中国地域における参加団体（平成 30 年 7 月 27 日時点）：５７団体
〇実施団体（参加人数等を問わずテレワークを実施又はトライアルを行う団体）：38 団体
【鳥取県：5 件】
スイコー株式会社、鳥取県、株式会社山陰放送、株式会社中海テレビ放送、日本海テレビジョン放
送株式会社

【島根県：6 件】
石見銀山テレビ放送株式会社、有限会社 Will さんいん、山陰中央テレビジョン放送株式会社、山陰
ケーブルビジョン株式会社、島根県、株式会社テクノプロジェクト

【岡山県：6 件】
アイネットシステム株式会社、株式会社石井事務機センター、株式会社 Orb、株式会社クレオフーガ、
一般社団法人つながる地域づくり研究所、一般社団法人データクレイドル

【広島県：12 件】
株式会社エフトエンジニアリング、株式会社織、カワミツ産業株式会社、株式会社サンエイ、株式会
社ソアラサービス、株式会社中国放送、株式会社デンタルタイアップ、株式会社日立ソリューション
ズ西日本、広島県、株式会社広島情報シンフォニー、マツダ株式会社、みらい株式会社

【山口県：9 件】
宇部市、宇部興産株式会社、テレビ山口株式会社、株式会社日本セレモニー、村田株式会社、山
口県庁、山口放送株式会社、山口朝日放送、ライフスタイル協同組合

〇応援団体（ﾃﾚﾜｰｸに係る実施ﾉｳﾊｳ、ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ、ｿﾌﾄｳｪｱ等を提供する団体）：19 団体
団体名

所在地

応援概要

八頭町

鳥取県

サテライトオフィス等でワークスペースを提供する。

松江市

島根県

大田市

島根県

＜Ruby の聖地でお試し勤務＞松江市では、IT 企業様向けにオフィス環境
をご用意し、松江でのお試し勤務をご体験いただく事業を実施します。PC
さえお持ちいただければすぐにでも地方サテライトでお試し勤務！そんな
環境をご用意してお待ちしています。
（交通費補助等あり、詳細は当市 HP にてご確認ください）
市外企業による市内へのサポートセンター等の開設を支援

奥出雲町

島根県

川本町

島根県

かわもとテレワークスペー

島根県

ス OTO-LaVo（オトラボ）

奥出雲町にある起業・創業支援施設「古民家オフィスみらいと奥出雲」を
ワークスペースとして開放します。開放期間は平成３０年７月２３日～７月
２７日の５日間です。Wi-Fi 完備でコワーキングスペースを自由にお使いい
ただけます。
本町が平成２９年度にふるさとテレワーク推進事業（総務省）の採択を受
け整備した、かわもとサテライトスペース OTO-LaVo（オトラボ）を、期間中
テレワークを実施するワークスペースとして提供いたします。島根県川本
町へお立ち寄りの際は「テレワーク」に是非ご利用ください。※拠点をご利
用の際は下記の運営元までご連絡をお願いいたします。
運営元：有限会社 Will さんいん 川本サテライトオフィス
Tel ０８５５－７４－２２６０
「かわもとテレワークスペース OTO-LaVo（オトラボ）」は川本町と有限会
社 Will さんいんが連携して運営するテレワーク推進拠点です。都市部企業
の社員が遠隔で自社業務を行うためのサテライトオフィスと、地元のテレ
ワーカーが都市部から受注した業務を行うテレワークセンターの機能を兼
ね備えています。業務により集中できるようワーキングスペースを提供し

公益財団法人

島根県

たり、スキルアップを図るために登録済みのテレワーカーを対象とした研
修を行ったりしています。7 月 24 日（火）のテレワークデイではワーキング
スペースを無料開放いたします！見学やテレワーカーの登録説明会も随
時行っていますので、お気軽にお問い合わせください。【お問い合わせ先】
かわもとテレワークスペース OTO-LaVo（オトラボ）（運営）有限会社Ｗｉｌｌ
さんいん〒696-0004 島根県邑智郡川本町大字川下 1222 番地 TEL：
0855-74-2260 営業時間：平日 9 時 30 分～17 時 30 分 土・日・祝祭日休
み URL：https://www.will3in.co.jp/kawamoto/
サテライトオフィス等でワークスペースを提供する。

島根県

中国総合通信局のホームページのリンクを通じＰＲ活動を応援します。

岡山県

中小企業様へ特化したノウハウの提供をさせていただきます。・どんな仕
事をテレワークでしているの？・何人しているの？・業務に支障はない
の？・内勤の事務員さんだけ？・コミュニケーションどうしているの？・連絡
のツールは？・業務の報告はどうしているの？・セキュリティーは？・労務
管理は？等々。たくさんのお困りことにたいして、細かいルールやノウハウ
があります。石井事務機センターは 2 年以上、テレワークを行っている実
績もあり提供させていただける情報はたくさんございます。ぜひ一度、ご相
談ください。
・テレワーク育成教材の提供（テレワーカーとして必要なスキル習得を目
的としたオンライン講座 gacco の提供）
・サロンの常設設備：パソコン（インターネット）、プリンタ、プロジェクタ、ミー
ティングスペース、作業スペース等
・ 在 宅 テ レ ワ ー カ ー の た め の 環 境 を 提 供 （ 仮 想 デ ス ク ト ッ プ DaaS 、
Office365 等）
・一般社団法人ナギカラ「まちの人事部」の「しごとコンビニ」事業では、町
内外の自治体や事業所からの業務を、ママやシニアなど、登録者の皆
さんが実施します。時間にとらわれず、空いた時間に短時間でもお仕事
できる新しい働き方を実現しています。また、東京や岡山市など様々な
企業・団体等から、距離を越えてお仕事をいただいています。業務委託
やアウトソーシングに興味があっても、どのようにして業務を分解し、切
り出していけばよいのか分からない、とのお声を多くいただきますが、
「まちの人事部」スタッフが丁寧なヒアリングに基づき、一緒に実現して
いきますので、お気軽にご相談ください。
・2017 年 4 月、まちに親しまれてきたガソリンスタンドが、奈義町のタウン
カラーである、緑と黄色と木のぬくもりある、しごとスペース「しごとスタン
ド」として生まれ変わりました。 キッズスペースを真ん中において、周り
にワークスペースを配置。子どもたちを皆で見守りながらお仕事してい
ます。ワークスペースとキッズスペースの間の仕切りの高さには変化を
付け、集中できる環境にも配慮しています。オープン時間は、平日の
10:00～16:00。「テレワーク・デイ」の７月 24 日（火）は、どなたでも自由
にご利用、見学していただけます。
テレワーク・デイズ期間中、ソアラビジネスポート・コワーキングスペースを
無料で使用いただけます。また、7/25(水)には、同施設内にて 18:30 より
開催する SO@R ロビートーク「株式会社ラクサス・テクノロジーズ 児玉社
長講演」にご参加いただけます。
http://skill-migaki.com/hiroshima/?
DOC=seminar_fee.&SID=20180627151008120896
コワーキングスペースでお仕事のあと、移動時間 0 秒で有名な起業家か
ら、生でビジネスについて学ぶ機会を得られます。
[コワーキングスペース利用について]
※利用可能時間は、営業時間内(平日 10:00～19:00)です。
※無線 LAN・有線 LAN によるインターネット接続無料、名刺アプリ「Eight」
の名刺スキャンスポットも無料で利用できます。
※コピー機・プリンター、軽食・ドリンク等のセルフカフェ、事務用品販売、

しまね産業振興財団
株式会社アイ・コミュニケ
ーション
株式会社石井事務機セン
ター

一般社団法人データクレ

岡山県

イドル

一般社団法人ナギカラ

岡山県

株式会社ソアラサービス

広島県

ロッカーなどの設備利用、物品・食品購入は有料となります。
※満席となりましたら、お断りする場合があります。ご了解ください。
株式会社 BARCAROLE

広島県

広島支店

ｆabbit 広島駅前

広島県

クリエイティブ・コワーキン

山口県

グ「カラム」

コワーキングスペース N

山口県

LABO （エヌラボ）

萩市

山口県

山口県庁

山口県

ライフスタイル協同組合

山口県

・テレワークの導入・実施に伴うコンサルティングを行っております。当社で
も実際にテレワークを導入しておりますので、実施時に発生する問題への
対処、改善措置などの情報共有が可能です
・主に Microsoft Office365 の導入によってテレワークでの安心で安全な
業務の実施環境を実現します。導入時の設定作業、ソフトウェアサポート
も提供しております。
2017 年 10 月にオープンしたコワーキングスペース fabbit 広島駅前。広島
駅南口から徒歩５分の好立地に加え、1 階路面に接するオープンで開放
的な雰囲気空間をご提供します。テレワークデイズにはイベントも開催し
ており「働く」×「交流」の空間をご提供します。テレワークの方はもちろん、
在宅で仕事をしているフリーランスの皆様や経営者のみなさまお待ちして
おります！【料金】one day 1，000 円/日（9:00-18:00)会議室 1，500 円/時
間～電源、Wi-Fi、ドリンク完備。
7/24 当日は受付にて「テレワークデイ参加」とお申し付けください。先着１
０名様までドロップイン料金無料です。（プリント等の機器利用は有料で
す）コワーキングスペースですので Wi-Fi、電源は無料です。自由席が 15
席程度ございます。 山陽新幹線 JR 徳山駅から徒歩 7 分。中心市街地か
らちょっと外れているため静かです。金融機関、役所にも近くビジネスには
最適な環境が整っている地域です。 山口県周南市若宮町 1-21 3F カラ
ム株式会社
山口県光市、島田川沿いのカーディーラーが運営するオープンスペース・
コワーキングスペース「N LABO」。7/26(木)にご利用の方で、テレワーク・
デイズでのご利用を申告いただければ利用料は無料といたします。オシャ
レな空間でテレワークにピッタリの、"働く"と"異業種のゆるい交流"をご提
供します。電源、Wi-Fi、無料専用駐車場、モニター、キーボードを用意して
います。在宅ワークやテレワークを試したい方、既に在宅で仕事をしてい
るフリーランサーや経営者のみなさまをお待ちしております。※「N LABO
コワーキングデイ」は株式会社ステラリンクが運営を行っています。※自動
車販売等の営業はありませんので安心してご利用ください。
テレワークを活かし、本拠とは別に、本社機能の一部を地方拠点に置く
「サテライトオフィス」という新しい企業組織の在り方が徐々に浸透しつつ
あります。萩市は進出事例を基に、進出する企業に対し、ノウハウを提供
する相談窓口を設置します。
テレワークの導入に高い実績がある講師による、自治体や中小企業にお
けるテレワーク導入のポイントや導入効果についての講演のほか、県内
企業による取組状況を紹介するなど、自治体や企業がテレワークを身近
に感じ、導入に向けたきっかけになるセミナーを開催します。
弊社では、テレワークを活用して、協力いただける方の範囲を広げ業務範
囲の拡大につなげています。弊社の取組状況をお伝えすることで、多様な
働き方を可能にする”しあわせスタイル”の輪を広げていきたいと思います

