www.pref.okayama.jp/page/562856.html

【広島県】広島市
平成 30 年度「ゆいぽーと男女共同参画推進リーダー養成講座」（全 4 回）
→男女共同参画をすすめる次世代のリーダーを養成します！平成 30 年度は「育休カフェ」
を事例として、講義とワークショップを行います。
日時：平成 30 年 8 月 18 日（土）10:00～12:00、9 月 8 日（土）10:00～12:00、9 月 15 日
（土）10:00～12:00、13:00～15:00／対象：20～50 歳代の男女（全 4 回受講できる方）／
参加費：無料／定員：先着 10 人（要申込）／場所：ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進
センター）／申込方法：電話もしくは FAX／託児あり（6 ヶ月～未就学児・先着 6 人まで）
託児締切 8 月 10 日（金）
http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/index.php?page_id=323

【鹿児島県】
平成 30 年度「鹿児島県女性活躍推進優良企業知事表彰」候補企業を募集します
→県内企業の優れた取組を情報発信することで，県内全体の取組を拡大するために，女性活
躍に向けて積極的に取り組む企業を表彰しています。
応募期間：平成 30 年 6 月 1 日（金）～8 月 31 日（金）当日消印有効／表彰対象、応募方法
等詳細は WEB サイトにて
http://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashikankyo/danjokyoudou/joseikatuyaku/hyoushou2018.html
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【編集後記】
子どもたちの夏休みが始まろうとしています。我が家は、小学生時代は学童、中学
時代は部活と塾で過ごす……というように乗り越えてきましたが、ここ最近、夏休
み中はリモートワークで、在宅勤務に切り替えてもらったケースも聞くようになり
ました。テレワークの利便性、もっと広がるとよいですね。
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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://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/

