
リモートワーク導⼊・促進を
お考えの企業様へ
〜400⼈がリモートワーカーであるニットのリモートワーク術〜
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はじめに

現在、リモートワークや時差出勤を推奨する企業様が急増し、実際に導⼊を検討されたり、
試みたりされた企業様から「マネジメントやコミュニケーション⽅法、最適なツールが
わからない」といったご相談を多くいただいております。
リモートワークを始めること⾃体は簡単ですし、メリットもたくさんあります。
ただストレスなく運⽤し続けることは、⼯夫がないと⾮常に難しい。
安易な導⼊は事業推進に弊害をもたらす危険性があるとも考えられます。

株式会社ニットでは、2015年より運営する法⼈向けオンラインアウトソーシングサービス
「HELP YOU」において、地⽅や海外在住者などリモートワークを前提とした働き⽅を実施
してまいりました。社員を含む約400名すべてがリモートワークで働き、⽇々組織運営を
⾏っている実績から、リモートワーク制度の導⼊が⼀過性でなく本質的な「働き⽅改⾰」の
⼀助となるよう、本資料ではお伝えしてまいります。

安易なリモートワーク導⼊に警鐘！

⼀過性の対策でなく、本質的な「働き⽅改⾰」のための導⼊を。
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株式会社ニットとは

未来を⾃分で選択できる
社会をつくる

「育児」や「介護」などライフステージの変化
により働くことを諦めることがないよう、
時間と場所に縛られない環境を整備

2015年の創業時からフルリモートを前提とした
マネジメントを実施しており、現在社員を含む
400名のリモートワーカーが在籍しています
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いますぐリモートワークを導⼊したい⽅へ
n いますぐリモートワークを導⼊する場合の３つのポイント
n リモートワークをより効率的に運⽤する５つのTips
n リモートワークにおすすめのツール
「働き⽅
改⾰」の⼀貫として中⻑期⽬線でリモートを導⼊したい⽅
n リモートワークのメリット・デメリット
n リモートワークを導⼊する企業

n いますぐリモートワークを導⼊したい⽅へ（前編）

n 「働き⽅改⾰」の⼀貫として
中⻑期⽬線でリモートワークを導⼊したい⽅へ（後編）

n ニット・HELP YOUの体制
n ニットのワークスタイル
n 会社概要

⽬次
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いますぐリモートワークを
導⼊したい⽅へ



いますぐリモートワークを導⼊する場合の３つのポイント
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1 労務管理・評価制度
ü 裁量労働制・業績評価だと導⼊しやすい
ü 裁量労働制でない雇⽤形態・プロセス重視の評価は規定を追記

リモートワークの導⼊には、３つの整備が必要

2 コミュニケーション⽅法を整理
ü 社内連絡はチャット、会議はオンライン会議ツールで
ü 業務報告やチャット時のルール、会議時の⼿法など、ルールを決めておく

3 セキュリティ対策
ü PCやタブレット、スマホなどの端末とアカウントを管理
ü 情報漏洩対策を⾏う



・「業務内容」「就業場所」「労働時間」「報酬」に関する記載を確認
・オフィス以外の勤務についての規定がない場合、リモートワークに
適した記載を追加し、新たな雇⽤契約の締結が必要

※参考：厚⽣労働省『テレワークという働き⽅』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf

労働基準法
※労働時間、年次有給休暇、割増賃⾦、時間外労働、深夜⼿当など

労働契約法
最低賃⾦法
労働安全衛⽣法
労働者災害補償保険法

1-1
労務管理
・

評価制度
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リモートワークでも労働基準法は適⽤される

雇⽤契約書・就業規則を確認

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf


評価は「プロセス」よりも「成果」を重視
リモートワークは評価者である上司から物理的に
離れて作業をするため、業務プロセスが⾒えづらい

売上や利益率など数値⽬標の達成度で測る
「業績評価」は業務プロセスの管理がしづらく
リモートワークに最適

1-2
労務管理
・

評価制度
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業務の仕分けと可視化
個⼈の業務を洗い出し、リモートワークで出来る
業務とオフィスでしか出来ない業務に分解

その業務を同僚・上司も理解することで
フォローし合うことができ、⽣産性向上にも繋がる

1-3 
労務管理

・
評価制度



2-1
コミュニケーション
⽅法を整理

社内連絡はチャット、
会議はオンライン会議ツールで

チャットツールを導⼊するメリット
・テキストとして残るため、後から確認できる
・相⼿が席にいなくても⾃分のタイミングで発⾔できる
・グループでのコミュニケーションがしやすい
・メールと⽐べ、短い⽂章を素早く送れる

オンライン会議ツールのメリット
・ホワイトボードなど会議室の準備が必要ない
・⾳声や映像を記録できる
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2-2
コミュニケーション
⽅法を整理

オフィスで当たり前にできたことが
難しいのがリモートワーク
最低限、下記ルールを決めておく

業務報告のルール
例 - 業務開始や終了時に連絡をいれる
- ⽇報を必ず書く

チャット時のルール
例 - 返信は1⽇以内に
- 箇条書きで分かりやすく

連絡⼿法のルール
例 - テキストラリーが２回以上になる場合はビデオチャットで5分話す
- 緊急度に応じてチャット・メール・電話などを使い分ける
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3-1
セキュリティ対策

端末とアカウント管理、情報漏洩対策を重点的に

端末やデータ管理に関わるセキュリティルールを⾒直す
・データや端末の持ち出し管理、SNSの利⽤などをルール化

ログインは必ず「多要素認証」を設定
・端末やグループウェア、クラウドサービスなどへのログインは可能な限り
「多要素認証」を導⼊
※多要素認証：ID・パスワードに加え、指紋などの⽣体認証やワンタイム
パスワードなど複数の認証を組み合わせること

端末にデータを残さない
・データはなるべく共有フォルダで管理し、端末に残さない
・端末に残る場合は データを暗号化させ、紛失・盗難時のリスクを軽減

1. 端末とアカウント管理
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3-2
セキュリティ対策

セキュリティソフトを導⼊
・業務で使うPCやタブレット、スマホすべてに導⼊
・アンチスパムやフィルタリングなど多機能ソフトを実装

フリーWi-Fiに接続しない
・スマホのデザリング機能をつかう
・ポケットWi-Fiをつかう

他⼈に画⾯を⾒られないように⼯夫する
・覗き⾒防⽌フィルムを貼る
・覗かれにくい席につく

2. 情報漏洩対策
端末とアカウント管理、情報漏洩対策を重点的に

13



「テキストコミュニケーション」を円滑に⾏うために

リモートワークをより効率的に運⽤する5つのTips
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ü 語尾がなければ冷たい印象を与えてしまう
「ありがとうございます」
→「ありがとうございます！」
→「ありがとうございます（絵⽂字）」

ü してもらいたいことは疑問形で
「今⽇中に報告書を提出してください」
→「今⽇中に報告書の提出は可能ですか？」

語尾や⾔い⽅をやわらかく

なんでもチャットに書いて周囲に知らせる
ü ⾃分の現状をなんでも伝えることで、周囲に安⼼感を与える

「今、この情報整理でつまづいていて原稿作成が遅れている」
「ここの理解が難しい」
「今⽇は頭が痛く、作業効率が思った以上に進まない」
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リモートワークをより効率的に運⽤する5つのTips

ü 「ちゃんと確認しているかな？」と思われないために
「いいねマーク」など、絵⽂字ひとつでもいいので、すぐ返信する
「今はこのタスクをやっているので、あとで内容確認しますね！」など、とりあえず読んだことだけでも伝える

チャットには積極的に反応する

ü オンラインでも相談しやすい雰囲気をつくるために
仕事以外の「雑談専⽤チャットルーム」を設ける
参加⾃由の「フリートークタイム」を予定に⼊れる

雑談チャットを活⽤する

ü 話した⽅が早い場合はビデオチャットや電話で
「ちょっと時間いい？」と相⼿の状況を聞く
「５〜１０分ほどでいいので、打ち合わせいいですか？」と相談する

チャットツールに固執しない



※参考：リモートワーク導⼊を成功させるツールとは？
https://help-you.me/blog/remotework_tool4011

リモートワークにおすすめのツール

これだけあればOK！まずは簡単なツールの活⽤からはじめよう

ZOOM

Web会議ツール 社内コミュニケーション/チャットツール グループウェア

ZOOM Chatwork Slack Gsuite
・4名以上の⼤⼈数でも安⼼して
使⽤可能
・録画や画⾯共有はもちろん、
ゲストはユーザー登録なく会議
に参加できる⼿軽さも魅⼒

・⽇本発のビジネスチャット
・グループチャットはもちろん、
⾳声・ビデオ通話・タスク管理
機能が搭載

・⽇間アクティブユーザー数
1,000万⼈超えの世界最⼤の
チャットツール
・GoogleカレンダーやDropbox
など多くの外部ツールとの連携
が可能

・Googleが提供するオフィス
ツール
・管理者機能を使いユーザーご
とにアクセス権限を設定できる
ことからセキュリティ対策とし
ても有効
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「働き⽅改⾰」の⼀貫として
中⻑期⽬線で

リモートワークを導⼊したい⽅へ



企業も社員もメリットあり！
「社員の離職」「コスト増加」などの課題を抱える企業こそチャンス

リモートワークのメリット
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• 満員電⾞のストレスがなくなる
• 通勤に充てていた時間を有効に使える
• ワークライフバランスの実現でストレス軽減

社員の離職リスクを防⽌！
⾁体的・精神的負担の軽減

1
z

• 通勤にかかる交通費
• 机や椅⼦、キャビネット
• ⽂房具、その他備品、光熱費など

コストを⼤幅に削減！
オフィスの備品や交通費の削減

2

• リモートワーク導⼊により１社あたりの労働⽣産性が1.6倍向上
• リモートワークを積極導⼊した企業の６割以上で労働時間が減少

労働⽣産性が向上

※労働⽣産性＝営業利益＋⼈件費＋減価償却費÷従業員数

3
• 地⽅や海外在住など、場所にとらわれない採⽤が可能
• 育児・介護などの理由でフルタイムで働けない優秀な⼈材の確保

採⽤⼒向上4



リモートワークのデメリット

オフィス外で作業することで
PCの覗き⾒や重要情報の漏洩リスクが発⽣

情報の扱いは要注意！
セキュリティリスク

必要な⼈にしか情報開⽰しない、開⽰する場合も
多要素認証システムを導⼊する、情報の扱いにつ
いての教育を⾏うなど、セキュリティ対策が重要

解決策

「成果を出さねば」とプレッシャーになり、
真⾯⽬で責任感のある⼈は「どこにいても
仕事をする必要がある」ことがリスクになる

働きすぎてしまう⼈も！
仕事とプライベートが同化し⻑時間労働に

勤務時間を可視化し、適切な業務時間をルール化
したり、上司との1on1を⾏いフランクに話がで
きる機会を積極的に設けることが必要

解決策

19



実施前 1ヶ⽉後 3ヶ⽉後 6ヶ⽉後 1年後〜
ツール選定

ルールや制度の整備・改定

孤独・コミュニケーション量

ミスコミュニケーション（テキスト・⼿段）

働き⽅（オン・オフの切り替え）

働く環境（会議スタイル・働く場所や時間・浸透）

業務整備（仕分け・整備）

セキュリティ

マネジメント

リモートワークの悩み変遷
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導⼊時に整えるべきものと導⼊後に発⽣する悩みは変化する
将来的に起こり得る悩みをあらかじめ想定し、整備することが重要



リモートワーク導⼊率は増加傾向
⼤企業が続々と導⼊

企業のテレワーク導⼊率の推移 企業のテレワーク導⼊率（規模別）

※参考：総務省 令和元年版 情報通信⽩書「テレワークの導⼊やその効果に関する調査結
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd124210.html

1-1 リモートワークを導⼊する企業
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1-2 リモートワークを導⼊する企業

⼤企業
⽇本航空（JAL）ー在宅勤務制度（普通勤務部⾨）
・JALグループ約4,000名の普通勤務部⾨の従業員を中⼼に、週１回の在宅勤務制度を導⼊
・「トライアル」と「制度改善」を繰り返し、現在は⽉に200名ほどが利⽤

参考：https://www.jal.com/ja/csr/iso/work_life_balance.html

外資企業
ユニリーバ・ジャパン
・2016年に全社員対象に⽇数、期間の制限なく新⼈事制度を導⼊
・働く場所や時間は社員が⾃由に選択、それぞれのライフスタイルにあった働き⽅で

⽣産性を⾼めることを⽬指している
参考：https://www.unilever.co.jp/news/press-releases/2016/WAA.html

中⼩企業
株式会社流研
・従業員約60名、北海道にあるシステム企画・ソフトウェア開発を⾏う企業
・リモートワークは社員から保育施設などの不⾜や通勤時間について相談があり2017年導⼊
・導⼊前は不安があったものの、電話やメール・グループウェアを駆使して問題なく業務⾏う

参考：http://www.ryuken.co.jp/recruit.php
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ニットはこうして働いています
社員含む約400名のスタッフがリモートワーク
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ニット・HELP YOUの体制

ご依頼されるお客様

同じ仕事をするチームとして、
⼀体感を感じています！

初回営業
緊急時の対応 円滑な業務遂⾏の⽀援

ニット社員

⽉額10万円／
30時間まで

業務を個⼈が請け負うのではなくチームで対応
⼀⼈⼀⼈をモチベートしたり、スキルアップの機会を提供することができており、
個⼈が⾃分の能⼒を最⼤化してお客様から感謝され、働く楽しさを実感することができています
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こんなキャリアにし
たいので、こんな
仕事をしたいです！

●●の勉強会に
参加するといい
と思います！

クライアント様が●●
で困っていて、●●を
してみたいんです…

育成コーディネーターマネージャー

ディレクター

スタッフ

Aさん
経理

Bさん
ライター

Cさん
秘書

Dさん
⼈事

困っていることが
あれば、なんでも
相談してね！

HELP YOU フリーランスメンバー



⼀番⼤事なのは
業務を可視化すること

ü 役割を明確にする
ü 成果地点を明確にする

ü 評価軸を明確にする
ü 情報を蓄積し可視化、共有



マネージャー, ディレクター, スタッフ, 育成担当と階層的な組織
任せている期待役割を明確にすることで、⾃分の業務範囲を把握することができる

マネージャー ディレクター

■チーム売上⽬標達成⽀援！
•⽬標設定・進捗管理
•ディレクター育成
•HYスタンダード向上

■チームのチャンレートを下
げる！

■個⼈の売上⽬標達成！
•新規案件で売上アップ！
•既存案件で売上アップ！
• STのスタンダード向上！

■案件のチャンレートを下
げる！

コーディネーター スタッフ

■スタッフの定着率向上！
■スタッフのオン・ボーディ

ング⽀援！
■スタッフの平均稼働時間を

増やす！

■クライアントの期待値を超
えるアウトプット！

■クライアントの⽣産性を向
上させるアウトプット！

■業務遂⾏責任
■納品責任
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コーディネーター

役割の明確化



成果地点の明確化

事前のタスク時間⾒積もりとアウトプットイメージの握り
依頼された業務についてはどれくらい時間がかかるのか、何ができて何がができないのかをタスクに取り掛かる前に
話し合いをしてすり合わせをしているため、何をいつまでにすればいいのか明確。成果を振り返りしやすい

ご依頼される
お客様

窓⼝
（専属ディレクター）

専⾨スキルを持つ
スタッフ

Aさん(経理) Bさん(デザイナー)

Cさん(秘書) Dさん(⼈事/総務)

○業務をAさん2時間で、
□はBさん3時間で、
対応お願いできますか？

完成までに＊時間使います。
納期は＊⽇です。
◇の業務は難しいいので、
代わりに●はどうでしょうか？

○○の業務を
お願いします
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HELP YOUスタッフへの採⽤・評価体制
① 採⽤率1％の厳しい採⽤試験をクリアしたエキスパート

厳しい採⽤過程（⼀次⾯談・書類・実務テスト・⼆次⾯談・仮採⽤・本採⽤）を通過した
⼀定以上のスキルレベルのスタッフのみで構成

② スキル・実績ごとに評価
スタッフ⼀⼈⼀⼈の実績やスキルを把握し、評価に反映
社員・マネージャー・ディレクターなどの職位はありながら、基本的にはフラットな組織で
全⽅位評価制度を採⽤

③ 全スタッフが⼼掛けている事

1

⾃律性 指⽰を待つのではなく⾃らやるべきことを⾒つけて積極的に取り組みます

⽣産性最⼤化 最⼩の時間と労⼒で最⼤の成果を出します

課題発⾒提案⼒ 相⼿が抱える課題の真因を⾒出して、解決のための提案をします

⼀歩先を読んだ⾏動 課題を予測・発⾒し、先⼿を打つ⼀歩先の⾏動を意識します

やりぬく ⾃分が引き受けた仕事は、最後まで責任をもってやり抜きます

品質へのこだわり 相⼿の期待値を超える為の⾼品質なアウトプットを追求し続けます

3

2
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情報の蓄積、可視化、共有

属⼈的な仕事の進め⽅になることを防げ、
突発的な休暇などにも対応できる！
■全ての仕事でマニュアルの作成
■コミュニケーションがチャットワークで誰でも⾒れるようになっており、すぐに引き継げる
■キントーンでの情報共有により、だれでも必要な情報を⾒つけることができる

▼Chatwork ▼kintone
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1-1 ニットのワークスタイル

事業ミーティング

毎週、オンラインで実施！

1泊2⽇で、とことん議論

オフィス東京五反⽥ 合宿1on1

2週間に1回、上⻑との1on1（個⼈⾯談）

年に2回、全員参加！
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1-2 ニットのワークスタイル

ワーケーション
（ワーク＋バケーション）

Web勉強会

毎週、オンラインで実施！
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1-3 ニットのワークスタイル

Web座談会 Web飲み会

⽉イチ定例開催！
忘年会は総勢100名参加し⼤賑わい！週に１回×30分！
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最後に

導⼊するだけで労働⽣産性が上がるといった保証はありません。
しかしリモートワークの導⼊は、社内組織の理想的な在り⽅、⾵⼟醸成、

⼈事・評価制度の⾒直しの機会としてとても有効です。
⼈⼝減少や度重なる災害、そして今回のような未知のウィルスから従業員を
守り、事業を継続的に成⻑させていくためにも、単なる”福利厚⽣のひとつ”では
なく経営判断のひとつとしてリモートワークの導⼊をご検討ください。
社員の皆様が豊かな⼈⽣を⽣きるための⾃分らしい選択ができる

機会となりましたら幸いです。

リモートワークはあくまでも⼿段です
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会社概要

運営会社 株式会社ニット

所在地
〒141-0031
東京都品川区⻄五反⽥7-22-17 
TOCビル 10F 41号

設⽴ 2017年8⽉
（2015年 HELP YOUサービス開始）

代表 秋沢 崇夫

URL https://www.knit-inc.com/

事業内容
インターネット上でのオフィス業務代⾏サービス
コンサルティング業務
WEBメディア運営

提供するサービス

⼈材不⾜を解消する各分野の
プロフェッショナルをそなえた
オンラインスタッフサービス

働き⽅を「⾃分⾃⾝」で
「選択したい」⽅を応援する

「働き⽅提案メディア」

https://help-you.me

https://kurashigoto.me/

https://help-you.me/
https://kurashigoto.me/


リモートワーク導⼊・促進⽀援などのご相談

050-5434-9893（営業：⼩澤）
sales@knit-inc.com

お気軽にお問い合わせください

https://help-you.me/contact/

コンタクトセンター

https://help-you.me/contact/?utm_source=Referral&utm_medium=dlcontents&utm_campaign=remotework

