在宅ワークとは？
在宅ワークとは、注文者から仕事の依頼を

在宅ワークのメリット
通勤時間や勤務時間に縛られることな

受け、パソコンなどの情報通信機器を使っ

く、自分のペースで仕事をすることができ

す。立場としては、個人経営の飲食店や美

やすいことが一番のメリットです。また、

て、自宅などで仕事をする働き方をさしま
容院などと同じ「個人事業主」です。デー
タ入力、デザイン、ライターなど、さまざ
まな仕事があります。

るので、家事や育児、介護などと両立がし
自宅にパソコンとインターネットがあれば

始められるという点もメリットの一つで
しょう。

どんなスキルが必要なの？
パソコン操作、ｅメールの送受信、情報

会社員との大きな違いは？
労働基準法などの労働保護法令の適用はあ
りません。また、雇用保険の被保険者では
ないので失業しても失業手当はもらえませ
ん。個人事業主は自分で確定申告をし、納

検索といったスキルや、情報セキュリティ
対策の基礎知識は持ちましょう。また、納
期や守秘義務など注文者との約束を守るこ
と、他人の制作物を無断で使用しないこと

などの契約違反・法令違反をしないこと、

ビジネスマナーや、コミュニケーションス
税額を税務署に申告・納付します。通常、 キルも必要です。
国民年金、国民保険への加入が必要です。
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在宅ワークを始める前に知っておこう

在宅ワークの心得
❶ すべて自己責任と
いう自覚を持とう！
営業、契約、納品、集金
まで、す べて 自己 責任。
また、さまざまなトラブ
ルにも自分で対応しなけ
ればなりません。

❷ 約束を守る
ことが第一原則
打ち合わせの時間
や、仕事の納期を
守ることは社会人
の基本。

❸ 始める前に
自己分析をしよう
在宅ワークは 甘くあり

ませ ん。 始 める 前に、

しっかり自己分析をし、
覚悟 をもってスタート
しましょう。

こんなものが必要です

在宅ワークを始める前に知っておこう
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在宅ワークの探し方
仕事を探すことが在宅ワークの第一歩

❶ インターネットで求人情報を探
す
「求人」「在宅ワーク」などのキー
ワード
で検索します。ただし、インターネ
ット
上の情報は玉石混交です。中には悪
質な
情報もあるかもしれません。高額な
登録
料を請求したり「簡単に儲かる」な
どの
“うまい話”には注意しましょう。

❷ エージェントに登録
注者 と在 宅ワ ー
エー ジェ ント とは、発
、企業から仕事を
カーの仲介役となって
る在宅ワーカーに
請け負い、登録してい
ことです。営業活
仕事を割り振る業者の
などもエージェン
動や契約、報酬の回収
事だけに集中でき
トがしてくれるので仕
れる場合が多いの
ます。即戦力が求めら
す。
で経験者の方が有利で

❸ クラウド
ソーシング
を利用する
インターネ
ット上で仕
事の受発注
が行わ
れるクラウ
ドソーシン
グサイトで
は、簡
単な仕事か
ら高レベル
な仕事まで
さまざ
まな仕事に
出会えます
。実績を作
ること
で評価や信
頼性がアッ
プします。
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在宅ワークの探し方

在宅ワーカーの平均的な月収

平成24年度 厚生労働省委託事業「在宅就業調査報告書」から

❹ 紹介してもらう
知人や前に勤めていた
会社を通じて紹介
して もら う方 法も あり
ます。発 注側 も、
全く知らない人に頼む
より安心というメ
リットがあります。紹
介してもらうため
には日ごろから周囲の
人と良好な人間関
係を築いておくことが
大事です。

❺ 自分で売り込み
自己 PR や、過去の仕事や作品をファイ

ルにまとめて、マッチングイベントや交
流会に売り込んだり、直接企業に営業を

かけて売 り込むの も手です。また、HP

を作って自分にできる仕事、得意なこと、
過去の実績を公開してもいいでしょう。

❻ セミナーなどに参加
したセミナーや異
スキルアップを目的と
参加し、人脈を作
業種交流会に積極的に
るチャンスが広が
ることで仕事につなが
のおける団体かど
ります。主催者は信頼
を忘れないこと。
うか、事前にチェック

在宅ワークのお仕事一覧
どんなお仕事があるの？
データ入力
仕事内容

パソコンを活用した在宅ワークの基本業務。顧客から指定された
フォーマットに、キーボードを使って文字を入力する。

能力・適性

● 一見簡単そうだが単純なだけに「速さ」と「正確さ」が重要。
間違えずに多くの文字を入力する能力が要求される。
● 最低限、身に付けておきたいスキルは「タッチタイピング」
（キーボードを見ずに入力すること）
● 単純作業が苦にならない。

ライティング
仕事内容

能力・適性

主にWEBサイトや雑誌、書籍、パンフレット等の記事やコピーを執
筆する仕事。「何でも書けます」よりも「この分野ならあの人だ」と
いう専門分野を持つことが大切。
●
●
●
●

幅広い知識と語彙力が必要。
わかりやすい文章を書くテクニック。
編集知識があるとより重宝される。
WEBライティングでは、検索エンジンにヒットしやすくなるため
のHTML、SEOの知識が必要。
● 本や新聞、雑誌などをよく読む。書くことが好き。

WEB サイト制作

仕事内容

能力・適性

HTMLなどを活用して、WEBサイトを制作する。動画、画像等を制
作する際に、専用の編集ソフトを使用する場合が多い。ホームページ
全体の運営委託、ブログやSNSの管理委託なども含む。簡易にWEB
サイトの運営ができるコンテンツマネジメントシステム（CMS）の
導入も進んでいる。
● インターネットやIT全体の知識、スキル、経験が必要。
● デザインセンス、プロデュース能力が必要。
● 広報したいポイントが的確につかめる。
在宅ワークのお仕事一覧
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文字起こし
ICレコーダーなどで録音されたデジタル音声データを文字に起こす仕事。

仕事内容

聞いたままの音声を文字にする「素起こし」、不要な語句を取り除く「ケ
バ取り」、文字数に合わせて書き直しをする「整文」などがある。
● 幅広い知識と語彙力が必要

能力・適性

● 本や新聞、雑誌などをよく読む。
● 耳で聴き、頭で文章を考えて入力していくので集中力と根気を要する。

在宅コールセンター

仕事内容

能力・適性

ユーザーからの電話対応を自宅で行う業務。IT機器や家電等のサービ
スサポート、セットアップサポート、通販受付などがある。通常は、
ヘッドセット（マイクとイヤホン）を利用しながら対応し、その内容を
システムに入力しながら対応記録を残す。対応時間は、数分から長い場
合は２時間程度まで及ぶことがある。
●
●
●
●

見えない相手に対し、明るくコミュニケーションをとれる。
担当する製品や機器の知識、理解力。
クレーム的な電話にも客観的に整理して対応する冷静さを要する。
人の話を根気よく聴く忍耐強さも必要。

経理・事務代行
仕事内容

能力・適性

専任を置かない中小企業向けに、経理部門の業務を代行・サポートす
る。月契約になるため、顧客が増えれば安定した収入が見込める。
最近では小規模の税理士、会計事務所からの記帳代行需要もある。
● 簿記の知識、資格が必要（簿記２級程度）
● エクセルなどの表計算ソフト、会計ソフトが使える。
● 経理業務の実務経験がある。

在宅ワークマネジメント
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仕事内容

在宅ワーカーをとりまとめて業務管理を行い、成果物を納品する。業務
内容は多岐にわたる。クライアントからの依頼事項に適したスタッフの
手配から、仕様の伝達、業務のQDC（品質・納期・コスト）管理全般
を担う。

能力・適性

● パソコン、ITから税務、契約関連の知識などの基本的なビジネススキル。
● チーム統率をするマネジメント力、リーダーシップ、また、非対面型の
業務遂行となるため、高いコミュニケーションスキルが求められる。

在宅ワークのお仕事一覧

滋賀県でセミナーを受講した

先輩ワーカーに聞いてみよう
おおむらじゅんこ

さん

【受講コース】
2019年度入門セミナー、スタートアップセミ
ナー&トレーニング、スキルアップセミナー

【在宅ワーク歴】1年

【家族構成】夫、猫２匹、自分
使用機器、ソフト、その他在宅ワークに使用しているツール
使用機器：Windows
使用ソフト：Word ・Excel・okosiyasu2

おがわあやこ

さん

【参加イベント】
2019年度ビジネスマッチング交流会、
個人事業主のための確定申告セミナー
【在宅ワーク歴】3年
【家族構成】夫、子８才、自分

使用機器、ソフト、その他在宅ワークに使用しているツール
使用機器：Mac・ Windows
使用ソフト：Illustrator・Photoshop・インデザイン・
Word ・Excel・テキストエディタ・ラインワークス

在宅ワークを始めたきっかけ
不妊治療と通勤の両立に難しさを感じ自分に合った働き方を
探していて「在宅ワークセミナー」に参加したことをきっかけ
に始めました。
在宅ワークの具体的な仕事内容

在宅ワークを始めたきっかけ
息子が幼 稚園に入って少し時間が取れるようになったのを
きっかけに、在宅ワークを始めました。
在宅ワークの具体的な仕事内容

AI( 人工知能 ) 用質疑応答作成、AI( 人工知能 ) 用の発音・
会話録音業務、文字起こし、データ入力、情報検索、リスト
作成、覆面調査、商品モニター
仕事を続ける上で心がけていること

普段は、ｗｅｂ上の採点業務をしています。時々、単発で募
集がかかっている「食卓調査」などの業務を積極的に応募し
ています。他にも DTP やイラストのお仕事に応募しています。
仕事を続ける上で心がけていること

納期遵守を第１に考えて早め早めに取り掛かるようにしてい
ます。自分のキャパ以上の仕事を請けないようにもしてい
ます。
在宅ワークを始めて変わったこと
メールなど文字を使って連絡することが多いので、正確に簡
潔に、相手にわかりやすい文章を心掛けるようになりました。

正確さと締め切りを守ること、こまめな報告・連絡・相談です。
あとは「継続する」こと。
在宅ワークを始めて変わったこと
応募して 100％受かることはまずないので、ダメでも落ち込
まずに積極的に行動するようになりました。体型も変わった
ので ... 運動するようになりました。
自身で行っているスキルアップ

自身で行っているスキルアップ
文字起こしの受注をしたいので本で学んだり、音声を聞きな
がら文字を打つ練習をしています。また、文章を要約する力
をつけるため、新聞記事を短くまとめる練習をしています。

使用ソフトを効率的に使えるよう、本やサイトを通して勉強
しています。また早くデザインできるように色々なチラシや冊
子を見るようにしています。
在宅ワークのメリット

在宅ワークのメリット
納期を守れば１日の作業時間や仕事量を自分で決めることが
でき、ライフスタイルに合わせて自分のペースで仕事に取り組
めます。

自分で時間調節ができること。好きな仕事ができること。少々
飽きっぽい性格なので、単発で色々なお仕事をするのは刺激
があり楽しいです。
後輩へのメッセージ

後輩へのメッセージ
私はパソコンが得意というわけではないので、最初は自分に
できるのかとても不安でした。実際に受注してみて、今まで
培った経験は何かしらの形で生かすことができ、社会人とし
ての常識やマナー、自己管理能力があればこなせる仕事はた
くさんあるということがわかりました。在宅ワークを始めて
みて、あらためて自分の強みがわかるかもしれないし、新し
い発見があるかもしれません。最初の一歩を踏み出す勇気と
チャレンジ精神、継続していくことが大事であると思います！

初めての納品は、緊張と不安でいっぱいでした。納品の合格
をいただくまで落ち着かなかったことを覚えています。食卓
の写真を撮影してアップロードする 500 円の仕事でした。
それから何度も応募しては採用されず凹みましたが、受注で
きた時は嬉しくて、続けていて良かったと思いました。いろ
いろな仕事をやってみて、自分に合う合わないが見えてきま
した。今は多様な働き方がありますが、在宅ワークも選択肢
の一つとしてチャレンジしてみてください。いいきっかけにな
ると思いますよ。

滋賀県でセミナーを受講した先輩ワーカーに聞いてみよう
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動画セミナーの紹介
パソコンやスマホから、自宅にいながら在
宅ワークの基礎知識と心構えを学べるよう
動画セミナーを作成しました。YouTube
でご覧いただけます。是非ご覧ください。
ホームページ
URL
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/danjyosankaku/314356.html

● 在宅ワーク全般

▼
▼
▼

在宅ワーカーのための情報リンク集
HOME WORKERS WEB（ホームワーカーズウェブ）

厚生労働省事業の一環で運営されており、在宅ワーカー向けにセミナー動画、ワーカー
事例やハンドブック等の役立つ情報が多数掲載されている。
URL

https://homeworkers.mhlw.go.jp/

TEL：0120-900-498（月～金 10:00 ～ 17:00 ※ 12/29 ～ 1/3 及び祝日は除く）

▼
▼
▼

● 消費者問題

消費者相談（経済産業省）

経済産業省所管の商品・サービスおよび消費者取引に関する問い合わせなどを受け付けている。
URL

https://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html

TEL：03-3501-4657（月～金 10:00 ～ 16:30 ※年末年始及び祝日は除く）

▼
▼
▼

● 法トラブル

法テラス（日本司法支援センター）

法的トラブルの内容に応じて、法制度や相談機関・団体などを無料紹介。
URL

https://www.houterasu.or.jp/

● 確定申告について
URL

▼
▼
▼

TEL：0570-078374（ＩＰ電話からは 03-6745-5600）
（月～金 9:00 ～ 21:00、土 9:00 ～ 17:00 ※日曜祝祭日・年末年始休業）

国税庁（ホーム ＞ 所得税の確定申告書）

https://www.nta.go.jp/
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