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リモートワーク実践BOOKについて

リモートワークは暮らしと仕事の質を高めるために不可欠と
私たちは考えています。

このマニュアルは、私たちがこれまでに実践してきたノウハウを
様々な立場の「個人」の視点から整理したものです。

ここでまとめた内容は、あらゆる人にとって、
自立した個として働いていく上で必要なことだと考えます。

リモートワークをすでに実践している人も、しようとしている人も、
今は行っていない人も、ぜひ目を通してみてください。

そしてできれば、さっとでいいので、すべてのパートを読んでみてください。
ほかの立場の視点を持つことは、実はとても有用なことだからです。

また周囲に理解者を増やしていくためにも、
家族や友人にも読んでみてもらってください。

今後は、より暮らしの視点に立ったバージョンも作成していく予定です。
（子育て編、介護編、海外居住編、など）
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ワーカー編
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本編は、４つのパートに分かれています。

ワーカー編 作業する側の視点

マネジャー編 管理者側の視点

経営者編 会社の視点

クライアント編 社内外の依頼者の視点



自立した「個」が主役の時代に

「メンバー全員が、リモート」
私たち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。
年間で 100 人ほどの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 年近く続けています。

私たちは、それぞれが生活する地域を拠点とし、あえて離れて働くことを推奨しています。

いえ、離れて働くことを推奨しているわけではなく、
「暮らす」と「働く」は不可分という認識のもと、
地に足を付け、地域で暮らしながら働くことを選択した人たちが集まった結果、
距離や時間の壁を越えた働き方にチャレンジしているといった方が正しいです。

業務の効率化。コスト削減。子育てや介護のための離職の防止。
仕事における負を解消する手段として語られることが多いリモートワーク／テレワークですが、
本来はもっと、暮らしと密着した、生き方の話です。

離れていても、自立して働けること、そして離れている人たちと協働することは、
これからの社会を生き抜いていく上での必須スキルでもあると、私たちは確信しています。

こうした働き方の意義と、やり方が、少しでも多くの人に浸透していき、
一人ひとりの暮らしと仕事がより充実したものとなることを願い、
この実践 BOOK を作成しました。

多くの方に読んでいただき、
暮らしと仕事の質を高める一助としていただければ幸いです。

A-1はじめに



A-2はじめに A-2はじめに

そもそも、なぜリモートか︖

リモートワークを続けるにはそれなりの努力が必要です。それでも敢えて挑戦すべき理由を、ここで確認しておきましょう。

・創造性の源となる「仕事以外」の時間の重要性がアップ
・技術が進化し、距離や場所を問わない働き方やコミュニケーションが可能に
・物理的な制約にとらわれないことで顧客・人材市場が拡大
・職住が近接した、より豊かな暮らしを実現していくための手段として必要
・今後は個々人の多様な生き方全体が価値の源泉になっていく

・通勤によるエネルギーロス
・都市への一極集中による問題
・育児、介護などの時間制約への対応
・先が見通しにくい社会におけるリスクヘッジとして（自立する力）

●これからの社会を生き抜いていくためにもリモートワークは今後の必須スキル
●望む / 望まないにかかわらず、誰でも一生のうちでリモートワークをする／させる機会はあり得る、避けて通れない
●暮らしの質を高めるために必要なことでもあり、今後は「基本的な権利」となっていくかも

機会の創造

負の解消



A-2はじめに A-3はじめに

一目でわかるオフィスワークとリモートワークの違い

一緒に仕事する相手が見えない
生活と仕事が混ざる

●相手の様子がわかる

●オフィスにいる時が仕事中 （基本的に全員同じ就業時間）

時差があるかもしれない

仕事の時間ではないかもしれない

●相手の様子が見えない

●自分の仕事時間＝相手の仕事時間とは限らない

大変そうだけど、
今日もいつも通り

みんな、
仕事は順調かな…



A-4はじめに

エコネットワークスの場合

●リモートチーム歴　約　　　年

●業務の種類
・翻訳
・リサーチ
・分析
・コンサルティング
・執筆
・編集
・デザイン

・校正
・インタビュー
・ファシリテーション
・プログラム企画
・PR 支援

　　　　　　　等

フルタイムメンバー 5 名が全員揃って会う日数　約 3 日／年

●お客さんと会う回数（1 案件につき）

1 度も会わずに完結する案件が半数以上

　回
回

　回

　回～

・栃木
・茨城
・埼玉
・千葉

・東京
・神奈川
 （事務所）

・金沢

・愛知

・広島

・香川

・福岡
・鹿児島

●これまで仕事を一緒にした海外在住パートナー

韓国
スペイン
インド
ドイツ
メキシコ
オーストラリア
ニュージーランド
ネパール
ベトナム
タイ・・・

アメリカ
フランス
カナダ
ブラジル
フィンランド
英国
オランダ
スウェーデン
中国
インドネシア

・フルタイムメンバー　　名

・プロジェクトベースで関わる

  パートナー約　　   名（年間）



ワーカー編
オフィスに縛られたくないすべての働く人へ



リモートワークを始める前に

「プロ宣言からはじめよう」

オフィスにずっと閉じこもっていたくない。
仕事以外のこともしたい。

結婚や子育て、介護といったライフイベントがあっても大丈夫。

どれかをあきらめるのではなく、
場所や時間に縛られずに、自らが選択権を持って柔軟に働きたい。

そう思ったら、まずは自分は「プロフェッショナル」と
宣言することから始めましょう。

ここでのプロフェッショナルは、その道の専門家、一流人という
意味ではありません。

会社員かフリーランスかという雇用形態に関わらず、自身が持てる
パフォーマンスを常に最大限に発揮できるよう、

・受動的ではなく能動的に機会を創り、生かし
・自分自身のことをよく理解し自己管理ができ
・常に自らを高める意識を持ち鍛錬を続ける

そうした働き方、生き方の有り様を指します。

自分自身とプロ契約している

何に対して対価を払ってもらっているかを理解している

時間は有限であることを理解している

仕事はゲーム、仕事は試合。ルールを確認し、よい結果を
残せるよう真剣勝負している

自分は何のプロでどんなことが得意か
（強みにしていこうとしているか）
を自分で理解し、周囲にも知ってもらえている

自分の苦手なことを理解している

少ない機会を生かすべく準備を怠らない

仕事モードに入るルーティンを持っている

適度な休息も重要なことを知り、実践している

プロフェッショナル度　チェックリスト

B-1ワーカー編



B-2ワーカー編

まずは基本編。
リモートワークをスタートするにあたり、準備しておきたいこと、知っておきたいこと。

よくある質問　FAQ

必須アイテムのパソコン。
・働く場所（自宅 or 外）
・業務の効率（画面のサイズ、台数、アプリケーション）
・仕事量
によって、デスクトップかラップトップか、あるもので
間に合わせるか新規に購入するか、等々を決めましょう。
あとはインターネット。有線／無線。プランも色々。

案外そんなことはありません。
働いていることを分かってほしい、目に見える成果を、
という気持ちから働き過ぎる人の方が多いのです。
むしろしっかり休み、メリハリをつけることを意識しましょう。

備品はなにを準備すれば OK ？

なまけてしまわないか不安

仕事の場でひとりであること。この 1 点につきます。
それがどんな影響を及ぼすかというと、

黙っていて、手をさしのべられることはありません。
困っているときはアクションをおこして気づいてもらうこと。
逆に余裕があれば「もっとできますよ」とアピールしないと
仕事は勝手にはやって来ません。

人のやり方を見て学ぶのが難しい。スキルアップや
知識の習得のための行動が必要です。

リモートワークとオフィスワークの
１番の違いは？

上司や同僚はもちろんお客様にも知ってもらえていると、
スムーズにいくことが多いです。そして忘れてはいけないのが、
一緒に暮らす家族。

あなたがいつどこで仕事をするのか、説明しましょう。
自宅にいても仕事中であるという状況に理解がないと、
続けるのが難しくなってしまいます。

だれの理解を得ることが重要？

まずはメール。プロジェクトによってチャットツールを
使うこともあります。電話はあるにこしたことは
ありませんが、なくても OK。
多人数に対応している、無料といった点から
スカイプなどのアプリを使用することも多くなっています。

コミュニケーション手段は？



「これやっといて︕」といって書類がどさっとくる。そんな指示はもう過去のこと。

仕事が発生したら…

ワーカー編B-3

特に初めての依頼主との仕事に際しては、
理解が間違っていないか必ず自分の言葉で
確認しましょう。
わからないときはヒアリングです。適切な
質問は信頼につながります。

自信たっぷりに「わかりました」だけの
返事は、逆に相手を不安にさせます。

「わかりました」 の一言返事
は絶対 NG

やることが明確で、かかる時間も想定
できるのであればよいです。

でも初めての作業で見通しが
つかない場合には、少しやってみて
想定の時間や費用を相談する形が
よいでしょう。

どうする見積もり？

仕事の依頼は基本メールや電話できます。
あれ・これ・それでは仕事の指示は出せません。
依頼する側も工夫が必要ですが、依頼を受ける側も
受け身ではいられません。

お客さんから。上司から。同僚から。仕事の依頼を
受けたときの基本動作を確認しましょう。

依頼主が求めているものを
理解する

自分が何を求められているのかをクリアに
しましょう。意外と、依頼する側も明確でな
いまま依頼している場合が多々あります。

仕事の価値は相手の期待値に的確に応える
ことで生まれます。期待値を把握しないこと
には始まりません。 アウトプットのイメージは？

期限／急ぎ具合は？
用途は？
かけるべき工数は？

依頼時チェックリスト

ワーカー編



ワーカー編 B-4

作業が始まったら自分との勝負。ベストなパフォーマンスが発揮できるよう進めていきます。

さぁ、作業に着手

次のゴールまでの時間感覚を
持つことは何より重要です。
時間は計算できない、は言い訳。
細ければいいというわけではなく、
だいたいこれくらいという感覚を
もつことが大切です。

　タスクを分解し、 想定時間を
　　　　　　　計算する

聞くのは 3 回まで

（0%、 30%、 70%）

離れて働いているのだから、べったり
するのはやめましょう。
コミュニケーションチャンスは 3 回
までと決めてみる。最初、ちょっと作業
してみての方向性の確認、仕上がり
イメージの確認。それで十分です。
それじゃ足りない︕という場合には、
依頼内容が具体化されていない、
あるいは自分の能力にあっていない仕事
の可能性があります。

時間をかけるべき時と場所を厳しく見極め
ましょう。長い時間をかけてひらめくこと、
できることももちろんあります。
でもそれは今この瞬間にすべきことでしょ
うか。今この瞬間にがんばった結果でしょ
うか。多くの場合、これまでの目に見えない
蓄積があって形になっただけかもしれません。
時間には厳しくいきましょう。

時間とアウトプットが比例しなくなる
　　　　　ポイントを見極める

山登りのゴールが見えているはず。
まずは手始めに次の目的地まで
どのルートを辿っていくかを
決めましょう。
最初から全部の道筋が見えて
いなくても問題ありません。
大まかな各キャンプの位置と、
歩き出す道が見えていればOKです。
最初の目的地をどこに設定する
かが一番重要です。

作業手順を
組み立てる



ワーカー編 B-5

効率化。スキルアップ。現状に甘んじず、よりよいパフォーマンスを発揮するために創意工夫を続けましょう。

レベルアップのための一歩

何曜日の何時から何時までを就業
時間とするか。
自分やお客さんの状況に合わせ、
仕事時間を柔軟に変更できるのも
リモートワークの醍醐味です。
逆に自分の基準がないと、仕事に
振り回されます。

自分なりの就業規則を作る

24 時間営業はやめましょう。
メールをすぐに返さない。電話
に出ない。休業時間があるのは
当たり前。申し訳ないと思う
必要はありません。だって最高
のパフォーマンスを発揮するため
にも休むことは必要なのだから。
あえてメールの送信時間をずらす
のもポイントです。

営業時間を態度で示す

コントロールの秘訣は余裕にあり。
余裕があれば、なんでもできる。
組み合わせの幅が広がります。
依頼する側にもあの人には気軽に
頼めるという安心感にもつながり
ます。なにより、いざというとき
に使える時間があると、ストレス
が減ります。

常に 20% の余裕を持つ

モチベーションコントロールの
　　　　　達人になる

パフォーマンスは能力 × モチベーション。
能力はすぐにはあがりませんが、
モチベーションは瞬間的にあげられます。
ルーティンを持つ。やる気のスイッチを
発見する。集中力が持続する時間を
見極める。高めるだけでなく、あがら
ないときにはいっそ手放しましょう。

オフィスワークとの違いの 1 つは、
場所の選択権があること。自分の
生活リズムにあわせて場所を選ぶ
だけでなく、内容やその日の体の
状態にあわせて働く場所の選択肢
を持っておきましょう。

　　仕事がはかどる
パワースポットを持つ

頭を使わずこなしていく事務系作業。
ワーク系作業。
時間とアウトプットが比例しない
クリエイティブ系作業。
混ぜるなキケン。分けましょう。

　　　　　　作業をわける
（事務、 ワーク、 クリエイティブ）



ワーカー編 B-6

ここまでは仕事の話を中心にしてきましたが、リモートワークとオフィスワークの大きな違いがもう 1 つあります。

それは仕事と暮らしがつながっていること。

切り離されておらず、つながっているからこそ、
暮らしの部分が仕事にも大きな影響を与えます。

いえ、逆ですね。

本来、仕事は暮らしをより豊かにするためのもの。

本末転倒になっては意味がありません。

暮らしの部分をいかに充実させていくか。
どんな生き方をしたいか。
生きていく上で、何を大切にしたいか。

もちろん仕事に重なる部分があって OK です。
ライフステージによっても変わってくるはずです。

正解はありません。
よりよいあり方を模索していきましょう。

リモートワークを満喫するために



メンバーが目の前にいなくて不安なリーダーへ
（上司、プロジェクトリーダー向け）

マネージャー編



マネジャー編 C-1

席はフロアの奥。
出勤したら「おはようございます」の声で迎えられる。
朝は朝礼からスタート。部下が書類を持って相談や決裁に来る。
一息つこうと思った頃に「はい、お茶です」。
黙々とパソコンに向かう自分のグループを見渡し、

「みんなよく頑張っているな」と満足げな表情を浮かべる。

そんな上司像は過去のこと。
今、目の前にあるのは 1 台のパソコンのみ。メンバーはみんな別々の場所。

ちゃんとチームを管理できるだろうか。不安ですか︖
ではその不安の原因を探ってみましょう。

マネジャーの役割は管理すること︖　答えは No。
目的達成のためにチームが高いパフォーマンスを発揮できるよう支援することです。

指示が出しにくい

　報 ・ 連 ・ 相が
できなくなりそう

  部下がちゃんと
働いているか不安

  がんばりを
評価できない

面と向かってでないと
　　指導しにくい

先輩の背中が見せられず
　　　　 育てにくい

会議がやりにくい

ちょっとした頼み事が
　　　しにくい

これからのプロジェクトマネジメント、
チームマネジメントに必要なことは
　　　　　   何でしょう？

        何をもってちゃんと働いている？
                部下は育てるもの？

    その会議や頼み事、
本当に必要でしょうか？



マネジャー編 C-2

マネジャーの役割は、ゴールを設定し、メンバーに適切な役割と責任、権限を与えて、最大限に力が発揮できるよう支援することです。

プロジェクト・マネジメント

「報告しろ」「相談がないじゃないか」とうるさい

間違いではない細かなことにいちいちチェックが入る

やらされ感がすごい

今やってることの意義がわからない

放置される

こんなマネジャーはいやだ

一緒に働くメンバーは、指示する対象
ではありません。そもそも、なんでも
かんでも指示待ちではやっていけま
せん。大きなゴールを提示し、そこに
至るまでに必要な材料を提供するところ
までがマネジャーの役割。
どう進むかはメンバーに任せましょう。

自分で考え前に進むための
　　　材料を提供する

メールに書き出せないということは、
自分の中でまだ具体的になっていない
ということ。まずはしっかり消化して
から、依頼しましょう。あるいは曖昧
であることまではっきり伝えて、消化
するところから依頼しましょう。

メールに書き出せない業務は
　　　　　　振らない

まず、リモートワーク可能な人かどうか
見極めること。初心者なら進捗チェック
を細かく行うなど、相手と仕事内容に
よって任せ方を変えましょう。慣れた
相手でも、体調や忙しさ、やる気など、
相手の状態によっては、いつものクオ
リティが保たれるとは限りません。
どういう状態か気にし、わからなければ
確認しましょう。

一緒に消化するところから
適正と状況の把握がカギ メンバーが自ら判断して進むためには、

自分の役割、責任、権限が明確になって
いることが必要です。
色々気になっても、一度決めたら変に
口出しはせず、領域は守りましょう。

　　　メンバーを信じて、
役割 ・ 責任 ・ 権限を明確に



マネジャー編 C-3

マネジャーとメンバー、あるいはメンバー同士。
チーム内のコミュニケーションを円滑にし、余計な摩擦を防ぐためにも原則を決めましょう。

チーム間コミュニケーション

「了解です」「確認しました」といった返事だけのメールは
求められていない限りしない（必要な場合には依頼側が求める）

集中したいときには電話は出なくて OK。
急ぎの場合にはメッセージを入れるなりかける側が求める。

半日、1 日など長時間休む場合には一言入れるが、
数時間単位であれば宣言不要。休むのも自己管理。

メールの返事は「早いほどよい」とは限らない。
全体でみて最適な形を考える。

「至急」は本当に急ぎの際に取っておく。
そうそう至急なことは発生しない。

仕事の話ばかりではなく、個人的なこと、
プライベートな側面をたまに織り交ぜる

たまに弱音を吐く

【Case】エコネットワークスの場合
リモートチームのよくある悩み。

「聞きたいけど、（遠慮して）聞けない」
相談したいことがあった際に、自分に
アクセスできる手段を公開しておきま
しょう。

相手が自分にコンタクト
できる手段を持っておく

メンバー間のルールを明確にしま
しょう。リモートチームは変な遠慮、
暗黙の思い込みに陥りがち。
やらなくていいことはやらないと、
明確にしましょう。ただし、決めごと
は原則を中心に最小限に。柔軟性を
最大限担保することがポイントです。

チームの運用原則を
 みんなで決める

チームの運用ルールを決めたら、次は
個人の番。個人としての働き方や
コミュニケーションのスタイルを確認
しましょう。個人のパフォーマンスを
最大化する方法は人それぞれです。

個々人のスタイルを
        表明する

メールやチャットでのやり取りで
うまく伝わらないと感じたら、
電話や Skype なども活用する。
可能ならもちろん会うことも
選択肢です。

文字でのやり取りに
　  固執しない

Rule

Rule

Rule

Rule
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ここまでは、メンバーが安心して力を発揮できる環境づくりに関する話でした。
もう 1 つマネジャーにとって大切なこと。それはメンバーの長期的な成長を支援するための、適切な評価・育成です。

悩ましい評価・育成

リモートでの信頼関係を築いて
いくために必要なことは、「約束」
と「実績」。やるといったことを
着実に実行することを繰り返す
ことで、信頼が積み重なっていき
ます。そのためにも、相手のやる／
やりたいという意思からすべて
スタートしましょう。

相手の意思がすべての
         出発点

アメとムチでやる気が
高まるモチベーション 2.0。
内 発 的 な 欲求からくる
モチベーション 3.0。
こ の 2 つ を うまく組み
合わせましょう。

モチベーション 2.0
と 3.0 の使い分け

誰 も に 共 通 す る の が 時 間 。
一人一人が、チーム全体が、
長期的に時間単価を高める
ことを徹底的に意識しましょう。

時間単価を管理する

アウトプットのみで評価する、完全
成果報酬型。もちろんそれも OK です。
でも、メンバー間の助け合いや個人の
努力を評価する仕組みがあってもいいの
では︖　た と え ば 評 価 の 枠 組 み を 、
アウトプットやコミットメントの達成度
を元にした絶対評価と、メンバー間で
の相互評価に分けるのはどうでしょう。

アウトプットとがんばりの
両方を評価する仕組みを作る
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目の前に、もう部下はいません。
同様に、部下の目の前にも、上司はいません。

ではどうするか。

全員の状況を映し、見える化する︖

もちろん、それもありですが、
私たちが大事だと考えるのが、
目の前に一緒に働く人がいなくてもまわる仕組みです。

そしてその管理しなくてもいい仕組みを作るのが、マネジャーの役目なのです。

メンバー一人ひとりは自立した個人。
個人を、信頼し、手放しましょう。

どこかに行かないよう、手綱をつけるのではありません。
旗を立て、みんながゴールできる状況を後押しするのが、マネジャーたるものの役割です。

そして、これまでのマネジメントには実は不要なものが多くあったりします。
この機会に前提をゼロから見直し、新しいマネジメントにチャレンジしましょう。

さぁ、手放そう︕



リモートワークで働く人を不幸にさせないために

経営者編
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リモートワークを始める前に

リモートワークを会社に導入したい。

でも大丈夫だろうか。うまくいくだろうか。

導入にあたって、抑えるべきポイントは色々あります。

でもここで扱うのは小手先のテクニックではありません。

メンバーが働きやすい環境を作るために、経営層として気を付けたいこと、知っておきたいこと。
それについてまとめてみます。

すべてに効く万能薬はこの世に存在しません。

ともすると、リモートワークだって人を不幸にする可能性があります。

リモートワークによる不幸を、少しでも減らすために。

リモートワークによる幸せを、少しでも増やすために。



D-2

リモートワークによる経営上のメリット

まずは改めて、リモートワークがなぜ経営にとってプラスか、確認しましょう。

場所の制約なく優秀な
人材を確保できる

パ ー ト ナ ー の 仕 事 の 関 係 で
引っ越す。遠くて通えない。
そのような懸念はもう不要です。
社員がリモートワークできる環境
を整えれば、優秀なフリーランサー
にスポットで手伝ってもらうと
いったワザも使いやすくなります。

交通費がかからない
「通勤」という概念がないため、
定額通期代も必要ありません。

無駄な残業を減らせる

「会社にいるだけ残業」が
 なくなります。

ライフの充実度が高まる
仕事以外の時間が確保できるよう
になり、私的部分を充実させる
ことができます。

社員のストレスが減る

通勤によるストレス。嫌な同僚と
毎日一緒にいるストレス。職場
いじめによるストレス。はなくなる
はず。

事務所家賃がかからない
ビルの一室。ワンフロア。
人数が増えて狭くなってきたし
そろそろ引っ越さないといけない
かな。なんて考える必要はありま
せん。

いざという時に備える
災害により交通機能が麻痺した際
でも、事務所に通わずに働くことが
できれば、個人にとっても、会社
にとっても安心です。

経営者編
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知っておきたいこと①　労働時間

登りながら

リモートワークへの移行に伴い、時間でしばらない契約体系に移行するパターンがあります。
でも本当にそれだけでいいのでしょうか︖

労働時間の上限を設けることは必要

いいアウトプットを生み出すためにいい休息をとること。
これは絶対に必要です。
そして働きすぎないことや適度な休息は基本的人権でもあります。
すべてを個人任せにせず、会社としても責任を果たしていくべき
です。ただし一定の柔軟性を持って運用できるよう、おすすめは
月と年間の上限を決めてその枠内に収まるように調整していく
方法です。

会社としての営業時間を明確にする

ありがちなのが、夜遅くまでに電話やメールが来て対応しないと
いけなくなってしまうこと。個人では断りにくい場合もあるので、
会社としての対外的な営業時間ははっきりさせ、時間外は対応
しなくてよし、と社内外に明示しましょう。

■裁量労働制

知っておきたい労働契約の体系や基本的な概念

■みなし時間労働制

労働者が労働契約に基づき、使用者の指揮命令下に置かれている
時間（実労働時間＋労働から解放されていない手持ち時間）

■残業（時間外労働）

■業務委託契約

業務の遂行手段や時間配分について使用者が具体的な指示命令を
行わず、労働者に委ねる制度（専門 19 業務または本社本店の
企画業務）。ただし、労働時間の把握と管理の義務は使用者にある。

労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間（業務遂行に通常
必要な時間）を労働したものとみなす制度

■労働時間

（明示的・黙示的問わず）使用者による指揮命令下に置かれたもの
であるかどうか

仕事の依頼者が依頼した業務を、受託者が自己の責任において裁量
を持って独立して行い、それに対して対価を支払う契約

経営者編
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知っておきたいこと②　健康を大切に

意外に働きすぎてしまうのがリモートワーク。見えないからこそ、体調不良の兆候もつかみにくいものです。

従業員の健康に
   責任を持つ

離れているからこそ、見えない
からこそ、無理していないか、
健康を気にかけましょう。
気づかないうちに実はかなり無理
して働いていた、なんてことも。

■休暇

■残業

働きすぎに注意

朝起きてすぐにパソコンをつけて
作業を始める。夜寝る直前まで
カタカタ・・・
通勤時間がない分、体力的には
楽かもしれませんが、家でリラックス
できない分精神的なプレッシャーは
思った以上にかかっていることが
あります。労働時間はきっちりつける
ことをお勧めします。

休みをとりやすい
 仕組みづくりを

基本が自己管理になってくると、
休みをいつとるかも本人の自由。
でも、ちゃんと休むための考え方
を明確にし、休みやすい文化を
つくっていきましょう。

■有給

■労働時間

エコネットワークスにおける労働時間と休みの考え方

■月の労働時間目安

繰り越し時間数として扱い、オーバーした分については翌月の
労働時間数としてカウントされます。

■年間の上限時間数

原則、作業をしている時間（付随業務も含む）。
就業時間も業務に支障の出ない範囲で個人の裁量で決定。
自己管理で業務時間数は記録。

1 日 8 時間 × カレンダー上の平日日数を月の上限の目安時間
として設定。
できる限りその範囲内に収める。

年間の上限時間数を決め、合計でそれ以下に収まるよう調整
します。

日単位ではカレンダー通りですが、基本は月の労働目安時間を
越えないよう個人の裁量で取得。

「働いた」とみなす枠。会社として設定した時間数を個人の裁量で
配分し、月の労働時間数に組み込み。

経営者編



知っておきたいこと③　経費の使い方

D-5

働く場所と生活の場所が近くなると、悩ましいのが経費の考え方です。個々の会社で適切なルールを決めましょう。

経営者編

作業環境を整備する費用
本来は会社がオフィスを整える
費用を、個々人が働きやすい
環境整備をするための経費
として支給するのもよいでしょ
う。たとえば PC などの機器、
あるいはイスなど。

意外と困るのがプリンター。
印刷が必須の人はもちろん
購入すべきですが、限定的な
人はコンビニプリントした
ほうが安い場合があります。

プリント、スキャン、
ファックス

どこまで会社使用で、
どこからが個人使用？

難しいのがこれ。パソコン。
ポケット Wifi。どこまでが会社で
こからが私用︖使用状況を踏まえ、
ある程度割り切って、双方で合意
の上決めることが重要です。

外出する人には必須の
ノマド費用

裁量権のある経費を
設定する

たとえば交通費。どこからどこまでが
業務で、どこからが私用︖厳密に白黒
つけるやり方もありますが、グレーの
部分があってよいはず。経費の目的や
原資を明確に共有した上で、裁量権を
付与してはどうでしょう。

打ち合わせに外出することがある人
には、外のカフェで作業するための
費用を設定しましょう。家に持ち帰
って作業することで効率も悪くなり
ます。不公平感の出ないように、
一律で設定してもいいかもしれま
せん。



D-6経営者編

知っておきたいこと④　風土作り

リモートワークは、社員の理解がないと成り立ちません。リモートワークができる風土を作るのはトップの役割です。

目的を伝える
なぜリモートワークなのか、
目的や、そこから得られる
メリットをリモートワーク
をする本人にも、それ以外
の社員にも理解してもらい
ましょう。

公平な環境をつくる
リモートワークを公式に始める
なら、仕事がしづらい、評価が
されないなど、リモートワーク
を選ぶことが不利になるような
状況を作らないよう、配慮しま
しょう。

選択できるようにする

リモートワークを全員ができる
ようにすることは必須です。
しかし実際には、何らかの事情
によりオフィスで仕事をしたい
場合も出てきます。その時々の
状況で最もパフォーマンスを
発揮できる環境を選べるように
しておく。社員の声に耳を傾け、
そうした環境を整える。
忘れてはいけない大切なことです。

率先して示す
「リモートワークをするように」と
指示だけして、自分だけ会社に
居座っていてはいけません。トップ
自らが実践し、姿勢で示すように
しましょう。ただし、トップだから
できるんだよ、と思われないことが
大切です。
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法律と、現実の、はざまで

リモートワークは新しい働き方です。

法律の整備は十分に追いついていません。

法律だけではありません。

経営者の意識も、働く側の意識も追いついていません。

従来の会社形態のものを、そのまま持ち込んでしまい、混乱につながることもあります。

私たちはどのような働き方がしたいのか。
なぜ目指したいのか。
そのために、抑えるべき原則はなにか。
原則を抑えつつ、どう運用していくか。

難しさを含め、働く側と共有し、
一緒に基準を作っていくのもいいでしょう。

新しい運用ルールを、一緒につくっていきましょう。



やっぱり会えないと仕事は頼めないと思っている方へ
（社内、社外問わず、仕事の依頼者）

クライアント編



伝えたいことが、あるんだ

E-1クライアント編

リモートワークをしたことがない方にとっては、

依頼した相手がどのような状況にあるか、どのように働いているか、

想像がつきにくいかもしれません。

でも普段の仕事のなかでも、四六時中ずっと一緒に働いている人はほんの一部ですよね。

そう考えれば、何も不安に思う必要はありません。

お互いが余計なストレスなく気持ちよく働き、

仕事の目的である良質のアウトプットを出すために。

仕事を依頼する側に知っておいてほしいことをまとめました。

普段なかなか言えないことを、この機会に。



まず、知ってほしいこと

E-2クライアント編

リモートワークという働き方を選んでいる人たちの中には、それなりの理由がある場合も多く、
「この時間にこの場所にいて欲しい」という要求が、通常以上に厳しいものになってしまう場合もあるのです。
だから、あえて言わせてください。

（そして、これらはリモートワーカーに限らず、どんな相手先に対しても必要な配慮でもあります）

みんな忙しい
まず大前提。仕事のこと。
家庭のこと。プライベート。
有限の時間をみんなやりくり
をしています。

　  お客さんは
自分だけじゃない

自分の方だけを向いてほしい。
でも残念ながらそれは無理な
こと。恋愛ではないのだから。
現実に自分自身に置き換えて
みるとわかるのですが、仕事が
1つしかない人はいません。

会う機会は大事に

リモートワークでも必要なとき
は会って話す、という選択肢は
あります。
曖昧な要件やとりあえず会うの
ではなく、ここぞというときに
顔を付き合わせて話しましょう。

ゴールは質の高い成果物
　　　をつくること
依頼した作業は本当に必要
でしょうか？　質の高いアウト
プット出すことを、実は阻害
しているかも？
なんでもかんでも要求せず、
優先順位をつけましょう。
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品質管理のポイント

離れていて難しいこと、不安なことの一つは、品質管理。いいものが出てくるようにするために、何ができるでしょう︖

         丸投げしない。　　　　　
品質に対して共同責任を負う

適切なチェックポイントを設定
しましょう。
オンライン会議やチャットなど、
ミーティングは会わなくても可能
です。

まとめて伝える

思いついたタイミングであれこれ
連絡することはやめ、余裕を持って
まとめて連絡しましょう。相手が
どんな状況にあるかがわからない
のが、リモートワークのポイント
です。「急ぎ」は本当の緊急事態用
にとっておきましょう。

電話しながら考える、
          は NG

リモートワーカーは時間をとても
大切にします。なぜなら、限られた
時間内にパフォーマンスを出すこと
が必須だからです。
電話しながら考え長電話になって
しまうのは避け、考えてから電話
しましょう。

相手がベストなパフォーマンスが
        出せるよう信頼する

「どう︖　できた︖」「 毎 日 進 捗 を 報 告
するように」依頼された側が作業に集中
できるよう、介入しすぎないことも大切
です。
決 め た チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 以 外 は 相 手
の パフォーマンスを信頼しましょう。
どうしても心配な場合には、スタート時点
だけこまめにするなどメリハリをつけま
しょう。

ステップアップのために、
完了後のフィードバックを

メールで納品物を受け取って終わり
では、今回の仕事がどうだったのか
わかりません。良かった点、気にな
った点、ぜひ伝えてください。



リモートで起こりがちなトラブル FAQ

E-4クライアント編

不安なこと、気になることをまとめてみました。

電話してもつながらない

会社であれば、だれか代わりに出て
くれます。リモートでは、一人。
焦らず待ちましょう。本当に急ぎの
場合には留守電に残す、何回かかける、
などしましょう。でも本当に急ぎのとき
だけにしましょう。嫌がられます。

郵便物はどうしたら？

基本毎日チェックしていますが、
ポストに入れっぱなしは不安、
確実に受け取ってほしい場合
には、宅配便にして、かつ事前
に連絡しておきましょう。

電話をしていたら
子どもの泣き声が

子どもが家にいると、ままあります。
たまに「ピーンポーン」となることも。
そうなった側は、実はかなり申し訳
ない気持ちでいっぱいです。息抜きと
思って、ハプニングを楽しみましょう。



E-5クライアント編

すべてはいい仕事をして、満足いただきたいから

なぜリモートワークをするのか。

その理由はそれぞれですが、
依頼者に満足いただき、自分自身も満足できる質の高い良い仕事をしたい。

リモートワークによってそれが実現できる。

そう思っている人は多くいます。

だからこそ、依頼する側に知っておいてほしいことを
あえてまとめてみました。

そうした点に配慮することで、依頼された側も必ず期待に応えてくれるはずです。
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