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はじめに

2016 年に発表した『リモートワーク実践ブック Vol. 1 』は、企業の方から
「自社のリモートワーク実践でぜひ活用したい」とのお問い合わせをいただくなど
大きな反響がありました。Vol. 1 では、マネージャー、ワーカーなどそれぞれの
立場別にリモートワーク実践術をまとめました。その頃から念頭にあるのは仕事

（ワーク）だけでなく、生活・人生（ライフ）も大切にする姿勢。そこで今回、生
きている中で遭遇しうるさまざまなライフイベント別に、リモートワークのノウハ
ウを集めた『リモートワーク実践ブックVol. 2』を制作しました。

シングル編、子育て編、介護編、病気・療養編の４つの章に分け、それぞれの状
況の説明、リモートワークする際のメリット・デメリット、対処法、体験者のお
話や座談会を掲載し、具体的な事例をまとめました。この冊子に載っている内容
が唯一無二の答えではありませんが、「こんなライフイベントでは、こういう対処
法があるんだ」というヒントとなればうれしいです。 

コラム︓集中して働くための Tips (p. 24)

エコネットワークスについて
エコネットワークスは、持続可能な社会を志す「個」
が集まるネットワーク型の組織です。世界各地から 
多様な得意分野を持つメンバーが濃淡様々なレベルで
プロジェクトベースで関わります。
オフィスを持たず、全員が今いる場所で離れて働く。
こんな働き方をかれこれ 10 年続けています。
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シングル編

シングル×リモートワーク

シングル（単身）でリモートワークする。

どんなワークスタイルでも比較的柔軟に対応できるライフステージで、

リモートワークするメリットとデメリット、そしてその対処法は？　

実際の生活スタイルはどんな感じなのでしょうか？

「シングル×リモートワーク」の最大の特徴は、自由であること。住む場所、ライフスタイル、日々の

スケジュールを自分で決めることが可能です。仕事を調整して長期休暇を取ることも、旅をしながら働

くことも、好きな趣味に没頭する時間を平日にとることも、二拠点生活をしながら働くこともできます。

毎日働く場所も、自宅、カフェ、コワーキングスペース、図書館など自分のスタイルに合わせて選べます。

まっさらな状態から自分の生活をデザインできる。ワクワクしますよね。

一方で、いつでも自由に仕事ができるので、自らを律する難しさもあります。休日についパソコンを開

いて仕事をしてしまったり、夜遅くまで仕事をして寝不足になったり、気がついたら食事をとっていな

かったり…。人と会う機会が少ないので「誰とも話さず一日が終わることがある」という声も。誰かと

一緒に働いたり生活していれば忠告してもらえたり、ハッと気づける――そんな機会がないので「自律」

が大きなカギとなります。

まとめ

●シングル×リモートワークは自由！

●好きなこと・やりたいことと仕事を両立しやすい

●ただ、自由さゆえに生活リズムを作りにくい。カギは「自律」
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シングルの人にとっての

まわりに人がいないので集中
して仕事ができる

趣味や旅などを比較的
自由に計画できる

自分の好きな環境で仕事ができる
自宅／カフェ／シェアオフィス etc.

自分の好きな時間に
仕事ができる

通勤ラッシュなしで毎日を送れる

オフィスの人間関係の
ストレスがなくなる

オンとオフの切り替えが難しい

生活リズムが崩れやすい
（食事を抜いてしまう。睡眠不足）

人と会うことが少なくて
孤独を感じることがある

さまざまな考え方（価値観）に
触れる機会が少ない

同僚や仕事仲間に直接会わないので
ちょっとした相談がしにくい

勉強のやる気がわかない

自分の仕事に関連がある情報を得る
ことや、ネットワーキングが難しい
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人と会う・話すことが少ない
毎日出かけるという自分の決まりを
つくる（ウォーキング、ランニング、
買い物など）

週末や仕事以外の時間に趣味で人と
出会い、充電する

人と接する機会が多い副業を持つ

友人や知り合いと会食する／
習い事やセミナーに行く…など
の予定を入れる

仕事仲間にリアルで会える機会が
あれば積極的に会いに行く

チャットツールを使って密な
コミュニケーションを図る
（雑談や相談、アイデア共有など）

自分なりの就業規則を作る
（〇〇時～〇〇時まで、
夜〇時以降は仕事しない等）

抜いてしまいがちな朝食と
昼食は、メニューを決めておく
（朝はパン・シリアル＆フルーツ、
昼は麺類・パスタなど）

シングル・リモートワーカーが
快適に働くための Tips

オンとオフの切り替えが難しい

仕事終了後は大きな布をかけて
パソコンを隠す

主に家で仕事をしている場合は、
逆転の発想で、リラックスは外
でする（外で運動、ヨガ、お茶、
散歩など）

先にオフの予定を入れて強制的
な時間制約を作る

携帯オフで映画、マンガ、ラン
ニングなど、強制的なオフモード
を作る／習い事に行く…などの
予定を入れる

勉強のやる気がわかない

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□1日のスケジュールの中に
勉強時間を組み込む

「勉強は外でやる」という
ルールにする

生活リズムが崩れやすい
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　　バティカル　というには短いです
が、GWと組み合わせると 3週間の長期
休暇を取って、ブラジルとフランスに
行ってきました。2017年のことです。

休暇中、仕事をしたのは 1日に 1回の
メール確認（件名から判断し重要度の高
そうなものだけ目を通す）、数件の返信、
〆切があった原稿の仕上げの数時間の
み。これだけ長い間、仕事から離れたの
は初めてでした。

シングル・リモートワーカーの働き方

長期休暇をとってみる

野澤 健さん

エコネットワークス
代表取締役

不安もあるが、

そうすることで

お互いに緊張感・

責任感が生まれる

気を遣わなくて

いいよう、でも

感謝の気持ちは

しっかり伝える

本当に自分しか

できないことを

突き詰めていくと

意外に少ない

リモートワークでは、ある程度、自分の
裁量で自分の休暇を決められるのも大き
な魅力です。３週間のサバティカルを
2017 年に取得した野澤健さんに、その
体験談と、長期休暇をとるうえで大事な
ことについて書いていただきました。

よかったこと

○本当の意味でリフレッシュすることが　  

  できた

○経験や見識を広めることができた

○チームが「誰かが休んでも大丈夫」と　

  いう思いを強くした

○まわりが長期休みをとりやすくなった

○「休暇前と比べて文章がやわらかく、　　

　優しくなった」（by 同僚）

　　　期休暇を取るうえで大事なこと
をいくつか挙げてみると、

1）事前にしっかりアナウンスして
   クライアントやチームメンバーと
   スケジュールの調整を行う

2）作業の仕分けをする（本当に自分   
   しかできないこと、帰国後に対応
   できること、代替・委譲できるもの、  
   あきらめるもの）

3）プロジェクトのメールは cc/bcc
   から外してもらい、必要なものだけ
   転送してもらう、担当者の判断で
   休み明けに共有してもらう

4）「すみません」を言わない /言わせ
   ないチームの雰囲気作り

また今回は仕事が一段落したタイミン
グを見計らって「今しかない！」とい
うときに行きましたが、これがいつで
も実行できるようになると、強くてし
なやかなレジリアントなチームになっ
ていきます。

私は今回必要なかったですが、家族が
いるとその調整が一番大変かもしれま
せん。それでも、チャレンジできる環
境にある方は、是非やってみることを
おすすめします。

サバティカル︓  一般的に、長期間勤務者に与えられる使途制限のない長期
休暇のこと。長期的に見た労働効率の向上やモチベーションの維持、視野
の拡大などを期待して、企業でも取り入れられ始めています。
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子育て編
リモートワークは、子どものケガや発熱への対応、学校や保育園／幼稚園の行事へ

の参加がしやすい働き方です。実際の生活スタイルはどんな感じなのでしょうか？

気になる点をまとめました。

子育て×リモートワーク

リモートワークは「育児を理由に仕事をあきらめたくない」という想いを持つ人たちにぴったりの働き方です。

通勤時間ゼロは、仕事と家事・育児をすばやく切り替え、時間を最大限使えます。子どものケガや発熱などの

突発的なトラブルにも柔軟に対応できます 。

家族みんながハッピーになれるのも、リモートワークの大きな利点。少量から在宅で始められるリモートワーク

が選択できると、育児のために仕事から離れ、不安を感じ ている人に「社会とつながっている」という安心感が

生まれます。また、父親が「リモートワーク」という働き方を選ぶことで子どもとの時間が増え、育児に積極的

かつ主体的に関わることができます。

難しいのは仕事と家庭の線引き。親モード、仕事モード、家事モード、夫／妻モード、趣味に没頭モードなど、

自宅にいながら頻繁にモードを変えなければなりません。スムーズに動く「切り替えスイッチ」を自分の中に作

ることが、成功のカギです。 

まとめ

●子育て×リモートワークは、時間を最大限使える！

●リモートワークは、家族みんながハッピーになれる働き方

●家庭と仕事の線引きが難しいので、自分なりの「切り替えスイッチ」を持つことが大事
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0 か月～ 2歳 2歳～就学前 小学生 中高生

子どものようす
親のようす

親は夜泣き対応や授乳
などにより、睡眠不足
になる場合も。

特に第 1子の場合は親
も初めてのことだらけ。
子育ての大きな喜びと
共に緊張からのストレ
スも感じるかも。

よく動き、話すように
なる。

自己主張が強くなり、
パパママの言うことに
反抗することが多くな
る (イヤイヤ期 )。

学校から宿題も出るの
で、それまでより格段
に忙しくなる。

学年が上がるにつれて、
行動範囲が広がり、
1人でできることや友
達との行動が増える。

勉強に加え、部活や習
い事で忙しくなる。

自分のことは、ほぼ自
分でできるようになる。

子どもを保育園に預け
ない場合は、子どもが
寝ている間（昼寝含む）
に仕事をする人が多い。

子どもは大人の計画通
り、思い通りには行動
しないことが多い。ス
ケジュールに余裕を
もっておくことが大事。

保育園・幼稚園に入園
した直後は、体調不良
のための早退や欠席が
多い（1～２年すると
免疫がつき休まなくな
る子が多い）。

園の役員の仕事や行事
で昼間の仕事時間が減
る・変動する可能性も
ある。

子どもの宿題のサポー
トに時間を使う必要が
出てくる場合も（特に
夏休み中）。

長期休みはお弁当作り
など学期中にはない家
事がある。

悩み相談など精神面の
ケアにより注力するよ
うに。

反抗期の対処が大変に
なる場合も。

リモートワークとの
かかわり

子どもの育ち×リモートワーク
子どもの成長とともにリモートワークのあり方も変わっていきます。子どもの成長過程ごとに表にまとめました。
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子どもに

「おかえり」

が言える

リラックスした

格好で仕事が

できる

学校行事に

参加しやすい
働いている姿を

子どもに見せることが

できる

子どもの成長を

そばで見守ることが

できる

学級閉鎖になっても

あわてずに済む

子どもが病気の時も、

自宅で子どもの様子を

みながら仕事できる

習い事の

送り迎えが

しやすい

家事のすきま時間に

仕事ができる

家庭と仕事の

線引きが難しい

PTAや習い事の

仕事を頼まれやすい

自分のペースで

仕事を続けられる

おやつタイムや

昼寝が自由

保育園や学童保育

に入れないことがある

ママ友・パパ友に

働き方を理解して

もらえない

ことがある

子どものぐずりや

急な体調不良など、

予期せぬことが起こり、

計画通りに仕事が

進められない

子育て中の人にとっての
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子育て中のリモートワーカーが
快適に働くための Tips

未就学児編

仕事を詰め込み過ぎない

作業計画には 1、2日の余裕を
急な体調不良に備えて病児保育室に

登録しておく

家事や育児については完璧を目指さ

ないこと

ぐずりの原因は「自分をみてほしい」

という可能性もあるので、仕事の手

を一旦止め、子どもと一緒に遊んだ

り、話したりする

いざというときに協力をお願いでき

る関係性を作っておく

（パートナーと仕事の状況を共有、

両親ともコミュニケーションをとる）

●

●

●

●

●

●

30分でもよいのでパートナーに世話を任せ、仕事をする
子どもが朝に起きてくる前や就寝後の時間を活用する

●

●

●

●

●

●

エコネットワークスの

翻訳者には早起き派が

多いです

口コミ情報は大事！

昼寝の時間が一定にならない

子どものぐずりや急な体調不良で

計画通りに仕事が進められない 夜は疲れてしまい、

集中して仕事ができない

保育園に子どもを預けて

いない場合は、自治体など

でおこなっている一時保育

を利用し、日中に集中して

仕事をする

子どもと一緒に早く寝て、

早起きして仕事をする

保育園や学童保育に

入れないことがある

自分の住む地域の役所や

学童保育、保育園に早い

段階から連絡し、申請に

ついて情報を集める

希望する学童、保育園に

子どもが通っている親

から情報収集する

たよれる人にお願いしたり、

病児保育や子育てサポートなどの

制度を利用しましょう！
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子育て中のリモートワーカーが
快適に働くための Tips

「学校に行っている期間とは違う」と割り切り、

生活パターンを調整する。仕事量を減らす

高学年になり子どもが学童保育に行かなくなっ

たら、子どもに時間管理に関する本をすすめ、

自分なりに工夫するよう促す

経験がなければ分からないのは

当たり前。理解して欲しいと思

うのであれば、伝えていく

雑談などで自分の仕事内容や働

き方を伝える

小中学生編

☆おすすめの本

『計画力おもしろ練習帳』佐々木 かをり（著）

『学校では教えてくれない大切なこと 8 時間の使い方』旺文社 ( 編集 ), 入江 久絵 ( イラスト )

子どもに「○時～○時までは

仕事をしているね」と伝え、

仕事をする

本や DVDを借りに行き、1日
のスケジュールの中に読書や

映画タイムを設け、子どもが

集中している間に仕事をする

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

小さい頃から読み聞かせをしたり、

図書館に連れて行ったり、親が読

書している姿を見せると、子ども

も本好きになることが多い。すると

1人で本を読んでくれるように

子どもが好きなことは全面的に

応援する。好きなことに精を出す

ようになり、結果として仕事時間

をしっかりとれるようになる

中高生になると、子どもの悩み相談も複雑に

話しかけてきたときに時間を取って、考えや気

持ちの整理に付き合う

自宅での仕事中ですぐに話を聞くことが難しい

場合は別途、時間をとることを約束する

子どもの興味や関心、得意なことを踏まえた上

でアドバイスができるように、その分野の本を

読んだり、人から話を聞いたりしておく

PTAや習い事の仕事
を頼まれやすい

在宅で 1日○時間働
いている、とはっき

りと伝える

引き受けた場合は、

仕事量を減らすなど、

自分に負担がかかり

過ぎないように調整

する

突然の学級閉鎖、
どこにも預けられない

ママ友・パパ友に働き方を
　理解してもらえない

子どもの夏休みの間が大変
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子育て中のリモートワーカー座談会

自宅で働きながら子育て、どうですか？

リモートワークの
メリットは、子ど
もたちに働く姿を
見てもらえること

私が大きなメリッ
トだと思うのは、
子どもが体調を
崩した時にすぐ
対応できる点

社会人、小学生、未就学児と、それぞれ異なる年齢層の子どもを持つリモート
ワーカー 3人が「子育て×リモートワーク」をテーマに、メリットやデメリッ
ト、続けていく際のコツを話し合いました。

A：リモートワークは、家でのんびり仕事をして
いるイメージを持たれがちですが、実際はどうで
すか？　リモートワークをしながら子育てするう
えで大変なことは？

B：「ちょっと大変だな」と感じるのは、時間の自
由がきくからこそ、地域活動の負担が重くなりが
ちなことです。長女が地域のミニバスケットの
チームに所属しており、水曜以外は毎日夕方に練
習、土日は試合、長期休みには朝夕に練習があり
ます。全ての活動に保護者の付き添いが必要なの
ですが、仕事が忙しい親御さんはなかなか協力で
きません。そのため、融通がきく私のようなリモー
トワーカーや専業主婦、パートのお母さんが、た
くさん付き添うことに…。

C：私もよく「時間が自由になるから、仕事の合
間に家事もできていいね」と言われます。でも、
私は仕事中、ほとんど家事をしません。調査・分
析の仕事は深く集中してやることで良いクオリ
ティのものが出せます。いったん頭が仕事モード
になると、家事をすることで、中断したくないん
ですよね。

A： 最近 1歳未満のお子さんがいる方から「自宅
で仕事をしていると、子どもを保育園に預けたく
ても、外勤の方より入園審査のポイントが低い」
という現実的な悩みを聞いて、まだまだ制度も
整っていないと痛感しています。

リモートワークは楽チン？
そんなことはありません

A: 逆に、リモートワークならではのメリットは
どんなことだと感じていますか？

B：「いいなあ」と思っているのは、子どもたち
に働く姿を見てもらえることです。パソコンの
スクリーン上の英語と日本語をにらめっこして
いる私を見て「本当に仕事しているんだ」と言
いますし、時にはコーヒーや麦茶を持ってきて
くれることも。この前、小学 2年生の娘が「谷
川俊太郎さんってスイミーを翻訳している人だ
よ！ママも絵本の翻訳しないの？」と私に尋ね
てきて「私の仕事の中身を理解してくれている
んだなあ」と思いました。

Ｃ：私が大きなメリットだと思うのは、子ども
が体調を崩した時にすぐ対応できる点。子ども
たちが 2歳になる頃までは、急に保育園にお迎
えに行ったり、病院に連れて行ったりすること
がよくありました。実家の両親は海外在住です
し、夫も日々の仕事で忙しいので、なかなか頼
ることができません。もしオフィス勤務を続け
ていたら、保育園から連絡があるたびに「同僚
に申し訳ない」という気持ちを抱えながら早退
していたと思います。私は長男の出産後にリモー
トワークに切り替えることできたので、それほ
どまわりに気を遣う必要がありませんでした。
そうした時には、リモートワークのありがたみ
をひしひしと感じました。

Ｂ：リモートワークだと自宅からすぐに迎えにい
けたりしますからね。自分自身の体調管理に関
して言うなら、疲れた時に短い昼寝ができるこ
とです。数分横になるだけでもずいぶん楽にな
ります。これはオフィス勤務では、なかなかで
きないことですよね。

（次のページにつづく→）

親の仕事が身近に感じられる
子どもが体調を崩した時も
臨機応変に対応できる

Aさん：言語部門の
プロジェクトマネージャー。
子どもは長男（27歳）と長女（25歳）。
2人とも既に家を出て独立。

Bさん：言語部門の
プロジェクトマネージャー。
子どもは女の子 2人
（小 6と小 2）。

Ｃさん：リサーチャー / 
調査・分析部門の
プロジェクトマネージャー。
子どもは男の子 2人
（年長と 3歳）。
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子育て中のリモートワーカー座談会

自宅で働きながら子育て、どうですか？

A：リモートワーカーは始業・終業時間を自分で決め
られる分、子育て世代は特に意識しないと「自分の
ための時間」がとれない気がします。お二人はそん
な時間を確保できていますか？ 

B：私はどんなに忙しくても、日中に 1時間、自分の
時間を作っています。講座で学んだ瞑想やヨガを実
践したり、読書をしたりしていると、一旦すべてが
リセットされて、気持ちが穏やかになるんです。瞑
想を始めてからは「どんなに大変な時でも大丈夫」
と思えるようになりました。

Ａ：瞑想、良いですよね。私は音声ガイダンスを使っ
て朝、マインドフルネス・ヨガをしています。人と会っ
てご飯を食べるのも大事。この前とても忙しい時に、
時間をやりくりして旧友と食事をしたんです。お互
いの近況を報告しあってリフレッシュできたことが
結果的にすごく良くて。その後ぐっすり眠って、次
の日の早朝から仕事に取りかかり締め切りも守れま
した。「やると決めて動くとやれるもんだな」と改め
て思いました。

いつでも仕事ができるからこそ
「自分のための時間」を大切に

B:仕事を理由に断ると「会えばよかった」と悩んで、
結局仕事が遅くなるんですよね。会いたい人に会
い、気になることはサッサと片づけたほうが、仕
事がはかどりますよね。

Ｃ: 私は、自分の時間がとれないのが目下の悩み。
ピアノを思う存分弾きたいし、ヨガや瞑想も興味
があります。あとは 1日 10分で良いので、自分が
これからやりたい仕事についてだけ考える時間を
持ちたいです。

A: スケジュール表に書き込んだりすると、自分を
いたわったり、未来のことを考えるための時間を
作れるかもしれませんね。お子さんが成長するに
つれて体も丈夫になり、1人でできることも増え、
もう少し時間に余裕ができるようになるでしょう
から、ぜひ未来予想図が描けたら教えてください
ね！
お二人とも、お忙しい中ありがとうございました。

（→前ページからのつづき）
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介護編
家族を介護しながら自宅で仕事をする。

生活スタイルはどんな感じなのでしょうか？　

この働き方のメリットとデメリットは？　デメリットにどのように対処する？　

気になる点をまとめました。

親やパートナーの介護は、多くの場合、突然始まります。介護を担う家族は、自宅で介護する場合も、

施設にお任せする場合も、病院や施設選び、ケアマネージャーとの連絡、通院の付き添いなど 、多く

の役割を担うことになります。あわてないよう、家族が元気なうちから予備知識を持っておきましょう。

リモートワークで時間や業務量を調整し、介護しながら仕事を続けた経験者もいます。  それでもやは

り、介護と仕事の両立は大変です。「後悔したくない」と思って無理をし、一人で抱え込むと自分が倒

れてしまいます。仕事先にも状況を伝え、ケアマネージャー、主治医、看護師、家族など介護に関わ

るすべての人と協力し合いながら、無理せずに、前向きに対処していくことが大事です。

介護×リモートワーク

まとめ

●介護は突然始まる。予備知識を持っておくとよい

●時間や仕事量を調整できるリモートワークで、介護しながら続けられるケースも

●介護も仕事も頑張りすぎると自分が倒れてしまう。無理は禁物！
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介護中の人にとっての

ケアマネジャーさんとの

打ち合わせなど、

こまごました用事を平日にも

済ませられる

平日でも様子を

見に行きやすい

急な場合も

病院や家に

行きやすい

自宅での介護の場合も

午前中介護、午後仕事など

予定を立てやすい

自分のペースで

仕事を続けられる

介護する相手（親）が

リモートワークという働き方を

理解してくれない

自分の体調管理が難しい

(頑張りすぎてしまう）
仕事仲間に

介護の大変さを

伝えにくい
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介護中のリモートワーカーが
快適に働くための Tips

介護する相手（親）がリモートワーク
という働き方を理解してくれない

受けたい仕事、分量を受け
られないジレンマを感じる

「自分が心身ともに倒れない

ことが一番大事。今はこう

いう時期だから仕方ない」

と割り切る

自分の体調・精神面の管理が
難しい（頑張りすぎてしまう）

十分な睡眠時間を確保する

介護に関することでケア

マネージャーや他の家族に

任せられる部分は任せる

この間は納期が

短くてね、

一日○時間やって

やっと仕上げたよ

メールが来たら、

その瞬間から

仕事が始まるから

なかなか予定が

立てづらいんだ

友達との予定も、

キャンセルせざるを

得ないこともあるよ

マネジメントを担当

し、全体を管理する

のも大事な役割

仕事仲間に介護の状況を伝えにくい

メールや電話などで普段から状況や

変化を伝えるようにする

「このような状況だから、このように

働きたい」と希望する働き方とセッ

トで伝える

話してみると、介護経験者は少なか

らずいるはず。相談に乗ってくれる

仕事仲間を探す

仕事の成果物を見せる

「仕事は楽しい！」という気持ちを

伝える

改まって仕事の話をするというより

は、食事しながらなど、何気なく、

エピソード風に仕事のことを話す

期間や分量にある程度の余裕

を持って仕事を受ける

リフレッシュの時間をスケ

ジュールに組み込んでおく

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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介護中のリモートワーカー座談会

自宅で働きながら介護する

A：まずは、それぞれの経験や状況を共
有しましょうか。

私は一緒に暮らしていた義母の介護が
きっかけで、在宅でできる仕事に 100％
切り替えました。それまでは、予備校で
英語講師、在宅で翻訳をしていたのです
が、家にいることが何より好きだった母
の思いを大切にしたかったので、講師の
仕事を退職。週2回母がデイケアセンター
を利用する日に集中的に仕事を進め、そ
の他の日は、自宅で介護をしながら仕事
の時間をやりくりしていました。仕事も
家族も頑張りすぎると辛くなってきま
す。「今しかない」と感じる時は家族の
ことを最優先にすると心が楽になるか
な、とその時の経験から感じています。

介護経験者や、親の一人暮らしのサポート
をしている 3 人が「介護 × リモートワーク」
をテーマに、今の日本社会での介護の在り
方や、このワークスタイルならではの利点
や問題点、解決法を語りました。

介護と仕事、両立のカギは
「選ぶ・絞る」こと

B さん：夫と息子 (9 歳 ) との

３人暮らし。昨年末に実母が倒れ、

現在は自宅の近くの介護施設にいる。

Aさん：夫と２人暮らし。

２人の子どもは独立。

自分と夫の両親は既に他界。

3年半にわたり義母を

自宅で介護した経験あり。

C：私の場合は、2年前に他界した実母の
介護を担っていたのは父でした。私の役目
は、母が父に言いにくいことを聞いたり、
それを父に伝えたりすること。主に精神面
のケアの担当、という感じです。その際に
つらかったのは「そばにいたい」と思いな
がらも、仕事が入ると 1~2週間は実家に
行けない状況があったことです。

現在、実父は元気に一人暮らしをしていま
すが、80歳を超えているので、仕事量を
調整しながら月に数回実家に行き、様子を
みています。信頼関係ができている会社に
その辺りの事情もお伝えしながら、無理の
ない納期の翻訳案件を受けています。

（次のページにつづく→）

B：介護などで仕事の環境が変わる時は、
仕事を絞ることも考えざるをえないですよ
ね。私の実母は昨年末から介護施設にいる
のですが、病院や施設からの説明、ケアマ
ネージャーさんとの折衝、介護サービス事
業者との契約、通院の付き添いなど、家族
がやることは多岐にわたります。直接手を
動かしての介護が少ない人でも、細切れに
予定が入ることが多すぎるので、フルタイ
ムの正社員では対応できないのではないか
と思います。これまでは専業主婦のような
立場の方が介護を担ってきて、見かけ上、
成り立っていただけなんですよね。社会の
制度がまだまだ追いついていない、と実感
します。

私が仕事を続けることを母も尊重してくれ
ていて、無理なものは無理だと伝えた上で、
すべきことを必要最小限にしていますが、
それでも大変です。もし遠方に住んでいた
ら？　単身だったら？　就学前の子どもが
いたら？　と考えると、ぞっとします。
本当に、介護は一筋縄でいかない問題です。

C さん：夫と２人暮らし。実母が２年前

に亡くなり、実父は現在、一人暮らし。

義両親は健在。
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介護中のリモートワーカー座談会

自宅で働きながら介護する

時間に自由が効くのが利点
欲しいのはインプットの時間

A：仕事量を調整しやすいのは、リモート・
在宅ワークの大きなメリットですよね。
他にどんなメリットがあるでしょうか？

C：自分でスケジュールを立て、必要な
ことに時間を使える点です。私は平日の
昼間に実家に行くのですが、これは週 5
日のフルタイム勤務では難しいことです
よね。また、リフレッシュの時間も確保
できています。逆に、仕事に費やす時間
を減らすことで「そんなに働いていない
のにプロと言っていいのか」と不安にな
ることもあります。例えば、介護のため
に数ヵ月間まとまった翻訳ができなく
なったら「プロ翻訳者」と自信を持って
言えなくなってしまう気がします。

B：おっしゃる通りだと思います。私も、
介護を始めてからインプットの時間が
減っていることにジレンマを感じていま
す。自分は専門分野の最新の状況を押さ
えていないのではないか、と不安を感じ
ることも…。

A：インプットの時間を作っていかない
と、アウトプットの質が下がり、なし崩
しになりますよね。バランスのとり方は
大きな課題ですね。

リモートワークで直面する問題
解決の糸口は︖

A：介護を続けていく上で、リモートワー
クだからこそ感じる問題点は？

C：まわりに状況を察してもらいにくいこ
とだと思います。私自身は、Aさんと電話
やメールでコミュニケーションをとってい
るので、今と状況が変わった場合はその時
点で伝えられると思います。でも、そうで
ない人もいると思います。定期的にメール
やスカイプで、仕事仲間とお互いの近況を
伝える場を設けるのもよいかと思います。

この『リモートワーク実践ブック Vol.2』
に関しても「すごくいいな」と思うのは、
このブックの存在自体が、組織がさまざま
な状況を理解し、サポートしようとしてい
る表れなので、状況を伝え、仕事とのかか
わり方を相談しやすくなることです。

B：私が今のスタンスを決めるうえで、
とても参考になったのが『もし明日、親
が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』と
いう本です。2018年 3月に出版された本
なのですが

・「自分がやらなくては」と思い過ぎない
・仕事を辞めてはいけない
・仕事を辞めないためにマネジメント
  スキルを使おう

など、とても参考になる内容で「自分が
やってきたことは間違っていなかった」
と感じました。

A：介護は 1人だけで背負いきれるもの
ではないです。関わる全ての人のマネジ
メント、重要なとらえ方ですね。おすす
めいただいた本、ぜひ読んでみます。

「これが正解」という対処法がないのが
介護。悩みを抱えながらも、見方を変え
たり、さまざまな方法を試してみたりす
る中で、少しずつご本人も家族も笑顔で
いられる日々が多くなっていくのかもし
れませんね。

本日はありがとうございました。

（→前ページからのつづき）

※書籍詳細はこちら
『もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法』河内　潤 著　（ポプラ社）
https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008167.html
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病気・療養編
突然、病気になったりケガをしたら？　ショックは大きいですが、

療養中にリモートワークで少しずつ仕事のペースを取り戻すこともできます。

その場合のメリットとは？　デメリットへの対処法は？　

生活スタイルも工夫が必要になる？　気になる点をまとめました。

身体の調子が悪い…。健康診断で再検査になった…。ちょっとした不注意でケガをして…。そんな理由で病院に行き、

病気やケガの治療が必要だと伝えられる。仕事はどうしよう？そんな時は、何から始めればよいでしょうか？

主治医に相談のうえ、「仕事を休みたい／続けたい、仕事量を減らしたい」など自分の考えを仕事先に伝えましょう。

お互いに混乱しますが、代わりの方に引き継ぐなどできるだけの協力をして、まずは回復を最優先してください。

身体の調子を取り戻したうえで、働き方をデザインしましょう。リモートワークなら仕事をする時間・場所を選ばな

いので、病気・ケガの療養中でも働けるケースがあります。

療養中に働くうえで気をつけたいのは、頑張りすぎること。生活リズム、体調管理に細心の注意を払いましょう。

また、孤独・不安を感じがちなので、仕事先の担当者と定期的に連絡をとったり、オンライン会議に参加したり、

仕事仲間とチャットしたりすることもオススメです。

病気・ケガの治療が必要になると…

まとめ

●まずは主治医と相談のうえ働き方の方針を決め、仕事先に相談しよう

●リモートワークなら、自宅で療養しながら仕事ができるケースもある

●頑張りすぎないよう、生活リズムや体調管理に細心の注意を払うことが大事

病
気
・
療
養
編
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病気になると・・・ 仕事仲間に、どんな風に
過ごしているかを理解して

もらいにくい

療養中の人にとっての

病気の回復期は、慣れ親しんだ家で
自分ができる範囲内の仕事から仕事を

再開できる

病院通い、ヨガなどの身体メンテナンスの
ためのレッスン、ランニングやウォーキング、
マッサージなどを仕事の合間に入れられる。

辛いときはいつでも
自宅で休める

つい無理をしてしまう

接する人が少ないので
孤独を感じがち
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仕事仲間に、どんな風に
過ごしているかを理解してもらいにくい

□メールなどで普段から状況を伝える
（追伸や挨拶に入れるなど、さりげなく）

□仕事仲間と定期的に仕事や心身の状況を
レビューする時間を持ち、その都度、
最適な働き方を考え、実践する

接する人が少ないので
孤独を感じがち

療養中のリモートワーカーが
快適に働くための Tips

□SNSやスカイプを活用して友人知人と交流する

□仕事仲間や取引先とのやりとりは、メール
だけでなく、時には電話やスカイプで声を
出したり、相手の声を聞くと気分が変わる

療養中の過ごし方の一例

5:00 起床、新聞を読みながらの朝食後に
30 分のマインドフルネス瞑想をしてから仕事スタート。
疲れを感じたら15～30分程度の休憩を仕事の合間に
とったり、昼食後も１時間程度休む。
夕方5時以降は仕事をせず、ゆっくりしっかり食べて 
お風呂上がりにマッサージ。夜 10 時には就寝。

つい無理をしてしまう
□ちょっとした体調の変化も見逃さないように、
着るものや食べる物・量の調節も気をつける

□規則正しい生活リズムを心がける

□お昼の休憩を長めに（30分の昼寝を含む 1時間半に）

□仕事中は 50分仕事、20分休憩のリズムを守る。
休憩中は体を動かすか、ゆっくりする

□毎日の散歩を欠かさない（散歩は人間にとって最も
自然な運動で、頭・心を強くする効果があるので）

□マインドフルネス瞑想やヨガを実践して、
心の健康を保つ
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サンスクリット語で「つなぐ」を意味する
「ヨガ」。呼吸、姿勢、瞑想を組み合わせて、
心身の緊張をほぐし、心の安定とやすらぎ
を得ることを目的としています。エコネッ
トワークスでも実践者が多数います。

気軽にできる運動といえば、こちら。
体力を増進し、新陳代謝を良くします。
生活にメリハリができて、仕事に向か
う頭もスッキリする、という効果も。
自然の中を散歩するだけでも、四季の
移り変わりを実感でき、リフレッシュ
効果は抜群です。

「今という瞬間に、判断を加えず、真剣に、
自分の身体や思考、感情の状態に意識し
て注意を向けること」を大切にする瞑想
法。海外では「リラックスできる」「心が
落ち着く」と高く評価され、Google や
Yahoo!、Facebook などの企業でも実
践されています。

横になって、眠りに近い状態のなかで、声による
ガイダンス付きで行われるヨガの瞑想。ボディス
キャンの一種で、体全体を部位ごとに意識的にリ
ラックスさせていきます。深いリラクゼーション
により、心身の疲れが回復します。

海外在住のメンバーのおすすめしてくれたエク
ササイズ。体がこのように動きたい！という内
面の気持ちを観察しながら、それをそのままに
表現していくダンス。ステップや形式が全くな
く、声を出しながら踊る人もいるそうです。
参考：Ecsta�c Dance Evolu�on Houston
h�ps://www.youtube.com/watch?v=A24fV2w9GXI

プチ不調の段階から整骨院や整体に行っておくと、
ぎっくり腰などの予防にもつながります。整体師
との会話で良い姿勢や日々の身体の使い方、スト
レッチに関する知識を増やせます。

コラム︓心身のメンテナンスアイデアいろいろ

Yoga
　ヨガ

Walking / Running
　ウォーキング／ランニング

Mindfulness
　  マインドフルネス瞑想

肩こり、腰痛や頭痛、漠然とした不安感などの不調は、日々のメンテナンスで改善されます。
アイデアをいくつかご紹介します。

Yoga Nidra
　ヨガ・ニドラ

Ecstatic Dance
　エクスタティックダンス 

Osteopathic clinic
　　整骨院・整体への通院
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病気からの復帰プログラム

療養しながら徐々に仕事に復帰する

退院が決まったら

退院予定が決まった時点で面談し、仕事へどのように復帰するか会社と相談。
私自身もどこから手を付けたら良いか手探り状況だったが、まず自分の体と心
の状況を率直に共有し、他社のケースも参考にしながら、一緒にプランを作成。

二口 芳彗子

エコネットワークス取締役。
2012年の 9月から 8ヶ月入院。
2013年 5月に仕事に復帰し、
会社の理解とサポートのもと、
元気に現場に戻ることができた。

仕事の内容
中規模の案件を以
前より多くのメン
バーとチームで

複数の案件を担当、
以前と同じように
お客さま対応も

３カ月の大型案件
も含め、担当

分量少なめ、スケ
ジュールが確定し、
ゆとりのある案件

４時間／日、
80時間前後

６時間／日、
120 時間前後

130-160 時間／
月を目安に
体調に応じて
柔軟に調整

160 時間／月
(フルタイム）時間

約 30％ 約 60％ 同額（100％）報酬
（対前年度月収）

基本的なアプローチ

・復帰／調整期を 8カ月と設定
　（順調に回復したため、結果的には 6カ月）

・本人、チームメンバーともにガマンの時期。
体調の回復、リズムづくりを再優先

・月の最大時間数を設定し、その中で体調や仕事量・
　　進捗に合わせて 1日の仕事時間を柔軟に調整

・2カ月ごとに働き方を設定、実行、レビュー
　（PDCAサイクルをまわす）

・お客さまには「徐々に復帰している」とお伝えし、
　不確定要素の少ないプロジェクトから担当

・慣れていて、急な予定の変更が発生しにくい
業務を、量を抑えてスタートする

・体調が悪い時は休むことを優先し、
　組織がフォロー

退院～ 1ヵ月 7ヵ月～5ヵ月～ 6ヵ月2ヵ月～ 4ヵ月

・通勤による疲労と緊張がなく、通勤途中に転倒するなどのケガの危険性も少ない
・疲れたらすぐ横になって、短い休憩を取ることができる
・外見の変化（激やせ、ウィッグが必要など）を気にしなくても良い

・体調不良や薬の調整など、定期検診
　以外の受診が必要になることがある
・体力を取り戻すため、運動の時間を
　確保し、しっかり食べる

・精神的な負担を感
　じる場合は、率直
　に相談し、チーム
　体制を強化する

・無理をしない
・スケジュールに
　ゆとりを持って
　進める

注意したい点

座っているだけでヘ
トヘト。不安が大き
く、自分を奮い立た
せるのに苦労した。

ちょっとしたことで
落ち込みがち。でき
たことを数えるよう
に心がけた。

責任と同時に意欲も大きくなるが、
プレッシャーも同様に大きくなる。
不安に押しつぶされないように、具
体的に対策を取るように心がけた。

大変だったこと

・チームメンバーと協力して進めることで安心感があり、活発なコミュニケーション
　をとることで気持ちを明るく保つことができる
・以前と同じようなやり方ではなく、セルフマネジメント力が強化され、より良い
　ワークシェアリングができる体制に

リモートワーク
のメリット

働くことの
メリット
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コラム︓集中して働くためのTips
ずっと同じ場所で、1人で仕事をしていると、集中力が切れる。アンケートで
このような悩みが多いことがわかりました。同時に、いかに集中力を維持するか、
それぞれに工夫していることもわかりました。いくつかのアイデアをご紹介します。

スタンディングデスク

スタンディングデスクとは、「立ったまま使う机」のこと。気分転換

になり、座りっぱなしの状況を解消するので健康にも良いと注目さ

れています。エコネットワークスでも使っている翻訳者がちらほら

います。ただ 1日中立ちっぱなしでは疲れるので、座って使う机と

併用したり、昇降型のデスクを使って、姿勢に変化をつけて

デスクワークするのがおすすめです。

瞑想をする

目をつぶって呼吸する。頭の中に考えが浮かんだら、呼吸に意識を

戻す。それを繰り返すことで普段の集中力を高められます。習慣と

して続けていると、作業の最中に、別件のメールが気になって作業

を中断しそうに…といった時に「あ、他のことが気になった。でも、

今はこれを続けなきゃ」と気づけるようになります。 

Pomodoro Technique　ポモドーロ・テクニック

Pomodoro Techniqueとは、仕事時間と休憩時間を決めて、そのサイクル

を繰り返す時間管理術。タイマーを使って 25分間仕事をしたら、3～ 5

分の小休憩をとり、これを 4回繰り返した後に 15～ 30分の休憩を入れ

ます。1992年に Francesco Cirillo 氏が考案し、現在はアプリも数多く出て

います。エコネットワークスの実践者からは「意識して休憩時間をとる

ことで、1日の終わりの疲労度が緩和された」「休憩時間に

読書や趣味に取り組める」といった声が聞かれています。

おすすめアプリ　Flat Tomato 

仕事をする場所を変える

カフェやファミレスで仕事をしたり、図書館に行ったり、シェアオフィ

スを利用したりするのも有効です。眠くて仕方ないときも、まわりの目

があるので寝られないですし、美味しいご飯や飲み物でリフレッシュす

ると、またやる気が出ます。
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『リモートワーク実践ブック Vol.2』編集チーム 
二口 芳彗子（監修）・曽我 美穂（編集・ライティング）・渡辺 千鶴（デザイン）・水野 裕紀子（イラスト）

『リモートワーク実践ブック Vol. 2 』をお読みいただき、ありがとうございました。
今回、この冊子をまとめていく過程で改めて、多くの気づきがありました。 

1 つ目は、リモートワークはさまざまなライフイベントに対処する際の大きな力と
なる点です。「自分の裁量で仕事ができることを生かして、どんなライフイベントが
起こっても、仕事を続ける方法が見つけやすい」と強く感じました。

2 つ目は、組織や取引先の理解を得ることが、とても大事だということ。病気・療
養編では、療養中の自宅作業の際は、定期的に状況の確認と次の１～２カ月の働き
方を話し合うレビューをおこなっていた、という事例をご紹介しました。介護や子
育ての真っただ中にある方もこういうシステムがあると双方にとって良いな、と思
いました。

3つ目は、自立・自律の大切さ。リモートワークは、基本的に１人で働くスタイルです。
自分で自由に予定を決められる柔軟性がある反面、スケジュールの立て方も自己責
任です。自立した個人として、自分を律しながら仕事を続ける能力が大切だと再認
識しました。

4 つ目の気づきは「備えておくこと」の重要性です。特に介護や病気・ケガは、あ
る日突然に起こります。先の心配をしすぎるのは良くないですが、どんな状況にな
るのかを知り、対処法を考えておくことは、もしものための保険になると、座談会
や取材を通して痛感しました。この冊子は、そういった意味で、今は直面していな
い状況の章もお読みいただき、活用いただけたらうれしいです。

最後に、今回の冊子の制作にあたってメール取材や座談会への参加、原稿執筆など、
エコネットワークスのメンバー・パートナーに多大なるご協力をいただきましたこ
とを感謝します。
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情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩
が生れて、画が出来る。とかくに人の世は住みにくい。意地を通せば窮屈だ。 
とかくに人の世は住みにくい。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。意地を通せば窮屈だ。
山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。どこへ越しても住みにくいと悟っ
た時、詩が生れて、画が出来る。智に働けば角が立つ。 
とかくに人の世は住みにくい。山路を登りながら、こう考えた。とかくに人の世は住みに
くい。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。住みにくさが高じると、安い
所へ引き越したくなる。情に棹させば流される。 
意地を通せば窮屈だ。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。意地を通せば
窮屈だ。 
とかくに人の世は住みにくい。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安
い所へ引き越したくなる。山路を登りながら、こう考えた。
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