
※各プログラムの詳細はホームページにてご確認ください詳しくはホームページ・Facebook・Twitterをご覧ください。

11/5
https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201105.html

一般社団法人日本テレワーク協会 事務局長
村田瑞枝 氏

時　間

講　師

申込み

東京都でもテレワークの定着やさらなる活用に向けた課題解決等、様々なテーマのセミナーを７企画、オンラインと集合型のハイブリッドセミナーに
て実施いたします。詳しくは、東京テレワーク推進センターWEBサイトをご覧ください。

◆11月は政府がテレワーク実施を推奨する「テレワーク月間」です。

中小・中堅企業向け、テレワークの導入・運営課題
解決セミナー～労働時間の管理や通信費負担など～

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）中堅・中小企業の経営者や働き方改革の担当者に向けて、テレワーク推進
における課題解決のポイントやテレワークの活用で業績や採用力アップを
実現した中堅・中小企業の事例を紹介します。

※来場参加希望の場合は、先着順に来場案内をメールにてご連絡いたします。来場定員となった場合は、オンライン参加に変更いただく場合もございますので、ご了承ください。

（木）

11/2
https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201102.html

日本テレワーク協会 サードワークプレイス研究部会 部会長
齋藤学 氏（株式会社シーエーシー）

時　間

講　師

申込み

テレワーク時の悩みを解決！就業環境整備を
進めるには～サテライトオフィス活用セミナー～

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）就業者が働く場所の選択を可能にするうえで、企業としてどのような制度設
計や留意点があるのか。サードワークプレイスの種類と特徴を整理し、コロ
ナ禍を経た活用変化やワーケーションへの展開も含めて解説します。

（月）
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https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201109.html

パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 COMORE BIZ推進部
広田一夫 氏 ほか

時　間

講　師

申込み

テレワークにおける従業員の心と身体のケアの
ポイント～生産性向上とストレス・疲労の軽減～

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）手軽に導入できるオンラインコンテンツや、PCカメラを使った従業員のスト
レス把握方法を紹介しながら、テレワーク就業時の心と身体のケアのポイ
ントを解説します。

（月）
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https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201113.html

株式会社パソナ リンクワークスタイル推進統括
湯田健一郎 氏

時　間

講　師

申込み

多様な雇用形態へのテレワーク活用術
～非正規雇用者のテレワーク適用のポイントとは～

中小企業でも上手にテレワーク実践！身近なデバイスの
活用とコミュニケーション円滑化の方法とは

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）厚生労働省からの指針や事例などを整理しつつ、多様な雇用形態の従業員
へのテレワーク適用がスムーズにできるように、制度やシステム、セキュリ
ティ配慮の留意点などを解説します。

（金）

11/17
https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201117.html

株式会社レコモット セールス＆マーケティング部
木村雄一 氏

時　間

講　師

申込み

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）身近なデバイスを活用し、コストを抑えつつセキュリティも考慮し、業務効率とコミュニ
ケーション環境を向上する手法と改善ポイントを解説します。あわせて、社員のモチ
ベーションの向上につなげていく工夫についても実践事例を交えつつご紹介します。

（火）

11/24
https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201124.html

人事コンサルティングファーム風知舎 代表
川島けい 氏

時　間

講　師

申込み

テレワーク時代の人事戦略～テレワークを
活用した仕事とがん治療の両立支援～

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）人事コンサルタントの川島様に、企業がテレワークを推進する人事戦略上
の意義や、テレワークによる仕事と治療の両立について、ご自身の闘病体験
を交えながらお話いただきます。

（火）
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https://tokyo-telework.jp/seminar/tw_seminar/20201125.html

一般社団法人日本テレワーク協会 客員研究員/人材開発コンサルタント
山崎紅 氏

時　間

講　師

申込み

ウィズコロナ時代の新しい人材育成の進め方
～オンライン研修運営の留意ポイント～

14：00～16：00（オンライン接続可能開始時間 13:45）オンライン研修運営の留意ポイントなど、テレワーク環境をうまく使って人
材育成の効果・効率を上げる方法についてご紹介します。（水）

〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目3番28号 K.I.S飯田橋ビル6階
電 話 ： 03-3868-0708 営業時間：平日9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）
Mail ： info@tokyo-telework.jp　URL ： https://tokyo-telework.jp/

「東京テレワーク推進センター」は東京都と国がテレワークの普及を推進することにより、企業における優秀な人材の確保や生産性の向上を支援するために設置したワンストップセンターです。

新開催情報最新開催情報 参 加 費 無 料

クテレワー
ナ推進セミ ー

※お申込時にお預かりした個人情報は、関連するイベントや情報のご案内等での利用を目的とし、開催主体にて適切に管理いたします。 【開催主体】 主催：東京テレワーク推進センター　運営：株式会社パソナ
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東京テレワーク推進センターからのご案内
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テレワークについて知って・試して・相談ができる



テレワークで働きたい方への就職マッチングイベント

サテライトオフィス利用キャンペーン

テレワーク体験セミナー［体験することでテレワークのメリットを実感！］

11月はテレワーク月間！ 様々なイベントを開催します！！

東京テレワーク推進センター セミナールーム

https://tokyo-telework.jp/matching/detail?id=238

東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル6階

時　間

日　時

会　場

詳しくは

https://tokyo-telework.jp/experience詳しくは

https://tokyo-telework.jp/news/detail?id=167詳しくは

①13：00～17：00（12：30受付開始） ①9：30～12：30（9：00受付開始）
②13：00～17：00（12：30受付開始）

テレワーク勤務の１日の流れを例にとり、様々なテレワークツールの利用体験ができるプログラムです。テレワークって何？どんな働き方ができるの？どん
なツールを利用すればいいの？自社において、柔軟な働き方を組み込み実践するヒントがいっぱいのセミナーです。

東京都は、11月の「テレワーク月間」に合わせて、サテライトオフィスの利用促進のため、民間サテライトオフィス施設等と連携し「サテラ
イトオフィス利用キャンペーン」を実施します。期間中、東京都内及び近郊のサテライトオフィスやコワーキングスペース等にて、無料体
験や、利用料割引、プレゼントの配布など多彩な特典を提供しています。「TOKYOテレワークアプリ」のサテライトオフィス検索にて、キャン
ペーン参加施設やキャンペーン特典の内容を検索できます。ぜひご活用ください。

11/2 ～（月） 11/30（月）

2020/11/19（木）

最寄駅「飯田橋駅」：都営大江戸線 C3出口徒歩2分
JR中央総武線 東口徒歩4分
東京メトロ東西線 A1出口徒歩4分

東京テレワーク推進センター セミナールーム

https://tokyo-telework.jp/matching/detail?id=272

東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル6階

時　間

日　時

会　場

詳しくは

2020/11/27（金）

最寄駅「飯田橋駅」：都営大江戸線 C3出口徒歩2分
JR中央総武線 東口徒歩4分
東京メトロ東西線 A1出口徒歩4分

※会場開催となります。　※雇用保険受給のための参加証明書の発行も致します。　※感染防止対策を万全にいたしまして、皆様のお越しをお待ちしております。

テレワークで働きたい方向けにマッチングイベント（セミナー、企業説明会、就職面接会）を開催します。
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東京テレワーク
推進センター

テレワークや働き方改革に関連するお役立ち情報を平日毎日発信しています。

※お申込時にお預かりした個人情報は、関連するイベントや情報のご案内等での利用を目的とし、開催主体にて適切に管理いたします。　【開催主体】 主催：東京テレワーク推進センター　運営：株式会社パソナ

〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目3番28号 K.I.S飯田橋ビル6階

電 話 ： 03-3868-0708
Mail ： info@tokyo-telework.jp
URL ： https://tokyo-telework.jp/

営業時間：平日9：00～17：00
（祝日、年末年始を除く）

●都営大江戸線「C3出口」より徒歩2分
●JR中央総武線「東口」より徒歩4分
●東京メトロ東西線「A1出口」より徒歩4分

https://www.instagram.com
/tokyotelework/

お申込み・お問い合わせ

テレワーク活用に関する情報等を知り、サテライトオフィス等の検索
もできるスマートフォンアプリを無料でご利用いただけます。

●サテライトオフィスの検索ができる！ ●テレワーク推進関連のセミナーやイベントを検索できる！
●テレワークで働く際の簡易勤怠管理が利用できる！ ●テレワークを行うときに気をつけるべきことがわかる！

便利な機能がもりだくさん！

利用料無料！

ダウンロードはこちらから
https://tokyo-

telework.jp/store/

テレワークについて知って・試して・相談ができる

Satellite Office

CAMPAIGN


