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大小さまざまな円は「自治体職員」を表しています。
様々な色、形、柄で職員の多様性を表現しました。

また、下半分の植物は組織の「現状」をイメージしました。
現状は、影のできている部分があるけれど、

さまざまな職員が自由にハッピーに
現状の働き方を発展、昇華（上昇）させると、

未来（上半分の植物）の組織が、自ら輝ける場所になる。

「自治体組織で、職員みんなが生き生きと力を発揮し、活躍できますように」
そんな想いを込めてデザインしました。
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刊行にあたって

少子高齢化や働き手不足に対応するため、国を挙げて働き方改革が推進されています。自治体

職員も例外ではなく、育児や介護などさまざまな事情を抱えながら、限られた職員数でさまざま

な住民ニーズに応えるには、従来の働き方を大きく変えていく必要があります。長時間労働の是

正や多様な働き方の実現はまさに喫緊の課題と言えます。

そのような中、本研究会は平成29年５月、大阪府内市町など15団体18名の職員が集い、財務省

財務総合政策研究所研修部長兼人事院公務員研修所教授の高嶋直人氏の指導のもと、研究活動を

スタートしました。

研究は、効率的かつ幅広い視点から行うため、研究員が所属団体で抱える課題や、興味・関心

がある分野ごとにサブテーマを設定し、｢時短」｢ワークライフバランス」｢キャリア自律」｢モチ

ベーション」の４班を構成しました。指導助言者および外部講師の講義、先進事例視察を通して

十分に情報収集・分析を行い、働き方改革を実現するための手法について研究に取り組んできま

した。

本書では各サブテーマの研究成果や提言、各地での視察報告等をまとめました。市町村行政の

充実と職員の意識向上の一助になれば幸いに存じます。

終わりになりましたが、ご多忙にもかかわらず、この研究会の指導助言者をお引き受けくださ

いました高嶋直人氏、視察を受け入れて頂きました総務省、経済産業省、三重県庁、佐賀県庁、

横浜市、川崎市、調布市、生駒市、北九州市、株式会社リクルートホールディングス、サイボウ

ズ株式会社の皆様に厚くお礼申し上げます。

　　平成30年３月

 公益財団法人　大阪府市町村振興協会　

 おおさか市町村職員研修研究センター　

 所　長　　齊　藤　　　愼　 　
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職員の多様性を尊重し、職員が主役の働き方改革を

｢マイホリディを登録せよ」｢向こう二ヶ月分の休暇予定を事前提出せよ｣。いつから年次休暇

は自由に取れなくなったのだろう。この息苦しさは何だろう。

私は、職員に特定の働き方を一律に強いる集団主義的な「働き方改革」に疑問を持ち続けてき

ました。何故なら、働き方改革の本来的な目的は、多様な働き方が出来るよう職員に自由を与え

ることであって一律な働き方をするよう規制を強化するものではないと思うからです。働き方改

革は、決して「働かせ改革」であってはなりません。CS（消費者満足）にはES（従業員満足）

が不可欠と言われるように、職員が主役の働き方改革でなければ、職員が担う行政サービスの向

上も望むことはできません。

これまで職員間の公平性を最優先する人事制度が順次導入され、自治体の人財マネジメントは

職員の自由度を奪う方向で強化されてきました。しかし、多様な事情を抱える職員の中には、一

律な働き方を求める施策によって逆にワークライフバランスが犠牲となるという逆転現象さえ起

きています。また、メンタルダウンの職員の増加が問題となっていますが、職員に勤務時間に関

する裁量を与えることがメンタルヘルスを維持するためには効果的であることも証明されていま

す。

今、働き方改革で問題となっているのは、長時間労働を良いこととしてきた規範を含めた集団

主義的規範だと言えます。つまり、働き方改革は、個人と集団、職員と組織の関係は今後どうあ

るべきかという重い宿題を我々に投げかけているのです。私が主張するような職員に自由を与え

るべきとの主張に対しては、職員の自由に任せたのでは何も変わらない。過労死から職員を守る

には一律の規制が必要であるといった厳しい批判があります。勿論、過労死から職員を守るため

の施策は重要です。しかし、過労死から職員を守る目的と特定の曜日は強制的に定時退庁させる

という手段との間にはかなりの乖離があり、また、職員の行動を一律に規制するような手段でな

くとも働きすぎの職員の心と健康を守る方策はあるはずです。

このような私の主張は正直なところ少数意見です。よって、もし報告書の中に暴論という印象

を持たれる記述があるとするならば、その責任は全てこの研究会の指導助言に当たった私にあり

ます。

僅か８ヶ月余りの研究会でしたが、メンバーは全員真剣に議論を重ね、自分ごととして働き方

改革を考え抜いてくれました。また議論を通じメンバーは深く結ばれ、その絆は今後の公務員人

生の宝になると信じます。

この報告書が、働き方改革の今後の議論に一石を投じることになれば幸いです。

 高　嶋　直　人　
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【時短班】

地方自治体における時短の実現に向けた一考察

１．時短とは
時短とは従来の方法を見直し、これまで必要であった時間を短縮することである。時短の結果、

仕事のインプットにかかるコストが低下し、職員一人ひとりの生産性が向上することで住民サービ
スの向上が期待できる。

働き方改革の１つの方法として「時短」を行う場合、ただ、残業時間を無理やり減らすことでは
なく「職員が働きやすい環境づくり」が本来の目的であることを念頭において推進していく必要が
ある。

２．時短施策が失敗する原因
ノー残業デーをはじめ、数値目標の設定は、総労

働時間数に物理的な制約を設け、生産性向上に向け
た意識改革を図ることがその本質であるはずが、数
値目標の達成自体が目的化すると、いわゆる持ち帰
り残業やサービス残業の発生要因となる。

なお、時短施策が失敗する原因（問題）と課題を
まとめると、右図のとおり。

３．時短の実現方法（事例紹介）
⑴　総務省行政管理局の取組例　※時間外勤務時間が約20％減少

 　抜本的なオフィスレイアウトの見直しを行い、働きやすい環境を作ることによって業務の効率
化を図っていく。

⑵　経済産業省の取組例
 　朝メール・夜メールを実施し、１日に２回、当日の業務予定とその進捗状況を係単位で共有す
ることにより、業務の分散や納期を意識した業務遂行を意識している。

⑶　東京都調布市の取組例　※前年度比較　時間外勤務　7,200時間縮減
 　｢市長による退庁促進メッセージ」の放送、各部との意見交換（年２回)、｢時間外勤務縮減・
定時退庁推進」に向けた職員提案制度、変則的勤務導入などを実施している。

４．｢時短」の実現に向けて
⑴　業務内容の見直し

 　長時間労働を削減するためには、個々の業務をよく把握し職員主体で進める必要がある。
⑵　職員の意識改革

 　業務に対するマネジメントを含め、自身の働き方を変える。
⑶　上司の約束

 　上司が職員と約束することで、時短に向けて意識改革を進める職員に安心感を与え、意識改革
を進める大きな推進力となる。
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【ワーク・ライフ・バランス班】

自治体職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

WLBとは？

　ワーク・ライフ・バランス（以下「WLB」という｡）とは、仕事と生活の調和と訳され、｢自他と
もに満足する仕事をしつつ、仕事以外でやりたいことができること」である。ライフ中心型、ワーク
中心型、ワークライフ平等型に分類でき、ライフの中身は育児・介護、自己研鑽や趣味・ボランティ
アなど様々である。WLBは、多様性があるものである。

なぜWLBが進まないのか

■ WLBの支援制度を利用できる職員もいれば、業務量の多さ、職場の雰囲気（管理職含む周囲の理
解の低さ）によって利用できない職員がいる。

■ WLBは全職員のためのものだが、現時点では、両立支援制度を中心とした制度設計になっており、
一部の職員が自らのWLBを主張しにくい風潮がある。

WLB推進のために…

　職員の意識改革が重要となる。①全職員を対象とした制度先行の意識改革、②管理職の意識や行動
統一・継続の視点から、WLBを推進する具体的な手法について提案する。
　　■ 多様な働き方を可能にするテレワークを導入する。佐賀県では、導入後に職員の理解を深めて

普及を図った。新しい制度の浸透には意識の変化が必要だが、当事例より、意識改革の手法と
して先に制度を構築することも有効であると考えられる。

　　■ 意識を変える強制策として、人事評価の見直しを行う。管理職の人事評価には、所属職員の
WLBに対する配慮姿勢について、超過勤務時間の目標到達度に応じた評価、部下からの評価、
業務改善の実施状況・成果に応じた評価を追加する。所属職員については、職務目標（数値
化）達成度が高く、超過勤務が少ない職員を最大評価する仕組みを作る。

　　■ 副業を導入する。職員の多様な生き方を尊重する姿勢を示すことができる。また、ワーク中心
型職員の受け皿、職員の能力向上の場となる。運用においては、上限時間や職種を定めて承認
不要とする。

　　■ WLB管理職を育成する。WLB管理職とは、①WLBへの理解②コミュニケーション力（部下
の望むWLBを把握）③マネジメント力（不公平感やオーバーマネジメントをなくす）を備え
た管理職である。WLBの趣旨や管理職像を盛り込んだWLB推進宣言を掲げて「見える化」し、
管理職の意識や行動の統一・継続を図る。また、意識付け、行動変容に向け、研修に留まらず
人事評価、取組報告の義務化等を実施する。

　　　※ WLBに逆行（部下の意向を無視した年休取得率の設定等）の恐れもあり、その防止策も必
要である。

WLBの達成には、｢個の尊重」が重要であると共に、10年単位の継続した取組が必要となる。職員
各々が望むWLBを実現させ、活気あふれる自治体が増えることを祈る。

視点
①

視点
②

おおさか市町村職員研修研究センター 3～4
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【キャリア自律班】

キャリア自律のための働き方改革
― 多様な人材が活きる地方自治体を目指して ―

１．個人が活きれば組織も活きる
地方自治体の職員は、ゼネラリストの名のもと、キャリアにおいては同質なものとして扱われて

きた。広範囲にわたる人事異動の制度等により、キャリアの予見性が低く、自己のキャリアを自ら
決定していく「キャリア自律」の実現が困難な状況にある。

そこで、私たちの班では、｢キャリア自律」の実現により、職員一人ひとりが主体的に働く（＝
個人が活きる）ことで、組織内に多様な人材が活躍し、住民満足度の高いまちづくりが実現できる
（＝組織が活きる)、という好循環が生まれるのではないかと考えた。

２．｢個人が活きれば組織も活きる」を実現するために
「個人が活きれば組織も活きる」という好循環を実現するためには、｢キャリア自律」の実現が

必要である。そのためのモデルとして、①個人ごとの担当を明確に決め、主体的に働く、②正当に
評価する、③成果を職員に還元するという３つの項目を提案する。①についてはジョブディスクリ
プション（職務記述書)、②は意思決定権限と評価権限の分散、③は職員表彰制度などを各具体的
方策として挙げる。

３．多様な人材が活きる地方自治体を目指して
働く目的は人それぞれ異なるものであり、働く人を取り巻く環境もそれぞれである。働き方改革

の中で、個人は自らの働く目的を主体的に見直し、組織には、多様な目的や環境を持った個人を尊
重する姿勢が求められるべきである。多様な選択肢を認めることは、多様な人材が活きる地方自
治体につながる。そして、｢多様な人材、多様な働き方」と、私たちが提案した「担当業務の明確
化・正当な評価・成果の還元」が表裏一体となって相互に作用し合う組織においてこそ、キャリア
自律は達成できると考える。

5～6 おおさか市町村職員研修研究センター
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【モチベーション班】

「行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて

１．働き方改革とモチベーションについて
働き方改革の中で生産性の向上が必須とされており、それにはワーク・モチベーションが必要で

ある。ワーク・モチベーションが高い状態には、前向きに熱意を持って取り組んでいるワーク・エ
ンゲイジメントと、この仕事をしなければならないという抗いがたい衝動によって仕事をしてしま
うワーカホリズムがある。

働き方改革には、働いている人一人ひとりが自発的に働く意欲を持てる仕組みを構築することが
必要である。

２．地方自治体での働き方改革
多様化する住民ニーズへの対応など、地方自治体を取り巻く環境は厳しいものとなっている。そ

のため、地方自治体職員にとっては、前向きに職務に取り組める、｢行ってもいいかなと思える職
場」づくりが必要と考える。

３．｢行きたい」と「行ってもいいかな」の違い
職員のモチベーションの観点から言えば、｢行きたい」と思える職場づくりを目指すべきとも考

えられる。しかし、働き方に対する考え方の多様化、職員の処遇への反映に対する限界といったこ
とを踏まえると、組織が個人に一つの方向に強制するような「行きたい」職場は、｢働かせ改革」
や「やりがい搾取」につながると考える。

４．｢行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けた２つのアプローチ
｢行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて、組織として様々な制度を用意し、柔軟に対

応する方法（積極的関与型）と、組織として様々な規則を取り払い、働き方に関する規則を緩和し
ていくことで対応する方法（個人尊重型）が考えられる。

５．積極的関与型の「行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて
働き方に関する自主性の拡大を図る制度の構築、仕事そのものにやりがいを持てる仕組みづくり、

適切な人事ローテーションの実施といった様々な選択肢を用意し、職員がそれぞれのニーズに合わ
せて選択できる自主性を尊重しながら、１つずつ制度を整えていくことが重要である。

６．個人尊重型の「行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて
働き方改革はとかく新しい制度の導入ということがよく言われるが、規制の強化はモチベーショ

ンを低下させる要因を増やすことになる。
今後、公務員は高度化・複雑化している住民ニーズに応えるため、仕事の成果を通じて組織に貢

献しようとする働き方が求められていくだろう。そのため、成果に応じた報酬を支払う仕組みがあ
り、働き方に自由度を与えて管理を緩和できているサイボウズ株式会社の働き方は大きな気づきを
与えてくれる。
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第１章　自治体職員の時短の必要性について

１．はじめに

　 　少子高齢化が進み労働力人口が減少している現状で日本の経済を維持するためには、現在の働き
方を見直し、働く人一人ひとりの生産性を向上させる「働き方改革」の推進が欠かせない。そのた
めには業務効率を上げるための業務改善、これまで十分に能力を発揮できない環境にあった人も活
躍できるダイバーシティの実現等が必要であり、国も「一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレ
ンジ」として平成29年３月には「働き方改革実行計画｣１を策定しこの取組を推進している。誰も
がより働きやすい環境で最大限の能力が発揮できるよう「働き方改革」の中でも「時短」に焦点を
当てて考察していく。

＜本稿のねらい＞
　本稿のねらいは、働き方改革における時短（長時間勤務の削減）の現状と課題を整理した上で、地
方自治体が時短を実現するにあたり、組織と個人のあり方や意識改革についての提言を行うことを目
的としている。

＜本稿の構成＞
　本稿の流れは、第１章で時短の必要性や意義・目的を定義づけ、第２章で時短施策が失敗する現状
と課題に触れたうえで、公務組織の特性を問題提起し、第３章で視察内容をベースに時短の実現方法
を具体的に述べ、第４章で時短の実現に向けた提言を行うという構成になっている。

２．時短の背景及び現状

　⑴　時短が必要とされる背景
　　 　｢働き方改革」は多様な働き方を実現する働く人の視点に立った取組として国を挙げて推進さ

れている。この取組が始まった背景には現在、社会問題となっている①少子高齢化や人口減少に
よる「労働力人口の減少」への対策、②労働者の心身の健康が阻害される「長時間労働」の削減、
③介護や育児等のために従来の働き方ができない人が十分に活躍できるよう「ダイバーシティ
（多様性)」の実現等が求められているためである。

　　 　総務省の公表している白書２によると15歳から64歳の生産年齢人口は2013年には32年ぶりに
8,000万人を下回り、また65歳以上の人口は数年以内に全体の30％に到達する勢いで増加してい
る。今後、労働力人口がさらに減少していくことは明白で、限られた人材をより効率的に活用で
きるかが日本社会全体の課題となっている。

　　 　厚生労働省が公表している「平成27年　厚生労働白書｣３によると日本の長時間労働者（週49

１ 参考文献①参照
２ 総務省情報通信白書　図表１参照
３ 参考文献②ｐ186参照
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時間以上）の割合は（日本22.7％、英国12％、ドイツ11.2％、アメリカ16.4％）諸外国よりも高
い状態である。

　　 　長時間労働は組織の目線で考えると時間外労働に対する手当によるコスト増によって経営を圧
迫し、労働者目線で考えるとプライベートの時間を圧迫し、健康や生命に悪影響を及ぼすもの４

として過去から様々な対策が打たれてきたが依然として多い状態である。
　　 　このような状況の中で、日本経済を維持、発展していくためには、限られた人材のすべてが活

躍できるようにダイバーシティ５の実現が急務である。これまでと同じ時間、場所、働き方で成
果を上げようという方法を改め、働く人のニーズを把握し、働きやすい環境づくりを行う必要が
ある。特に今後評価されるべきことは長時間働いたことではなく、いかに生産性を上げることが
できたかがカギとなってくる。

【図表１】人口動態と将来推計

　⑵　地方自治体の取組の現状
　　 　例えば民間企業ではすでに、システムの導入、働き方の見直しや事業の取捨選択を行うことで

生産性を向上させ従業員の業務負担を減らすことや、ICTを活用したテレワーク等により時間や
場所にしばられない働き方を推進し、様々な人材を確保している。また休暇を取得しやすい環境
づくりを行い長時間労働の状況を改善することで社員の健康管理、人件費等のコスト削減を実現
している企業も多くある。こういった取組自体の効果はもちろん、｢働き方改革」に取り組んで
いることそのものを上手くPRすることで、企業イメージを向上させ、より優秀な人材確保に貢
献している。

　　 　その反面、地方自治体では民間企業のような自由に組織の枠組みを変更することや、｢働き方
改革」を行うことで生まれる財源の自由な運用が困難であること等から「働き方改革」がまだあ
まり進んでいない状況である。

　　 　地方自治体では、これまでの行財政改革により、職員数の削減もしくは現状維持、事業予算規

４  社会問題となっている過労死等（業務における強い心理的負荷による精神 障害を含む｡）を防止するため、
過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）が平成26年11月１日施行された。

５ 参考文献③参照
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模の縮小が進められてきた。また、地方自治の推進に伴う権限移譲、住民からのニーズの多様化
による業務量の増加によって一人あたりの業務量が増加しており、自治体職員は限られた人員、
時間、財源の中でこれまで以上に効率的に業務を行うことが求められている。

　　 　自治体職員の時間や人数に制約がある以上、住民サービスの維持・向上を行い、なおかつ地方
自治体で働いている職員の負担の軽減を行うためには、いかに時間短縮を行い、生産性を向上さ
せることができるかが重要である。

３．時短の定義・目的

　 　本研究会のＡ班では働き方改革の中でも「時短」に焦点を当てて調査、考察していく。まず、
「働き方改革」における、業務の時間短縮とその結果生まれる生産性の向上についてそれぞれの定
義を整理する。

　⑴　時短とは
　　 　時短とは従来の方法を見直し、これまで必要であった時間を短縮することである。働き方改革

における時短は労働時間の短縮や１つ１つの作業そのものの短縮、場合によっては無駄なものを
やめることを指す。しかしながら、単純な数値の削減のみを目的とした時短を行えば、逆に職員
の負担が増加する場合がある点には注意が必要である。

　　 　特に、｢働き方改革」＝「残業時間の削減」というイメージが一般的に広まっているが、強制
的な仕事の終了（職場の電気や空調の停止、建物からの強制退出等といった残業時間削減）の取
り組みだけでは、見かけ上の残業時間が減ったとしても、持ち帰りの仕事やサービス残業が増え
ることで従来よりも職員に負担がかかる恐れがある。

　　 　働き方改革の１つの方法として「時短」を行う場合、ただ、残業時間を無理やり減らすことで
はなく「職員が働きやすい環境づくり」が本来の目的であることを念頭において推進していく必
要がある。

　⑵　生産性の向上とは
　　 　次に、生産性の向上とは今よりも生産性が高い状態、すなわち少ないインプット（時間、労力、

コスト等の投入したもの）で大きなアウトプット（仕事の質、量等の成果物）を生み出すことで
ある。例えば、成果物を作り出すことができればどれだけ時間をかけて（残業して）も良いとい
う状態は投入した人件費や時間を考えると、インプットがとても多い状態にあるので生産性が高
いとはいえないのである。つまり１つの仕事に対してできるだけ少ない労力で済むように工夫し
ていくことが生産性の向上のために重要なことである。

　　 　日本の労働生産性は諸外国に比べ低く（2014年の労働生産性はOECD平均よりも低い)６、日本
の残業の多さが要因の１つであると考えられる。生産性を向上させるためにはインプットとアウ
トプット両方について着目し、方法を検討しなければならない。

６ 参考文献④ｐ59参照
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　　 　インプットについてはこれまで以上にコスト意識をもって、業務に充てる人、時間、お金を最
小限にし、アウトプットについては必要以上の品質を求めず、本当に必要とされている業務がど
の程度なのかを住民ニーズや法令に則り精査する必要がある。

　　 　働き方改革において時短を実現することができれば、これまでよりもインプットに必要な様々
なコストが減少し、その結果職員一人ひとりの生産性の向上に繋がる。

４．時短施策に期待される効果

　では、実際に時短が実現し生産性が向上するとどういった効果が期待できるのだろうか。

　⑴　住民サービスの向上
　　 　まず、時短が実現されることで、これまで必要であった事務処理の時間が削減され、住民から

の申請等の処理の迅速化、各施策の早期実行、短縮された時間でより各地方自治体の特色が出る
施策の創出などの効果が期待できる。時短の取組は住民サービスの向上、地域の活性化等につな
がるものであるといえる。ただし、時間を短縮したことによる業務の幅の縮小や質の低下につい
てはその可能性を十分考慮し、対策を検討する必要がある。

　⑵　職員の健康管理、自己研鑽
　　 　次に、時短により仕事以外の時間が増えることで職員は睡眠時間の確保、健康維持のための運

動を行うことができる、近年増加傾向にあるメンタル不調の対策として余暇を利用したプライ
ベートの充実等これまで以上に、職員各々が自分の健康に配慮した、様々な生き方を実現するこ
とができる。

　　 　また時間に余裕が生まれることで、自己研鑽や地域活動への参加等を通じて職員一人ひとりが
成長し、パフォーマンスの向上も見込める。

　⑶　ダイバーシティの実現
　　 　ダイバーシティ（多様性）の実現とは、本人の性別、人種、家庭環境等の様々な条件にしばら

れることなく多様な人材を取り入れ、様々な環境にある人が活躍できる社会を実現することであ
る。時短を行うことでこれまでのような長時間働くことができる人が活躍しやすい社会から、介
護や育児、看護等の理由によってこれまでであれば就職できなかった人、離職せざるを得なかっ
た人が社会に参画することができるようになり、労働力を確保することができる。特に地方自治
体ではこれまで以上に地域それぞれの特性を出し、施策を展開していく必要があり、従来の意見
にとらわれず様々な視点から物事を考えることができる人材を確保・育成していく必要がある。

　 　本章では「働き方改革」の現状と「時短」及び「生産性の向上」について整理してきた。時短に
よる「働き方改革」の実現は、単純な残業時間の削減にとどまることなく、自治体職員が自ら働き
やすい環境づくりに参加し、働き方を選択できる状態になって初めて実現できるものである。

　 　働き方改革を実現するためには様々なアプローチがあるが、その中でも時短に焦点を当てること
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で限られた時間をさらに有効活用することができ、自治体職員がより働きやすい環境の中で一人ひ
とりが最大限に活躍し、その結果住民サービスが向上するよう、次章以降考察していく。

第２章　公務組織における時短施策の現状と課題

　国を挙げて「働き方改革」に取組んでいる中で、地方自治体においても時間外勤務の削減や、年次
有給休暇の取得促進といった時短に関する各種施策を推進している。
　時短の定義や意義・目的については、前章で述べた通りであるが、本来の時短の目的にまで立ち
返って施策を実施している地方自治体は依然として少ないように思える。
　本章では、多くの地方自治体で実施されている「ノー残業デー」等の施策が、なぜ思うような成果
をあげられないのか、その原因と課題について整理する。
　さらに、地方自治体固有の問題として、公務組織の特性に触れたうえで、失敗する時短施策の本質
的な問題について考察する。

１．時間外勤務の状況と主な取組事例

　 　各地方自治体において、どのような時短施策を実施するかを検討していくうえで、時間外勤務の
実態を把握することが前提となる。

　 　ここでは、平成28年度に総務省が実施した調査結果をもとに、地方公務員の時間外勤務の状況と、
時短施策に関する主な取組事例を概観する。

　⑴　時間外勤務の状況
　　 　総務省が都道府県、政令指定都市、政令指定都市を除く県庁所在地を対象に実施した「地方公

務員の時間外勤務に関する実態調査｣（以下「同調査」という）の結果によると、平成27年度の
常勤職員一人あたりの時間外勤務の状況は、全体で158.4時間／年（13.2時間／月）となってい
る。また、時間外勤務時間が最も多い団体における当該時間数は、本庁で372時間／年（31時間
／月）となっていた。

　　 　なお、参考として、国家公務員の時間外勤務の状況が、233時間／年（19.4時間／月）で、民
間労働者（30人以上の事業所）の時間外勤務の状況が、154時間／年（12.8時間／月）であるこ
とから、地方公務員の時間外勤務の状況は、国家公務員よりも少なく（68.0％)、民間企業より
も若干多いということが言える。

　　 　さらに、労災認定基準において、業務と脳・心臓疾患の関連性が強いとされる月80時間超の職
員も、全体で５万798人（1.1％）に及んでいる。これは、いわゆる「過労死ライン」に到達する
職員が一定数存在するということが言える。

　　 　同調査結果をもとに、上記内容をまとめると、下表１のとおりとなる。
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【表１】地方公務員の時間外勤務の状況

区　　分 調査対象延べ人数
（年間）

一人あたりの時間外勤務
時間数／年

一人あたりの時間外勤務
時間数／月 月80時間超え職員数

都 道 府 県 2,510,417 150.0 12.5 23,788（1.1％)

政令指定都市 1,591,928 174.0 14.5 18,414（0.9％)

県 庁 所 在 地 668,299 159.6 13.3 8,596（1.3％)

全 体 4,770,644 158.4 13.2 50,798（1.1%)

　⑵　主な取組事例
　　 　また、同調査では参考として、時間外勤務縮減に向けた取組事例が下表２のとおり紹介されて

いる。

【表２】時間外勤務縮減に向けた取組事例（出典：総務省ホームページ）
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　　 　これによると、主な取組として「定時退庁日、ノー残業デー等の設定」が、特色のある取組、
工夫している取組の例として「20時完全退庁（一定時刻に一斉消灯等)」や「ノー残業マンスの
実施」が例示されている。これらの時短施策は、おそらく多くの地方自治体において同様の取組
を行っていることと思う｡９

　　 　しかしながら、すでにこれらの取組を実施している地方自治体においても、時間外勤務が一定
数発生していることが予想されることから、長時間労働の是正は全団体共通の課題であるといえ
よう。

　　 　このような状況を踏まえ、総務省から各地方自治体に対して、地域社会をリードする役割を改
めて認識し、時間外勤務縮減に向けた取組を一層推進するため、｢引き続き、年間を通じた全庁
的な時間外勤務の縮減に取り組むこと。特に、職員の心身の健康や士気を確保する観点から、時
間外勤務が多い部署や職員、時期等について、その要因を的確に把握し、重点的に縮減方策を講
じることが重要であること｡」10との通知が発出されたところである。

２．時短施策が失敗する原因

　 　ノー残業デーをはじめ、｢○○時一斉定時退庁」や、｢年次有給休暇を月○○日以上取得する｣、
といった数値目標の設定は、総労働時間数に物理的な制約を設け、生産性向上に向けた意識改革を

９  一般社団法人日本経済団体連合会が民間企業270社を対象に実施したアンケート調査結果「2016ワーク・ライ
フ・バランスへの取組状況」によると、｢ノー残業デーの徹底」が長時間労働の削減の取組として最も回答数
が多く（67.8%)、一般的な時短施策であると言える。(http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/079_gaiyo.pdf）

10  平成29年４月28日付け総行公第58号「時間外勤務縮減等に向けた取組の一層の推進及び平成29年の「ゆう活
（夏の生活スタイル変革)」の実施について」



19おおさか市町村職員研修研究センター

第１編　研究成果報告

第
１
編

図ることにその本質がある。
　 　しかし、この本質的な議論を忘れ、数値目標の達成自体が目的化してしまうと、いわゆる持ち帰

り残業やサービス残業の発生要因となり、｢ブラック役所」と揶揄されかねない。また、そのよう
な時短施策の効果は多くの場合一時的で、継続的に効果を発揮し続けることは少ないように思う。

　 　それではなぜ、地方自治体における時短施策はこのように形骸化し、あるいは一過性で終わって
しまうのか。ここでは、時短施策の実施主体としての組織と個人、そして、組織と個人との関係性
において、時短施策が失敗する原因を問題提起する。

　⑴　マネジメントの問題
　　 　時短の文脈で、組織におけるマネジメントを考える場合、労働時間の総量規制の観点から、タ

イムマネジメントに重点を置いてしまう傾向にある。しかし、退庁時間や、年休取得を強制する
ような制度設計をしてしまうと、業務の定量化や、業務分担の明確化、その業務量をこなすため
に人員はどれだけ必要かといった業務マネジメント上の問題が置き去りにされてしまいがちであ
る。

　　 　｢ノー残業デーの日に残業がしたくてもできない｣、｢休めば仕事が増えるだけなので休みたく
ない」、といったよくある話は、業務マネジメントが機能していない結果であろう。さらに、時
短の問題解決を現場や個人まかせにしてしまうと、いつまで経っても不要な残業はなくならず、
最初は効果的だった時短施策も時とともに風化してしまう。時短を単なる労務管理上の問題にせ
ず、業務マネジメントの視点から、業務のあり方を見直すことも必要である。

　⑵　組織風土の問題
　　 　次に、｢先に帰りにくい｣、｢休みにくい」といった空気感が組織全体に蔓延していることも、

時短施策が成功しない原因であろう。このような組織・職場風土は、日本人特有の協調性や周囲
に影響されやすいといった性格に由来すると解されるが、果たしてそれだけの問題であろうか。

　　 　これもまたよくある話であるが、残業を削減すれば人員が減らされ、逆に残業の多い部署に手
厚く人員配備されるといった状況は、効率化すればするほど報われない職場環境であるといえる。
また、多くの組織において、｢協調性」や「チームワーク」が人事評価の評価項目とされている
場合があり、個人の成果や組織への貢献度よりも、いかに同調行動をとれるかが評価される傾向
にある。

　　 　このような「集団執務体制と集団行動を評価する環境のもとでは、改善意欲に欠ける人の巻き
添えになりやすい｡」11そして、組織風土が変わらなければ、優秀・有能な個人の努力によって
業務を効率化し、ムダな残業を削減できたとしても、先に帰りにくい雰囲気は一向に変わらない。

　⑶　集団主義的な施策の問題
　　 　また、時短施策の多くは、個人や職場の個別の事情を考慮せず、組織起点で集団主義的に一律

に実施している場合がある。定時退庁や、年次有給休暇の計画的な取得といった施策を、単なる

11  参考文献①p134
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押し付けによる強制的な労働時間の削減という意味合いで展開するだけでは、必要な残業ができ
ず、｢残業してでも働きたい」という個人の働く意欲まで阻害してしまいかねない。

　　 　さらに、必要最小限の時間と人員で、より困難で、より多くの業務をこなす生産性の向上につ
なげていくためには、不断の業務改善によるイノベーションの実現が必要である。組織が個人の
働き方を一方的に設定し、｢やらされ感」だけが残る施策では、改善意欲や成長意欲を抑制して
しまい、期待するような革新は生まれないだろう。時短を成功に導くためには、組織が個人に
とっていかに働きやすく、働きがいのある職場環境になっているかが前提となってくる。

３．時短施策を成功させるための課題

　 　上述したように、業務マネジメントが疎かで、業務分担が不明確な状況のもとでは、同僚の仕事
の配分や進捗状況がわからないため、いくら自分の仕事が早く終わったとしても、職場の雰囲気や
上司の評価を気にして、｢付き合い残業」をしてしまう結果になるだろう。ここでは、上記２．で
問題提起した内容に対して、時短施策を成功させるための課題を整理する。

　⑴　業務マネジメントの徹底
　　 　地方自治体の仕事は、部・課・係といった集団単位で行うことが多いため、個人の業務分担や

責任の範囲が明確でない場合がある。特に、従来の官僚的なピラミッド型の組織体制のもとでは、
集団やチーム全体で責任を負うような仕事の進め方が典型化してしまうだろう。

　　 　業務分担が不明確であれば、意思決定や調整・連絡のための無駄な打ち合わせや会議に時間を
とられ、残業の要因になってしまう。そうではなく、個人単位で、業務分担とその責任の所在を
明確にすることができれば、他人の仕事に影響されることなく、スムーズな仕事の管理・遂行が
可能になり、さらには、業務の繁閑や特定の個人への業務の偏重等を平準化することにも対応で
きるだろう。

　⑵　｢やる気」を引き出す組織風土の形成
　　 　次に、組織風土は、組織に属する個人の意識や考え方の集積であり、古くから組織に根付いて

いる習慣や制度で形成されていることが多い。例えば、遅くまで残業する人や、あまり休まない
人が評価される理由は、時短施策に逆行した組織風土にあるからだといえる。

　　 　このような組織風土を改革するためには、背後にある組織の仕組みや制度を変革していく必要
があるだろう。付き合い残業といった見せかけだけのがんばりを評価するのではなく、個人の成
果や能力を正当に評価する仕組みに変えるべきである。

　　 　そして、組織から個人を自律させ、仕事に対する「やる気（モチベーション)」をいかに高め
られるかが重要である｡12分担と責任が明確になった業務をこなす中で、個人が組織に対してい
かに貢献できたか、どのような成果を上げることができたかを「見える化」できれば、時短施策
に対する積極的な行動を引き出すことができるだろう。

12  参考文献②参照
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　⑶　個人起点の施策への転換
　　 　また、｢早い時間に退庁しなければならない｣、｢残業ができない」といった、個人の働き方や

価値観、多様性（ダイバーシティ）を認め合える職場環境を構築していく必要がある。そのため
には、これまでのように、組織から一方的で画一的に労働時間を強制終了させるのではなく、個
人にとって「働きやすさ」や「働きがい」を感じられるように、柔軟に選択できるような制度に
時短施策を転換していくべきである。

　　 　さらに、自発的・内発的に「残業をなくそう｣、｢働き方を変えよう」とする個人の取組をコ
ミットする姿勢が組織には求められるであろう。周囲に気兼ねすることなく休みたいときに休む
ことができ、残業のない日に「お先に失礼する」ためには、トップをはじめとしたマネジメント
層が担う役割は必然的に大きくなる。一方で、トップダウンだけでは時短施策は成功せず、ボト
ムアップの積み上げも重要になる。トップレベルを巻き込んだ強力な推進体制のもと、縦・横・
斜めの組織横断的な体制13で、時短施策に取組んでいく必要があるだろう。

　　 　このように、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の視点からも、私情の異なる者同士が、お
互いの多様性を認め合い、信頼関係を構築していくためには、組織起点ではなく、個人起点で時
短施策を実施してくべきである。

　　　上記２．及び３．で述べた内容をまとめると、下表３のとおりである。

【表３】時短施策が失敗する原因（問題）と課題

４．時短施策が成功しない公務組織の特性

　 　民間企業においては、すでに多くの成功事例がある中で、地方自治体における時短は周回遅れの
感がある。上述した課題解決に向けて取り組んでいく中で、公務組織固有の問題が阻害要因となっ
ている可能性がある。

13  参考文献④参照。三重県や横浜市における行政改革のアプローチが参考になる。
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　 　ここでは、いまだに時短施策が成功しにくい現状にある公務組織の特性について考察する。

　⑴　構造的な制約
　　 　地方自治体が提供する住民サービスは、防災、道路・上下水道の整備、税の徴収等、非常に多

岐にわたっている。さらに、新たな法令にもとづく業務や権限移譲等により、その事務は今後ま
すます増大していくものと考えられる。そのような中、１回の人事異動で別会社に転職するほど
に広範な人事異動が行われ、ゼネラリストとしての人材が早期育成されている。また、終身雇用、
年功序列、同期横並びで昇任・昇格する人事制度のもとでは、どうしても失敗を恐れてしまい、
新しいことに挑戦しようとする意欲は芽生えにくい。

　　 　このような公務組織におけるマネジメント上、あるいは人事システム上の構造的な制約が、時
短を推進するにあたって必要な、抜本的な事業の見直しや適正な人員配置等を行いにくくしてい
るものと考える。

　⑵　必要不可欠な住民サービス
　　 　また、多様な住民ニーズに柔軟に対応するため、きめ細やかなサービスを提供する必要がある。

例えば、夜間の開庁時間延長や休日開庁等を行っている地方自治体も多いだろう。
　　 　しかし、仕事の全体量や総労働時間数をこれまで以上に削減していこうとするならば、これら

のサービスが、住民にとって必要不可欠なものかどうか、効果検証が必要である。
　　 　時短を実現した結果、住民サービスの低下や住民理解を得にくいといった懸念が示されるが、

無駄の徹底的な排除等の業務改善を行えば、むしろサービス向上につながるものと考えられる｡14

サービスレベルをさらに向上させていくためには、業務改善を進めるとともに、仕事の仕方にお
いてもより一層の「選択と集中」が求められるだろう。

　⑶　少ない給与インセンティブ
　　 　仮に、公務組織という制約条件のもと、住民サービスにおける生産性を定量的に把握できたと

して、生産性向上の結果生まれる資源等を、民間企業のようにメリハリのあるかたちで給与反映
しにくいという特性もある。

　　 　平成28年４月に改正地方公務員法（平成26年法律第34号）が施行され、人事評価を実施し、給
与等に活用するものとされ、各地方自治体においてモチベーション維持に向けた人事給与制度が
設計されてきたところである。

　　 　その中で、時短の成果を、給与インセンティブにどれだけ反映させることができるかが、働き
方の見直しや意識改革にとって重要な要素となるだろう。

14  参考文献⑥ｐ39参照



23おおさか市町村職員研修研究センター

第１編　研究成果報告

第
１
編

第３章　時短の実現方法（事例紹介）

　これまで第１章では時短の定義や目的、時短施策に期待される効果を、第２章では時短施策が失敗
する原因と成功させるための課題を述べてきたが、本章では第２章で定義された課題等を解決する
「あるべき時短」を実現するための先進事例とされる省庁及び地方自治体の取組を視察の結果を踏ま
えて、４種類に分類し、紹介していく。

１．業務の効率化

　 　まず時短を進めるにあたって、日々多種多様な業務をこなしていく地方自治体職員にとって、い
かに普段の業務を効率化して取り組むかが重要となってくる。

　 　ここでは業務効率化となる各施策を紹介していく。

【総務省行政管理局の取組】※時間外勤務時間が約20％減少
　⑴　オフィスレイアウトの見直し
　　 　抜本的なオフィスレイアウトの見直しを行い、働きやすい環境を作ることによって業務の効率

化を図っていく。
　　 　具体的には、写真にあるとおり個人デスクを廃止し、チーム単位のフリーアドレスとし、その

日行う業務によって席を決めていく。これによって従来の縦割りの席配置では、わざわざ席を立
ち移動して上司、同僚と意思共有する必要があったのが解消され、その場でのスムーズな意思共
有、決定が可能となる。

　⑵　ペーパーレス化・IT化
　　 　個人デスクを廃止するにあたって、書類は電子化して共有フォルダに整理・共有する。
　　 　書類を保管していたスペースが空き、少人数で打合せできるフリースペースや中～大人数での

打合せ可能な会議スペースの確保ができ、会議室不足による業務の停滞が解消され、かつ、個人
で持つ資料も無くなるため、快適な執務スペースの確保が可能となる。

　　 　また、会議の際これまでは会議室確保が前提の紙資料を用いた会議スタイルだったが、予約不
要の会議室＋紙資料の電子化＋会議用モニターを用いた会議スタイルに変えることによって、会
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議室の確保・印刷・資料組み・配布といったバックオフィス業務を減らし、考える作業に人的・
時間的資源を振り向けることができ、ギリギリまで考えても、バックオフィス業務に過度な負担
を掛けることがなくなる。

　⑶　PHSの活用
　　 　個人デスクが無いため、固定電話を廃止し、職員一人ひとりにPHSを配布する。
　　 　担当でない電話をとることが無くなるため、電話を取り次ぐ時間を短縮でき、別室で会議をし

ている際に電話で席を外すこともなくなるため、業務時間を有効活用することができる。

　　 　これらのオフィス改革を実施することによって、日頃からパソコンを持ち運びながら仕事を行
うスタイルが定着し、紙を使わずとも、パソコン１台で仕事ができる環境が醸成されていく。

【経済産業省の取組】
　⑴　国会対応における合理化
　　 　省庁の時間外勤務として国会対応が大きなウェイトを占めているが、国一丸となって働き方改

革を実施するため、答弁の提出期限を設ける等、国会業務の見直しを進めている。

　⑵　IT活用による効率化
　　 　審議会や省内の定例会議でI-padを活用してペーパーレス化を図っている。
　　 　以前は審議会において、傍聴者用も含めると資料を200部作成している会議もあったが、今で

は事前にネット配布をすることで、そういった作業も無くなり効率化が図られている。
　　 　また、IT技術に関する専門職員「ITコンシェルジュ」を配置し、庁内のパソコン操作等の相

談対応等を行い、業務の効率化を図っている。

２．トップダウンとボトムアップ

　 　前章にも挙げているとおり、改革の成功には、トップのリーダーシップとボトムアップの両方が
不可欠である。個々の職員が一丸となって、同じ方向を目指して改革の実行に当たるためには、ま
ずは首長から職員に向けて明確なメッセージを発し、徹底的にその方針を貫くことが重要15であり、
併せて現場の職員の意識改革、意見を吸い上げるボトムアップが必要不可欠になってくる。

　 　ここではそれらの施策について紹介していく。

【東京都調布市の取組】※前年度比較　時間外勤務　7,200時間縮減
　⑴　｢市長による退庁促進メッセージ」の放送
　　 　時間外勤務縮減・定時退庁推進の取組が市長トップダウンの取組であることを踏まえ、毎日午

後８時、午後10時及びノー残業デーである毎週水曜日の業務終了直前に、それぞれ異なる内容で

15  参考文献①ｐ35
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職員に向けた想いが込められた「市長による退庁促進メッセージ」を放送する。(平成29年度か
らは副市長・教育長，部長・局長メッセージも放送している｡）

東京都調布市「市長による退庁促進メッセージ」

毎日午後８時

「市長の長友です。 
　 皆さん，午後８時になりました。 
　 そろそろ仕事を切り上げましょう。すぐに終了できない職員は，できるだけ30分以内を目

途に退庁するよう努めてください｡」

午後10時

「市長の長友です。 
　 皆さん，午後10時になりました。 
　 深夜勤務による心身の疲労や明日以降の業務効率への影響を考えて，本日の業務を終了

し，速やかに退庁してください｡」

毎週水曜日の
業務終了前

「市長の長友です。 
　 皆さん，本日，水曜日は「ノー残業デー」です。よほどの緊急案件が無い限り，定時退庁

してください。
　 また，前後の日に残業のしわ寄せが無いように仕事の効率化を図り，心身のリフレッ

シュ，自己研鑽，家庭の団欒などに有意義に時間を使うよう努めてください｡」

　⑵　各部との意見交換
　　 　年２回、部門長のトップ２人と総務部長を含めた人事課で意見交換する場を設け、人事課から

の「時間外勤務縮減及び定時退庁推進」制度の説明と各部からの意見の吸い上げを行う。
　　 　方針を出す前に意見交換することで、制度の質の向上と、制度の理解度も増しより良い施策と

なっていく。

　⑶　｢時間外勤務縮減・定時退庁推進」に向けた職員提案制度
　　 　｢時間外勤務縮減｣・｢定時退庁推進｣・｢年次有給休暇の取得推進等WLBの推進」につなげた取

組事例を募集し、庁内で共有、実践していく取組である。
　　 　管理部門が一方的に押し付けるのではなく、職員一人ひとりが考え職場で実践した好事例を庁

内で共有することにより一体感を生み、意識改革にもつながる。

【総務省行政管理局の取組】
　⑴　課長の一日一語
　　 　業務効率化や心身健康に関する心得（課長の一日一語）を、局ポータルを通じ、毎日欠かさず

訓示する。
　　　「一日一語」の例 
　　　　・１月12日「柔和な表情は、目元から」 
　　　　・１月19日「ちょっと遊び心を」
　　　　・２月２日「キャッチボールの三要素～コミュニケーションは、キャッチボールである」

　⑵　定時退庁メール
　　 　定時退庁日（毎週水・金）には、朝・夕、定時退庁を促すメールを全局員に配信。
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　　 　インフルエンザ予防接種はお済みですか？夏期休暇の予定は立てましたか？等の役立つ内容を
添える。この定時退庁メールが会話のきっかけになることもある。

３．マネジメント

　 　時間外勤務が増える要因の１つとして管理職のマネジメント不足が考えられる。管理職が部下の
業務量、進捗状況を把握していないことにより、職員間に業務の偏りが発生し、偏った時間外勤務
が発生してしまう。

　 　ここでは、業務マネジメントについての施策を紹介していく。

【経済産業省の取組】
　⑴　朝・夜メールの実施
　　 　業務を始める前にその日の業務スケジュールを作成して課内で共有（朝メール）し、業務終了

後にそのスケジュール通りにできたかどうか、できなかったとしたら、何が原因だったかを振り
返る（夜メール）。

　　 　これを徹底し、１日に２回、当日の業務予定とその進捗状況を係単位で共有することにより、
属人的な業務の分散や納期を意識した業務遂行を意識している。

【東京都調布市の取組】
　⑴　時間数・手当額の見える化（共有）
　　 　各部との意見交換の場で、所属別の時間外勤務時間数・手当額・月45時間を超過した職員数を

報告し、時間数・手当額の「見える化」による縮減・コスト意識の強化を図る。

　⑵　時間外勤務命令手続きの厳格化
　　 　事前命令を再徹底し、一定時間数を経過した職員（月45時間・午後10時超過）の時間外勤務命

令について、次長決裁（所管課長以上）とする。

　⑶　時間外理由等の分析・改善
　　 　一定時間数を超過した職員（月45時間超過など）が所属する職場については、職員の健康状態、

職場環境、今後の見通しなどを分析し、人事課へ改善報告書を提出させる。

【大阪府守口市の取組】※人事課の４月（繁忙期）時間外勤務実績約７割減
　⑴　事務の平準化
　　 　これまで人事課内で①人事担当、②給与担当、③厚生担当と３つの担当制を敷いていたが、課

内で業務量及び時間外勤務の偏りがあったため、担当制を廃止することによって事務の平準化及
び事務の効率化を図る



27おおさか市町村職員研修研究センター

第１編　研究成果報告

第
１
編

平成29年度　人事課　事務分担（概要版）

４．変則的勤務

　 　変則的勤務を実施することにより、限られた勤務時間を有効活用することができ、時間外勤務縮
減につながる。また、柔軟な勤務時間の設定が可能となり、ワーク・ライフ・バランスを推進する
こともできる。

【東京都調布市の取組】
　⑴　８つの勤務形態
　　　下記３つの目的を達成するため、２パターン、８つの勤務時間を定める。
　　　①勤務時間を有効に使うことにより，時間外勤務の縮減を図る。
　　　② 柔軟な勤務時間の設定により，職員の勤務環境の向上及びワーク・ライフ・バランスを推進

する。
　　　③ 職員が自ら意識改革・働き方改革を実践し，業務の効率化等を通じ，市民サービスの向上に

つなげる。
　　 　｢勤務パターンⅠ」については、対象者として、①育児・介護等、ワーク・ライフ・バランス

の推進が図られる職員、②時間外勤務の縮減が図られる職員とし、原則すべての職員が対象とな
るよう５つの勤務形態が設定されている。

　　 　｢勤務パターンⅡ」については、対象者として、①市民及び各種団体等との会議や打ち合わせ、
住民説明会を開催することにより、業務終了時刻が午後５時15分以降となること、②職員以外に
も参加者がいる住民説明会等であることとし、３つの勤務形態が設定されている。

　　　そのほか、各勤務形態の割振りにあたっては、
　　　① 希望する職員が使用できない状況や、一定職員に業務の負担やかたよりがないよう、所属長

は配慮を行う
　　　② 各所属において、原則『通常』勤務の職員が８割以上となるように割振りを行う
　　　③ 『通常』勤務を除く勤務形態を使用する職員は、突発的な対応等を除き、原則定時退庁し、
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時間外勤務は行わないものとするなど、変則勤務の活用に際して、一定のルールを職員に示
している。

　　　　 変則勤務に対しての実施状況とその効果等を聴取するため、全職員へのアンケートも実施し
ており、８割超が実施の継続を希望し、自身の余暇の充実や子育てや介護に費やす時間の確
保などに活用できたという声が寄せられている。

調布市役所勤務パターン

　 　｢あるべき時短」を実現するための数々の事例を紹介したが、事例によっては地方自治体にとっ
て「合う｣、｢合わない｣、｢できる｣、｢できない」あるだろう。しかし、共通する事項として、職員
に対して管理部門（人事課等）が一方的に押し付けているのではなく、あくまでも地方自治体全体
的な取組だと意識づけしているということが挙げられる。

　 　また、その方法として人事評価を活用するもの効果的で、時間外勤務削減やワーク・ライフ・バ
ランス推進の取組についての評価項目を入れることによって、より意識高く業務に取り組むことが
できるだろう。

　 　働く場所や制度を変えてしまう物理的な取組、職員全体の意識共有や意識改善などの精神的な取
組、このどちらもが重要であり、この２つが組み合わさった時こそ本当の「あるべき時短」が実現
するのではないだろうか。
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第４章　地方自治体の「時短」の実現に向けて

１．長時間労働の分析

　⑴　長時間労働をする職員
　　 　どのような職員が長時間労働をしているのか。｢最長残業者タイプとして「仕事に対する責任

感が強い｣「仕事を頼まれると断れない｣「協調性がある｣「てきぱきと仕事をしている｣「人事評
価が高い」タイプが挙げられている。これらをつなぎ合わせると、職場でよくいわれる「有能で
仕事の出来るヒト」という人物像が浮かび上がる｡」これは、民間企業の調査であるが、地方自
治体においても、このような職員は「有能で仕事の出来るヒト」になるのではないだろうか。つ
まり、長時間労働をする傾向のある職員のタイプとして「有能で仕事の出来る職員」が浮かび上
がる。

　⑵　長時間労働の原因
　　 　長時間労働の原因として、①インプット重視社会（成果を上げるためには労働時間を長くす

る)、②人的資本よりシグナリング（「頑張る」こと、努力すること自体が高く評価される)、③
集団意識と上下関係（「付き合い残業｣、周辺の目を意識して働いている)、④内部労働市場（基
幹業務とは直接関係のない仕事が徐々に積み重なる)、⑤曖昧な職務内容、⑥男女間性別分業を
挙げている。

　　 　これも、民間企業における長時間労働の原因として紹介されているが、地方自治体と比較した
場合、その原因について、重なる部分が多分にあるように考える。

　　 　しかし、何よりも忘れてはならないことは、年々業務量が増加しており、仕事は増えているに
もかかわらず、人員はそれに対応していないということである。

　　 　地方自治体の状況については、各地方自治体により異なっているが、マクロベースで見た場合、
職員数は図１のとおり、年々減少し続けている反面、図２の地方財政計画の歳出の推移を見ると
歳出規模は増えており、特に社会保障関係費等の一般行政経費については年々増加している。両
者を比較した場合、総職員数は平成６年度では3,282千人であったものが、平成28年度では2,737
千人と約16.6％減少しているが、歳出では、80.9兆円であったものが平成28年度では85.8兆円と
約1.1％上昇している。歳出の増加は、それだけ必要な仕事が増加していることでもあり、職員
数は減る中で仕事は増えていることを示していると考えられる。そして、地方自治体を取り巻く
財政状況は依然厳しい。そのため、各地方自治体は投資的経費とともに給与関係経費を抑制する
というやり方でどうにか財政運営をしている状況である。



30 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

図１　地方公共団体の総職員数の推移（平成６年～平成28年）

出所：平成28年地方公共団体定員管理調査結果

図２　地方財政計画の歳出の推移　　　　　　　　　　　　　

出所：地方公共団体金融機構主催第５回JFM自治体財政セミナー
　　　（平成29年８月７日開催）｢統一的な基準による地方公会計改革の動向」資料より

２．時短がなぜ必要か

　 　業務や仕事は増えるが、給与関係経費を抑制しているため職員の数は増えていないという状況の
下では、当然に長時間労働に頼らざるを得なくなる。しかしながら、長時間労働は、職員の健康に
悪影響を及ぼす恐れがあり、事業所である地方自治体にとって決して見過ごしてはいけない問題で
ある。
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　⑴　公務災害の現状
　　 　公務災害の現状（平成27年度認定分）には、公務上死亡災害の事例（平成27年度認定分）の中

で、過重労働の状況における被災職員の事故の発生状況が報告されている。公務災害の認定に当
たり、特に勤務時間については、(ア）発症前１か月前の時間外労働時間100時間程度、(イ）２
か月間以上にわたり１か月当たり80時間程度の時間外労働時間を継続的に行ったときが該当する
などとされており、長時間労働は、心筋梗塞・脳出血等による死亡原因の１つとされている。

　⑵　必要とされる安全配慮義務
　　 　国（地方自治体）は、公務員に対して公務遂行のために設置するべき場所、施設もしくは器具

等の設置管理又は公務員が地方自治体もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたっ
て、公務員の生命及び健康等を危機から保護するよう配慮すべき義務を負っていると解されてい
る（最高裁昭和50年２月25日第三小法廷判決)。さらに、使用者（地方自治体）は、その雇用す
る労働者（公務員）に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や
心理的負荷等が過度に蓄積して労働者（公務員）の心身の健康を損なうことがないよう注意する
義務を負っているとも解されている（最高裁平成12年３月24日第二小法廷判決)。

　　 　このように、地方自治体は職員への安全配慮義務として、長時間労働により心身の健康を損な
うことがないよう注意する義務を負い、業務や仕事は増え、職員数が減る中でも、長時間労働の
削減は地方自治体にとって義務であることを確認する必要がある。

３．「時短」の実現に向けて

　⑴　業務内容の見直し
　　 　業務内容を見直すことなく長時間労働を削減することはできるのだろうか。長時間労動の削減

については、｢労働者の長時間労働を強制的に是正しようとする政策は、企業行動を歪めてしま
う可能性がある点には留意する必要がある｡」との指摘もあり、地方自治体においても同様に単
に長時間労働を削減するのではなく、業務内容を見直すことで、長時間労働の削減を進める必要
があると考える。

　　 　しかしながら、地方自治体の業務の中には、自然災害など、突発的に発生し限られた職員で実
施しなければならない業務があり、長時間労働に頼らざるを得ない業務が存在する。また、視察
先においても、削減が困難な業務として、職員自身で対応が困難な新規事業や首長の公約、議会
対応を挙げていた。そのために、一律、強制的に長時間労働を削減するのではなく、まずは削減
ができる業務とできない業務をしっかり把握することが必要である。行財政改革等において業務
内容の見直しが可能であるならば、歳出削減だけを目的とするのではなく、職員が主体となった
長時間労働の削減という観点からもアプローチが必要となる。その他、制度を見直すことも有効
であるが、これについては、第３章のとおり東京都調布市が実施している「変則勤務」により、
夜などに住民との会議を抱える部署においては、勤務時間をシフトさせることで時間外勤務の削
減をすることが可能となる。

　　 　長時間労働の削減するためには、業務内容を見直すことが必要であると考えるが、地方自治体
の業務の中には内容を見直すことができない業務も存在する。まずは、業務内容をしっかり把握
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することから始め、業務内容の見直しができないものには手厚い人事配置が必要になると考える。

　⑵　職員の意識改革
　　 　私たちの職場は、｢大部屋主義」と呼ばれている行政組織である。そのために協働して仕事を

することから、人間関係が重視される組織となり、長時間労働が発生しやすい状況になっている
ことは否定できない。そのため、オフィス改革だけにとどまらず、行政組織自体を見直すことも
１つの手法であろう。しかしながら、私たちは、部・課による集団単位で協働し仕事をしている。
このような職場環境であるからこそ、仕事をするうえで他人の目を避けることはできない。また、
他人を見る時は自分を基準にする傾向がある。さらに周囲からの承認欲求の傾向が強い。それな
らば、まず自分自身の働き方の意識を変えることも「働き方改革」の有効な手段の１つではない
だろうか。例えば、定時退庁を意識せずに仕事をしていたならば、一度、定時退庁までに終了で
きるようにタイムスケジュールを組み立てるなど、入庁以来の自分の仕事のスタイルを見直すこ
とが考えられる。簡単なようだが、今まで続けていたスタイルを変えるということは、一番難し
いことと思う。しかしながら、長時間労働削減の有効な手段の１つであると考えられる。まずは、
私たち自身が自分の仕事を見つめ直し、｢変わる」ことが必要ではないだろうか。なぜなら、自
分が変われば、人を見る目もまた変わるからである。

　⑶　上司の約束
　　 　長時間労働の削減については、｢職場管理の方法によっては実際の労働時間が短くなる余地は

ある｡」とされ、｢仕事内容が明確化されており、上司が残業を評価せず、仕事を適切に割り振り、
部下と交流を図ったり、部下の仕事以外の生活や家庭にも配慮したりしている場合には、労働時
間が短くなっていることもわかった。これらのことは、残業時間への評価の見直しや職場管理の
工夫次第では、非効率な長時間労働は削減できることを示唆する｡」という報告があり、地方自
治体においても管理職によるマネジメントにより、長時間労働を削減することが可能であると考
える。また、｢公務管理者は、職員の日常の勤務状況、職場環境、業務の負担量等について、継
続的に的確に把握を行い、健康状態等につき管理する必要がある｡」とする裁判例（甲府地裁平
成17年９月27日判決・社会保険庁職員事件）も参考になるが、管理職は、日常から職員のマネジ
メントをより的確に実施する必要があるのではないだろうか。

　　 　視察先の状況を見ても、やり方はそれぞれであるが共通していると感じたことは、管理部門や
管理職が組織や職員を把握し、把握しようとしていることである。長時間労働の削減を含む職場
環境を改善するために、管理職は職場環境や職員を継続的に的確に把握することから始める必要
がある。そして、管理職が継続的に実施するために必要なことは、職員に対する「上司の約束」
である。これにより、管理職は職員に対してのより具体的な責任を負い、職員の意識改革を担保
するものとなる。

４．むすびに

　 　時短は、まさに「働き方改革の一丁目１番地」である。なぜなら、時短の実現により、ワーク・
ライフ・バランス等の実現が可能となり、様々な問題を解決することができるからである。



33おおさか市町村職員研修研究センター

第１編　研究成果報告

第
１
編

　 　長時間労働の主な原因は、業務量と職員数のミスマッチである。時短を実現するためには、業務
の見直しや削減をするか、職員数を増やす以外にないと考える。しかしながら、多くの地方自治体
は、業務の見直しや削減が難しく、職員数を増やすことも難しいのが現実である。そのような中で、
職員個人が働き方に対する意識を変え、管理職はマネジメントを見直すことによって、長時間労働
の削減につなげる余地はまだあると考える。

　 　｢地方自治体の組織の特徴は、属人的組織である｡」と説明されるように地方自治体は職員で成り
立っている。地方自治体のサービスは職員が実施しているため、人材の確保ができなければ住民へ
のサービス低下につながる恐れがある。地方分権が進む中、なによりも地域の独自性を支える有能
な職員は欠かせないものである。職員個人の働き方や管理職のマネジメントを見直すことで、職員
が時短を実現させ、生産性の向上につながることができるのならば、それは住民へのサービス向上
につながることにもなると考える。

　 　さらに、長時間労働の削減にむけた継続的な取組をするためには、強力な推進体制が必要になる
が、それは「上司の約束」ではないだろうか。管理職には、職員に対して安全配慮義務があるため、
「上司の約束」によって、職員に対してより具体的な責任をもたせることができる。また、｢時
短」を進めるためには、職員にも「意識改革」が必要であり、この両輪をうまく作動させることが
「時短」の原動力になると考えられる。そして、職員が活躍できる組織にできるのは、職員が業務
内容や仕事を見直し（業務改善）をする時、またはしようとした時に承認し約束する上司、｢管理
職」である。
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自治体職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

はじめに

　近年、政府主導で「働き方改革」が呼びかけられており、様々な政策が進められ、現状の働き方を
見直す機運が高まっている。しかし、長年根付いた社会の風潮や組織風土を変えることは、一朝一夕
にいくものではなく、実効性があり効果的な取組を講じている組織は一部しかない。公務組織におい
ては、その業務が法律や条例に縛られるために無駄と思われる部分を削ることができない、生産性を
高めるための手法としてその成果を給与に還元するという仕組みを作れない、ニーズは多様化する一
方で財政状況が厳しく職員数を削減せざるを得ないといった状況にあり、民間組織よりも取組が進ん
でいないのではないだろうか。しかも、民間企業へ啓発する立場にありながら、自らの組織として効
果的な施策を打ち出せている自治体はまだ少ない。
　私たちのグループは自治体職員の働き方改革研究会において約１年間、ワーク・ライフ・バランス
（以下「WLB」という｡）の実現について研究してきた。
　WLBとは「仕事と生活の調和」と訳され、1970年代以降の欧米で、働きながら育児をする人や長
時間労働によるストレスで健康を損ないつつある労働者が増加したことを背景に、こうした人々に必
要なものとして用いられた言葉である。WLB憲章では、｢WLBが実現した社会とは、国民一人ひと
りがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにお
いても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
と定義されている。また、佐藤、武石（2010）は、WLBを実現できている状態とは、｢会社や上司か
ら期待されている仕事あるいは自分自身が納得できる仕事ができ、なおかつ仕事以外でやりたいこと
や取り組まなくてはならないことにも取り組めること」と述べている。つまり、WLBとは「自他と
もに満足する仕事をしつつ、仕事以外でやりたいことができること」と解釈することができる。
　しかし、実際に進められている政策は、真にWLBを実現するものであるのか、本当に職員のため
になっているのかと疑問に感じる。例えば、制度としては、出産休暇、育児休業、男性職員のための
妻の出産休暇や介護休業等が整っているのはもちろん、年次有給休暇も、一日単位、半日単位、時間
単位で取得でき、利用しやすい工夫はされている。しかし、それを活用できている職員はどれくらい
いるのだろうか。また、定時退庁日や完全退庁時間の設定、ゆう活の導入など、画一的な規則で職員
の長時間労働を規制する制度ばかりが目立つ気がする。無駄な長時間労働は削減すべきことは明らか
であるが、画一的な方法で職員の就業時間を管理することは必ずしも職員のためになるとはいえない。
例えば、遠方に住んでいる職員はゆう活として１時間始業時間を繰り上げられることは必ずしも歓迎
しないだろう。
　以上の点を踏まえ、本報告書では、WLBを推進していくための課題、職員のための真のWLBとは
どのようなものなのか、それを実現するためには何が必要なのか、それらについて検証したい。
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第１章　なぜWLBが進まないのか

１．制度を利用できない風潮・風土

　 　ここからは、WLBを推進していくにあたっての現状と課題について説明したい。
　 　職員の私生活を豊かにするための制度として年次有給休暇は付与されているし、近年では育児や

介護に関する休暇や休業等の制度も整ってきている。しかも、日本の年次有給休暇付与日数は世界
の他国と比較しても少なくない。(表１）

（表１）

国　名 英　国 フランス ドイツ イタリア 日　本

法定付与
日数

最長28日
４労働週＋付加
休暇1.6労働週

最長30日
１か月の就業に
つき2.5日

24日以上
労働関係継続が
連続６か月以上

４週間以上
最長20日
６か月で10日、２年６
か月までは１年ごとに
１日追加、以後１年ご
とに２日追加平日換算 20日 25日 20日 ―

（平成26年９月26日「休み方改革ワーキンググループ説明資料」厚生労働省より抜粋）

　 　私たちが考えるWLBの課題の一つは、これらの制度が十分に利用できていないということだ。
厚生労働省が行った「平成29年就労条件総合調査」によると、平成28年度に付与された年次有給
休暇取得率は全体平均が49.4％と、労働者は半分以下の日数しか年次有給休暇を取得できていない。
また、育児休業についても男性の取得率は依然として上がらない。地方公務員女性の育児休業取得
率が94.1％の一方で、男性の取得率は2.7％と低い。(総務省「平成28年度地方公共団体の勤務条件
等に関する調査結果」｢平成28年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員における育児休
業等の取得者数」より）また、介護離職した９万人のうち、男性は22.2％、女性は77.8％と大きな
差がある。(内閣府「男女共同参画白書平成29年度版」より）このように、制度を利用できる人と
できない人が生まれてしまう原因は何だろうか。

　 　原因の一つは、業務量が多いため休めないことが考えられる。近年は行政に求められる住民ニー
ズは多様化し、高度化している。職員はニーズに応えるため、年次有給休暇を取得するどころか、
時間外労働でカバーしている状況である。

　 　もう一つの原因として、私たちは職場の理解度も大きく影響していると考えている。厚生労働省
委託事業「平成28年度仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査研究事業労働者調査」
によると、男性職員が育児休業を取りにくい理由として「収入が減ってしまう」や「自分にしかで
きない仕事や担当があったため」といった、個人の判断で取得しなかった理由を除いて、｢男性で
育児休業を取得している人がおらず、言い出しにくかった｣、｢職場が育児休業を取得しづらい雰囲
気だった」などが続いた。女性職員は育児休業取得率が高いにも関わらず、男性職員は取得率が低
い。これは女性を優遇しているということではなく、管理職をはじめとした職場全体に「女性は育
児を優先するべき、男性は仕事を優先するべき」といった性別による役割分担意識があることも考
えられる。

　 　職場全体が依然として長時間労働をする職員を「仕事を依頼しやすい」と考えており、年次有給
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休暇や育児休業などを取得せずに働き続ける職員を評価しているのではないだろうか。管理職や職
場の理解によって制度を利用できる職員と利用できない職員が出てしまうのは大きな問題になるだ
ろう。

２．偏った制度設計

　 　自治体職員においても、休暇制度等の家庭と仕事との両立支援策を利用したいと考えているにも
かかわらず、管理職の理解が得られないことによって、利用できていない男性職員がいることは、
先述のとおり大きな課題であるが、この課題は職員が育児・介護を抱えていることを前提としたも
のである。

　 　WLBとは本来、全ての職員のために存在するべきものにもかかわらず、従来のWLB支援策は、
育児・介護を抱える職員を中心とした制度設計になっており、その他の職員の存在が置き去りに
なっていることも課題として挙げられる。

　 　今後の日本社会を考える上で、女性の社会進出は非常に重要な要素であり、それを阻むのが、男
性は外で仕事をし、女性は家庭を守るという性別による固定的役割分担意識であることは先述のと
おりである。その結果、家庭内で育児・介護を抱えながら仕事をしている職員は女性であり、それ
らの女性を支援することが、社会進出の後押しになるという発想の元、育児・介護との両立支援
策を構築することで、さも職場全体のWLB向上を図る対策をとれたと考えた組織が大半であるし、
地方自治体も同様である。

　 　ただし、地方自治体においても、当然ながら育児・介護を抱えている職員だけではなく、むしろ
そうでない職員の方が多い。例えば、生活の中で仕事の優先度が高く、仕事を通じて人間的スキル
を向上させたい職員や、没頭するような趣味がなく、いわば仕事が趣味で、もっと働きたいと考え
ているような職員もいるだろう。また、仕事はあくまでお金を稼いで生活をしていくための手段に
過ぎず、仕事以外の趣味やボランティア活動等に生きがいを持っており、仕事よりもそれらに充て
る時間を大事にしたいと考えている職員もいるだろう。しかし、現在実施されているWLBのため
の制度には、そのような職員を支援するといった観点から作られたものがほとんどない。そのため、
育児も介護もしていない職員は、育児や介護のために休業したり、短時間勤務をしたりする職員の
仕事を肩代わりする存在となり、自己のWLBを犠牲にせざるを得ない恐れがある。

　 　WLBとは本来、全ての職員のために存在するものであるが、育児・介護を抱えた職員のための
ものというイメージが先行し、その他の職員が自らのWLBを主張しにくい風潮であることも大き
な課題である。

３．課題の解消に向けて

　 　１及び２で述べた課題を解消するにあたっては、職員のWLBに対する意識改革及びさらなる制
度の整備が必要であると考える。

　 　職員の意識改革を行うために、従来行っている研修の回数を増やし、中身を充実させることも大
切ではあるが、それだけでは不十分であると感じている。全職員が意識を変えざるを得ない職場環
境を強制的に作り上げること、つまり、今までにない働き方の選択肢を増やし、新たなWLB向上
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に資する制度を作っていくことが必要であると考える。
　 　そして、制度の構築と共に、職員一人ひとりの意識改革が進む組織風土を作っていくための鍵を

握るのは、職場を統括している管理職の意識・行動であり、人が固定化されない公務組織特有の組
織形態の中で、いかに全ての管理職の意識を統一させ、継続させるかが非常に重要であると考える。

　 　管理職においては、育児・介護以外にも様々な生活環境やライフステージ、あるいは仕事に対す
る様々な価値観を持っている職員がいることを、まず認識しなければいけないし、それら全ての
職員にとって、WLBを向上させることができるようなマネジメントに取り組まなくてはならない。
また、管理職以外の職員においても、当事者意識を持って、自分自身のWLBを大切にするだけで
はなく、周りの職員の生き方を尊重していけるような働き方を実践しなければならない。

　 　以上のことから、WLBを推進させる具体的な手法として、私たちはテレワーク、人事評価、副
業、イクボスに着目しており、視察を行った先進自治体で行っている事例等を含めながら、次章で
説明をしたい。

第２章　WLB推進のための方策

１．制度先行型の意識改革 

　⑴　テレワークの導入
　　 　WLBを推進するためには、多様な働き方が可能となるメニューを導入し、職員が個々の事情

に応じてそれを選択して使える体制を構築することが必要である。その一施策として、テレワー
クを取り上げたい。

　　①　テレワークとは
｢テレワーク」とは、情報通信技術（ICT）を活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働

き方のことで、自宅でPCを使用して業務を行う「在宅勤務｣、出張先・外出先でタブレット端
末等を使用して業務を行う「モバイルワーク｣、勤務先以外のオフィスでPC等を利用して業務
を行う「サテライトオフィス勤務」の３種類がある。

佐賀県では、平成20年１月に全国に先駆けて都道府県初の在宅勤務制度を導入した。現在は、
在宅勤務制度だけでなく、モバイルワークやサテライトオフィスも導入している。

テレワーク導入前は、報告書等の作成事務は自席でしなければならない業務であったし、会
議も全員が一堂に会す必要があるなどオフィスを中心として人が働いていた。しかし、導入後
は、職員がそれぞれ自身の予定に合わせて自宅やサテライトオフィスで業務を行い、さらに会
議もWEB上でできるなど、人を中心にして業務が進められるようになったのである。

　　②　制度の拡大に向けて
現在、佐賀県では全職員がテレワークを「普通の働き方」として活用しているが、導入時の

平成20年１月当初は、対象を「育児・介護」に関わる職員に限定していた。その後、平成22年
10月からは全職員を対象とするも、職員の意識や知識が追い付いていなかったため、利用がな
かなか広がらなかった。そこで、制度を活用させるために、まず管理職（所属長以上）に利点
を実感させることで普及を図った。
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佐賀県ではおよそ10年に渡る様々な啓発活動等によりテレワークが浸透しており、地方自治
体でも多様な働き方のメニューとしてテレワークを導入できると実感できる。しかし、こうい
う公務組織は少ないのではないだろうか。

公務組織でテレワークが進まない理由としては、やはり従来の働き方に対する固定観念から
抜け出せないことがある。新しい働き方を組織に根付かせようとする際、｢制度の導入」より
も、その制度を誰もが使える「体制作り」の方が難しい。つまり、いかに全ての職員に新しい
働き方を浸透させるかが課題となる。佐賀県においても、導入後、なかなか新しい働き方が広
がらなかったため、管理職の意識改革や知識向上から普及を図った経緯があることから、導入
にあたってはテレワークの使い方や有用性への理解を深める研修等の取組が必要となる。

また、導入にあたってネックとなるのが、個人情報保護の問題だろう。佐賀県においても税
情報といった秘匿性の高い個人情報を扱う部署ではテレワークが導入されていない。しかし、
庁外から庁内システムに安全にアクセスできる環境（仮想デスクトップ）が整備され、情報漏
洩を防ぐ措置がなされている。取り扱う情報の性質上、ある特定の部署では利用できないかも
しれないが、それがテレワークを導入しない理由にならないはずだ。

さらに、公務組織は窓口部門・事業部門・管理部門と部署によって適する労働形態が異なる
ため全体に統一して制度を適応させるのが難しいこともテレワークを広げにくい理由となるだ
ろう。先述したように、一部の部署で利用しづらい、または利用できない制度は、職員から不
満の声が上がる恐れがあるが、WLBの視点に立てば、多様な働き方ができる制度が準備され
ていることに越したことはない。したがって、｢組織としてWLB推進のための多様な制度を準
備し、運用については各部署のマネジメントに委ねる」という考え方を前提として、制度を構
築・運用していくべきであると考える。

　　③　制度を作って意識を変える
｢WLB推進」｢働き方改革」と言うと、当然のごとく意識改革の必要性が叫ばれる。本報告

書でも述べているとおり、意識改革は必須である。意識改革の方法としては、｢～をしましょ
う」｢～はやめましょう」と啓発する個々人の意識への訴えかけや、職員研修といった手法が
ある。しかし、個人の自助努力だけで職場風土は変わるものではないし、そもそも職員個人の
意識自体を変化させるのは困難なことだ。

佐賀県の例を見ると、導入の目的は、もちろん意識改革ではなく働き方の幅を広げることで
あるが、制度を導入してから職員の意識改革が図られた。職員の意識改革は簡単にできること
ではなく、組織としての強い意志が必要であるが、まずは制度を構築し、その後に意識付け
を行うという手法も有効であると感じた。テレワークの例は、｢多様な働き方を可能にするメ
ニュー」として大変参考となる上、｢制度先行型の意識改革」の観点からも参考とすることが
できる取組である。

　⑵　人事評価の見直し
　　 　WLB向上のために、職員とりわけ管理職の意識改革が必要であることについて、これまで述

べてきた。前述したテレワークは、制度を構築し、多様な働き方を職員に提供することで強制的
に意識改革を促す「制度先行型」の手法の例である。同じく「制度先行型」手法として、｢人事
評価」に私たちは着目しており、その見直しを提案したい。
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　　①　管理職の人事評価を見直す
具体的な見直しの方法として、所属職員に対して積極的にWLBを推進し、配慮する姿勢が

あるかについて、管理職の人事評価項目に追加することを提案したい。既に項目化されている
自治体においては、全体における当該項目の評価割合を高めることも効果的であろうと考える。
抽象的で評価しづらい推進・配慮する姿勢を図る具体的指標は以下の二つである。

一つ目は、所属部局の超過勤務時間の全体時間数をあらかじめ年度当初に設定し、その目標
到達度に応じて評価を行うことである。

奈良県生駒市では、昨年度との所属部局における超過勤務時間の削減率を数値化し、それを
管理職の評価に反映させる手法を平成23年度下半期より実施している。

同市担当者の所感として、管理職の人事評価において、具体的に上記項目が追加されたこと
により、管理職が所属職員の超過勤務に対するマネジメントを積極的に行うようになったとい
う。その結果、なぜ超過勤務が多く発生しているのかについての原因分析を、管理職が率先し
て行うようになり、所属全体の業務内容や分担の見直しが進んだとのことであった。

休日出勤分における振替休暇の取得可能期間を延長・義務化した等、他の制度や取組の効果
もあるが、実績として、生駒市における職員の超過勤務の総時間数は、通年での評価の運用が
始まった平成24年度においては、前年度より大幅に削減できており（平成23年度：82,867時間
→平成24年度：69,360時間)、長時間労働の是正の観点から、一定の効果を発揮していると考
えられる。

生駒市が取り入れている削減率という考え方は、数値化されることで、管理職に対する評価
のポイントが明確になることに大きな意味がある。削減に向けての管理職の行動が、見える形
での効果に繋がらなければ、意味がないことを暗に示しており、抽象的な目標設定に留まらせ
ず、管理職が真剣に取り組む仕組みを作っていることが先進的である。

削減率という評価項目を設定することは、超過勤務時間の増加を例外なく認めないことを示
しており、生駒市のWLBを推進しようとする強い意向が込められていることが分かる。しか
し、一時的な業務量の増加で超過勤務が増えることも考慮すると、先述のとおり、目標時間数
を年度当初に設定し、仮にその時間数が前年度比で増加しても、その増加理由に明確な根拠が
あるならば、それを認めるという柔軟性を持ち合わせてもよいのではないかと考える。

二つ目は、管理職が所属職員に対し、WLBを推進・配慮する姿勢があるかについて、当該
職員が上司である管理職を点数化し、その点数を評価に反映させることを提案したい。

管理職はその上司である副市長等から評価を受けることが一般的であるが、常日頃の職場の
状況を把握することが難しい上司からの評価より、管理職の指揮命令下で業務を行っている所
属職員が、WLBにおける管理職の推進姿勢や配慮を評価する方が、実態に合っているのでは
ないだろうか。点数化するにあたっては、所属職員の管理職に対する主観が極力入りこまない
ような評価項目の設定が必要と考える。

また、業務改善の必要性の観点から、管理職の意識改革を図るために人事評価を活用するこ
とができないかと考えている。

業務改善を行うことによって、職場の生産性を高め、効率的に業務を遂行できるようになっ
た結果、職員の仕事に対する自由度が高まり、職員のWLBを向上させる働き方が実践できる
体制を築くことができると考える。
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そこで、各年度末にその当該年度に行った職場における業務改善手法について、市長・副市
長に各管理職が所属を代表してプレゼンテーションを行い、その実施状況や成果に応じ、管理
職の評価に反映させてはどうだろうか。そのことで、管理職自身が業務改善に関して、積極的
なマネジメントに努めることが期待される。その結果、役所全体において業務改善に対する機
運が高まり、上記で触れているとおり、効率的な業務遂行が全庁的に浸透することで、職員の
WLB向上に寄与できるのではないかと考える。

　　②　所属職員の人事評価を見直す
これまでは、管理職の評価方法の見直しについて提案したが、以下より所属職員の評価につ

いても見直しを提案したい。
近年において、自治体職員の評価基準に成果主義を取り入れる動きもあるが、より一歩踏み

込んだものにするために、各職員は年度当初の職務目標を掲げるにあたり、具体的に数値化さ
れた目標を明記させ、当該年度にその目標がどの程度達成できたかによって、評価の度合いが
変わるようにしてはどうだろうか。

数値化させることは、評価基準を明確にさせる意味において必須であるが、業務内容によっ
て、物理的に数値化できない業務もあると考えるので、その際は、職員自身がその成果を何か
しらの形で見える化し、管理職に説明する責任を持たせてはどうだろうか。

この目標達成度に加え、当該職員の超過勤務時間数を考慮し、成果を上げ、超過勤務が少な
い職員が最大評価を受けることができるような評価の仕組みを作ることが必要と考える。

成果を上げても、超過勤務を多く行っていれば、WLBの趣旨にはそぐわないものであり、
いかに創意工夫をこらし、限られた勤務時間の中で最大の成果を上げるかという姿勢を持って、
職員自身が日々の業務にあたることができるのではないかと期待するものである。

また、その際、上司であり評価者である管理職は、所属職員が掲げた業務上の目標が、その
職員の役職・職務経験年数・能力等から適切なものか判断し、適切でない場合は、適宜助言を
行った上、修正を求めていくことが必要であろう。

そして、何より重要であるのが、職員間で業務量に偏りが出ないように全体調整を行い、各
職員が納得の上、目標達成に向けて尽力できる体制を作ることが必要であると考える。

　⑶　副業の導入
　　 　これまでのWLB推進の動きは、育児・介護を抱える職員がいかに休暇を取得、もしくは様々

な支援策を利用できるかという視点を中心に考えられてきたことは先述のとおりである。これま
でに紹介した「テレワーク｣、｢人事評価の見直し」という手法も、通勤時間を含む勤務拘束時
間に一定の制限が発生する人がいかに働きやすくなるかを念頭に考えられたものである。ただ
し、これまでも幾度となく述べてきたように、WLBは全ての働く人のために存在するものであ
り、育児・介護を抱えない職員を含む全ての職員のWLB向上を図る手段を考える上で、私たち
は「副業」に注目している。

　　①　なぜ地方公務員は副業をしないのか
大半の地方自治体では、職員が副業を行うことについて消極的であり、その最大の理由は、

地方公務員法第38条に規定されている「営利企業等の従事制限」である。同38条においては、
「職員は任命権者の許可を得なければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員その他人事
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委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則）で定める
地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従
事してはならない｡」と明記されている。ただし、この条文における営利目的については定義
が不明確であり、また、任命権者の許可があれば従事可能とも捉えられることからも、その判
断については各自治体に委ねられていると言えるだろう。

ただし、副業に従事することで、同法33条にある「信用失墜行為の禁止｣、34条の「守秘義
務｣、35条の「職務専念の義務」に反することにならないかという観点から、同法に抵触する
可能性が否定できないものについては、許可をしていない自治体が大半である。職員自身も副
業が許可されるためには、挙証資料の準備や説明を要することになることから、その手間を煩
い、積極的に許可申請をするに至らないケースが多いということが想像できる。

　　②　全ての職員のWLB向上を図るために
このように、地方公務員の副業が推進されない理由は明確であるが、その状況下においても、

私たちが副業を推進する理由は以下の三点である。
一つ目はもっと働きたい人の受け皿としての役割があるからである。仕事をライフワークの

中心として捉え、もっとたくさん働きたい、仕事を通して自分自身の能力を向上させたいと考
えている職員も数多く存在する。しかし、昨今のWLB推進の動きは、長時間労働の是正に目
が向けられており、仕事をしたくても抑制されている職員もいるだろう。私たちは、WLBは
家庭生活を充実させることだけが目的ではなく、働くことで自己実現したいという個人の意思
を尊重するべきであると考える。

なお、もっと働きたい人は、役所内で好きに働かせたらいいのではないかと考えることもで
きるが、労働基準法上、超過勤務分について、自治体は当該職員に手当を支給する義務が発生
し、その手当の財源は住民が支払う税金であることを鑑みれば、WLB以外の観点からも公務
組織における超過勤務は抑制するべきであることは言うまでもない。本業を通してキャリア
アップをしたい、というならば、時間内に業務効率化を図ることで、業務の工数を上げるよう
工夫することが望ましい。

本業の時間外に副業を行うことで、もっと働いて自分自身の能力を高めたいと考える向上心
の高い職員に対し、活躍の場を与えることができる。それは、職員の勤労に対する欲求を満た
すだけでなく、副業をする職員から新たな発想が生まれ、その発想が業務改善に繋がり、組織
内部の生産性向上に寄与することで、最終的に市民サービスの向上にも繋がる可能性を秘めて
おることから、自治体にとっても非常に有益であると考える。

副業を推進する二つ目の理由は、趣味やボランティア活動等、仕事以外の時間を大切にした
いと考える職員に対して、その時間を副業という形で職場が公認することで、組織としてその
職員の生き方を尊重する姿勢を示すことに繋がるからである。自己実現の追求を支援し、職員
自身の幸福感を向上させることで、仕事と家庭との相乗効果も期待されることから、自治体に
おいてもメリットを享受できるのではないかと考える。

最後の理由は、職員の能力向上を今以上に重視しなければならない理由があり、副業は能力
向上を図る手段として最適であるからである。

能力向上を重視する理由は、先述した仕事以外の時間を大切にしたいと考える職員の業務負
担を軽減させるためである。社会全般にWLBが定着しつつある中、その概念の中心に育児・
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介護を抱える職員がおり、これらの職員においては様々な問題を抱えている。しかし、社会の
風潮として、WLBという職員個人の権利を主張しやすくなっているのは事実であり、一般的
に他の職員に比べ、休暇が取りやすく、勤務上の配慮もあるだろう。

また、地方自治体をはじめ、公務組織全般に共通して言えることであるが、行財政改革の名
の下に正規職員が減少し、代わりに超過勤務が原則認められない短時間勤務の非常勤職員を雇
用している。このような状況下にもかかわらず、行政サービスの多様化が進んでおり、正規職
員の抱える責任が増えている。

こうした中で、同組織で勤務する他の職員、つまり育児・介護を抱えない職員の業務負担が
増大しているのも避けられない事実であろう。

現状以上のマンパワーの確保が望めない状況で、行政サービスの質を低下せず、市民が求め
る公務組織を存続させながら、全ての職員の負担感を軽減させるためには、現状抱える業務の
見直し、業務手法の改善を行うことで、更なる生産性の向上を図るしか手段はない。

これらのムーブメントを組織内で起こすために必ず必要となることは、一人ひとりの職員の
能力向上であり、様々な知識を得られ、日常業務とは異なる経験を積める副業が最適な手段で
あると私たちは考える。生産性の向上とは同じ組織内に長くいれば生まれるものではなく、む
しろ違った視点からみて気づくことが多い。副業はその気づきのきっかけを与えてくれるもの
であると私たちは考えている。日常業務とは異なる経験を積み、様々な知識を得て職員の能力
向上に生かすことができる一つの選択肢として自治体のWLB制度に取りいれてよいものと考
える。

　　③　副業推進に向け、私たちが取り組むべきこと
そんな中、副業推進という観点から、少しずつではあるが動きを起こす自治体が現れている

ことは大きな進展である。兵庫県神戸市では平成29年４月１日付、奈良県生駒市では同年８月
１日付で職員向けに副業に従事するにあたって、許可できる活動等の基準を通知すると共に、
メディアに公表し、その意図を対外的に発信した。両自治体の動きはこれまで副業に消極的で
あった自治体の姿勢に一石を投じるものであり、今後、追従する形で同様の動きを示す自治体
が現れることが期待される。

これまで副業が推進されてこなかった経緯に目を向けると、先述のとおり、地方公務員法に
抵触する恐れを必要以上に意識し、慎重になっている自治体が大半であるということが現実で
ある。例えば、受領できる副業による報酬額の上限や、副業によって、本業への支障が出てい
ないかの判断をどのように行うかなど、本格的に副業をこれから推進させていくにあたっては、
明確にしていかなければならない課題は数多い。

先述した神戸市や生駒市のような積極的な動きを今後も無駄にせず生かしていくには、どの
ようにすれば各自治体が職員に対し、積極的に副業を促進できるようになるかを、両自治体の
動きから一歩進んで、より一層考えていかなければならない。そこで、具体的な提案を二点挙
げたい。

一点目は、各自治体が職員に向けて、副業が組織や個人にとって有益であることを示すよう
な、組織として職員の行動を後押しできるビジョンを打ち出すべきである。例えば、各個人の
能力向上や自己実現の追求による仕事への相乗効果を期待しているなど、明確な職員に向けた
メッセージがあれば、職員にとっては心強いであろう。
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また、職員向けだけでなく、住民に向けたメッセージを発信することも必要である。住民は
日頃の行政や職員の行動に対して、厳しい視点を持っていることは言うまでもなく、副業に対
して多くの住民が持つイメージは、それらから得られる報酬を目的に副業を行っているという
ものであろう。公務に専念する義務を持つ公務員が、私利私欲のために本業を疎かにしている
というような誤解を住民に与えないよう、自治体が慎重な姿勢を崩さないという側面がある。
そのことから、住民に対し、なぜ職員に副業を促しているのか、長期的なビジョンで考え、職
員への副業推進が最終的に行政サービスの向上に繋がるということを理解してもらう努力が必
要であろう。

二点目は、副業の許可範囲を職員に対し、明確にすることである。法令上でこの仕事・活動
は許可されるか否かということが、具体性を持ってどこにも示されていないことが一番の課題
であり、各自治体の裁量に委ねられている最大の理由である。ただし、全ての想定される副業
に対しての許可基準を完璧に明文化するのは、現実的ではない。そこで、少しでも現状を打破
するために、各自治体が想定される範囲の副業について、法令に抵触するかどうか研究を進め、
許可できる副業の事例を具体化するべきではないだろうか。サンプルが示されることで、職員
自身で一定の判断がしやすくなり、これまで申請を躊躇していた職員への後押しに繋がるに違
いない。そして、従事できる職種が具体化されることにより、副業の上限時間や職種を限定的
にする代わりに、その範囲内であれば任命権者からの許可を不要にするといったような大胆な
改革も期待できると考える。

２．管理職の意識向上・行動変容

　⑴　WLB管理職の育成
　　 　これまで、全職員の意識改革に繋がる制度の構築について提案を行ってきたが、第１章におい

て、WLBを推進する上で、管理職の意識や行動を統一させ、継続させるかが重要であると述べ
たところである。そこで、ここからは管理職に必要とされる意識や行動を含めながら、その方法
について言及したい。

　　①　WLBに関して意識統一を図る
繰り返しになるが、WLBを推進する上で鍵となるのが、その職場で強い影響を与える管理

職の考え方である。WLBへの理解がない管理職は、職員の事情や意向を配慮せずに、残業を
命じたり、休暇取得を促したりする。管理職の役割は、WLBの趣旨を理解した上で、管理職
自身の働き方を押し付けるのではなく、職員一人ひとりが望むWLBを尊重することだ。また、
第１章で述べたように、固定的な性別役割分担意識にとらわれないことも重要である。しかし、
そのような意識を全ての管理職が持っている訳ではない。運良くWLBに理解があり、固定的
な考え方にとらわれない管理職の元に配属された場合、その職員はWLBを図ることができる
が、そうでない管理職の元に配属された場合は、その職員のWLBはないがしろにされてしま
うことになる。このように、管理職によってWLBの実現度が左右されることは避けねばなら
ず、組織内で格差が生じないように、管理職の意識や行動を組織として統一させる必要がある。
そこで、WLBの趣旨やWLBを推進するために管理職が持っておくべき心構えや姿勢を盛り込
んだ「WLB推進宣言」を各自治体で掲げることを提案したい。
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有名な取組として、｢イクボス宣言」がある。｢イクボス宣言」とはNPO法人ファザーリン
グ・ジャパンが行っているもので、イクボス（職場で共に働く部下・スタッフのWLBを考え、
その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活
を楽しむことができる上司（管理職）のこと）としての宣言を対外的に行うものである。厚生
労働省のホームページでは「日本総イクボス宣言プロジェクト‼」と題してイクボス宣言を
行った事業所や公的機関などが写真付きで公開されている。イクボス宣言には、イクボスとし
ての心構えや姿勢などがまとめられている。多くの自治体でも実施されている取組であり、福
岡県北九州市や奈良県生駒市などがイクボス宣言をし、NPO法人ファザーリング・ジャパン
が行ったイクボス充実度アンケート調査において、上位入賞した自治体として評価されている。
両市とも所属長が宣言書を所属職員の目に留まるように貼り出し、各部署でWLB推進に向け
た取組の実施を促している。

このように、組織として目指すべき管理職の方針を明確に示すことは、管理職の意識統一に
繋がり、部署ごとのばらつきをなくすための方法として有効であると考える。また、WLBを
推進するにあたって、もちろん管理職だけでなく、全職員がその意識を持つことが大切であり、
その他の職員自身も、WLBの実現のためにどういったことができるのかを考え提案するなど、
当事者意識を持つ必要がある。したがって、｢宣言」といった「見える化」には発信力があり、
全職員に意識を浸透させるきっかけづくりともなる。

　　②　WLB実現のために管理職に必要なノウハウ
WLBを実現するためには、管理職のマネジメント力が重要となってくるが、先述したとお

り、個々の職員によって事情やライフスタイルは様々であり、望むWLBは多様である。その
ため、管理職は一律的な働き方を前提とするのではなく、個々の職員によって最適なワークと
ライフのバランスが異なるということを前提として、マネジメントを行わなければならない。
この大前提を踏まえた上で、管理職に求められるマネジメント力を三点挙げたい。

一点目は、管理職は、所属職員とコミュニケーションを図り、当該職員の希望するWLBを
まずは理解する必要があることだ。管理職は大前提として、所管事務を遂行するために、所属
職員に業務を割り振らなければならないが、同時に職員のWLBについても考えなければなら
ない。どこまでプライベートに踏み込むかは大変難しい問題だが、管理職が業務分担を考え
る際に所属職員がどのようなWLBを望んでいるかも把握することで、当該職員のWLBに寄り
添った業務分担ができる。例えば、育児や介護、自己啓発のために休暇を取りたい職員がいれ
ば、仕事の優先度が高く、無理をして休暇を取りたくない職員もいるだろう。前者であれば休
暇を取得できるように配慮することが必要だが、後者であれば休暇の取得を促すことは、逆に
当人のWLBを阻害していることになる。それぞれの職員の事情を踏まえながら、業務内容や
業務量を調整したり、必要に応じて制度を使用できるように環境を整えたりするのが管理職の
役割である。

また、管理職が所属職員とコミュニケーションを図ると、風通しの良い職場となる。その結
果、所属職員が自分の事情を吐露しやすくなるため、管理職が当該職員の事情を把握しやすく
なるというメリットもある。一方で、そうした職場では職員同士も自然とコミュニケーション
が深まるため、お互いを尊重し、協力し合って仕事を進めていきやすくなる。

二点目は、所属職員間のWLBに不公平が生じないようにマネジメントをしなければいけな
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いことだ。例えば、どうしても育児や介護に関わっている職員のWLBを優先しなければな
らないときがあるが、同時に他の職員のWLBを保障する調整をしなければ、育児・介護に関
わっていない職員、つまり時間制約がないと一般的に考えられる職員が自身のWLBを我慢し
なくてはいけない状況になってしまう。ある人のWLBを実現するために、別の人のWLBを犠
牲にしてしまうという事態が起こってしまう。このように、特定の人に業務負担がのしかかる
ことがあるが、そうした一部の人材に甘えるのではなく、時間制約がない職員はもういないこ
とを前提としてマネジメントをすることが大切だ。

また、窓口業務や休日開庁している施設がある職場ではシフトを上手く組まなければ職場に
不公平感を生み出してしまう。テレワークで言えば、ある特定の人だけがテレワークの制度を
頻繁に利用している一方で、自分には利用させてくれない、という不満が出ないよう、マネジ
メントすることが重要になってくる。

三点目は、行き過ぎた残業や休暇の管理、過剰な仕事の進捗管理といった、オーバー・マネ
ジメントはWLBを阻害する要因となることを意識しなければいけないことだ。管理職として
業務の進捗管理は大変重要なことである。しかし、WLBを両立して考える上では、業務の進
め方について職員の裁量が大きい方が職員にとっては業務を進めやすい。

例えばテレワークにおいては、在宅勤務では仕事を本当にしているかわからないため、頻
繁に報告や管理を求める、というオーバー・マネジメントになるジレンマがある。せっかく
WLBを推進するのに有用にもかかわらず、管理が厳しすぎれば結局職場で仕事をするほうが
まし、ということになり活用されないことになりかねない。｢報告・連絡・相談」は仕事の基
本とされているが、適度なものでなければ、職員が報告のための資料作りという業務が増える
など、仕事の効率を下げてしまう。管理職の動向に左右され他律的となると、常に上司に指示
された通りに業務をするようになり、部下が指示待ち人間になりやすく、自ら業務を改善する
などのモチベーションが上がりにくい上に、自らの業務を効率化するための自由度がない。

以上のように、WLBを実現する組織になるために、管理職には所属職員のWLBに理解を持
ち、職場内に不公平が生じないよう配慮し、オーバー・マネジメントをなくして職員の自主性
に任せる職場風土を作ることを求めたい。

　　③　意識変革を行動に繋げるために
WLBを推進する上で、管理職に求められる意識や考え方、能力を述べたが、これらの意識

化にはきっかけが必要であるし、適切に行動するためのノウハウも必要となる。意識化や能力
向上のきっかけづくりとなるのは、一般的には管理職研修である。北九州市や生駒市では、管
理職を対象としたイクボス研修を実施し、日々の職場での実践意識を高めている。また、組織
内での実践例の共有や情報交換の場の設定なども意義があるだろう。

しかし、それだけでは行動変容まで至らない可能性が高い。そこで、実践に繋げるためには、
さらなる実行性を伴う取組が必要となる。北九州市では、女性活躍とWLBを一体的に推進し
ていることから、市長をトップとした「女性活躍推進！本部」において各局区独自のイクボス
推進取組の発表を義務付けたり、他にも、イクボス達成度の人事評価（勤勉手当）への反映や
部下の推薦による「市職員イクボス表彰」を行ったりすることで、管理職の取組の実践度を高
めている。

このことから、取組報告の義務化、実践成果の人事評価への反映といった取組が、管理職の



47おおさか市町村職員研修研究センター

第１編　研究成果報告

第
１
編

行動を変容させる有効策であると言える。しかし一方で、一歩間違えれば、管理職が実態に合
わない超過勤務時間削減率や休暇取得率の目標値を設定し、それを達成しようとした結果、職
員が隠れ残業を強いられる、仕事が溜まっているにも関わらず休まざるを得ないといった、働
き方改革の趣旨に反したことが起こってしまう恐れがある。しかし、人の行動を変えるには、
ある程度強制力のある手法が必要になってくるのも事実である。そこで、そのような事態が生
じないように対抗策も講じる必要がある。例えば、WLBと逆行する事例を全庁的に共有する、
｢⑵　人事評価の見直し」で述べたように、人事評価において上司だけでなく部下からの評価
も取り入れることなどが挙げられる。

第３章　まとめ

　ここまで、WLBが必要な理由、現状と課題、先進事例を考察し、提言をおこなった。
　以上を踏まえて、当グループが最も主張したいことは、WLBを実現するためには個人を尊重した
職場作りが必要、ということである。個人を尊重した職場作りという意味は、｢個人の生活の中に仕
事があり、それぞれの多様な生活をできるだけ尊重して働きやすい職場を作る｣、ということである。
その実現に向けて、多様な働き方を認める制度を作り、管理職と所属職員がコミュニケーションをと
りやすい環境を作り、業務の最適配分を行えるようにしなければいけないと考えている。
　WLBのための制度としてよくみられる「ノー残業デー」や「完全退庁時間」などは「取り締ま
る」方向で制度設計がされているが、職員の働き方の自由度を縛るものだけがWLBのための制度で
はない。テレワークや副業など職員の多様な働き方を推進する制度や、管理職がいかに職員のWLB
に理解を示しているかを人事評価に反映させる制度など、職員が個人のライフスタイルに合わせて選
択できる制度や、WLBを実現するために制度を利用できるよう管理職の意識向上に効果的な制度が
必要になる。
　私たちの主張が非常に管理職にとって要求の多いものであると認めざるを得ないが、それだけ
WLBを推進するために管理職の理解と実行力が重要であるということであることを理解いただきた
い。
　ここで一つの懸念が生まれるのだが、自治体職員のWLBを考える上で懸念されることは、全体の
奉仕者である自治体職員がWLBを求めることは、果たして社会に受け入れられるかという点である。
自治体職員の働き方改革を検討する際に、この疑問は必ずついて回るものである。自治体職員は定時
で帰れるという、いわゆる「お役所仕事」と世間一般には思われているが、実態はそうではない部署
は多い。むしろ、近年では職員数が減っている傾向にあり、かつ、求められる住民サービスは増加し
ているため時間外や土・日曜日等の休日対応が増えている。自治体自体も長時間労働が前提とされた
働き方が現状である。しかし、長時間労働が前提とされてきた社会にこそ問題があると苦言を呈し、
社会の率先垂範的な存在になることも自治体の役割である。また、職員が活き活きと働いている職場
は活力があり、意欲的に仕事に打ち込め、その結果、様々な発想を生み出し、魅力ある自治体となる。
実際に視察先で対応いただいた自治体職員は大変活き活きとされていた。魅力ある自治体づくりの一
つの方策として、働き方改革を捉えることもできるのではないだろうか。さらには、心にゆとりのあ
る職員が対応すれば、住民の望む丁寧な対応にも時間を割くことが可能になるだろう。このような視
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点も住民に示し、過剰に住民からの非難を恐れることなく、住民の納得を得ながら取組を進めていく
ことも効果があると感じる。
　なお、私たちの論じているWLBは現状の人員やサービスを保ったままで、様々な業務に付随する
余分な業務を効率化することで時間外労働を削減することを念頭に述べていることも申し添えたい。
　職場には様々な職員がおり、職員の数だけ生活があり、考え方がある。究極のWLBは個人がそれ
ぞれのライフスタイルに合わせて自由に働けること、である。管理職は職員に対し、明確に業務の
ゴールを与え、業務を行う過程は個人に任せ、期日までに決められた業務をきちんと遂行することが
できればやり方も勤務場所も問わない、となればかなり仕事と生活のバランスがとりやすくなるだろ
う。自治体には窓口業務もあるが、窓口担当をシフト制にし、担当日以外は自由に自分の時間と場所
で業務を行うことができるようにすることも検討できるだろう。
　しかし、管理職がこれだけ職員を信頼したマネジメントをするためには、管理職のマネジメント力
強化の教育が必要であるし、職員一人ひとりの事務処理能力の向上、コミュニケーション能力の向上
が必須である。現実は一足飛びに管理職の考え方は変わらないし、職員の能力や職務意識が向上する
ことはありえない。いずれも長い目でみて啓発し、研修等を行い、組織に浸透させていることが必要
になる。どの先進事例も10年単位で実施し、結果が出てきたものばかりである。自治体ごとに体質や
風土は異なるため、先進事例を参考にしながら各々の組織に内容をマッチさせながら進めていくこと
が大切である。
　どの職員もそれぞれが描くライフスタイルを実現させ、活気あふれる自治体が増えることに、本研
究が一つのヒントになることを祈る。
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キャリア自律のための働き方改革
― 多様な人材が活きる地方自治体を目指して ―

第１章　個人が活きれば組織も活きる

１.　はじめに

｢人事異動で配置換えを経験すると、転職したのかと感じるくらい業務内容が異なる」とは、４
月によく聞かれる言葉である。年度当初は通常業務に加えて、新年度契約の締結、担当者の変更、
係の配置換え等があり、同時に転出入等の手続きで来庁者が多くなる。こうした時期に異動したば
かりの職員が窓口でまごつき、住民をいらだたせているのはよく見かける光景だ。

なぜこれほどまでに大規模な異動が必要なのか。人事課に尋ねたところ、法令根拠があるわけで
はなく「慣例」により行われているものであるとの答えであった。そしてそれにより期待されてい
るところは、職員が行政職務のゼネラリストとして育つことと、激務が慢性的に続く課に属する職
員の負担の軽減とのことだった。

しかし、果たしてゼネラリストばかりで組織はうまく機能するのか。例えば、地方分権化による
権限移譲が進み、職務がより専門的且つ複雑化する中で、スペシャリストの存在が必要になること
もあるだろう。また、公務員が全体の奉仕者であることはいうまでもないが、人生の局面において、
時には家庭や自分自身の為に時間を割く必要があり、常に同じペースで働けるとは限らない。更に、
個人の業務内容の範囲が明確に決められていないことや、業務量と人員配置とのアンバランスによ
り、仕事量の歴然とした差や仕事の抱え込みがある職場も見られる。これらの状況に鑑みると、ゼ
ネラリストの存在を重視することよりも、多様な個人が働いていることを踏まえた仕組み作りや業
務内容の見直し、適材適所の人員配置など抜本的な対策を講じることの方が有効ではないかと考え
る。

また、地方自治体は一つの組織で幅広い業務を行っており、地方自治体職員として採用されると、
定期的な人事異動により様々な業種を経験するという特色がある。従って、自分が将来どのような
仕事をし、そのために今どのようなスキルを磨けばよいのかといったキャリアの予見性が低く、自
己のキャリアを形成し確立していく「キャリア自律」の実現が困難である。そして、一定の昇給が
保障されている反面、成果を数字で評価することが難しく、仮に評価できたとしても給与には反映
されないところが民間企業と大きく異なる点である。そのため、自己効力感を高めたりモチベー
ションを維持したりするためには、何らかの工夫が必要ではないかと思われる。

こうした種々の疑問や矛盾について議論する中で、私たちは個人と組織の関係性に着目し、｢個
人が活きれば組織も活きる」と考えた。この「組織も活きる」を地方自治体にあてはめて考えてみ
ると、生き生きとしたまちづくりや住民満足度の向上ということになる。そこで、地方自治体職員
として、まちづくりの一役を担っているという自負と責任感を持ちつつ、同時に自らの働き方を主
体的に考え、選択し、自己実現が可能となる仕組みについて、｢キャリア自律」を軸に検証してい
きたい。
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２．これまでの公務員とこれからの公務員

　⑴　｢24時間働けますか」からの脱却
1955年から1973年の18年間は、年平均10パーセント以上の経済成長を達成したいわゆる高度経

済成長期である。その後90年代前半まで日本は好景気に沸いていた。高度経済成長時代の「モー
レツ主義」、80年代の栄養ドリンクのコマーシャルに代表される「24時間戦えますか」は、その
時代の働き方を端的に表している。子どもを大学へやり、家を建て、働けば働くほど豊かになり、
働けば働くほど「自分の将来は明るい」ということを実感できた時代である。この思想は一種の
信仰のように、また勤勉な日本人の象徴のように語られる。

しかし、新卒者が「金の卵」ともてはやされ、マンパワーが主役であった時代は終わった。製
造業の担い手は人件費の安い発展途上国に移り、IT革命以降、オートメーション化の流れを受
けて労働の価値は下がった。それにも関わらず、長時間労働に依存する働き方は依然として変わ
らず、｢要領」や「効率」がすっぽり抜けたまま、前近代の働き方を繰りかえしているのが現在
ではないだろうか。

藤原和博氏曰く、かつては情報処理による働き方といい、時間をかければより多くの成果が
上がったが、今は「時間（量)」で成果を図るのではなく、｢成果・質」で測る情報編集による
働き方の時代へ移っているという。これを成熟社会と呼ぶ。(藤原和博『坂の上の坂』ポプラ社、
2011年)。成熟社会の先進は欧州であると言われる。例えば、日本より平均年収が低く、税が高
いフランスには「Art de vivre（アールドヴィブレ)」という言葉がある。それは、｢国よりも、
産業社会よりも、自分自身の人生と人々との関わりを大切にする生活信条」を表している。では
日本の生活信条は何だろうと考えると、｢自分の価値観より他者の価値観に影響を受ける、過剰
に周囲の空気感を気にする同調主義」ではないかと思われる。

今やITが充実し、以前は何時間もかかっていた業務が数分でできるようになったにも関わら
ず、依然として、長時間労働がもたらす成功神話から抜け出せないでいる。だが、時間も有限の
資源として捉え、人生の大多数の時間を労働に捧げるよりも、自分の軸での生活、例えば、食事
や会話など日常の些細なことに幸せを見出し、自身の心と体の健康を保ち、好循環で仕事に臨む
といった価値転換をしなければならない。フランスの価値観に代表されるように、経済的豊かさ
のみが幸せではない。今こそ多様な価値観を認める風土を醸成することが必要だと感じる。

　⑵　役所依存型から自律型職員へ
これまで公務員は「一度なったらクビが無い」として安泰な職業と言われてきた。しかし、日

本経済が下降線をたどり、将来の財源が確保できない状況に陥りつつある現在では、いつその前
提が崩れるか分からなくなった。若手職員の離職の原因の一つに「将来への希望が持てない」と
いったものが挙がるが、だからといって転職して自分の力を別の場所で試そうと考えても、自分
の専門性、キャリアという足場固めができていない。現行の人事制度では、転職に有利なほどの
専門性を持つ職員は生まれにくい状況だからだ。職歴を見ても、｢○○年間私はここの部署にい
た」とは言えるが、｢そこで私は何をしたのか」は言えない。これには、一つ一つの業務範囲が
あいまいで、成果に対する自分の役割が断言できないことも起因していると思われる。

一般的な組織（民間企業）では、従業員は組織の中でキャリアを積み上げ、成果を評価され、
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対価を得る。これに対して地方自治体では、人事や昇給が人員や年功序列によって決定づけられ、
働き方に主体性を持ちにくい仕組みとなっている。ゆえに、中には与えられた仕事をこなすだけ
の「指示待ち職員」も見受けられる。同質性を前提とするゼネラリストのチーム構成では、職業
人としての心構えすら没個性の方が都合がよいのかも知れない。

しかし前述したとおり、役所も安泰な時代ではない。2015年に行われた株式会社野村総合研究
所の調査（「日本の労働人口の49％が人工知能やロボット等で代替可能に～601種の職業ごとに、
コンピューター技法による代替確率を試算～」『ニュースリリース』、2015年12月２日を参照）で
は、日本の労働人口の約49パーセントがついている職業が、人工知能やロボット等で代替可能に
なるといわれている。自分の人生、自分の働き方に主体性を持って臨まなければ、自分の居場所
すら失ってしまうのである。

指示待ちの「依存型職員」から主体性のある「自律型職員」になるには、さまざまな改革や意
識の転換とともに「キャリア自律」が大きな鍵となる。そこで、次に「キャリア」の捉え方と
「キャリア自律」の意義について論じていきたい。

３．｢キャリア」と「キャリア自律」

　⑴　｢キャリア」とは
｢キャリア」の語源は諸説あるようだが、ラテン語の「Carraria」がよく知られている。これ

は「車のわだち｣、つまり「通った車が道に残した車輪の跡」という意味で、そこから人がたど
る行路やその足跡、経歴、遍歴などを意味するようになったと言われている。狭義の「キャリ
ア」は、職業、職務、職位、履歴、進路を意味するが、広義の「キャリア」は、生涯・個人の人
生とその生き方そのものと、その表現のしかた、人生の中でその人が積み重ねてきたすべての経
験を意味している。従って、｢キャリア」とは一見何か特別な技能を身に着けることを指すよう
に見えるが、どのような組織で働いてきたか、何に力を入れてきたか、どのような業務に携わっ
てきたかといったことが、正に「キャリア」そのものであると言える。

　⑵　｢キャリア」のモデル
このように、｢キャリア」は時間的な持続性・継続性を持った概念として捉えられる。この

「キャリア」を一次元の点で捉えているものを「静的モデル｣、二次元上の「線」として捉えて
いるものを「動的モデル」と言う。

｢静的モデル」は、キャリアをジョブマッチングの問題に帰結させる考え方である。つまり、
興味や適性といった「個人のパーソナリティ特性」と、｢職務環境」との一致の程度が、職業生
活での成功や満足を決定するという仮説を前提とした理論であり、代表的なものにホランドの
「六角形モデル」やシャインの「キャリア・アンカー」などがある。

｢静的モデル」に対して、キャリア形成の過程を重視するのが「動的モデル」である。｢動的モ
デル」には、人生の節目に着目する理論とキャリアを連続的・継続的に捉える理論があるが、こ
こでは高橋俊介氏の自律的キャリア形成理論（高橋俊介『キャリア論』東洋経済新報社、2003
年）に着目したい。

高橋氏は同著の中で、キャリアとは一般的に、一連の仕事経験の積み重ねによりでき上ってい
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く個人の仕事の経歴であると定義している。キャリアを自律的に形成していく「キャリア自律」
が強く求められるようになってきたのは、キャリアをめぐる環境が世界的に大きく変化する中で、
我が国においても自ずと問題視されるようになったためであると考えられる。長きに渡って、個
人のキャリアを会社都合でコントロールするかわりに雇用については終身責任を持ち、社員は雇
用の安定を保障してもらうかわりにキャリアについては雇用主に依存するという相互関係が形成
されてきた。しかし、こうしたモデルが今や大きく変化しようとしている。近年の年功序列の破
綻や、就職試験における自己PR力の重視などに見られるように、個人の能力やキャリアが注目
されるようになった。更に、個人の生き方や人生をめぐる環境の変化も大きな影響をもたらす要
因となっている。従って、時代の流れとともに、キャリアは与えられるものではなくライフス
テージに応じて自身で働き方を構築していく、つまり自らジョブデザイン行動を起こすという形
に変わりつつあるといえる。60人以上のビジネスパーソンに対する調査の結果において、日々の
仕事に主体的に向き合っていこうとする自律的なジョブデザイン行動をとった結果として満足の
いくキャリアが形成されたケースが非常に多かったことから、高橋氏は、長い一生の間には節目
における大きな意思決定以上に、｢節目と節目の間の日々の仕事における連続的プロセスとして
キャリアを捉える見方が必要ではないか」と述べている。

以上、｢キャリア」についてこれまで提唱されてきた理論を整理してきた。これらの理論に基
づき、次に「キャリア自律」について考えていきたい。

　⑶　キャリア自律とは
キャリア自律について論じる前提として、｢自律」の概念について考えてみたい。｢自律」とは、

他からの支配、制約を受けずに、自分自身で立てた規範に従って行動することをいう。従って、
現在携わっている地方自治体職員としての職務において、決して誰かにやらされているという姿
勢ではなく、自分自身が主体的に立てた規範に従って仕事をしていくことが、｢キャリア自律」
を実現するということになる。

この「自律」に対して「自立」という言葉がある。自立には、他の助けや支配なしに自分一人
の力だけで物事を行うという意味がある。世間には「キャリア自立」という言葉もあり、こちら
は組織の枠内に止まらず、あらゆる場面において自らの力でキャリアを形成していくという意味
合いが強い。今回の研究テーマは、地方自治体職員としてどのように働き方改革を実現していく
かという、あくまで限定された職種内の話であるため、自分で立てた規範に従い行動する「キャ
リア自律」の方がより適切であると考え、こちらの言葉を用いることとする。

高橋氏によると、｢キャリア自律（キャリアコンピタンシー)」とは、自分のキャリアに主体
的、継続的に関わって満足度の高いキャリアを作ることができ、時代や世間が変わろうとも自分
の居場所を切り拓き、仕事をつかみ、生き抜いていける能力のことである。先に述べたように、
「キャリア自律」の基本はジョブデザイン、つまり今の仕事をいかに自分らしく実行するかとい
うことである。その実現のためには、固定的なキャリアパスを示して誘導するのではなく、その
都度に多様なキャリアオプションが示され､一人ひとりの主体的な取組が要求される形が望まれ
る。

また、組織内でのナンバーワンを目指して没頭する時期、将来の投資に充てる時期、家庭での
責務を優先する時期など、私たちは人生において様々なキャリアの局面を迎えることになる。い
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つも組織の中で先頭を突っ走ることのできる人などほとんどおらず、いてもごく少数である。多
くの人は、人生の中でさまざまな出来事に直面しながら生活しており、言うまでもなく、働くこ
とはその生活の中の一部である。ゆえに、キャリアについて柔軟な思考を持ち、様々な局面を経
て独自のキャリアを積み重ねていくことが、真の「キャリア自律」に繋がるといえる。

高橋氏は、自分自身の充実度・満足度を高めるような行動もしくは「キャリア自律行動」には
どのようなものがあるのか、日本の社会人約2,400人（日本の企業 14社、各社から100～200人）
に対してアンケート調査を行った。そして、得られたデータから80の質問項目を分析したところ、
［１］主体的ジョブデザイン［２］ネットワーキング行動［３］スキル開発行動の3つの因子が、
内的キャリア評価と高い相関を持っているとの結果が得られたと報告している。主体的ジョブデ
ザインとは、日々の仕事に主体的に向き合っていこうとする（ジョブデザインをする）自律的な
行動と定義づけることができ、これは仕事のやりがいや充実感（内的キャリア）に直結している
ものであるといえる。こうした動機が、より広い視野で物事を見ようとし、物的・人的ネット
ワークを形成するネットワーキング行動に繋がり、知識の習得や能力開発といったスキル開発行
動が自発的に芽生える。そして、これら三因子の相乗効果によって働くことの意義を感じる「内
的キャリア」が高まり、自らのキャリアを自ら決定していく「キャリア自律」が実現されていく。

このように「キャリア自律」が実現されることで、｢個人が活きれば組織も活きる」という好
循環が生まれる。すなわち、個人が活きることで新しいアイディアが創出され、個人が自らの業
務をマネジメントすることを通じて組織そのものも強くなり、活性化に繋がる。ゆえに、個人の
「キャリア自律」は、今後働き方改革を進めていく上で、非常に重要な視点であると考えるので
ある。

　⑷　キャリア自律と多様性
ここで、｢キャリア自律」が働き方改革を進めていく上で非常に重要であると考える理由とし

て、多様性との関係について述べておきたい。それは、｢キャリア自律」が実現されている組織
は、｢多様な働き方」を認める、すなわち「多様な人材が活きる」組織だからである。

言うまでもないことだが、そもそも個人は一人ひとり性格も価値観も異なる存在であり、家族
構成や抱えている事情も様々である。出産、育児、介護といった家族の状況、病気や障がいと
いった自分自身の状態など、個人を取り巻く環境は、長い職業人生の中で時々刻々と変化してい
くものである。その中で、働き方を見つめ直す機会は必ずやってくる。なぜなら、働くというこ
とは生活の中の一部であり、生活とは切っても切り離すことができないからだ。

そのように考えたとき、組織側が働き方の多様性を軽視し、ロボットのように全員を同じ水準
で働かせることにはそもそも無理があるといえる。つまり、同質性を前提とするゼネラリスト
にのみ注目していては、そこからこぼれ落ちてしまう人が必ず出てくる。そのような組織では
「キャリア自律」の実現は決して達成されない。反対に「キャリア自律」が実現されている組
織は、働く時間や方法を工夫するなど「多様な働き方」を認めている。そうすることによって、
様々な事情を抱えた個人が主体的に働くことができており、結果として「多様な人材が活きる」
組織になっていると言えるのである。
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４.「個人が活きれば組織も活きる」を実現するために

　 　ここまで、｢キャリア」の定義並びに「キャリア自律」の意義について述べてきた。ではどのよ
うな仕組みがあれば「キャリア自律」は実現可能なのだろうか。本項では、｢キャリア自律」実現
に繋がる具体的なモデルを提案したい。

「キャリア自律実現のモデル」

①　個人ごとの担当を明確に決め、主体的に働く
　 　個人ごとの担当を明確にし、業務の範囲を限定することによって、｢組織と個人を分ける」こと

が必要と考える。｢組織と個人を分ける」ことにより、個人に仕事に対する主導権が生まれる。そ
の結果、組織に振り回されない働き方が実現可能となる。

②　正当に評価する
　 　労働時間によって評価を行う場合、長時間労働が可能な職員ほど組織への貢献度が高いとみなさ

れ、良い評価を得ることになる。一方、成果によって評価を行う場合は、手段である働き方は評価
の対象外となるため柔軟性が生まれる。その結果として多様な働き方が可能となる。この場合、成
果をどこに定め、どのように評価するかが課題となる。

③　成果を職員に還元する
　 　公務員の働きの成果は外からはなかなか見えにくいものである。だからこそ、見える形で還元す

ることは、職員のモチベーションの向上に繋がる。表彰制度、人事異動希望に反映、職場内でのス
ペシャリストの道といった具体的手段が考えられる。

　 　私たちは、上記の①②③が実現されている状態が、｢キャリア自律」が可能な状態、つまり主体
的に働くことができる環境であると考える。組織と個人がWin－Winの関係になることで互いの依
存性がなくなり、今職場内で何が重要なのか、真に議論すべき内容が見えてくる。そして、一人ひ
とりが尊重され、自律することによって強い組織が作られる。

　 　地方自治体もその例外ではない。様々な事情を抱えた職員がその働きを正当に評価され、自律意
識を持って働くことのできる環境を整えることは、良質なサービス提供、ひいては住民満足度の向
上に繋がると考えられる。そこで、第２章では、働き方改革に取組み、成果を上げている民間企業
と地方自治体を比較し、多様な働き方を実現するために、主体的に働くこと、成果によって評価す
ること、職員に還元することの実践例から多様な個人が主体的に働くことが組織の発展に繋がると
する私たちの仮説を検証していきたい。
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第２章　働き方改革の視察　民間企業と地方自治体を比較して

　本グループでは、民間企業の取組として株式会社リクルートホールディングスへ、地方自治体の取
組として三重県庁への視察を行った。それぞれ働き方改革において一歩先んじた組織であるが、その
根本となる概念や方向性は全く性質の異なるものであった。本章ではこの２例について具体的な取組
を示すとともに、働き方改革におけるキャリア自律の持つ意味について考えていきたい。

１．リクルートホールディングスの場合

　⑴　取組の状況など
まず、民間企業の例としてリクルートホールディングスの現状について説明したい。リクルー

トホールディングスはリクナビ、とらばーゆなどの求人、転職情報や結婚情報誌ゼクシイ等の
サービスを展開する企業グループである。当然、仕事の内容としても営業、企画、広報、法規な
ど多岐にわたる。業務を個人の自己実現の手段と結びつけるマネジメントを実践し、個人を尊重
している。また、退職して自立することを「卒業」と呼ぶ、ユニークな企業ある。評価、報酬に
ついては、業務の成果が各自の受け持つタスクの達成度及び報酬と結びつく、所謂成果主義を採
用している。そして、半期ごとの成績により、報酬及び受け持つ仕事のレベルを決定するものと
なっている。

次に、リクルートホールディングスの就業、業務環境の具体例を見ていきたい。

　　①　リモートワーク
リモートワークは以前よりテレワーク、又は在宅勤務の名前で存在した勤務形態で、あらか

じめ定められた勤務時間に仕事を自宅や外出先等でも行えるようにするというものである。各
自の都合や営業先によって会社以外で働くことが可能であり、必要に応じた効率的な就業がで
きるようにしている。実施に際しては、試験運用時に「出社は週に２日まで」と決めたり、会
議の出席に社外から参加するものを過半数にしたりするなど、利用しやすい雰囲気を醸成した。
現在ではリモートワークを選択する人が「いて当たり前」の状態に定着している。

　　②　オフィスリノベーション
同社はオフィスの多くがフリースペースで構成され、カフェとオフィスを併せたような雰囲

気であった。一部固定席もあるが役職者用に限定されてはおらず、仕事をしやすい環境かど
うかを基準に配置がなされていた。また、３，４人程度収容の小型会議室が隣接して数十あ
り、必要となればすぐ会議が行える状況が整えられていた。大人数を想定したスペースではな
く、あくまで個人間や小グループでのコミュニケーションに対応したものであることが特徴的
であった。また、すぐ上の階にあるカフェラウンジ（社食）で仕事をすることもでき、PC等
必要な機器さえあれば場所を選ばずに仕事ができる。上記のような形態で仕事をするため、書
類主義でないこと、また仕事の相手ともデータでのやり取りで完結させることが求められてい
るようにみえた。そうしたやり取りを可能にするため、最初はマネジャーが横について指導し、
個々のスキルの習得に繋げていた。



56 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

　　③　業務への評価等について
　　　ⅰ　人材開発委員会

社員評価のシステムで、半期に一度、直属の上司が所管する社員についてディスカッショ
ンを行うものである（30分から60分)。社員一人ひとりの状況について他部署とも情報を共
有することで人材の需給を適正化することと、他部署の同じ役職者からの意見を聞くことに
よって、上司のマネジメントに資するものである。この制度は評価、適正、異動、人材育成
の範疇に属するものと考えられる。

部下一人ひとりについて30分から60分のディスカッションを行い、その上で聴衆との意見
交換も行うということは、上司の側の問題意識、現状把握能力、コミュニケーション能力を
問われるものである。従って、上司自身のマネジメント能力についてつまびらかにする意味
合いも、当然のことながら同程度にあると推測される。

　　　ⅱ　Will-Can-Mustシート
これは、｢Will」である自分の目指す目標、やりたいこと、望んでいるキャリアに対して

「Can」のできることと、できないことのギャップを、｢Must」であるやるべき仕事を通じ
てWillにどう繋げていけるか、つまりどのように能力を伸ばしてCanをWillに持って行くか
をイメージするために用いられる。マネジャーはコミュニケーションを通じて、各人のキャ
リアの自立と会社の目標（Must）を繋げること、また摺り合わせる役割も同時に担ってい
る。

　⑵　リクルートホールディングスの働き方改革への考え方
リクルートホールディングスの働き方改革への考え方は、｢価値の源泉は人である」というと

ころから発している。その価値観は、自ずと働き方を柔軟なものにし、実際の必要性に則した働
き方、優秀な人材の確保につながっている。適用については現場主導の会社であり、働き方改革
の浸透は各社、各部門によってバラつきがあるのが現在の課題とのことであった。また、社会を
構成している会社の成長は社会の利益に繋がると考えているため、恐れずにチャレンジして改革
を続けているということだった。

　⑶　リクルートホールディングスにおける働き方改革とキャリア自律
ここで、いままで紹介してきたリクルートホールディングスの取組を、キャリア自律の視点か

ら述べてみたい。まず、リモートワークの導入の課題として、勤怠管理、情報の保持、コミュニ
ケーションの取り方などが挙げられる。最も課題になるであろう勤怠管理の問題についても、時
間ではなく仕事の成果に重きを置いたマネジメントをするならば、フレックスタイムとの組み合
わせで文字通り働き方が大きく変革される。つまり、仕事内容や社員のニーズの下に、仕事の場
所や時間、形態が変わるということになり、当然フレックスタイム制との親和性は高い。実際に
リクルートではフレックスタイムを導入している。効率的な働き方実現の、一つの形であると言
えるだろう。

リクルートのオフィスを見て感じたのは、考え方として、仕事をそのままに場所が置き換わっ
たのではないということである。同社では成果を上げるための方法は自由で、その仕事、その人
に対して必要又は効率的な働きというのがオフィスでないのならば、それで構わないということ
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だ。そのための手段の提示として、リモートワークという選択のメニューがある。この考えをオ
フィス内に適用させると、固定席のないフリーアドレスのオフィスを作るということになる。仕
事への主体性と柔軟性は、硬直した制度や環境の下では生まれないということかも知れない。

また、人材育成に力を入れ、上司と部下とのコミュニケーションに多くの時間を割いている。
Will-Can-Mustシートの作成には、その人の能力や将来への目標と現在の達成度合い、今後の課
題と業務目標や業務内容とのすり合わせが必要であり、｢相手を知ること」が何よりも大切にな
る。部下の評価についてのディスカッションも同様である。同社ではこのような、コミュニケー
ションをベースとしたマネジメントを通じて個人の能力を引き出し、企業としての業務や業績を
個人の自己実現の手段と結びつける仕組みを作っている。

２．三重県庁の場合

　⑴　取組の状況など
次は、地方自治体の例として三重県庁の視察から得た知見について報告する。
三重県庁では、行財政改革推進課が庁内、雇用対策課が庁外の働き方改革を推進している。そ

の特徴は、次の２点である。
１　働き方改革については知事の主導で行われていること。
２　県庁を旗印として実施することで県内の企業や市町へと広める、産業支援的側面があること。
三重県庁では、知事、県庁の部長、県内民間企業等関係者からなる働き方改革・生産性向上推

進懇談会を設置し、県に対する具体的提案を行った。提言内容としては、部署ごとの計画策定、
会議・出張削減への取組、ペーパーレス化によるフリーアドレスの実施、テレワーク、表彰制度
を設けることによるモチベーションの向上などである。

実際の取組の内容には、以下のものがある。
　　①　職場アクションシート／ワーク・ライフ・マネジメントシート

職場アクションシートは主に所属長がその所管する職場の状況を把握し、マネジメントに活
用するもの。年休取得、時間外勤務、時間外勤務が過大な者の数についてそれぞれの計画・目
標の進捗状況をシートにて管理している。また年休取得、時間外勤務の月別実績については別
に表で管理し、視覚的に現況を把握できるようにしている。

ワーク・ライフ・マネジメントシートは各人の仕事と私生活の理想の実現に向けた職場風土
づくりを目的としたシートで、半期ごとの振り返りを通じて自分のワーク・ライフ・バランス
を意識させるものでもある。このシートは、上司と「ライフ」の希望について共有を図る一種
のコミュニケーションツールとなる。従って、自分の希望、人生設計について話そうという気
持ちになれる円満な関係が上司との間で成り立っていることが、このシートが機能する前提と
なるだろう。

　　②　三重県庁スタンダードルール
これは、庁内の仕事を効率的に行うためのルールを明示するものである。現時点では会議、

庁内メール、内部での照会等についてのルールが設けられている。
　　③　時差出勤勤務

正規職員の内、所属長と既に短時間勤務である職員以外を対象として夏季休暇の期間に限っ
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て試験的に実施するもので、１日単位での取得が可能である。(平成29年度は5.9パーセントの
職員が取得）

　　④　｢支える人」の表彰制度
現行の職員（個人・部署）の成果を表彰する制度の中に、それを支える「縁の下の力持ち」

を表彰する仕組みを創設している。今年度からスタートし、職員全体のモチベーションアップ
に繋げることが狙いとなっている。

　⑵　三重県庁の働き方改革への考え方
｢やれることはやろう」という考えのもと、業務の効率化と、時間外勤務の削減による職員の

健康管理、｢ライフ」の充実を図ることを柱としている。加えて、先にも述べたように、県庁が
働き方改革に意欲のある企業、県内市町に対してワーク・ライフ・バランスの推進を支援し、ま
た、その推進についても、県庁が実施する姿勢を示すことで周知している。実際、本視察に際し
ても行財政改革推進課と併せ、雇用対策担当課の方から説明を受けた。県内の企業に対するコン
サルティングについて「三重県ワーク・ライフ・バランス推進サポート事業」として実施、希望
する会社も増えているという。以前にコンサルティングを受けた会社が他社へ広めている結果で
あるという。

　⑶　三重県庁における働き方改革とキャリア自律
では、上記の三重県庁における取組について、キャリア自律の視点から考えてみたい。三重

県庁で行われている働き方改革のメニューを俯瞰してみれば、｢管理と推進」を中心としたメ
ニューであることに気付く。上記の職場アクションシートやワーク・ライフ・マネジメントシー
ト、これから始まる縁の下の力持ちを表彰する制度のいずれも、制度設計が個々人の自然な気持
ちの発露に沿うというよりも、マネジメントせよとの考えの下に新たな管理を行っている。確か
に職員自らが「ワーク」と「ライフ」を主体的にコントロールすることが可能となる状態を実現
すると明言されている。これにはワーク・ライフ・バランスがなかなか進まない状況があったこ
とも起因しているようだったが、マネジメントすることをマネジメントする状態になってはいな
いかという疑念も残った。

しかし、職員自らが「ワーク」と「ライフ」を主体的にコントロールするという意味合いで、
「ワーク・ライフ・バランス」ではなく「ワーク・ライフ・マネジメント」という言葉を用いて
いる点や、表彰制度が設置されているうえに更に支える人を表彰する仕組みを設けるなど、職員
が働き方改革を意識し主体的に取り組める制度作りがなされていることは、自治体として学ぶべ
き点である。また、県庁内部で「お互いマネできるところはマネしよう」という情報交換しやす
い仕組みが構築されていたり、県庁内部での表彰に外部から企業が出席できたり、働き方改革に
取り組む企業の事例報告会や表彰式に県庁職員が出席するなど、業務の効率化やキャリア自律へ
意識が向きやすい環境であると感じた。

３．制度をつくる前に現状から考える、あるべき方向性

ここまで、民間企業、地方自治体の働き方改革及び関連する制度について見てきた。そのなかで、
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どのような制度を導入するか以前に、どのような気風の組織を志向するのかということを考える必
要があることに気付かされた。なぜなら、制度は人の考えに影響を与え、時には考えを規定するか
らである。

そうであるならば、新たに設ける制度は職員（社員）一人ひとりの自律的な意識に繋がるもので
あるべきだ。硬直した考えになっては、職員（社員)、組織の双方にとって何の利益もないからだ。
自律的な意識は、自分なりの目標、自分の欲しているものを見つけることを促す。逆に、そうした
意識が希薄で、対象が明確でなければ、エネルギーの注ぎようがない。仕事の方向性と自分の役割、
それを自分がやる意味を明確にすることが、仕事における主体性、モチベーションに繋がると考え
る。

第３章　キャリア自律の実現と多様な人材が活きる地方自治体

　ここまで、｢地方自治体職員の働き方改革」において、｢キャリア自律」という視点から、現状分
析と民間企業・地方自治体の具体例を述べてきた。本章では、これまで述べてきた内容を踏まえ、
⑴ 主体的に働くこと、⑵ 正当に評価すること、⑶ 成果を職員に還元すること、という３点につい
て、どのような方法があるか、私たちなりの提案を述べてみたい。そして、多様な人材が活きる地方
自治体の在り方について考え、働き方改革のあるべき姿をキャリア自律の視点から改めて問い直して
みたいと思う。

１．主体的に働くこと

　⑴　キャリア自律と主体的に働くこととの関係
まず、キャリア自律を実現するためには、一人ひとりが主体的に働くことが求められる。
では、私たちが主体的に働くための方法にはどのようなものがあるだろうか。ここでは、個人

と組織の関係に着目して具体的方法論を述べてみたいと思う。

　⑵　具体的方法
私たちが主体的に働くための方法として提案したいことは、個人と組織を切り離すということ

である。これまで地方自治体の働き方は全体包括型であった。つまり、制度を作ることで働き方
を固定化していた。制度は人を枠にはめたがる側面がある。しかしそうではなく、組織において
は一人ひとりを尊重するマネジメントが必要だと考える。

個人を尊重する組織について研究している太田肇氏は著書『なぜ日本企業は勝てなくなったの
か』（新潮選書、2017年）の中で、個人と組織を切り離すことを「分化」といい、それを「個人
が組織や集団、あるいは他人から物理的、制度的、もしくは認識的に分けられること」と定義づ
けている。｢分化」には組織からの独立という強いものから、組織内での個々の職務分担を明確
にするといった弱いものまで程度の差が存在する。視察で訪れたリクルートホールディングスは、
定年退職するまでに独立する社員が多く、そうした意味で「分化」の程度は比較的強いと言える。
一方、官公庁で働く私たち地方自治体職員は、決して独立志向が強いわけではない。そうした中
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で、私たちが取り入れるべきものとしては、一人ひとりの職務の範囲を明確化することが考えら
れる。

では、一人ひとりの職務の範囲を明確にすることで、なぜ主体的な働き方が可能となるのか。
その理由は３つある。１つ目は、職務の範囲を明確にすることで全体像を早期に把握でき、仕事
のコントロールがしやすくなるからである。仕事をコントロールできる立場に立てれば、主体的
に働くことができる。２つ目は、職務範囲を明確にすることで、当該範囲の職務を遂行すれば職
責を果たしたことになり、余剰の時間と体力を自分の目的に向けての自己投資に使えるからであ
る。その自己投資は、仕事に関連したスキルや知識を磨くものに限らず、一見、仕事と関係のな
いものに関することであっても、直接的又は間接的に仕事に良い影響を与えると考えられ、より
主体的に仕事に臨むことができるようになる。３つ目は、個人単位での職務範囲を明確化するこ
とで、個人の裁量でやり方を工夫することができる。これにより当該範囲の職務について、集団
で行うよりも、より仕事の効率化が図れると考えられる。仕事の効率化ができれば、さらに仕事
をコントロールしやすくなり、主体的な働き方が可能となる。

では、一人ひとりの職務範囲を明確化するにはどうすればよいか。１つの方法として、欧米で
用いられているジョブディスクリプション（職務記述書）を使うことが考えられる。ジョブディ
スクリプションとは、個人が携わる仕事について、個々の職務内容や、期待される成果、及び関
連する資格や能力を列記した書面である。これを各職員が作成してみてはどうだろう。地方自治
体職員の仕事には必ず法律上の根拠があり、組織によって運用方法の違いはあれ、内容は定型的
なものが多いので、個々の内容を列記することは不可能ではないと思われる。また、地方自治体
職員には定期的な人事異動があり、おおむね３年から５年に一度の異動の際には、後任者への事
務の引き継ぎを行う機会がある。異動の際の事務の引き継ぎ資料として、ジョブディスクリプ
ションを用いれば、引き継ぎも円滑になり、かつ、後任者も職務の全体像を把握しやすくなるの
で一石二鳥ではないだろうか。

さらに、職務記述書を作成した上で、組織と職務を担当する職員との間で、業務範囲を明確に
するためのコミュニケーションをとることも併せて必要ではないかと考える。私たちが視察に訪
れた三重県庁では、上司と担当職員との面談の中で、ワーク・ライフ・マネジメントシートとい
うコミュニケーションツールを用いて、職員の抱えている様々な事情を踏まえたうえで、担当す
る業務についての擦り合わせをする取組を行っていた。これは、個人が抱える様々な事情を上司
と共有することで、個人が主体的に働くことができるという一例ではないかと思う。

２．正当に評価すること

　⑴　キャリア自律と正当に評価することとの関係
前項にて、キャリア自律の実現のためには、主体的に働くことが求められることを確認した。

そして、主体的に働くための一つの方策として、一人ひとりの職務範囲を明確にすることを検討
した。次は、職務範囲を明確にし、主体的に働くことを担保する評価方法について見ていくこと
にする。

ここで提案したい評価方法としては、客観的な評価、すなわち明確化された職務において、期
待される成果をどれだけ達成したかという内容のみによって評価を行うという方法である。この
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評価方法を用いることで、職員が、自身の担当する職務に安心して専念する環境が確保され、一
人ひとりが主体的に働くことができ、キャリア自律の実現に資することになると考える。

　⑵　具体的方法
正当な評価を行うことに関して、強調しておきたいポイントが２つある。１つ目は、仕事をし

ている時間の長さや、主観的な印象によって評価を行ってはならないということである。仮に、
仕事をしている時間が長い職員に対して組織への帰属意識や貢献度が高いといった印象を持ち高
い評価を与えることによって、長時間労働を助長する結果となるからである。２つ目は、一人ひ
とりが持っている仕事の目的が仕事に直接的に関係しないもの（例えば、家族と過ごす時間や、
趣味にかける時間を長く持つことなど）であったとしても、それによって、評価を低くしてはい
けないということである。なぜなら、これも主観的な印象による評価に過ぎず、職員が担当する
職務に安心して専念する環境を阻害するものと考えられるからである。

この評価方法に関連して、先述の太田肇氏の同著の中に「行動と機能の切り離し」という言葉
がある。直接的に評価方法について述べた部分ではないが、公務員も「行動」ではなく「機能」
すなわち成果によって管理するべきであるということが述べられている。しかし、現在の日本で
は、私たち地方自治体職員については、地方公務員法で職務に専念する義務が規定されており、
行動で管理される仕組みになっている。また、期待される成果をどれだけ達成したかによって評
価するべきということも、言葉で言うのは易しいが、いざ実行しようとすると難しいかも知れな
い。例えば、定型的なルーティーン業務であれば、その業務における標準処理期間内にミスなく
行えた件数の割合によって評価（実際には正常に処理できなかった割合による減点方式による評
価にならざるを得ない可能性がある）し、新規事業では、新たに立案した企画内容や例規の件数
に応じた加点方式の評価を行ったりすることが考えられる。ただし、日々多くの業務をこなして
いる中で、このような件数を正確に把握することはなかなか難しいと思われ、評価の具体的方法
については、今後も検討の余地があると言える。

一方、正当な評価を行うための体制について１点提案をしてみたい。所属長に集約されている
権限を分散するということである。現状、地方自治体の所属においては、対外的な意思決定権、
所属の人事マネジメントといった権限は、全て所属長に集約されている体制がほとんどではない
かと思う。その場合、意思決定を行う者が内部のマネジメントを行うことで、自分のポリシーに
親和的な職員に高評価を与えるといった主観的な要素が入る余地がある。また、全ての権限が集
約することで、所属長の負担も大変大きなものとなっている。対外的な意思決定権限と内部のマ
ネジメントの権限を分散させることで、評価者の主観が入る余地を少なくし、同時に所属長の負
担軽減にもつながる。私たちが視察に訪れたリクルートホールディングスにおいても、職員の業
績評価を行うにあたり、上司だけでなく第三者の評価も必ず加味するという体制を取っていた。
意思決定権とマネジメント権限を分散することにより、職員に対する正当かつ丁寧な評価が可能
になると思われる。
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３．成果を職員に還元すること

　⑴　キャリア自律と成果を職員に還元することとの関係
キャリア自律が実現されれば、当該職員にとってどのような良いことがあるか。これについて

は、今まで述べてきたことと重なる部分が大きい。すなわち、自分は何のためにキャリア自律を
実現するのか、その目的がはっきりとすれば、それが果たされることがそのまま職員自身の幸せ
へとつながっていくことになる。また、仕事をするうえでも、主体的に仕事に臨むことができる
ようになるため、いわゆるやらされ感を持ちながら仕事をするよりは、心身共に良い状態で職務
に専念することができると言える。そうした意味では、キャリア自律が実現できれば、その副産
物として、前述のような良い結果が職員にもたらされる関係にあると考えられる。

　⑵　具体的方法
それでは、組織として、職員のキャリア自律実現を促進するための手段はあるか。ここでは、

①表彰制度、②資格取得等の紹介制度、③庁内FA制度、④代表的なキャリアパターンの提示、
の４つを提案したいと思う

１つ目の表彰制度は、成果を上げた職員を表彰するものである。この制度は、私たちが視察に
訪れたリクルートホールディングスや三重県庁でも実践されているものであった。特徴的であっ
たのは、三重県庁では、成果を上げた職員に加えて、成果を上げた職員を「支えた職員」への表
彰制度に取り組もうとしていた点である。２つ目の表彰制度や資格取得等の紹介制度とは、キャ
リア自律を実現するために、職員が自分のスキルアップのために資格を取得したり、あるいは地
域貢献活動としてボランティア活動に携わったりしたときに、希望者については、庁内掲示板等
で紹介をするものである。それにより、職員のモチベーションアップにもつながる上、周囲の職
員も誰がどのような知識やスキルに長けているかを知ることにより、その職員に対して、仕事に
ついてのアドバイスを求めることができ、より仕事が効率化されるのではないかと思う。３つ目
の庁内FA制度については、近年、導入する地方自治体が増えてきている。目新しい内容ではな
いが、自分の強みを知っている職員が、特定の分野についてキャリアを深めていくうえで有用な
制度ではないかと思われる。関西圏では、大阪市や京都市などが導入している。４つ目の代表的
なキャリアパターンの提示については、複線型人事制度という名前で導入している地方自治体も
ある。例えば、総務、福祉、子ども関係など特定の分野にかかる所属を異動していく道筋をあら
かじめ示し、適正があると思われる希望者が、そのルートに従って異動していくというものであ
る。地方自治体職員には定期的な異動は避けられないが、あらかじめ自分のたどるキャリアを予
見できる仕組みを作ることで、職員が、得意分野の知識やスキルを深めるための活動をしやすく
なり、キャリア自律の実現を促進できるものと考える。

４．多様な人材が活きる仕組み

ここまで、キャリア自律を実現するために必要と考えられる、⑴ 主体的に働くこと、⑵ 正当に
評価すること、⑶ 成果を職員に還元することの３点について、具体的な方法を述べてきた。第１
章で論じたように、働く個人の状況は様々であり、その状況は長い職業人生の中で時々刻々と変化
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していくものである。そのため、働き方改革の中でキャリア自律を考える時、多様な事情を抱えた
多様な人材の自己実現を可能にするための工夫が必要である。ここで、その具体例をいくつか述べ
てみたい。

　⑴　精神疾患がある場合…時間や場所の配慮があれば働ける人たち
精神疾患はうつ病等の気分障害やパニック障害などを含み、その数は392万人とのデータ（内

閣府「平成28年版障害者白書」）があるが、ここには一過性のものや医療機関の未受診者が含ま
れておらず、すべて含めると相当数存在すると推測される。精神疾患は、過労やストレスによっ
て引き起こされることも少なからずあり、就職した後に発症する場合も多いという。就業率を年
齢階層別に見ると、精神障がい者の就業率は一般の就業率の４分の１程度（内閣府「平成25年版
障害者白書」）しかない。そもそも就業するのが難しく、また他の障がいと比べて平均勤続年数
が顕著に低い（身体障がい者の平均勤続年数10年に対し、精神障がい者は４年３か月。厚生労働
省「平成25年度障害者雇用実態調査結果」)。離職理由には職場の雰囲気や業務内容に適応でき
ないという点が挙がるようだが、発症原因が過労やストレスによるものであるとするならば、環
境整備によって改善できる余地があるのではないか。精神疾患の症状は多岐に渡るため、例えば
朝は起きられないが午後からは活動できる人たち、交通機関を使った通勤はできないが静かな場
所や一人でできる仕事なら続けられる人たちもいる。

リクルートホールディングスでは、精神疾患の人を雇用し、時間や場所の制約をなくして自宅
で自分の働ける時に働ける仕組みを整えている。こうした仕組みがあることで、精神疾患があっ
ても社会の中で働ける人が増加し、働きたくても働けない葛藤を抱えている人にとっては、選択
肢が大きく広がることになる。決められた業務範囲の中で主体的に働き、その働きに対して正当
な評価を受けることができれば、自己効力感にも繋がる。また組織にとっても、長期的に病気休
暇になることによる負担感は軽減される。つまり、型にはめずその人に働き方を合わせることで、
お互いに良い関係性が構築できるといえる。

　⑵　視覚障がいがある場合…職場内での配慮があれば働ける人たち
人は情報の80パーセントを視覚から取り入れていると言われている。ゆえに視覚障がいがある

と業務内容が限定される傾向にあり、特に全盲となるとその雇用率は最も低くなる。例え就職し
ても、どのような仕事を与えてよいかわからない、○○しかできないのではないかという限定的
な捉えられ方をされることが多いと聞く。

しかし、適切な配慮があれば、その業務内容は格段に広がる。日常的に少しの視覚情報を説明
してもらうだけで理解範囲が拡大し、業務の効率が上がる。情報がデータ化されていれば、音声
ソフトを使って読むことが可能になり、組織内のシステムが音声ソフトに対応していれば、独力
でアクセスし処理することができる。また、会議の進行や議事録を取ること、企画立案など、視
覚情報に頼らずともできる業務もたくさんある。視覚障がい者が能力を発揮する方法はたくさん
あり、業務の内容も視点を変えれば広がるということである。前述の配慮内容は、当事者から伝
えることももちろん大切だが、雇用する側も認識しているだけで適した業務に配置させ、その範
囲で業務の達成度を把握し、評価することができるため、有益ではないかと考えられる。少しや
り方を工夫するだけで可能な業務も多いため、これはできないと決めつけずにコミュニケーショ
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ンを取りながら業務内容を模索することで、組織側にも当事者にもチャレンジの可能性が大いに
秘められている。

　⑶　子育てや介護をしている人たち…家庭事情への配慮があれば働ける人たち
子育てや介護による仕事の制約は、誰もが直面しうる問題である。家庭における役割を果たし

ながら生き生きと仕事をするためには、周囲の理解といったソフト面のみならず、適切な人員配
置や業務配分などの物理的な側面も大きく関与すると考えられる。育児又は介護、その両方を行
う人の数は全国で1600万人いるといわれている（平成28年４月内閣府男女共同参画局「育児と介
護のダブルケアの実態に関する調査」)。現在も地方自治体においては育児休暇や介護休暇が制
度として整えられているものの、事前申請主義に加え予定期間の申告、取得時間の上限など段取
りや制限が多く、個人の事情や突発的な事象に柔軟だとは言いにくい。人員配置に関しても、短
期休暇の場合は代替職員が配置されず、現場の努力で人不足を解消しなければならないと聞く。

2065年には約2.6人に１人が65歳以上（内閣府「平成29年版高齢社会白書」）となり、今後も
ますます介護、育児の両立で働き方に制限が出てくる人が続出することが予想される。その場合、
従来から行っている一元的な人事管理では、たちまち立ち行かなくなることは必至である。制度
設計が後手に回っていては、職員が適切な配慮を受ける環境づくりはイバラの道だ。子育てや介
護とひとくくりに言ってもそれぞれの事情は異なるため、キャリア自律で自分の職責を果たせれ
ば、まとまった休暇をとる以外に（例えば各日勤務など）仕事との両立できる道が開けるのでは
ないかと思う。

三重県庁の視察で聞いた話では、保育所に子どもを預けて働いている人に対しては、休日や時
間外の勤務は考慮し、最初から職場全体で業務の振り分けをしていると説明を受けた。このよう
に、家庭の事情への配慮が最初から業務の中に組み込まれているのは、ワーク・ライフ・マネジ
メントシートを元にした上司と部下とのコミュニケーションが円滑に行われているからであった。
こうした形で働き方改革のためのシステムが実生活に結びつき効力を発揮することを目の当たり
にすれば、職員が主体的に自らの働き方について考え、積極的に実践していくことが可能になる
だろう。

このように、多様な人材がいることを想定し、多様な働き方を認めていくことによって、キャ
リア自律が可能な人たちは格段に増加する。職務専念義務の解釈など、クリアしなければならな
い問題はある。だが、もし働く場所・時間を主体的に選択できるようになれば、ゆくゆくは副
業・兼業に加え、複数の企業や地方自治体のプロジェクトに参加できるなど、自己効力感・自己
実現が飛躍的に高まる可能性を秘めている。働きたいと願う人すべてに門が開かれるのだ。

また、職員の裁量（自律性）を増やし付加価値の高い業務を推進するためにも、あれこれルー
ルを押し付けるより多様な選択肢を認めることが重要である。なぜならこれまでの地方自治体の
働き方は全体包括的で、言い換えれば不平等な平等主義で、組織の都合を飲めない人は去るしか
なかったからだ。多様な選択肢を認めることは、多様な人材が活きる地方自治体につながるとい
える。そして、｢多様な人材、多様な働き方」と私たちが提案した「業務範囲の明確化・適正な
評価・還元」が表裏一体となって相互に作用し合う組織においてこそ、キャリア自律は達成でき
ると考えるのである。
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５．多様な人材が活きる地方自治体を目指して

　⑴　働き方改革は手段である
ここまで、多様な人材のキャリア自律の方法と可能性について論じてきたが、最後に働き方改

革を行う本来の目的について今一度考えてみたい。
私たちは、｢働き方改革は手段である」と考えている。働くこと自体は生きるための手段で、

働き方改革によって何らかの働き方を見出すことが目的ではない。しかし、昨今の働き方改革の
流れを見ていると、手段である改革自体を目的と混同しているように思われる。

働き方改革という手段を目的と混同すべきではない。その理由は、目的をしっかりと持ってい
ないと、手段である改革も続かないと考えるからである。現在は、社会全体で働き方改革を進め
ていく風潮があるため、改革を進めていくモチベーションに困ることはないが、そのような風潮
がいつまでも続くとは限らない。また、実行した方策がすべてうまくいく保証もない。そうし
た逆境にさしかかったときにでも、改革を継続していくためには、何のために改革を行うのか
という目的がやはり大切であると考える。私たちが視察で訪れたリクルートホールディングス
は、様々な働き方改革を実践、継続し、成果を挙げている企業の一つである。企業の広報担当者
に、働き方改革を継続する秘訣を尋ねたところ、返ってきた答えは、改革の目的を持ち続けるこ
とであった。また、同じく視察で訪れた三重県庁においても、｢自らが率先して改革を行うこと
で、県内企業にも良い影響を与えたい」という目的を持って、自らの組織の改革に取り組んでい
た。実際に成果をあげている事例においても、目的を持つことの大切さが実証されているのであ
る。

　⑵　目的とは何か
では、働き方改革の目的とは何か。もともと、働き方改革は、経済政策である。すなわち、こ

れから労働人口が減少していく時代において、いかに生産性を向上させ、経済を発展させていく
か。これが改革の目的とされている。たしかに、国家や社会全体のレベルではそうであるが、で
はそれがそのまま私たち一人ひとりの目的であるといえるだろうか。平成29年３月28日に政府の
働き方改革実現会議にて決定された「働き方改革実行計画」においても、｢改革の目指すところ
は、働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ちうるようにすることである｡」と書かれて
いる。すなわち、働き方改革を通して、私たち一人ひとりが、より良い将来の展望、より良い人
生を送ることができるようにすることが期待されており、これこそが目的なのである。働き方改
革を論じる時、｢このような働き方を実践すれば長時間労働が是正できる、ワーク・ライフ・バ
ランスを実現できる」といった方法論はいたるところで見られるが、そうした働き方を実践する
ことで、一人ひとりがどのような人生を送ることができるのか、といった議論はあまり聞かれな
い。しかし、私たちの「働き方」を考えるうえで、本来は後者のテーマこそが大切なのではない
だろうか。

では、私たちは、どのような状態になればより良い人生を送ることができるのか。これに対す
る答えは、一人ひとりの価値観や置かれた環境によって異なるため、万人に共通の答えを示すこ
とはできない。しかし、そうであるがゆえに、毎日働く私たち一人ひとりが考えるべきことであ
る。働き方改革を通して、自分はどうなりたいのか、働き方改革を実行するための目的を今一度
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じっくりと考えることが大切である。もちろん、生産性の向上や経済の発展が目的であると聞い
て、個人レベルでも納得し、自身の働き方を見つめることができればそれでよいと思う。しかし、
そうでない場合は、自分が納得できる目的を考えることを優先すべきである。自分は何のために
今の仕事に就いているのか。今の仕事を手段として、どういった人生を歩んでいきたいのか。そ
の答えは、先にも述べたように十人十色、千差万別のものである。例えば、今の仕事で後世にも
語り継がれるような業績を残すこと、少しでも多くの時間を家族で過ごすことや、趣味を極める
こと、所属する組織の中で得意分野を発揮すること、地域活動に力を入れることなど、目的は何
であってもよい。自分が活き活きと取り組めるもの、輝ける居場所を見つけることによって、個
人レベルでも、主体的に自分の働き方を見つめることができるのではないか。逆に、そうした目
的が抜け落ちたままで、手段を目的と混同し、働き方だけを論じることになってしまっては、主
体的かつ継続した働き方改革にならないのではないかと考える。

働き方改革は、今現在の表出している問題の対処療法ではなく、根本的な構造にメスを入れる
ことにこそ意義がある。働き方改革の主体は私たち一人ひとりである。今回の改革を、自分が働
く目的をもう一度腰を据えて考え直す機会としてとらえるべきである。そして、様々な目的や事
情を持った個人を尊重する姿勢が組織には求められるべきである。

　⑶　多様な人材が活きる地方自治体を目指して
以上の内容を地方自治体の視点からも述べてみたい。ここで忘れてはいけないのは、私たち地

方自治体職員は、住民の生活のすぐそばで働いているという現実である。労働人口は確実に減っ
ていく。しかし一方で、障がいや持病、家庭の事情などで働きたくても働けない潜在的な労働人
口があることを私たちは知っている。そして、今後ますます介護、育児の両立で働き方に制限が
出てくる人が続出し、従来行っていた一元的な人事管理では立ち行かなくなり、ケースバイケー
スの人事マネジメントが必須になると思われる。

基本に立ち返ると、地方自治体職員は「全体の奉仕者」である。そして全体には、社会的弱者
や様々な事情を抱えた人たちも含まれている。そうした人たちも含めてキャリア自律を実現でき
る環境を整えることで、より多くの、より多様な人材に労働市場が開かれ、多様性を前提とした
働き方の実現につながるのではないだろうか。

地方自治体が社会のモデルとして、キャリア自律実現の道筋をつけ、多様性を認め、多様性を
生かした働き方改革を推進することには、極めて大きな意義がある。組織の中に多様な人材がい
ることによって、全体の奉仕者という公務員の要である役割が果たせるだけでなく、より住民生
活に即した施策も打てるはずである。

私たちは、地方自治体職員の働き方改革について、キャリア自律の視点から考え、視察から得
た知見を元に具体的な方策について提案を述べた。私たちの提案内容に限らず、色々な分野の専
門家の方々が様々な方法を紹介しており、それぞれ自分に合うと思ったものを取り入れてみて、
うまくいくかどうか試してみることが大切である。そして、一人ひとりが、この働き方改革を自
分の人生を考えるきっかけとし、目的が定まったうえでの改革であってこそ、継続した実のある
ものになる。また、組織としての地方自治体においても、上記の意味を踏まえたうえで、今後の
働き方改革を進めていくべきであると考える。
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「行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて

第１章　働き方改革が言われはじめた背景

１．国全体としての状況

　 　2016年夏の参議員選挙後、安倍晋三首相は第３次安倍第２次改造内閣を始動させた。これは、
「未来チャレンジ内閣」と称している。人口が継続して減少している中で、長時間労働・残業など
の悪しき慣習が日本経済の足を引っ張って生産性低下の原因になっているということから、｢働き
方改革」について、｢最大のチャレンジ」と位置づけ、｢長時間労働の是正」｢同一労働同一賃金の
実現」｢非正規という言葉をこの国から一掃」｢最低賃金の引上げ」｢高齢者への就労機会の提供」
「テレワークの推進」など検討項目を掲げた。あわせて、｢働き方改革担当相」を新設し、そのも
とに「働き方改革実現会議」を開き、2017年３月には実行計画を策定した。

２．国が働き方改革を進める理由

　⑴　労働力人口の減少
国が、働き方改革を進める一つ目の理由としては、日本の人口、特に労働力人口が継続して減

少していることが挙げられる。2016年10月１日現在の日本の人口は１億2,693万人で、ピーク時
の2008年の１億2,808万人に比べて115万人も減少した。また、労働力人口も1999年の6,775万人
から2016年には6,681万人まで減少している。さらに、労働力人口を15～64歳（生産可能人口）
に限定すると状況はより深刻である。全人口に占める15～64歳年齢階層の割合は1920年の58.3％
から1992年には69.8％まで上昇したが、その後は減り続け、2015年には60.8％で1955年の水準
（61.3％）まで減少した。一方、同期間における65歳以上人口の割合は5.3％から26.7％に大き
く増加した。全人口に占める15～64歳年齢階層の割合の減少は、生産活動に参加できる人口、つ
まり生産可能人口の縮小を意味する。

このように少子高齢化が進行し、労働力人口が減少している中で、企業は労働力を確保するた
めに、既存の男性正規職労働者を中心とする採用戦略から脱皮し、女性、高齢者、外国人などよ
り多様な人材に目を向ける必要性が生じた。しかしながら、既存の働き方は、急な配置転換や転
勤、サービス残業や仕事が終わってからの上司や同僚との飲会等に耐えられる男性正規職労働者
に向いており、育児や家事を主に分担している女性、フルタイム仕事よりはパートタイム仕事を
希望する高齢者、日本の企業文化に慣れておらず、長時間勤務に抵抗感がある外国人労働者を活
用するためには限界があった。そこで、将来の労働力を確保し、成長戦略を実施するためには同
じ場所で社員皆が長時間働く既存の働き方を全面的に修正し、社員一人ひとりの状況に合わせた
より多様な働き方の実現が要求されることになった。

　⑵　長時間労働の慣習を改善する必要性
働き方改革を進める二つ目の理由としては、日本の長時間労働がなかなか改善されていない点
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が挙げられる。2015年に国が発表した「「日本再興戦略」改訂2015―未来への投資・生産性革
命」では、｢長期的な視点に立った総合的な少子化対策を進めつつ、当面の供給制約への対応と
いう観点からは、労働生産性の向上により稼ぐ力を高めていくことが必要である。その際、何よ
りもまず重要なことは、長時間労働の是正と働き方改革を進めていくことが、一人ひとりが潜在
力を最大限に発揮していくことにつながっていくとの考え方である。長時間労働の是正と働き方
改革は、労働の「質」を高めることによる稼ぐ力の向上に加え、育児や介護等と仕事の両立促進
により、これまで労働市場に参加できなかった女性の更なる社会進出の後押しにもつながり、質
と量の両面から経済成長に大きな効果をもたらす。加えて、少子化対策についてもその根幹とも
言える効果が期待されるとともに、地方活性化等の鍵ともなるものであり、幅広い観点から日本
全体の稼ぐ力の向上につながっていくのである。そうした意識を我が国全体で共有し、醸成して
いくことが重要である。…（中略）…長時間労働の是正等を通じて女性が活躍しやすい職場づく
りに意欲的に取り組む企業ほど「選ばれる」社会環境を作り出していくため、各企業の労働時間
の状況等の「見える化」を徹底的に進めていく｡」と明記されており、長時間労働を改善する必
要性を強調している。

　⑶　労働生産性の向上
働き方改革を進める三つ目の理由としては、労働生産性の向上が働き方改革と直接的に繋がっ

ている点が挙げられる。個人のライフステージや性別、人種、国籍などの違いにこだわらずに、
企業は優秀な人材を活用し、労働者は自分に合った働き方を選択して自らのキャリアを設計でき
るようになる。そして、付加価値の高い産業への転職・再就職を通じて国全体の生産性の向上に
つながる。実際、⑴ でも述べた通り、最近は経済のグローバル化が進むことにより、様々な環
境に対応できる多様な人材の必要性が高まっている。

国は働き方改革を推進することにより多様な人材を活用することで生産性を引き上げることを
目指している。

⑴から⑶まで国が働き方改革を進める理由について述べてきた。経済成長のためなら、働き方
改革が成長にどう寄与するのか示す必要があるし、国民のためというのであれば、同じくどのよ
うに国民のためになるのか示す必要があるが、その観点は報道では抜けているように感じる。

｢長時間労働の是正」｢多様な働き方」が働き方改革のメインテーマではあるが、これだけが議
論されてきたのではなく、高齢者の活躍や、女性の活躍も含まれている。しかし、電通の報道な
どもあり、長時間労働の是正だけがイコール働き方改革と認識されている状況があると考える。

経済成長のためであれば、国際競争の中で生き抜いていくためにも付加価値の高いものを創り
出すために、今までの働き方では立ち行かないという文脈で語る必要があるのではないか。

一方で、少子高齢化により労働力の減少が懸念されており、少ない労働力で経済を回していく
必要があり、労働者一人ひとりが生み出す生産性の向上が必須である。単に長時間労働を削減し
ましょうだけではないのである。少ない労働力で回すためにも、今までの労働市場において少数
派である高齢者、女性も積極的に労働市場で活躍してもらう必要が出てきた。そのためには、今
までの男性中心で長時間働くことができ、急なオーダーなどの突発事項に柔軟に対応できる、雇
用者側にとって都合のよい労働者ではなく、多様な背景をもつ労働者が参加でき、多様な考え方
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から付加価値の高いものを創りあげることが求められている。

３．働き方改革とモチベーションについて

働き方改革の中で生産性の向上が必須とされているが、生産性を向上させるには、人々が前向き
にいきいきと仕事をしていくための原動力になるものが、ワーク・モチベーションであり、１ワー
ク・モチベーションを、｢組織や仕事に関連した目標に向かい高い水準で努力することの意思や心
理的プロセスであり、それにより働く人が何らかの欲求を満たそうとすること」と定義している。

しかしながら、ワーク・モチベーションは、必ずしも常に仕事に対する前向きな姿勢を反映して
いるわけではない。例えば、組織的公正理論に基づいた研究では、組織的公正が欠如すると、組織
機能を低下させる組織機能阻害行動が増えることが明らかになっている。また、｢仕事をしたい」
という気持ちよりも、｢仕事をしなければならない」という強迫的な観念によって、ワーク・モチ
ベーションが高まり、行動が維持されることもある。このように、必ずしも前向きな要素を持たな
いワーク・モチベーションを従業員が持ち続けていると、個人のみならず、組織のパフォーマンス
や生産性などにもさまざまな不利益をもたらす可能性がある。

ワーク・エンゲイジメントは、｢仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり，活力，
熱意，没頭によって特徴づけられるもの」と定義されている。｢活力」は、身体的にも精神的にも
エネルギッシュであり、ストレスからの回復力があり、疲弊しにくく、粘り強いなどの特徴がある
状態を指す。｢熱意」は、仕事に対する高いコミットメント、誇り、有意味感などを自覚している
状態を指す。｢没頭」は、仕事に集中してのめり込んでいる状態を指す。これらの状態は、自分が
携わる仕事に付随して発生するものであり、感情と認知を含み、持続性があるとされている。すな
わち、ワーク・エンゲイジメントが高い状態とは、ワーク・モチベーションを高める準備状態であ
るともいうことができる。

ワーク・モチベーションは、必ずしも前向きな気持ちだけで高まるわけではない。ときには、
「この仕事をしたい」という前向きなモチベーションでなく、｢この仕事をしなければならない」
という抗いがたい衝動により、仕事をし続けてしまうこともある。あるいは、行うべき業務量の多
さなどの外的な要因により、プライベートを犠牲にして働かなければならない状態に陥ることもあ
る。このような状態を指す言葉に、ワーカホリズムがある。仕事に過度にのめり込み、一生懸命働
く傾向のことを、ワーカホリズムという。ワーカホリズムの傾向を持つ労働者は、仕事に没頭して
いるため、高い成果が得られる可能性はある。しかし、必要以上に仕事にのめり込んでしまうため、
このような状態を長く続けていると、結果として自分の心身の健康を害することにつながりやす
い。ワーカホリズムをはじめて提唱したのは、聖職者で宗教心理学者でもあったWayne E. Oates
であるといわれている。Oatesは、自分が仕事に依存している状態を指す言葉として、アルコール
依存を指す言葉であるアルコホリズム（alcoholism）を参考に、ワーカホリズム（workaholism）
という言葉を作成し、ワーカホリズムを、｢絶え間なく働こうとする衝動または統制できない欲
求」と定義しているが、このようなワーカホリズムの捉え方は、現在でも生き残っている。例え
ば、Schaufeli, Shimazu and Tarisは、ワーカホリズムには「働きすぎ」という行動的側面と、｢強
迫的な働き方」という認知的側面が存在すると指摘している。ワーカホリズムの状態は、仕事に対
して前向きに取り組むことができるワーク・エンゲイジメントの状態と類似してはいるが、楽しん
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で仕事をしているかや、仕事から思考を切り離すことができるか、などについては、大きな違いが
ある。実際に、Shimazu and Schaufeliが日本人労働者を対象にした調査では、ワーク・エンゲイ
ジメントとワーカホリズムとは弱い正の関連を有するものの、ワーカホリズムは、心理的・身体的
ストレス反応とは正の関連、生活満足感や仕事のパフォーマンスとは負の関連を持つことが示され
ている。一方、ワーク・エンゲイジメントは、心理的・身体的ストレス反応とは負の関連、生活満
足感や仕事のパフォーマンスとは正の関連を持っていた。同様に、窪田・島津・川上は、Shimazu 
and Schaufeliと同様に、ワーク・エンゲイジメントとワーカホリズムとの間に弱い正の相関を確認
したが、仕事からのリカバリーとの間には、ワーク・エンゲイジメントはおおむね正の関連を有す
るのに対して、ワーカホリズムは負の関連を有することを明らかにしている。

これからの労働力が減少していく社会においては、一人ひとりの生産性を高めていくことが必須
である。国が働き方改革を進めているのも、それが主目的であると考えるが、世間で認識されてい
る働き方改革は、長時間労働の是正やワークライフバランスの確保ということが先行しているよう
に思われる。青山学院大学経営学部教授の山本寛氏によると、働く時間が短くなったからといって
労働生産性が上がるというものではないという。山本教授によると、｢働き方改革で一番改善され
るものは『働きやすさ』であろうと思われますが、それだけでは労働生産性向上は困難です。それ
と同様に、仕事の内容的側面としての『働きがい』が重要なのです。厚生労働省の調査でも『働き
やすさ』よりも『働きがい』が業績に結びつく率が高くなっています」２つまり、働き方改革の主
目的である労働生産性の向上には「働きがい」が不可欠であるということである。

では、｢働きがい」とはどのように表されるのか。
昨今の働きがいの研究では、｢会社の成長と自分の成長とを結びつけ、会社が実現しようとする

戦略・目標に向かい自らの力を発揮しようとする自発的な意欲」という定義がされている「エン
ゲージメント」に注目が集まっているという。

米ギャラップ社によるエンゲージメントの国際比較では、調査した139か国中日本は132位と最下
位クラスであるといい、その理由として、人員抑制や人手不足などによりジョブローテーションが
停滞している、中堅社員・管理職に自分の能力を超えた仕事が与えられて手一杯になっており、働
きがいを感じることができないと推測される。

長時間労働による働きすぎも抑制されるべきであるが、単に時間外労働を規制するのではなく、
働いている人一人ひとりが自発的に働く意欲を持てる仕組みを構築することが、生産性向上には不
可欠であり、働き方改革には働きがいを感じられることが不可欠である。

第２章　働き方改革と地方自治体職員

１．地方自治体を取り巻く環境

　⑴　多様化する住民ニーズ
各地方自治体、特に市町村は、住民に対して直接的にサービスを行うところである。住民に近

い場所であるからこそ、より住民が何を求めているかを把握し、住民生活の向上に資するために
サービスを提供しなければならない。



72 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

近年、社会・経済情勢の大きな変化の中で、住民の意識やライフスタイルなども変わり始めた
ことにより、住民ニーズが多様化してきている。これまでは社会に必要なサービスについては、
公的なものについては行政が担ってきたが、社会の変化とともに、機動性に富んだ柔軟なサービ
スが求められるようになり、行政だけでは解決が難しいものが出てきている。

地方自治体の使命が住民生活の維持・向上である以上、多様化する住民ニーズにどのように対
応していくかが課題となっている。

　⑵　地方分権制度及び行財政改革
2000年までは、地方自治体の事務は機関委任事務がほとんどで、国からの指示を受けて進めて

いくことが業務の中心となっていた。
しかし、2000年の地方分権一括法の施行以降、機関委任事務が廃止され、地方自治体の事務は、

自治事務と法定受託事務に区分されるようになった。自治事務は、国の都道府県及び市町村に関
する関与、都道府県の市町村への権力的な関与は原則として設けないこととされ、各地方自治体
は自らの裁量で業務を行っていく必要がでてきたのである。また、近年は、一地方自治体で業務
をこなすだけでなく、近隣地方自治体との広域連携も多く見られるようになった。

つまり、以前は決められたとおりの業務を行えばよかったところが、各地方自治体自らで考え
ながら進めたり、他地方自治体と調整しながら進めたりと、地方自治体の業務はより高度で複雑
になっていったのである。

さて、各地方自治体の事務を行う人員についてはというと、1994年以降、｢地方公共団体にお
ける行政改革推進のための指針｣、1997年には「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行
政改革推進のための指針」が国から示され、各地方自治体に定員削減計画の策定と公表が要請さ
れた。

さらに、2005年３月に総務省が策定した「地方公共団体における行政改革の推進のための新た
な指針」では、各地方公共団体の行財政改革を「集中改革プラン」として作成・公表することが
盛り込まれ、地方自治体全体で6.4％の職員数の純減が目標として設定された。

行財政改革を進めるにあたって、現在でも各地方自治体は、業務全般を見直し、事務の必要性
を仕分けし、指定管理者制度や市場化テストを活用した民間委託やアウトソーシング等で地方自
治体業務のスリム化を図るとともに、地方自治体に残された事務についても民間的経営手法の導
入や、給与構造改及び諸手当の見直しを通した人事管理全般の改革が実施されているのである｡３

多くの地方自治体では、業務が複雑化する一方で、国からの指針により定数削減をしなければ
ならなくなった。少ない人員でそれらの業務に当たる一方で、本当に地方自治体がすべき業務な
のかを精査し、地方自治体がすべきものではない業務については、民間委託までも行わなければ
ならなくなったのである。

では次に、国の要請を受け、地方公務員の数についてどのようになっていったか、現在はどの
ような人員配置が行われているかについて述べていくこととする。

　⑶　地方公務員の数
地方公務員の数は人口急増期であった昭和40年代から50年代は増え続け、しばらく横ばいとな

り、市町村に限って言えば、総務省のデータによると1997年から直近の2016年まで連続して減少
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し続けている。2016年４月１日現在、273万7,263人で、対前年比は、1,074人の減少となっている｡４

地方公共団体の総職員数の推移（昭和40年～平成28年）
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2016年度の地方公務員数について、部門別に見ると、対前年比で一般行政部門・警察・消防部
門で微増する中、教育部門で減少している。一般行政部門においては、対1994年比で▲22％と減
少している中、防災は約2.9倍、児童相談所等は約1.7倍、福祉事務所は約1.6倍に増員している。

部門別の職員数の特徴としては、福祉関係を除く一般行政（議会、総務・企画、税務、労働、
農林水産、商工、土木）については、国の法令等による職員の配置基準が少なく、地方自治体が
主体的に職員配置を決める余地が比較的大きい部門となっている。

福祉関係（民生、衛生）については、国の法令等による職員の配置基準が定められている場合



74 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

が多く、また、職員配置が直接住民サービスに影響を及ぼす部門となっている。
一番多くの数を占める教育部門、警察部門、消防部門については、国の法令等に基づく配置基

準等により、地方自治体が主体的に職員配置の見直しを行うことが困難な部門となっている｡５

地方自治体の組織は、定数については地方自治法第172条第３項に基づき条例で定めなければ
ならないことや、多くの部門において国の法令等により配置基準が定められているなど、各地方
自治体の裁量の幅は狭く、弾力的な人員配置がしにくいものとなっている。

　⑷　育児休業・介護休業取得者数
近年、地方自治体の競争試験における合格者数を見ると、2011年度から2015年度にかけて、

37.8％から41.0％と、女性の占める割合が毎年増えてきている｡６

それに伴ってか、女性の育児休業取得者数が年々増加している。また昨今の「イクメン」と
いった言葉に表されるように、男性も育児参加をという時代の流れとともに、男性の育児休業取
得も増えており、2012年度以降新規の育児休業取得者の数は増えてきている。

介護休暇については、2015年度で男性職員765人（前年度比▲１人)、 女性職員2,033人（前年
度比▲230人）と減少傾向であり、42.1％が１か月以下の取得である｡７

しかし、2017年１月１日に施行された「地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」では、取
得要件の緩和、分割取得、介護休業とは別に１日につき２時間の範囲内で勤務しないことができ
ることとする制度の創設などが行われ、より取得しやすくなった。

制度が利用しやすくなったことに加え、介護休業取得者の介護対象者は52.9％が父母であり、
今後ますます高齢化が進んでいくことも考えると、これからは介護休業の取得者が増えるものと
思われる。

　⑸　メンタルヘルス
近年、地方自治体職員のメンタルヘルス問題が深刻化している。
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会の調査によると、2015年度の長期病休者（疾病等に

より休業30日以上又は１か月以上の療養者）数は、2,469.0人と前年度より25.2人増加しており、
そのうち「精神及び行動の障害」による長期病休者数は、1,301.3人と前年度より61.8人増加し
ているという。｢精神及び行動の障害」の長期病休者全体に占める割合は、前年度より2.1％増加
し、54.1％となり、2012年度からは50％を超えて推移しているという｡８

地方自治体においては前述した多様な住民ニーズへの対応、人員削減、効率化の推進が求めら
れているという外的影響に加え、憲法で規定されている「全ての公務員は全体の奉仕者であって
一部の奉仕者ではない」という服務規律などがメンタルヘルス問題に大きく影響しているとも言
われており９、対策が急務となっている。

　⑹　まとめ
前項目まで、地方自治体を取り巻く環境について述べてきた。
民間企業でも働き方改革が進められており、その背景として地方自治体と同じと思われるのが、

業務のスリム化や効率化が求められていること、育児休業取得者数の上昇、時間外労働の縮減な
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どが考えられる。
一方で、地方自治体と民間企業で違う点としては、条例に基づく定数管理や全体の奉仕者とい

う意識であろう。
定数管理がされているため、育児・介護休業及び病気休暇等で欠員が出ても臨時職員等で対応

できない場合は同じ職場内で業務を補完しなければならない。
全体の奉仕者という意識については、地方公務員として働いていると、｢全体の奉仕者とし

て」や「誠実且つ公正に」といったことは、当たり前のことであり普段意識する機会も少ないか
もしれないが、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することの心理的負担は大きいも
のと考えられる。

これは、厚生労働省が実施した「平成27年労働安全衛生調査（実態調査）結果の概況」による
と民営事業所における過去１年間（2014年11月１日から2015年10月31日までの期間）にメンタル
ヘルス不調により連続１か月以上休業した労働者の割合は0.4％である10。地方公務員について
は⑸で述べた通り、長期病休者は率として1.3％であり、民営事業所に比べて３倍以上となって
いることから一定明らかである。

ここまで、地方自治体は、民間企業に比べて相対的に心理的負担の高い職場であるということ
を述べてきた。次からは、その中でどのように働き方改革が進められているかについて述べてい
くこととする。

２．地方自治体での「働き方改革」

国が2016年度に「一億総活躍社会」に向けた「働き方改革」を掲げたことに伴い、地方自治体に
おいても働き方改革に取り組まなければならなくなった。前述の業務の高度化・複雑化、行財政改
革、育児休業の増加、メンタルヘルスの増加といった状況から鑑みても、地方自治体の「働き方改
革」は喫緊の課題となっている。

多くの地方自治体では、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画や、女性活躍推
進法に基づく行動計画の中に盛り込んだりしており、その主なものとして次の２点が挙げられる。

１．強制的に業務を終了させるもの
　　ノー残業デーの推進、20時完全退庁、一斉消灯など
２．業務の効率化を図るもの
　　庁内会議の見直し、マニュアル整備、ユニバーサルレイアウトなど

上記取組により、時間外勤務実績が減少している地方自治体もある。
しかし、時間外勤務を減らし、効率的に業務を行う、それで地方自治体の働き方改革がうまくい

くというわけではない。
特に全庁一斉退庁は、周りが残業をしているから残業しているという職員は救済できるかもしれ

ないが、帰りたくても帰れない職員は、サービス残業や持ち帰り残業をせざるを得なくなる。時間
内に仕事が終わらないのであれば、本来なら増員や業務削減を行う必要があるが、増員も業務削減
も、公務職場では対応が難しいことが多い。それを職員の気合と根性だけで無理やりカバーしよう
とするとどうなるだろうか。職員の働く意欲は減退し、疲弊してしまうだろう。前述のように、地
方分権・行財政改革が進められる中で多様な住民ニーズに対応するには、職員の能力アップはもち
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ろんだが、それだけに頼るのは限界がある。職員のモチベーションが向上し、前向きに職務に取り
組めるような職場づくりも検討しなければならない。

そしてその職場とは、第１章でも述べたような、職員が強迫的に仕事をするようなワーカホリズ
ムによってではなく、職員が活力・熱意を持って職務に取り組めるワーク・エンゲイジメントに
よってモチベーションが向上する職場でなければならない。そのため、目指すべき職場とは、職員
が「仕事に行かなくてはいけないと思う職場」ではない。

私たちは、地方自治体の職員が前向きに仕事に取り組んでいける職場を「行ってもいいかなと思
える職場」とし、そういった職場づくりに必要なことは何か、次章以降で述べていくこととする。

第３章　なぜ「行ってもいいかなと思える職場」を目指すのか

１．「行きたい」と「行ってもいいかな」の違い

職員のモチベーションの観点から言えば、｢行ってもいいかな」とやや消極的に捉えられる職場
づくりではなく、より積極的な「行きたい」と思える職場づくりを目指すべきとも考えられる。

しかしながら、あえてこのような表現にしたのは次の３つの理由があるからである。

　⑴　エンゲージメントとの関係
エンゲージメントと働きがいとの関係性については、第１章で述べたとおりだが、定義にもあ

るとおり「自発的な意欲」がキーワードになってくる。｢行きたい」と思える職場がまさに「自
発的な意欲」によるものということになりそうなものだが、近年のいわゆるブラック企業と呼ば
れるような企業の活動からは、そこには一見自発性がみられるものの、それはエンゲージメント
によるものではなく、ワーカホリズムによって「行きたい」と錯覚（むしろ強迫の方が近いかも
しれないが｡）させられているのであり、そこには組織が個人の感情をコントロールした結果に
よって「行きたい」という状態になっているのである。

少し分かりにくいのであれば、ワーカホリズムの語源となったアルコール依存に置き換えて考
えてみれば理解しやすいのではないだろうか。すなわち本人の「飲みたい」という自発的な意欲
に基づく行動が望ましいかどうかが。

我々はこのような組織によって個人の感情がコントロールされた状態ではなく、本当に自分の
自由意思から行きたいと思う職場のもとで、エンゲージメントによる働きがいを向上させること
が働き方改革に必要と考える。それを端的に表しているのがまさしく「行ってもいいかな」と思
える職場である。

　⑵　職員の働き方に対する考え方の多様化
公務員の究極の目的は、全体の奉仕者として住民等のために働くことであり、この目的は全て

の公務員において同じである。しかしながら、この目的を達成するためにどれだけの時間を割け
るのかは人それぞれ異なっている。すなわち、昼夜問わず働くことが可能な職員もいれば、育児
や介護その他の理由により、時間的、場所的制約がある職員もいる。
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内閣府刊行の「男女共同参画白書平成29年版」11によると、1980年以降、夫婦共に雇用者の共
働き世帯は年々増加し、1997年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無業の妻から成る世帯数を上
回っている。2016年には、雇用者の共働き世帯が1,129万世帯、男性雇用者と無業の妻から成る
世帯が664万世帯となっている。

また、厚生労働省が実施した「平成28年国民生活基礎調査の概況」12によると、2016年６月２
日現在における全国の世帯総数（熊本県を除く｡）は4,994万５千世帯となっており、世帯構造を
みると、｢夫婦と未婚の子のみの世帯」が1,474万４千世帯（全世帯の29.5％）で最も多く、次い
で「単独世帯」が1,343万４千世帯（同26.9％)、｢夫婦のみの世帯」が1,185万世帯（同23.7％）
となっている。一方で「三世代世帯」は294万７千世帯（同5.9％）となっている。

あわせて同調査によると65歳以上の者のいる世帯は2,416万５千世帯（全世帯の48.4％）と
なっており、1989年の1,077万４千世帯（全世帯の27.3％）に比べて、高齢者のいる世帯数は２
倍以上となっている。

このような社会環境の変化が、働く世代の育児や介護の負担増につながっており、必然的に職
員の働き方に対する考え方が多様化されていくのである。

　⑶　職員の処遇への反映に対する限界
民間企業であれば、職場環境の改善に向けた様々なサポートが可能であり、様々な福利厚生が

メディアで取り上げられることも多い。例えばある商社では早朝勤務者に対して朝食を提供する
ケースがあり、IT企業の中には社員食堂を無料にするというものもある。

そもそも、民間企業では利益をどのように使うかは株主総会等での利害関係者に対する説明責
任は一定あるものの、基本的には自由である。近年企業の内部留保が話題になっているが、利益
をそのまま給料や賞与に反映させることはもちろんのこと、食堂の無料化等の福利厚生の充実に
使用することも可能である。

一方、地方公務員の場合は給与条例主義に基づき、給料や手当などは条例により定められてお
り、さらに条例を定めるにあたっては、地方公務員法第24条第３項の規定に基づき、国の状況等
を考慮して定めなければならないことから、黒字が出たからといって給与に反映させることはほ
ぼ不可能である。

また、福利厚生の充実に関しても、過剰な福利厚生は住民の理解を得られないことから、民間
企業のような充実は実現的ではない。

この３つの点を考慮すると、誰もが「行きたい職場」の実現は、組織が個人に一つの方向に強制
すること自体が、いわゆる「働かせ改革」や「やりがい搾取」といった、モチベーションを悪用し、
一時的には成果が上がるかもしれないが、長期的には組織に対して負の影響が生じる可能性が高い
ことから否定されるものである。

また、仮にこのような懸念が解消されたとしても、職員の働き方に対する考え方が多様化してい
ることから、万人に合うような職場の構築は困難であり、また職員の処遇への反映に対する限界か
らも現実的ではないといえる。

これを踏まえ、次章及び第５章では「行ってもいいかなと思える職場」づくりに必要なアプロー
チを２つの観点から検討していく。
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第４章　「行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて

１．積極的関与型アプローチと個人尊重型アプローチ

ここでは、｢行ってもいいかなと思える職場」をなぜ目指すべきなのか、その背景を明らかにし
たうえで、組織の視点からどのような取り組みを行うべきかを述べていく。

なお、｢行ってもいいかなと思える職場」の実現に向け、考えられるアプローチとしては、組織
として様々な制度を用意し、柔軟に対応する方法と、組織として様々な規則を取り払い、働き方に
関する規則を緩和していくことで対応する方法が考えられる。

前者は、組織として様々な制度を用意し、それを個人に対し承認・許可を与えていくことから組
織としての関与・権限は拡大する傾向にある。一方後者は、組織としての関与・権限は縮小する傾
向にあるといえる。

そこで前者を積極的関与型アプローチ、後者を個人尊重型アプローチと名付けて以下で述べてい
く。

２．積極的関与型アプローチによる「行ってもいいかなと思える職場」の実現に向けて

　⑴　組織ができること・すべきこと
　　①　働き方に関する自主性の拡大

職員の働き方の多様性を可能とする手段として、各地方自治体で国家公務員の制度に倣って、
育児休業や介護休暇等さまざまな制度が導入されている。これらの中には民間事業者に比べ既
に働き方改革の観点から、優れているものがある。例えば、民間事業者では「育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第５条により、最長２歳まで育児
休業が認められているが、地方公務員では「地方公務員の育児休業等に関する法律」第２条に
より、最長３年まで育児休業が認められている。

育児に関する両立支援の観点から、長期間の育児休業が取れる制度がよりすぐれており、何
より育児休業を取れる期間の選択の幅が広がることで働き方の自立性を高めているといえる。

このように組織としては、職員の選択の幅を広げることで職員の働き方の自主性を促進する
ことができる。

例えば、国家公務員では既に実施されている制度の中では、働き方の自主性を拡大させる手
段として、テレワークがあげられる。テレワークとは、ICT（情報通信技術）を活用した、場
所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことをいう。これは特に働く場所について職員の選択
の幅を広げる役割を果たしている。

また、国家公務員では2016年４月１日から、原則として全ての職員を対象にフレックスタイ
ム制が拡充されている。公務におけるフレックスタイム制とは、各省各庁の長が公務の運営に
支障がないと認める場合に、希望する職員からの申告を経て、勤務時間を割り振ることができ
る制度のことをいう。これは働く時間について職員の選択の幅を広げる役割を果たしている。

このような制度を活用することで、介護や育児のために、今までは休暇を取るしか方法がな
かった者が、働きながら対応することも可能となる。
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これらの手法は、テレワークについてはネットワーク環境等の構築など設備投資が必要であ
り、フレックスタイム制度についても条例等の規定整備が必要であり、場合によっては職員団
体等との協議も必要かもしれず実現にはハードルが高いかもしれない。働き方に関する自主性
の拡大という観点から考えれば、これはあくまでも一例であり、その他にも有給休暇の取得を
柔軟に認めることで、働く時間について職員の選択の幅を広げることは可能であり、勤務地等
が複数ある団体では、人事異動等に際し、希望を聞くことで働く場所について職員の選択の幅
を広げるも可能である。

　　②　仕事そのものにやりがいを持てる仕組みづくり
どのようなときに仕事にやりがいを感じるかは人それぞれであるが、公務員にいえることは、

全体の奉仕者として働くという究極の目的があることから、この究極の目的自体をイコールや
りがいと考えてしまい、公務職場にはやりがいがあると短絡的に考えてしまいがちである。

松下幸之助の著書13にやりがいについて、次のような記述がある。｢与えられた仕事を自分
なりにどう消化し、どのようにして自分のものとしていくか、そういうことに興味をもって取
り組んでいく。そしてその中から自分の仕事の意義を見出し、やりがいを感じていく｡」この
記述にあるとおり、やりがいは感じていくものであり、初めからあるものではないことを理解
しておく必要がある。

その上で、組織としてどのようにしてやりがいを持たせていくかが重要になるが、心理学者
のマズローの欲求階層説にある承認欲求を満たすような働きかけを組織としては意識すること
が必要である。公務職場の特殊性は先にも述べたが、徴税等の公権力の行使に携わる業務が多
く、住民から直接感謝される機会の少ない職場に配属されることも多い。

徴税等の住民から直接感謝される機会が少ないからこそ、組織内で互いに評価しあい、認め
あう職場環境を構築していく必要がある。もちろん安全欲求や社会的欲求が満たされていない
職場があれば同時に改善していく必要がある。

また、各課単位での取組のみではなく、所属を横断した全庁的な取組も意義がある。同一業
務の経験年数が長くなると、｢できて当たり前」といった感覚が、本人も含め所属内で蔓延し
がちである。このような意識の中では互いに承認することが少なくなり、承認欲求が満たされ
にくくなってしまう。そこで互いに承認し合う範囲は所属を超えて拡大し、承認されやすい環
境を整備する工夫が必要である。

ここで注意したいのは仰々しくしないことと、手軽にできること、そしてなぜそのような取
組をするのか共通の認識を持つことが重要である。職員表彰制度が既に設けられている地方自
治体も多いと思うが、仰々しくすると、推薦するために必要な業績のハードルが上がってしま
い結果として制度が形骸化して運用されなくなってしまう。イメージとしては、ソーシャル・
ネットワーキング・サービス（SNS）の機能にある「いいね！ボタン」のように気楽に承認で
きる仕組みにすることが重要である。

また、取組に対する共通の認識を持つ必要があるのは、従来の表彰制度のように、顕著な実
績に対して表彰するものではなく、日常業務における称賛や感謝を伝えるものであることを理
解することで、気後れすることなく、承認しあえる風土を作り上げるためである。

　　③　適切な人事ローテーションの実施
｢行ってもいいかなと思える職場」の実現に定期的な人事異動のローテーションを示すこと
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で、次のメリットが考えられる。
　　　ア　長期的な視点で計画立案による仕事に対する自主性の強化

人事異動のローテーションが明らかでない場合は、新たに配属された職場で、自分は何年
程度在籍するのか見通しが立たず、どうしても短期的な目標しか建てづらくなってしまい、
目の前の仕事に追われることになる。組織としても、職員の育成プランや引き継ぎの計画が
立てづらくなり、目先の課題に注力しがちになってしまう。もちろん、計画通りの人事異動
ローテーションができない場合が生じることも予想されるが、その際は所属と当該職員にな
ぜ例外的な取り扱いになったのか説明を行い、双方で共通認識を持たせることで、不満の軽
減に繋がる。

　　　イ　在課年数の長期化によるマンネリの防止
在課年数が長期化すると、どうしても前例踏襲になりがちであり、結果として仕事そのも

のの自主性が低下してしまう。そのため、仕事に対するやりがいが下がってしまう。
また、ベテラン職員になると上司や周囲の人に加え、本人も仕事ができて当たり前と感じ

るようになり、結果として褒める機会が少なくなり、充分に承認欲求が満たされないことに
なってしまう。

新たな職場に異動することで、短期的には仕事を教わることが多くなり、仕事に対する自
主性が低下するものの、新たな業務に携わることで学ぶことも多く、知識、経験等得るもの
が多く、本人も成長を感じられるとともに、周囲の人もその成長を認めることで、本人の承
認欲求が満たされていき、結果的にやりがいの増大につながる。

　　　ウ　リセット効果
公務職場の特殊性の１つとして、人事異動の持つ意味の特殊性がある。｢職場が変わる事

は転職するようなもの」とよく言われるように、公務員にとって人事異動は大きな影響を及
ぼす。

リセットされることで、次のようなメリットが考えられる。１つは適材適所という考え方
があり、どうしても人には向き不向きの業務がある。苦手な業務に配属された場合はどうし
ても仕事そのものが嫌になってしまい、職場に行くことも憂鬱になりがちである。このよう
な場合でも、一定の年数で異動があることが分かっていれば、その期間は頑張ろうという前
向きに取り組むことが期待できる。

もう１つは「行ってもいいかなと思える職場」の実現のためには、一定の年限で人間関係
がリセットされることも必要と考える。仕事そのもののやりがいも大切だが、働く上でかな
りのウエイトを占めるのが人間関係ではないだろうか。

多種多様な職員が働く中、どうしても人間関係で合う・合わないの問題が生じるのは人間
の性とも言える。これについてもリセットの期間があらかじめ分かっていることで、その期
間は頑張ろうという前向きに取り組むことが期待できる。
ただし、次章で述べる「仕事人モデル」の観点から、過度に機械的な人事異動は、仕事をと

おして自分の目標を達成し、それによって高次の欲求を充足しようとする職員にとっては、モ
チベーションの低下につながるおそれがあることには留意が必要である。
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　⑵　積極的関与型アプローチのまとめ
いくつかの提案を行ったが、組織・個人とも十分に理解しておくべきことは、住民が多様な

ニーズを持っているのと同様に、働く職員も多様なニーズを持っているため、｢行ってもいいか
なと思える職場」の答えは１つではなく、万人に有効な特効薬もないことである。

私たちの班が視察に行ったサイボウズ株式会社では、100人いたら100通りの働き方があってよ
いとの考えのもと様々な人事制度を実施している。公務員と民間企業との違いはあるものの、ま
さにこの前提に立ったうえで、どのように公務員の様々な特殊性を考慮したうえで適合させてい
くかが重要である。

その中で、様々な選択肢を用意し、職員がそれぞれのニーズに合わせて選択できる自主性を
尊重しながら、１つずつ制度を整理していくことが、公務員の働き方改革、私たちが提案する
「行ってもいいかなと思える職場」の実現への近道である。

第 ５章　個人尊重型アプローチによる地方自治体職員の働き方改革におけ
るモチベーションを高めるための処方箋について

１．個人尊重型アプローチ

　 　ここからは、｢行ってもいいかなと思える職場」の実現に向け、組織として様々な規則を取り払
い、働き方に関する規則を縮小・緩和していくことで対応していく個人尊重型アプローチについて
以下で述べていく。

２．ラオスでの“働き方”と規則の有効性

　 　ここでは、前提として実際には職場において規則が十分に機能しておらず、規則自体が自己目的
化している。つまり、規則の目的の趣旨から外れ、形式的な運用に終始し、本来の意味で規則を守
られていないのではないかということについて例をあげながら考える。

　 　一つの例として、著者の経験から考える。2014年８月から2016年３月まで青年海外協力隊員とし
て東南アジアに位置するラオス人民民主共和国（以下「ラオス」と言う｡）の地方出先機関にて勤
務していた。

　 　ラオスでの勤務経験から見えてきた日本と共通する部分や違いについて紹介する。
　•規則を守らない

基本的に、日本人もラオ人も規則は守らない。このようなことを言うと意外だと思うかもしれ
ない。一般的なイメージでは、規則を守るのは世界中で日本人とドイツ人だけとも言われる。日
本に訪れた外国人が驚くこととして、規則が守られることや時間に正確であることが挙げられ
る。逆に言うと、外国人は時間や規則に正確でないというイメージである。そのイメージに通り
に、ラオスにおいても、時間や規則に対してルーズなことが多い。公共交通機関の時間などは時
間通りに運行されることは皆無と言っていい。それは、働く場においても例外ではない。例えば、
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勤務時間は時期（乾季と雨季により異なる）により異なるが、午前８時から午後４時半までと決
められている。しかし、正確に勤務時間を守っている職員は皆無といっていい。ほとんどの職員
が、出勤時間を過ぎて出社し、退勤時間前には帰宅する。日本人からみれば、時間にルーズで怠
惰な印象を受けるだろう。翻って日本の職場では、出勤時間前に出社し、退勤時間を過ぎても帰
宅しない職員が大半である。仕事をしているからいいのではないかとの反論が聞こえてきそうだ
が、規則を守らないという点では同じである。日本人の意識の中に仕事イコール善という前提が
あるからではないだろうか。本来ならば、定められている時間に仕事をはじめ、終えて帰るとい
うのが基本である。｢規則を守らない」というあえて誤解を招く表現を使って説明した。繰り返
しになるが、言いたいことは本来の規則の目的を逸脱し、規則が形骸化していることである。

現在、働き方改革を掲げる民間企業や公務組織の多くにおいては、ノー残業デーを定め、超過
勤務の是正を図ろうとしている。しかし、その規則をどれだけの職員が守っているであろうか。
規則が実態に即したものでない限り、実効性が乏しいものとなり、規則自体が目的化していくこ
とになる。その結果、超過勤務規制という新たな管理強化のメニューが増加したということにな
り、職員のモチベーションが一層低下する。

畑田（2013）において、Chen（2011）の公的活動の労働者の意欲に関する研究を紹介してい
る14。公的性格の強いNPO職員と公務員の業務に対するモチベーションに影響を与える要因を分
析しており、研究では、公務員よりもNPO職員の方が職務に対する積極性は高いことがわかっ
ている。両者の差の要因は、公的組織か非営利組織の違いではなく「規則による拘束の度合い」
とし、職務に対する非効率な規則が職員モチベーションの阻害要因となっており、特に行政組織
において顕著であるとしている。

　•組織の事情ではなく個人の事情が優先される
先日、熊本市議会の女性市議が生後７か月の子を連れて議会に出席しようとした。しかし、市

議会は女性市議に退席を求め、議会の開会を遅らせたとして厳重注意処分15としたこの女性議員
の行動は、子育てする女性にとっての問題、育児イコール女性の問題、子連れでの出席の認否を
巡る議会の問題等のさまざまな問題提起を含んでおり、単純に「賛成」｢反対」で議論できる問
題ではない。この問題を「子連れ出勤」という点だけに着目すれば、ラオスでは、子連れ出勤は
当たり前である。全く違和感なく受け入れられており、母親が仕事をしているときは周りの職員
が交代で様子をみたり、あやしたりしていた。特に職場内に明文化された規則があるわけではな
く、子供を連れて出勤してもよいとの合意が職員の中でできている。子育てをしながら働く女性
にとっては、働きやすい環境である。視察で訪問したサイボウズ株式会社においても、やむをえ
ない場合には子連れ出勤も容認されることがあるとのことである。また、ラオスでは家族や親戚
の具合が悪いあるいは親戚が遠方から遊びに来たといった家庭の事情での早退や休暇が柔軟に認
められている。赴任当時、そういった事情が理解できず管理職に職員のスケジュール管理するよ
うに提案した。しかし、その管理職は、勤務態度や時間で管理するのではなく、あくまでどれだ
け仕事をしたかによって管理しているので問題ないとのことであった。個人の事情に応じて個人
に働き方の裁量が委ねられ、その裏返しとして、仕事の結果に対して個人が責任を負っていた。

以上のようなラオスの働き方の一部を紹介してきた。当然のことながら、日本とラオスが置か
れている国際的な状況、政治的な体制、社会的な環境は全く異なるので同列に議論できない。た
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だし、ラオ人の働く人のライフステージに合わせた働き方は、日本人の働き方のこれからを考え
る上でいろいろな気づきを日本人に与えている。

３．仕事そのものに対するコミットメント

太田肇氏は「公務員の人事管理に関する一考察」16の中で、個人の組織と仕事に対する関わり方
を「組織人モデル」と「仕事人モデル」で説明し、仕事人モデルを目指すべきと提唱している。組
織人モデルとは、所属組織に対してコミットし、組織から獲得する誘因によって高次および低次の
欲求を充足するという関わり方であると説明している。一般的な行政組織では、高い地位に昇進す
ればするほどいろいろな欲求を満たせる構造になっている。そのため、より高い地位に昇進するた
めに、組織に対して貢献することが必要である。

しかし、実際の組織において、この貢献度は評価者を通じて行われ、一般的に仕事に対する業績
の定量的な評価が困難なために総合的な評価が行われる。そこでは、仕事に対する業績面での業績
考課ではなく、態度や意欲等の情意考課が優先される傾向にある。さらに、能力考課においても、
主観的・抽象的な評価となる傾向がある。そのため、個人は態度や意欲などを評価者に訴えること
になる。一方で組織の観点からも情意考課が重視されることにメリットがある。一般的な賃金体系
では、組織に対する貢献度が正しく報酬に反映されることがなく、高い貢献をしてもそれに応じた
報酬が支払われることがないためである。つまり、組織からみれば高い貢献をしたとしてもそれに
見合った報酬を支払うことなく、個人から最大限の貢献を引き出すことができる。それを可能とし
ているのが、情意考課を優先した評価システムであり、公務員における職務専念義務である。業績
を定量的に評価できないために、結果よりもプロセスで管理しようとするものである。決められた
仕事であれば投入した時間や量に応じて結果がうまれると考えられる。しかし、第２章で述べたよ
うに、市民のニーズは多様化しており、これまでのように国や府から決められた仕事をしているだ
けでは対応できない課題が多くなっている。市職員にはより創造的かつ知的な仕事が求められてい
る。このような仕事において、時間や量の投入量が成果には比例せず、管理を強めることでモチ
ベーションが低下する恐れがある。

一方、仕事人モデルは、個人は所属組織よりも仕事に対してコミットし、仕事をとおして自分の
目標を達成する。それによって高次の欲求を充足するという関わり方であると説明している。所属
組織から仕事に必要な条件を獲得し、また身分の安定など低次の欲求を充足するための手段をえて、
必要な範囲で組織に対してコミットするとしている。組織人モデルが行動や態度で組織に貢献しよ
うとするのに対して、仕事人モデルではあくまで仕事の成果を通じて貢献しようとする。太田氏が
全国の主要な大企業を調査したところによれば、研究職などの技術系の専門的職種だけでなく、営
業やマーケティング、財務などの事務系の専門的職種には、仕事人モデルに近い行動様式がみられ
たとしている。さらに、太田氏は、公務員もこのような企業の動きと無縁ではなく、高度化・複雑
化している社会のニーズに応えるためにプロフェッショナルの能力が求められているとしている。
また、組織人モデルを前提とした組織内での評価を高めることに重点を置いた受動的なモチベー
ションではなく、仕事の成果に重点置いた内発的なモチベーションを引き出すことが求められてい
るとしている。前章で述べたように、仕事人モデルの観点から、現在公務組織で実施されているよ
うな数年間に一度実施されている機械的な人事異動は、職員の専門能力の育成やキャリア形成とい
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う観点からだけではなく、モチベーションという観点からも弊害が大きいものである。

４．個人尊重型アプローチのまとめ

これまで働き方の規則を緩め、あくまで仕事の成果に応じて個人を評価することでモチベーショ
ンを高めることができ、私たちが目指す「行ってもいいかなと思える職場」を実現できるのではな
いかと述べてきた。

国等で議論されている働き方改革は、とかく新しい制度の導入を訴えている。しかし、果たして
それが働き手の選択肢を広げ、モチベーションを高めることにつながっていくのか。新しい制度の
導入は、新たに働き手に対する規則の強化であるのではないか。規則の強化はモチベーションを低
下させる要因を増やすことになるのではないかとの基本的な疑問が出発点となっている。

私たちが視察したサイボウズ株式会社では、働き手に応じた制度を次々と導入し、一見すると管
理を強化しているように思える。しかし、制度では勤務時間や場所などの働き方に自由度を与えて
管理を緩和している。あくまで仕事の成果に対してコミットし、成果に応じて報酬を支払うという
仕組みを構築している。サイボウズ株式会社の取り組みはいろいろな気づきを私たちに与えてくれ
ている。

第６章　事例研究（紹介）

１．川崎市

　⑴　地方自治体紹介
川崎市は神奈川県北東部に位置する政令指定都市で、７の行政区を持つ。人口は1,505,307人

（2017年12月１日現在）で県内第２位を誇り、都道府県庁所在地以外の市では最大かつ唯一100
万人を超えている。職員数は17,347名（2017年４月１日現在）となっている。

　⑵　背　景
川崎市では、従前から次世代育成支援特定事業主行動計画（2005年３月に第１期計画策定）と

女性活躍推進特定事業主行動計画（2016年３月策定）をベースとして職員のワークライフバラン
スの実現に向けて様々な取り組みを行ってきた。しかし、住民ニーズの複雑化・多様化などを背
景に職員の時間外勤務数は増加傾向にあり、国における働き方改革の取組をはじめ、民間企業に
おけるスーパーフレックスタイム制の導入などを背景に一層の取組が必要になった。そこで、議
会の同意もあり「川崎市イクボス宣言を応援する決議」や、市長を本部長とした「川崎市働き
方・仕事の進め方改革推進プログラム」が策定された。

特にこのプログラムでは、川崎市職員の働き方に関する現状と課題を踏まえ、｢１　職員の働
く環境の整備と意識改革｣、｢２　多様な働き方の推進」に取り組んでいる。取組にあたっては、
「制度・環境の整備」と「人材育成・意識改革」を両輪とし、できない理由を考えるのではなく、
できる方法を考えるという姿勢で、早期に実現できるものから着手している。



85おおさか市町村職員研修研究センター

第１編　研究成果報告

第
１
編

　⑶　目　的
川崎市の働き方・仕事の進め方改革は、将来にわたりより良い住民サービスを安定的に提供す

ることを目的としており、そのビジョンは職員一人ひとりがワークライフバランス（仕事と生活
の調和）を実現でき、多様な人材が活躍できる職場づくりを目指している。

　⑷　取組内容
｢川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム」の取組として、大きく２つに分けられる。

　　①　職員の働く環境の整備と意識改革
長時間労働の是正、業務改革・改善、人材育成・意識改革、ICTの活用、ワークスタイル変

革、メンタルヘルス対策
　　②　多様な働き方の推進

女性活躍推進・次世代育成支援、障がい者雇用の拡大、高年齢職員の活用、非常勤嘱託員・
臨時的任用職員の活用、多様な働き方を可能とするしくみづくり

２．横浜市

　⑴　地方自治体紹介
横浜市は神奈川県東部に位置する政令指定都市で、18の行政区を持つ。人口は3,734,012人

（2017年12月１日現在）で県内第１位を誇り、我が国の市町村では最大の規模である。職員数は
42,748名（2017年４月１日現在）となっている。

　⑵　背　景
横浜市の人口は、少子高齢化の進展により、2019年をピークに減少に転じることが見込まれ、

社会の担い手となる世代が減少する中、子どもや若者の育成をはじめ、女性やシニア等あらゆる
人の力を引き出し、都市の活力の低下を防ぐことが横浜市の重要な課題となっている。

そのような背景もあり、横浜市では「人材こそが最も重要な経営資源」という理念に基づき、
早い時期から女性の育成・登用を重要な経営課題と捉え、取り組んでいる。2005年２月に「やり
ます！『Do！プラン』｣（ワークライフバランス関連）を、2008年11月に「女性ポテンシャル発
揮プログラム｣（女性活躍関連）を策定した。

また、2016年の「女性活躍推進法」の施行に伴い、従前の計画を一本化し、｢横浜市職員の女
性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラム」を策定し、特定事業主行動計画に
位置付けている。

　⑶　目　的
横浜市の働き方改革は、｢横浜市職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プ

ログラム」が軸となっている。このプログラムの推進により、女性職員の育成・登用を進め、性
別や家庭事情等にかかわらず、全ての職員が意欲と能力を最大限に発揮できる組織をつくり、そ
の力を高めることで、市民満足度の高い市政を目指している。



86 おおさか市町村職員研修研究センター

「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

　⑷　取組内容
横浜市では超過勤務（時間外勤務時間）の抑制について、中期４か年計画に（目標値：年間

245万時間）を掲げている。また、近年では職員の健康管理やワークライフバランスの推進の観
点のみならず、責任職（横浜市では係長以上の職員を責任職と位置付けている｡）は部下職員へ
の安全配慮義務として、各職場でのマネジメント強化を図っている。主な取組内容は以下のとお
り。

①経営責任職の意識改革と組織マネジメント徹底
②超過勤務の事前命令（事前確認）の徹底
③長時間労働是正に関する「時間外労働の上限規制」の徹底
④ 「超過勤務抑制ルール」の徹底（午後10時以降における超過勤務命令の禁止、定時退庁日の

徹底、休業日における超過勤務命令の禁止※イベント等に従事した場合の振替徹底）
⑤定時退庁実施状況や一定時間を超えた職員に係る報告書の提出
　超過勤務の申請システムで、当該月の累積時間を表示し、一定時間を超えた場合に警告表示

３．サイボウズ株式会社　大阪オフィス

　⑴　会社紹介
サイボウズ株式会社は1997年に愛媛県松山市で創業された会社で、事業内容はグループウェア

の開発、販売、運用である。従業員数は516名（2016年12月末現在）となっている。

　⑵　背　景
サイボウズでは、多くのITベンチャー同様かつては長時間労働が常態化していた。その頃は

社員の入れ替わりが激しく2004－05年の頃は離職率が28％程度もあったが、離職率が高いと採用
や教育に時間やコストがかかり経済的合理性を欠くため、離職率を下げるために、人事制度を見
直すようになった。

　⑶　目　的
IT企業というと一般的には長時間労働というイメージがあるが、この会社は人事制度に大き

な特徴がある。人事制度のポリシーは「自立」と「多様性」で、働き方は自分で決める、それぞ
れの働き方を認める、会社に依存しないことをメインに考えている。サイボウズでは、社員が
100人いれば100通りの働き方が存在し、思いついたらやる社風にすることを目指している。

　⑷　取組内容
多様な個性を活かすワークスタイル変革の実現のために、３つの要件に取り組んでいる。具体

的には、企業の価値観としての「風土｣、人事評価や育児休暇などの「制度｣、そして場所や時間
にとらわれずに働く環境を作り出す「ツール」を一体と考えている。

　　①　風　土
　多様性、公明正大、率先垂範、議論、自立、コミュニケーション
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　　②　制　度
　時間、給与、退職、場所、育児休暇、副業、評価、採用基準、部活動

　　③　ツール
　情報共有ツール、Web会議、セキュリティ対策など
　取組結果として、以下のことが社内で制度化した。
　　１．自由に作れる部活動（年10,000円／人の補助金）
　　２．お誕生日会（3,000円／人の補助金）
　　３．部内イベント支援（年１万円／人の補助金）
　　４．喜びの叫び（四半期の全社懇親会）
　　５．仕事Bar（仕事について語る場。1,500円／人の補助金）
　　６．イベン10（単発のイベントで１回分／人の半額の補助金）
　　７．人事部感動課（社内に感動を作る専門職種）
　　８．副業の自由化（誰でも会社に断りなく副業可能）
　　９．ドラマ誘致（今までに10回以上登場）

４．所　感

事例紹介として、川崎市、横浜市、サイボウズ㈱の３か所を挙げた。
川崎市は職員の幅広い意見を反映することで、川崎市側と職員側各々が運用できる内容となって

いて、長時間労働の削減を前提にした働きやすさの追求やどのように職員に働きがいを感じてもら
うかを重点に置いている。そのため、｢働き方改革推進プログラム」の中に子育てや介護等といっ
たライフイベントに関するプログラムを取り入れることで、全職員が自分のこととして考えられる
ようになっている。

横浜市は女性の活躍を経営課題として取り組んできた経緯があり、｢女性ポテンシャル発揮プロ
グラム」を通して女性職員の活躍の場を広げるという点に着目している。その一環として、女性職
員の責任職（係長以上）の登用比率を上げることが組織の活性化にもつながると考えている。現に、
両立支援サポーターをはじめとした様々な体制が整備され、内容も職員で考えたアイデアが基に
なっている。

サイボウズ㈱は「100人いれば、100通りの働き方がある」というコンセプトのもと、会社が社員
の多様性を非常に重視しているため、全社員が課題を解決するための提案に責任を持ち、その提案
に対しても会社が真摯にかつ柔軟な対応をしている。

川崎市と横浜市の２市は、人事課等が中心となって、様々な働き方改革関連の制度や取組を導
入・検討し、それらの利用対象者を増やすことを意識しているように感じた。

サイボウズは、既存の制度を都度変えていくのではなく、社員の多様性に合わせて、制度や仕組
みを構築している。そしてそのためには、自主性や説明責任など、社員が会社から自立しているこ
とが必須であると感じた。

川崎市、横浜市とサイボウズ㈱では、働き方を考えるようになった過程やその目的は異なる。し
かし、３か所とも職員（社員）が働きがいを感じてもらうため、職場に「行ってもいいかなと思え
る」ために努力を重ねていることは同じと言える。
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ⅰ．総務省のオフィス改革

～総務省行政管理局～

視 察 日 時 平成29年10月16日㈪　午後１時30分～午後３時まで 

視　察　先

視察場所：総務省行政管理局企画調整課
住　　所：東京都千代田区霞が関２－１－２　中央合同庁舎第２号館
最 寄 駅：霞ヶ関
対 応 者：○箕浦　　龍一（総務省行政管理局企画調整課長）
　　　　　○藤本　　奈那（総務省行政管理局企画調整課）

視　察　者

○新　　　貴博（島本町上下水道部）
○辻　　　雄平（大阪狭山市政策推進部人事グループ）
○河野　　弘貴（守口市総務部人事課）
○荒堀　　　涼（四條畷市総務部人事課）

【視察目的】
　視察先の総務省行政管理局では、平成27年１月より効率的かつ柔軟な働き方をめざす上での重要ポ
イント（紙資料の電子化、職員同士のコミュニケーション活性化、意思決定の迅速化、柔軟な打合せ
スタイル等）に焦点を当て、オフィス環境を抜本的に改修した。
　また、平成28年３月には、行政管理局６階（局長も所在する局の総括セクション）についても、 
オフィス改革を実施。これらの改革は全国的に先進事例とされ、数々のメディアでも取り上げられて
いる。
　これらの働きやすさ、事務効率化の取り組みの効果を調査・研究することで府内市町村への反映を
含め、本研究会の研究に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】
　総務省行政管理局におけるオフィス改革のポイント、意思決定プロセスの見直し、ペーパーレス化
による業務効率化、情報共有の促進・文書管理の合理化
　①個人デスクを廃止した際の便利な点、不便な点
　②ペーパーレス化の便利な点、不便な点
　③電子化された書類の保管方法、共有フォルダの整理方法
　④人事情報などを扱う際の会議や意思決定の方法
　⑤テレワークの具体的な実施方法（個人情報の扱い等）
　⑥PHSは１人１台配布であるか
　⑦オフィス改革をするにあたって特に苦慮したこと（他部署や年配職員の理解）

【質疑応答】
○個人デスクを廃止した際の便利な点、不便な点
　 デスクについては１人１席が確保している。わざわざ別の打合せスペースに行かなくても、空いて
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いる席があれば、そこに担当者が入り打合せすることができるため、コミュニケーションがとりや
すくなった。グループアドレスなので顔と名前がなかなか一致しないため、対面で渡さなければい
けない書類が配りにくいことが弊害として聞かれた。現在は、写真付き配席図を作成し対応してい
る。

○ペーパーレス化の便利な点、不便な点
　 紙資料については、重複のある文書は破棄したことで量を削減することができた。紙資料は紙のま

ま保存・管理している。また、国の機関では手元に紙の原本が必要な窓口業務はあまりなく、また
書類についても電子での管理ができているので、あまり支障はない。最近の参照頻度が高い文書は、
ほぼ電子媒体で何らかの形で自分のパソコンからすぐに検索できている。

○電子化された書類の保管方法、共有フォルダの整理方法
　 電子データを保存する共有フォルダの階層の付け方は担当ごとに行っており、適宜整理を行ってい

る。
○人事情報などを扱う際の会議や意思決定の方法
　 機密情報の度合いにもよるが、必要な場合は局内の会議室ではなく省内共有の会議室を使用してい

る。
○テレワークの具体的な実施方法（個人情報の扱い等）
　 テレワークは、義務的にやるような形で進めていない。勤怠管理については、前日までに所属長の

承認があれば翌日の勤務計画を提出し、終わる時に報告書を送付する。スカイプ（ＰＣの利用状況
によって色が変わる）によって、また必要に応じて対面による勤怠管理を行なっている。機密性の
高い業務をどう扱うかは難しいところである。

○PHSは１人１台配布であるか
　オフィス改革前から全省的に導入されている。
○オフィス改革をするにあたって特に苦慮したこと（他部署や年配職員の理解を得る等）
　 年配職員が嫌がるだけでなく、働き方を変えることについて若手職員が意外と難色を示した。それ

については、幹部自ら若手ワーキングチームに参加し説明を行うなど、コミュニケーションを積極
的に図って解決した。

【視察結果】
○ 行政管理局では、平成27年１月から段階的にオフィス改革を実施しており、机・会議テーブルの配

置変更（フリーアドレス含む)、テレワーク（テレビ会議）に対応した環境設定等、オフィスレイ
アウトの抜本的な見直しを行ったところ。

○ あわせて、ペーパーレス化の推進により、無駄な資料を削減したことで、意思決定のスピードアッ
プや業務効率化を図っている。

○ 今回のオフィス改革においては、若手職員（20代後半～30代前半）が中心メンバーとなって、啓発
用ポスターや特設ページの開設等、若手ならではの斬新なアイデアを積極的に実行に移していった。

○ このようなアイデアを実現するにあたっては、トップ（大臣）をはじめとした上司のエンカレッジ
（励まし）とサポートがあってこそ成功する。本当に譲れない部分や、霞が関になじむスタイルだ
けは残して、多少のことは目をつむり、新しいこと（組織にとって良いこと）はどんどん受け入れ
ていくことが改革の肝。



第２編　視察報告

第
２
編

93おおさか市町村職員研修研究センター

○ 行政管理局においては、働き方改革以前も業務改善意識は高く、今回の改革で大きく変わったのは
オフィスの風景だけかもしれないが、コミュニケーションのとり方や仕事の進め方に影響を与えた
部分はある。今後も、場所にとらわれないシームレスな働き方の実現をめざして、更なる改革に取
り組んでいく。

○ PCは簡単に移動可能で無線LANで庁内ネットワークにつながっている（部署によってはセキュリ
ティワーヤーでPCを固定したままのところもある｡)。打合せはPCの持参が可能である。

○ 入庁時に見た職場のスタイルが変わること、一番変わると思っていない景色自体が大きく変わった
ことで、｢何か変えられる」という意識が何となく浸透した。

＜オフィス全体の雰囲気＞
○係ごとに島があり、島単位で座る場所は自由（フリーアドレス）になっている。
○ 管理職には、奥に独立した席がある｡（企画調整課長は管理職席も廃止し、一般職員の中に入って

毎日席を自由に決めている｡）
○その日の仕事の進め方によって誰の近くに座るか決める。
○係によってはほとんど毎日同じ席になっている場合がある。

＜個人デスク＞
○ 個人デスクの上には、本や書類が積み上がっておらず整理されている。(机の上はPC、PHS、作業

中の資料のみであった）
○書籍は係ごとにある棚か足元にあるキャビネットに保管していた
○ 紙資料は、原本のあるもの、データ化されているものは手元に置かな

いようにしている。
•机は一般的な事務机よりも小さい（書類を置く場所がいらないので）
•机の脚にはキャスターがついていてレイアウトの変更は容易
• 机が小さくなったことや、棚が減ったことで事務室に打ち合わせス

ペースを増やすことができた
•固定電話を廃止し、各職員に１台ずつPHSが貸与されている。
•会議等で自席から離れている場合でも対応可能。
•若手職員の電話の取次ぎによるタイムロスを減らすことができた。
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＜打ち合わせ・会議スペース＞
○ フリーの打ち合わせスペースを確保し、

気軽に利用可能。(モニターがある場所
もある）

＜個人の収納場所＞
○ 職員のロッカーはPCとPHSの保管・充

電用の大きさのもののみ。
○ロッカーの場所を減らすことができた。

＜見た目も働きやすい環境づくり＞
○ 事務室の端に木のテーブルを設置し、カーペットの色

をその部分だけ緑にするなど職員の気が休まる場所を
作った｡（景色がいいので昼食をとったり、来客対応
時に使用）

【所　　感】
＜オフィスレイアウトの抜本的な変更＞
○ 個人デスクの廃止（役職に関わらず机は同じ大きさ)、チーム単位のフリーアドレスが、活発なコ

ミュニケーションを生み出すきっかけづくりになっている。机も可動式となっており、仕事の内容
や進め方に応じて、自由にレイアウト変更できることも、快適な労働環境を構成する大きな要素と
なっているように感じた。

○ 行政管理局では、毎週水曜日と金曜日にオフィス視察を受け付けており、オフィス改革を検討して
いる自治体・民間企業向けのショールームのようであった。
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＜「働き方改革」への取組み姿勢＞
○ 働き方改革を推進していくためには、上司のコミットメント（許容）が非常に重要であると感じ

た。若手職員がいくら「これいいからやりましょう」と言っても、それを受け入れてくれる上司や、
「いいね、どんどんやっていこう」という組織風土がないと、このような改革は成功しないであろ
う。

＜感　想＞
○ オフィス改革は、まさしく「働き方改革」という言葉を実現している施策だと感じた。しかし、国

の省庁という機関では効果が発揮されるが、特に個人デスクの廃止は実際住民と直接的なやり取り
をする市役所等ではそぐわない面があるのも事実である。いわゆる管理部門の総務、企画系では実
施できる可能性はあるが、窓口部署では住民が混乱する可能性があり、決まったルーティーン業務
を行う部署ではそもそもあまりメリットが無いのではないか。また、多くの自治体では、課長⇒課
長代理⇒係長⇒係員というような、上から下に順番で仕事の指示が下りて、下から上に順番に仕事
の進捗が進んでいく組織体制のため、その指示系統を一度フラットにすることが必要となってくる。

〇 ペーパーレス化はとても見習うべき点だと感じた。どの自治体でも過去の紙ベースでの膨大な資料
の管理は問題化されていると思われ、当市でも書庫に入っていない個人の書類（公的文書でないも
の）が職場内の書棚にたくさん保管されており、無駄なスペースを生み出している。現在は書類を
簡単に電子保存（PDF化）する環境にもなってきているため、全庁的に取り組むことができれば、
仕事のしやすい環境が生み出せる。

○ レイアウトをすべて変えようと思うとコストや手間がものすごくかかるので、すべて真似すること
は難しいが、ペーパーレス化や職員の考え方については参考にさせていただき導入できると考えた。

○ 働きやすそうなオフィスレイアウトに感動したが、整理整頓を維持することは、また努力がいるの
ではないだろうか。レイアウト変更は魅力的であるが、日々の整理整頓から進めることも必要では
ないだろうか。

＜さいごに＞
○視察後は、このようなかたちで記念撮影をどうぞ。
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ⅱ．経済産業省の働き方改革に向けた取組

～経済産業省大臣官房秘書課～

視 察 日 時 平成29年10月16日㈪　午後３時30分～午後５時まで 

視　察　先

視察場所：経済産業省大臣官房秘書課
住　　所：東京都千代田区霞が関１－３－１
最 寄 駅：霞ヶ関
対 応 者：○西村　栄利子（経済産業省大臣官房秘書課課長補佐）
　　　　　○高橋　秀太朗（経済産業省大臣官房秘書課総括係長）
　　　　　○松木　ゆりか（経済産業省大臣官房秘書課調整一係長）
　　　　　○大町　　徹也（経済産業省大臣官房秘書課）

視　察　者

○新　　　貴博（島本町上下水道部）
○辻　　　雄平（大阪狭山市政策推進部人事グループ）
○河野　　弘貴（守口市総務部人事課）
○荒堀　　　涼（四條畷市総務部人事課）

【視察目的】
　視察先の経済産業省では、｢経済産業省女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組
計画」の中で働き方改革の実現を掲げており、主な取り組みとして、｢意識の改革｣、｢業務の改革｣、
「働き方の多様化・柔軟化」を挙げている。
　また、｢平成29年度 ワークライフバランス推進強化月間における取組」ではゆう活の勉強会や経済
産業省独自の働き方改革表彰等の取り組みを掲げている。
　これらを時間外勤務縮減と関連づけて調査・研究することで、府内市町村への反映を含め、本研究
会の研究に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】
　経済産業省の「平成29年度ワークライフバランス推進強化月間」における取組内容、実績、効果等
　　①幹部からのメッセージの発信
　　②業務の効率化・超過勤務の縮減
　　③フレックスタイム制度・好事例の周知徹底 、体験テレワークの実施
　　④部局・課室毎の業務改善アクションプランの作成、実施
　　⑤モデル課室における模範的取組の実施
　　⑥ゆう活勉強会の開催等
　　⑦経済産業省独自の働き方改革表彰
 
【質疑応答】
○テレワークの実施状況について
　 政府全体目標として、｢2020年度までに、業務の性質上、テレワークの実施が不可能な業務を除き、
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テレワークが勤務形態の一つとして定着し、必要な者が必要な時に当該勤務を本格的に活用できる
ようにする」ことを目指しており、経済産業省としても同様の目標を掲げている（「国家公務員テ
レワーク・ロードマップ」としてHPでも掲載している｡)。７～８月については、２か月間の間に
全員１回はテレワークを必ず実施することとした。そのうち、７月24日のテレワーク・デイにおい
ては大臣、幹部も含めた1,000人規模のテレワークを実施した（政府初)。

○スケジュール管理について
　 毎月の残業目安時間を設定している課室もあり、職員は目安時間内に終了できるよう仕事の段取り

を考えながら業務に取り組んでいる。
○オフィス改革について
　 オフィス改革は、課室によってレイアウトの変更等、試行的に実施している。フリーアドレスにつ

いてはまだ。自席の方が仕事には便利であると考えている。
○ペーパーレス化について
　省内の定例会議や審議会等はペーパーレスで、大臣への業務説明の際もペーパーレスとなっている。
○朝・夜メールについて
　 日常の業務管理については、朝メール等で日々のタスクを課内にメール等で共有する取組を実施し

ている課室もある。
○上司へのコミットについて
　 若手係長チームからの提案として局長への７つの約束－７箇条（レクはペーパレスなど）を作成し

た。受け側のコミットも重要であることから、局長に署名をもらうこととした。
○ゆう活の実績について
　 本省には約3,000人の職員がいる。ゆう活の実施率等は人事院のHPに載っている（https://www.

cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/fi les/h29_u-katsujokyou.pdf)。プレミアムフライデーは比較
的実施しているが、例えば窓口業務の場合は、午後３時15分に帰ることは困難。しかし早く帰るた
めに自身の業務を見直すきっかけにはなっていると考える。

○ナレッジページについて
　 １年目の職員は調べ物が多いので、その助けとなるように若手係長チームで、一元的に情報を載せ

たページを作った。これにより、職員がよく探す内容については最初から探す必要が無くなり、便
利になった。

○組織マネジメント調査（職員満足度調査）について
　組織マネジメント調査については12月から調査を開始予定で、60問程度を５段階で評価をする。

【視察結果】
＜総　論＞
○ 経済産業省では、大臣自らテレワークを実施される等、トップダウンで組織的な働き方改革を推進

するとともに、業務プロセスの効率化や時間意識の徹底といった施策に取り組んでいる。
○ 国会対応が時間外勤務のボトルネックになっていたことから、答弁の提出期限を設ける等、国会業

務の見直しを進めている。
○ 朝・夜メールで、１日に２回、当日の業務予定とその進捗状況を係単位で共有する取組を推奨し、

属人的な業務の分散や納期を意識した業務遂行をしている。
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○ 働き方改革も含めた職員の意識（満足度）調査を年１回実施しており、現場からの意見を吸い上げ、
ボトムアップできる仕組みを一定設けている。

○ 政府方針として実施しているテレワークやゆう活等は、推進強化月間（７～８月）を設けて、実施
を推進しており、｢まず隗より始めよ」の姿勢で、政府の中でも率先して様々な施策に積極的に取
り組んでいる。

＜経済産業省における働き方改革の全体像＞

＜働き方改革の組織的な推進＞
○部局長クラスの幹部職員が、働き方改革の実現に向けたメッセージを局内発信している。
○ 報連相の徹底等、職員が意識するべき業務遂行の方法についてまとめた「効率的に仕事を進めるた

めの行動規範」を策定し、組織全体として取組んでいる。
○ 働き方改革の実現に向けた好事例を省内で募集し、｢働き方改革表彰」制度を設けている。28年度

は20件の応募があり次官から表彰した。国全体の表彰でも経済産業省は毎年選ばれている。

＜時間意識の徹底＞
○ 始業時及び終業時における朝・夜メールの実施等、日々の業務の進捗状況をラインで確認すること

を推奨している。
○ 超過勤務をする際は、システムによる事前申請を徹底し、管理職が超過勤務の必要性を確認してい

る。
○ 秘書課が「ゆう活」の実施を省内に呼びかけており、７～８月で10日以上実施することを目標とし

た。

＜業務プロセスの効率化＞
○ 国会対応における合理化を図るため、答弁書作成の期限を設定した。それにより、大臣が答弁書を

前日夜に確認することが可能となったため、朝のレクが効率化された。
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○ 起案の決裁における決裁プロセスの見直しや、旅費精算手続きでは政府共通のシステムが導入され
たことで効率化が図られた。

＜IT活用による効率化＞
○ 審議会や省内の定例会議ではI-padを活用してペーパーレス化を図っている。以前は審議会におい

て、傍聴者用も含めると資料を200部作成している会議もあったが、今では事前にネット配布をす
ることで、そういった作業も無くなった。

○ IT技術に関する専門職員を「ITコンシェルジュ」として設置し、省内の相談対応等を行っている。
○テレワークに対応するため、リモートアクセス環境を整備している。

＜ノウハウ等の組織的な共有＞
○ 職員が省内で疑問に思うことを提出し、担当課がそれに対して回答する「ぐなれっじ」（質問箱）

を運用している。
○ 「政策のタネ｣（各種情報まとめ）として、石油価格等の業務に必要な情報をまとめて毎日送信し

ている。
○ 「ナレッジページ｣（若手職員向け情報発信）として、基本的な情報を掲載することで、若手職員

が情報を探すための時間短縮につながっている。

＜現場からの意見の反映＞
○ 意識調査を年１回実施しており、実施施策に関する満足度や現場の意見を吸い上げる（ボトムアッ

プする）仕組みを設けている。

＜（掲載用）働き方改革ポスター2017＞
○働き方改革啓発用のポスターを作成し、エレベーター内に掲示している。
　（自身の働き方に対する姿勢を問うような内容が多く、中には辛辣なコピーも並ぶ）
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【所　　感】
○ 経済産業省では、トップダウンで推進されている施策が多いように感じたが、それに取り組む現場

サイドの職員には「やらされ感」はなく、特に若手職員の柔軟かつ主体的に取り組む姿勢が、現場
の雰囲気を変える大きな役割を担っているように感じた。

○ また、働き方改革と文脈は異なるが、NHKスペシャルでも取り上げられていた「不安な個人、立
ちすくむ国家」というレポートに象徴されるように、若手職員が自主的に国家レベルの課題に取り
組んでいく姿勢や、それを後押しするトップが改革を実行する原動力となっている。

○ 無駄をなくし、スピード感をもって業務に取り組んでいた。働き方改革を実現するためにはIT活
用（システムの導入）や機械ではなく職員だからこそできることに注力していく必要があると感じ
たとともに、職員のモチベーションの高さ（国のために頑張っているということの意志の強さ）に
驚いた。

〇 時間外勤務の考え方に大きな違いを感じた。総務省でも感じたが、省庁の職員は「一定の残業は当
たり前。それだけの業務量がある中で少しでも減らす方法を考える」が自治体の職員は「残業を極
力しない方法を考える」。業務量の大きな違いがあるせいだが、根本的なこの考え方の差は大きい
だろう。

〇 ペーパーレス化（IT化）やテレワークも積極的に実施し、実績も出ているので、省庁として目標
達成に向けて特に予算的な部分で取り組みがしやすい環境であると感じた。

〇 ノウハウ等の組織的な共有部分では「ぐなれっじ｣、｢ナレッジページ」の運用など自治体でも実施
可能なものであり、参考になった。ボトムアップをしていく上で必要になってくるだろう。

○ 局長への７つの約束－７箇条（レクはペーパレスなど）受け側のコミットも必要（著名をもらうこ
ともある｡）であり、トップの考えを人事課が拾うなど、トップとの橋渡しも必要である。

○ モデル事業の実施については、特に見直しが必要な部署から先に実施させるなど、工夫をして実施
しているのが見受けられた。しかし、専門など、興味のある分野での仕事をするように考えている
など、職員への配慮も見受けられた。

○ 例えば、プレミアムフライデーにおいては、午後３時15分をめどに終了できるよう、仕事の段取り
を考えるため必死であるとのこと。国の仕事は大量にあるのではと想像できるが、かなり厳しいの
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ではないだろうか。また、オフィス改革は、試行的にやっているとのことである。フリーアドレス
についてはまだ。自席の方が仕事には便利であるようだ。
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ⅲ．調布市の働き方改革（時間外勤務縮減）に向けた取組

～調布市総務部人事課～

視 察 日 時 平成29年10月16日㈪　午前10時00分～午後０時まで 

視　察　先

視察場所：調布市総務部人事課
住　　所：東京都調布市小島町２丁目35番地１
最 寄 駅：調布
対 応 者：○鈴木　　克久（総務部人事課人材育成・女性活躍推進担当副主幹）
　　　　　○山本　　多恵（総務部人事課人材育成・女性活躍推進担当係長）

視　察　者

○新　　　貴博（島本町上下水道部）
○辻　　　雄平（大阪狭山市政策推進部人事グループ）
○河野　　弘貴（守口市総務部人事課）
○荒堀　　　涼（四條畷市総務部人事課）

【視察目的】
　視察先の調布市では、これまでの価値感・意識を抜本的に変革させ、働き方改革を行うとともに、
管理職・係長職のマネジメント力をより一層強化させるなどにより、全庁一丸となった取組を進める
ため「調布市職員の時間外勤務縮減及び定時退庁推進に関する方針」を定めている。
　主な取組としては、①意識改革・働き方改革の促進（全職員)、②マネジメント力の強化（管理
職・係長職)、③全庁推進体制の継続（取組の推進）としており、これらの取り組みは全国的にも先
進事例として各種メディア等で紹介されている。
　これらの取組の効果を調査・研究することで府内市町村への反映を含め、本研究会の研究に役立た
せる。

【視察内容及び質問事項】
　「調布市職員の時間外勤務縮減及び定時退庁推進に関する方針」における取組内容、実績、効果等
　①　意識改革・働き方改革の促進（全職員）
　　⑴　タイムマネジメント能力の向上
　　⑵　時間数・手当額の見える化（共有）
　　⑶　優良事例の募集・共有
　　⑷　意識・働き方改革推進事例の実践（全職員）
　②　マネジメント力の強化（管理職・係長職）
　　⑴　時間外勤務命令手続きの厳格化
　　⑵　時間外理由等の分析・改善
　　⑶　意識・働き方改革推進事例の実践（管理職・係長職）
　③　全庁推進体制の継続（取組の推進）
　　⑴　変則勤務形態の導入
　　⑵　人事評価制度の見直し
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　　⑶　各部との意見交換の実施

【質疑応答】
○継続的な意識改革を進めて行くうえで、工夫した点や留意事項等
　 年２回、部門長のトップ２人と総務部長を含めた人事課で意見交換を実施している。全庁の協力を

得たうえで取組を進める点に留意し、時間をかけながら進めている。各部で一生懸命やっているこ
とを意見交換の資料の中に入れるなど、情報共有し協力を得やすい形に持って行くようにしている。

○人事課サイドから庁内に向けた情報発信・意識啓発
　 情報発信・意識啓発では新たな取組をやるごとに全庁に向けて周知をしており、まずは庁議（首長、

特別職及び部長がいる会議）で必ず諮ることとし、もう少し丁寧に進める場合は、企画会議（次長
級の会議）で一度諮って実施している。

　 各部と意見交換をする中で面白い取組をやっていることに気が付き、その取組を発信していこうと
いうことで、今年度から「人材育成情報紙Step Up」の別刊を新たに発行することとした。

○組織全体で働き方改革を進めて行くうえで、PTやWGといった組織横断的な枠組みの設置
　 各部との年２回の意見交換に加えて、｢特定事業主行動計画推進委員会」で情報を聞いている。ま

た，現在人材育成基本方針実行プランの見直しに加え，｢調布市職員の時間外勤務縮減及び定時退
庁推進に関する方針」に基づき実施している「時間外勤務縮減・定時退庁推進｣，｢女性職員の活躍
推進｣，｢ワーク・ライフ・バランスの推進」等の働き方改革に関する取組の検討組織として，人材
育成基本方針のPT（各部から１人）を立ち上げ、職員を巻き込みながら進めている。平成29年度
は，調布市職員満足度調査を実施する予定。

○変則勤務の効果が表れた部署と実施が難しかった部署
　 自治会や市民への説明会が夜に多い部署や窓口職場については効果が表れ、職員個人からは、育

児・介護中であるが休暇を取得しないで対応できるのがよかったという声を聞いた。実施困難な部
署としては、開館時間が長く、ローテーション勤務の職場（図書館など）が挙げられる。

○時間外勤務の要因について、どのように分析しているか。
　 管理職、課長級のマネジメントや職員個人の意識ではないか。削減が困難なものとしては、新規事

業や新たな課題により発生した業務が挙げられる。削減しやすい業務である単純定型業務を効率化、
外部委託又は廃止をすることで削減の取組をしている。仕事についても、属人化させずマニュアル
を作る取組を実施した。

○定時退庁日における定時退庁率
　 毎週水曜日について、７月からワーク・ライフ・バランス推進月間が始まり、９月までの14日間で

65.3％が定時退庁をしており、前年度に比べ3.9ポイント上昇した。また、時間外勤務の削減を平
成28年度から開始したところ、約7,000時間減ることとなった。現在も何千時間か減っている状況
である。

○会議を行ううえでの取組
　 会議の終了時刻を意識することや、資料についても可能な限り同じものを使う。タブレット端末の

活用による効率化について、現在検討を進めている。
○職員提案制度における提案数と実現した事例
　 制度として「提案型」と「改善報告」の２つの柱がある。平成28年度は16件の「改善報告」があり、
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うち４件が時間外勤務の削減であった。事務マニュアルがメインであり、成果のあった具体例とし
て給食室改修工事について、学校ごとで考えていたものを、統一した指標を作成したことで打合せ
の時間を減らすことができた事例がある。

○働き方改革を進めるうえで、新規採用職員に焦点をあてた取組
　 新人研修における人事課のパートの中で、女性活躍、ワーク・ライフ・バランス及び働き方改革の

取組を説明している。柔軟に受け入れてもらっている。
○人事評価制度において、時間外勤務の縮減への評価導入
　 人事評価制度自体の見直しの中で時間外勤務縮減及び定時退庁推進の項目を追加した。具体的な達

成状況は、各部長が最終的に判断することになる。第一には時間外の削減実績であるが、新規事業
が入ったとか単純に削減ができない職場については、どれだけ頑張ったかという過程も考慮される
ことが考えられる。また、有給休暇の取得日数についても判断材料と考えている。

【視察結果】
＜総　論＞
○調布市では、平成28年の「調布市職員の時間外勤務縮減及び定時退庁推進に関する方針」に基づき、
　 平成30年度達成目標として「１人あたり年51.8時間（4.3時間／月)」の時間外勤務縮減に取り組ん

でいる。(年休及び男性育休の取得率は都内団体で１位の実績あり）
○ 市長が定時退庁日に「退庁促進メッセージ」を庁内放送する等、トップが率先して働き方改革に取

り組んでいる。(今年度から副市長・教育長，部長・局長メッセージも始めている）また、年２回
各部門長トップと総務部長含めた人事課で意見交換する場を設け、全庁を巻き込んで取り組んでい
ける仕掛けを設けている。

○ 変則勤務（７パターン）の導入、管理職・係長職のマネジメント強化（月45時間超えの場合、次長
決裁（所管課長以上）とするとともに，改善報告書を人事課に提出)、時間外勤務命令の事前申請
の徹底等の施策を実施することで、平成28年度には前年度比約7,200時間の時間外勤務縮減に成功。
あわせて、時間外実績の多かった法規部門の法令審査事務（要綱改正のみ）を各部におろす等、業
務の見直しも一定行っている。

○ このような改革になじまない職場（職員）もあることから、職員団体との交渉を十分行い、全職員
対象にアンケート調査を実施する等、改革の主旨を理解するまでの丁寧な説明が必要であった。

○ 依然として、属人化している業務や見直しのできていない業務もあり、今後のアウトソーシング化
を見据えたマニュアル作成等も行っている。今後、さらなる業務改善を進めていくとともに、人員
の最適配置を行う。

＜事務作業の簡略化＞
○校正作業の簡略化等

＜時間外勤務削減について＞
○平成28年度は前年度比較　１人あたり113時間削減
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＜変則勤務について＞
○ 例：夜の勤務（会議や取材等）に対して変則勤務をすることで時間外の削減、本人にとってもその

時間をプライベートに活用
　選択肢を増やそうとした結果、変則勤務のパターンを多く作った
　職員団体との協議を丁寧に行う必要があった（都内でも先進的だったので）

＜育休等の取得について＞
○もともと都内でも男性の育休取得率が高かった（１位26市中)。
○管理職でも取得しやすい雰囲気は一定作ることができてきている。
○ 管理職の育休中は育休代替任期付きを１名入れて、管理職としての仕事の部分は他の管理職や係長

が分けて行っている部署もある。

＜職員の理解、雰囲気について＞
○働き方改革の考え方が浸透してきているが，全庁的に定着させることが今後の課題
○人材育成基本方針の実行プラン（来年度改定予定）に関係してPTを設置し、意見を集めている。

＜人事課前に貼り出されたポスター＞　　　　＜キャッチフレーズ＞

カエル！ジャパン『Chofu』10の取組

【所　　感】
○ 調布市で実施されている変則勤務は、かなりフレキシブルなもので、夜間の会議対応等で時間外勤

務を余儀なくされている職場にとっては効果的であると感じた。
○ 職員の意識・能力（低下）が時間外勤務の要因となっている部分も一定あり、働き方改革を進めて

いくための下地として、職員の意識・能力の底上げを図る必要がある。
〇変則勤務はかなり有効であり、すぐにでも実施を検討したいと感じた。
　 窓口延長部署、地域住民との夜間の会議など、変則勤務を導入することで無くすことのできる時間

外勤務は一定の量があるだろう。
〇 人事評価で各部の目標設定に時間外勤務縮減や年休取得推進を入れており、全庁を巻き込める制度
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となっている。職員一人ひとりに意識付けするためには必要なことである。
〇 調布市でも課題に挙がっていた、改革になじめない職員が出てくることについては、どの自治体で

も同じ今後の課題だろう。
○ 変則勤務の導入や各種制度の活用が活発に行われていた。特に職員一人ひとりの取り組んでいこう

という積極性を感じ、刺激を受けた。自治体の働き方改革はまだまだ始まったばかりであり、自治
体間で情報共有しながら効果的に進めていく必要があると感じた。また国と違い職場も小さいので
庁内での人間関係や職員間での理解の差によるやりづらさのようなものがあるように感じたため、
担当課は働き方改革を進めるにあたり気を付けないといけない部分（事前調整やフォロー等）があ
ることが分かった。

○ 単純定型業務を洗い出し、これを効率化していく。場合によっては外部委託や廃止をする。仕事を
属人化せずマニュアルをしっかり作ることが示されたが、仕事の属人化排除は時短を進めるうえで
避けて通れないことであろう。

＜調布市役所外観＞
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ⅰ．ワーク・ライフ・バランスの推進について

～奈良県生駒市～

視 察 日 時 平成29年10月19日㈭　午前10時から午後１時まで

視　察　先

視察場所：生駒市市長公室人事課
住　　所：奈良県生駒市東新町８番38号
最 寄 駅：近鉄生駒駅
対 応 者：田中　　良成 氏（市長公室人事課課長）
　　　　　岩﨑　　峰大 氏（市長公室人事課主任）

視　察　者

麻田　　英俊（吹田市総務部人事室）
大谷　　健吾（摂津市総務部防災管財課）
大藤　かおり（高槻市市民生活部人権・男女共同参画課）
竹中　　匡人（豊中市総務部人事課）
西村　真希子（藤井寺市市民生活部協働人権課）

【視察目的】
　生駒市では、平成29年８月より、公共性のある営利企業等での職員の副業を促進する基準を定め
て運用を開始している。また、平成28年12月にはイクボス宣言、平成29年８月には労使で「ワー
ク・ライフ・コミュニティ・バランス」を宣言するなど、職員のワーク・ライフ・バランス（以
下「WLB」という｡）向上のため、率先して「働き方改革」の具体化に、積極的に取組んでいる。
WLBについて具体的な取組の内容や成果を調査することで、本研究会の研究に活かすことを目的と
する。

【視察内容及び質問事項】
⑴　副業の促進について
　•導入の経緯
　•運用状況および課題
　•働き方改革の一つの方策としての展望

⑵　イクボスについて
　•イクボス宣言に至った経緯、イクボス宣言の効果
　•具体的な取組内容・成果、実効性のある取組とするための工夫

⑶　その他WLBの取組について
　•WLBを推進するにあたって、特徴的な休暇・休業制度等



「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

108 おおさか市町村職員研修研究センター

【視察結果】
⑴　副業の促進について
　 　一般的に職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合には、地方公務員法第38条第１項の

規定（営利企業等の従事制限）により、任命権者の許可が必要とされており、生駒市では、職員の
職務外における地域貢献活動を促進するため、特に報酬を得て地域貢献活動に従事する場合の許可
基準と運用について、昭和35年に職員の営利企業等の従事制限に関する規則を定めている。この規
則に基づき、これまで以上に職員の地域活動への積極的参加を促進し、公共性のある組織で副業に
就きやすくするため、職員が職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の許可基準を平成29年8月
より施行している。

　 　その基準としては、①勤務時間外、週休日及び休日の活動であり、職務の遂行に支障を来たすお
それがないこと、②地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと、③活
動先の団体等と生駒市との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ特定の利益に偏するこ
となく、職務の公正の確保を損なうおそれがないこと、④報酬は、地域貢献活動として許容できる
範囲であること、⑤生駒市内における活動であり、生駒市の発展・活性化に寄与する活動であるこ
と、⑥営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないことが挙げら
れる。

　 　副業によって、本業務への影響、健康管理面及び情報漏洩等のリスクがあるが、職員が職務外に
積極的に地域貢献活動に参加すれば、職員の自己実現や生きがいの追求に繋がり、そのことにより、
仕事と生活面で相乗効果が生まれるような役割にも着目しており、将来的に副業の許可範囲を広げ
ることも検討している。

⑵　イクボスについて
　 　イクボスとは、ともに働く部下・スタッフなどのWLBを考え、育児支援を含め、仕事と生活を

両立しやすい環境を整備し、組織の業績も出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上
司を指す。生駒市は、平成28年12月に県内で初めて市内の大学・企業・団体とともにイクボス宣言
を実施し、理事者や全所属長がこの宣言に署名している。

　 　宣言後は、所属長が宣言書を所属職員の目に留まるように貼り出し、各部署でWLB推進に向け
た取り組みの実施を促し、また、管理職を対象としたイクボス研修を実施し、日々の職場での実
践意識を高めていった。そのことにより、管理職の所属職員に対するWLB向上への理解が深まり、
休暇・休業制度の利用率向上や時間外勤務の削減に繋がっている。

　 　その成果が認められ、全国でイクボスを推進するNPO法人ファザーリング・ジャパンが平成28
年度までにイクボス宣言を行った全国180の自治体を対象に実施した第１回イクボス充実度アン
ケート調査において、第４位（関西では第１位）の高評価を受けている。 

⑶　WLBの取組について
　１．人事評価の見直し
　　 　各職場全体における時間外勤務の年間目標時間からの削減率に応じ、管理職の人事評価の結果

に反映させる手法を平成23年度下半期から導入している。イクボス宣言や休日出勤分における振
替休暇の取得可能期間を延長・義務化した等、他の制度や取り組みの効果もあるが、管理職が
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リーダーシップを持って、職場内の業務内容の見直し・効率化に注力するようになった結果、時
間外勤務時間の削減（平成23年度：82,867時間→平成24年度：69,360時間）に繋がっている。具
体的な数値目標としては、年間の総残業時間を６万時間以内に抑制しようとしている。

　２．配偶者出産休暇・育児参加休暇
　　 　男性職員のさらなる育児への参加を促すことを狙いに、父親の配偶者出産休暇を２日から３日

に改めた。また、父親の育児参加休暇も合わせて、取得率100％を目指している。

　３．ボランティア休暇
　　 　保健、医療又は福祉の増進を図る活動、文化又はスポーツの振興を図る活動、環境の保全を図

る活動、災害救援活動、子どもの健全育成を図る活動及びその他市長が相当と認める活動につい
て、各年度、５日の範囲内（１日、半日又は１時間単位）で取得できる。

　４．時差出勤制度
　　 　会議、審議会、審査会、説明会、用地交渉、各種イベント及び災害対応及びその他所属長が必

要と認める業務を対象としている。勤務時間を７時間45分、休憩時間を１時間とした上で、始業
時間と終業時間に時差を設け、10種類の勤務形態を設定している。

　５．プレミアムノー残業デー
　　 　７月７日の七夕の日に全国で実施されるクールアース・デー ライトダウンキャンペーンに合

わせ、同日を「プレミアムノー残業デー」とし、午後７時に完全消灯することにより、職員の定
時退庁を促進する。午後７時からの消灯に合わせて、市役所入口で、キャンドル・ランタンを点
灯する。

　６．子ども参観日
　　 　仕事と育児の両立には子どもの理解が不可欠で、親の働く姿を見せたいという思いから実現。

また、職場のメンバー特に所属長の理解も不可欠で、｢子育てを支援する職場づくり」の推進に
寄与するもの。

　７．職員のWLB意識向上のための周知活動
　　　「仕事と子育て両立支援ハンドブック」を作成
　　 　男性職員が取得できる「父親の配偶者出産休暇」と「妻の産休中育児休暇」の取得促進をした

結果、平成28年度中の取得率が100％を達成した。(交代勤務制の職場を除く｡）

　８．子育て職員へのフォロー
　　 　LINEやHPを活用し、子育て職員などが育児休業中でも参加・情報共有できるコミュニティサ

イトを立ち上げた。
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　９．生駒市ワーク・ライフ・コミュニティ・バランス推進労使宣言
　　 　平成29年８月に労使連携による具体的な取組やコミュニティ活動（地域活動）を推進するため

に、ワーク・ライフ・コミュニティ・バランスを推進していくことを宣言した。平成28年12月に
実施したイクボス宣言と同宣言の、二つの宣言を実施している自治体は県内初である。

【所　　感】
　市長の強い信念とリーダーシップが職員に伝わり、とりあえずやってみようという組織風土が構築
されており、各々が職場の環境改善やWLBの向上に意欲的に取組んでいる姿勢が感じられた。
　管理職のWLBに対する意識改革を図る上で、人事評価を活用する手法は効果的であると考える。
管理職のマネジメント力の評価項目及び着眼点の中に、｢良い人間関係を築き、働きやすい職場環境
を作るとともに、職員の仕事と生活の両立（WLB）を図るため、残業時間の削減等、部下の労働環
境に気を配り労務管理を徹底したか」という評価項目があり、WLBの向上や時間外勤務時間削減に
積極的に取組んでいる姿勢が見られた。
　副業については、兵庫県神戸市の副業制度をモデルとして構築されているが、短期間で事業を立ち
上げた経緯があり、まだまだ課題があるとのことだった。
　また、本業に加え副業を行うことにより、長時間労働に繋がり、健康管理面での懸念はあるが、副
業を許可している職員は地域に貢献したいという高い志を持って意欲的に取組んでおられるため、現
時点では、心身に支障をきたすような職員は見受けられないとのことだった。
　現状では、職員はもっと地域に出向き、活動すべきだとの市長の方針の下、許可範囲を地域貢献に
関わるものとしているが、今後、もっと働きたい、自己の能力を向上させたいと考える職員のWLB
を考える上で、許可範囲をどこまで広げるのか注目されるところである。
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ⅱ．ワーク・ライフ・バランスのためのテレワークの推進事例

～佐賀県～

視 察 日 時 平成29年10月20日㈮　午前10時～正午まで

視　察　先

視察場所：佐賀県総務部情報課　情報化推進室
住　　所：佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
最 寄 駅：JR佐賀駅
対 応 者：諸江　　哲智 氏（佐賀県総務部情報化推進室係長）
　　　　　松永　　祥和 氏（佐賀県総務部情報課情報監理担当係長）
　　　　　納富　　　啓 氏（佐賀県総務部人事課行政経営室主事）
　　　　　山﨑　　有花 氏（佐賀県総務部情報化推進室主事）

視　察　者

麻田　　英俊（吹田市総務部人事課）
大谷　　健吾（摂津市総務部防災管財課）
大藤　かおり（高槻市市民生活部人権・男女共同参画課）
竹中　　匡人（豊中市総務部人事課）
西村　真希子（藤井寺市市民生活部協働人権課）

【視察目的】
　｢ワーク・ライフ・バランス（以下「WLB」という｡）」をテーマに研究を進めている当グループ
として、｢テレワーク」の導入は勤務場所を固定されず、より多様な働き方を可能にし、WLB推進の
一助になると考えている。佐賀県は地方自治体において全国に先駆けて「テレワーク」を業務に導入
しており、職員の多様な働き方の提供とともに、業務の効率化と行政サービスの向上を図っているた
め、本研究を進めるため先進事例として視察を行った。

【視察内容及び質問事項】
（視察内容）
• テレワーク導入の経緯と、テレワークの実績等についてのプレゼンテーション
• プレゼンテーションルームと、別室にいる職員とのテレワークを利用してのチャット及びテレビ電

話のデモンストレーション
（質問事項）
• テレワーク導入に当たっての議会やマスコミの反応
• テレワークを導入したことによる職員の反応
• テレワークを導入したことによりマネジメントで困難になったと感じる点、改善したと感じる点

【視察結果】
　まず、佐賀県のテレワーク導入の視察時のプレゼンテーションでは、プロジェクターでスクリーン
に表示されるもののほか、一人ひとりの席毎にタブレット端末を置き、より詳細に画面を見ることが
できるようになっていた。紙資料の配付はなく、後日同データをメール送信するという徹底したペー
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パーレスを行っていた。ペーパーレス会議も佐賀県が行う働き方改革の一つであるという。

⑴　テレワークがなぜ必要か
　 　テレワークとは、情報通信技術（ICT）を活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方のこ

とを言い、｢tele＝離れたところ」｢work＝働く」をあわせた造語である。
　　佐賀県では、３つの形態を整えている。

【佐賀県におけるテレワーク勤務の３形態】
　①在宅勤務…自宅で、インターネットに接続されたパソコンを使用して業務を行うこと。
　②サテライトオフィス勤務… 県の総合庁舎等に設置したサテライトオフィスで、パソコンを使用し

て業務を行うこと。
　③モバイルワーク…出張先・外出先で、タブレット端末等を使用して業務を行うこと。

　 　佐賀県では、次の主な目的のためにテレワーク導入をはかった。行政ニーズの高度化・多様化の
ため、また、多様な人材の確保、女性活躍、管理職への登用のためや、子育て・介護時期における
仕事と家庭の両立のため、そして新型インフルエンザ・災害時等の業務継続のため、である。

　 　佐賀県での知事部局においては、2004年のいわゆる「地財ショック」を背景に職員数の削減が進
んでいた。佐賀県では、多様な人材を確保するため、｢行政特別枠」や「Ｕ・Ｉターン採用枠」な
ど民間企業経験者等の採用を進めているほか、女性管理職の登用推進を行っている。また、職員の
中核をなす世代が大量に介護世代となり、多様な働き方を提供しなければ、大量離職が避けられな
いという危機感もあり、テレワーク導入にいち早く取り組んだという背景もある。

⑵　テレワークの導入と制度を拡げるための取り組み
　 　テレワークの導入時は、対象者を拡大してもあまり利用者が増えなかったという。例えば、在

宅勤務の対象者の要件を年々緩和したものの、利用者は20名を超えるまでには至らなかった。(表
１）

（表１　佐賀県在宅勤務対象者及び利用者推移）

時　　期 対　　象　　者 対象人数 利用人数

平成20年１月～ 育児中の職員、介護が必要な親族を介護している
職員（要件が厳しい） 約600人 計10人

平成20年７月～ 育児・介護要件の緩和（課長級も対象に含む） 約1,000人 計16人

平成22年10月～ 全職員 約3,000人 計11人

　 　佐賀県が利用の広がらなかった理由を分析した結果、制度は作ったものの、広げようという努力
を怠っていたのではないかという点を挙げている。つまり、職員の多くがテレワークの長所を体験
しないままになっており、｢仕事は職場でするのが当たり前」という固定観念から抜け出せずにい
るのではないか、と分析したのである。

　 　佐賀県ではテレワークを「ふつうの働き方」にするために、平成25年8月よりワークスタイル変
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革を実施した。テレワークを特定のだれかのための「福利厚生」とするのではなく、佐賀県職員の
「ふつうの働き方」にするための取り組みである。

　 　この中で、まず、佐賀県が取り組んだことは、職員の意識改革である。テレワークで離れて業務
をするからこそ、職員同士が“つながる”必要性があると考えたのだ。相手がその場にいない不安
や懸念を払しょくするためには、職員一人一人が目的意識をもって業務に取り組み、その成果を組
織として共有すること、そして、普段からコミュニケーションを活性化し、職場で信頼関係を築い
ておくことが大切である。

　 　また、佐賀県では、ICTを活用した仕事の進め方の見直しも行っている。これまで、個人で保有
していたデータを所属や係で共有するためのクラウドの整備や、紙資料等の電子化及びや会議の
ペーパーレス化を推進し、テレワークでも職場と同じように仕事ができる環境を整えてきた。そし
て、コミュニケーションツールの導入により、テレワーク中もFace to Faceで連絡を取りあい、信
頼関係を大切にしている。コミュニケーションツールは情報共有目的の打合せ等でも活用され、時
間や労働力の有効配分を実現させたのである。

⑶　ワークスタイル変革の成果
　 　ワークスタイル変革のため、実証事業では、まず所属長級以上の職員にテレワークを体験させ、

利点を実感してもらうことや、職員研修をおこなうなどの取り組みを行った上で、平成26年10月よ
り本格導入に至ったという。

　 　そのことで、佐賀県ではこれまではオフィス中心だった働き方から、人中心の働き方へと転換を
図ってきた。

　 　テレワークを導入するにあたり、勤務時間の管理が課題であったが、テレワーク実施要領におい
て勤務時間の管理ルールを定めて、勤務開始時及び勤務終了時には電子メールによる報告を実施す
ることや、勤務時間中にはパソコンを常時通信可能な状態にしておきメールやコミュニケーション
ツールにより勤務状況を確認することなどにより管理しているという。

　 　職員に対する利点だけではなく、住民サービスや相手方との交渉などの効率化というメリットも
大きい。例えば、モバイルワークを活用し、災害時にホームページに災害情報を掲載するまでの時
間が短縮されたという。モバイルワークを導入するまでは、警報が発令されてから、担当の職員が
自宅から庁舎へ登庁して情報更新をしていたため、情報を更新するまで40分近くかかっていた。そ
れが、モバイルワークが導入されてからは、事前に災害の起こりそうな状況とわかっていれば、タ
ブレットを持ち帰っておき、警報が発令された際には自宅で情報を更新することができるように
なったため、情報更新までにかかる時間がおよそ半分の20分に短縮されたという。また、その他、
利用者アンケートにおいても、モバイルワーク導入によって業務改善した件数が1,000件近く挙げ
られ、在宅勤務やサテライト勤務による効果も報告されている。

　 　いまや、佐賀県ではテレワークはふつうの働き方になっており、平成28年1月の記録的寒気によ
る大雪の日には職員の10%を超える職員が在宅勤務やサテライトオフィス勤務、またはモバイルか
らテレワークを行ったという。

　 　説明の最後にテレワークマネジメント株式会社田澤社長の言葉を紹介された。

　 　｢ワーク・ライフ・バランス」は、人の生き方。｢ダイバーシティ」は、社会のあり方。｢テレ
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ワーク」は、それを実現する働き方。

　 　テレワークが「最良の働き方」というわけではないが、テレワークという「選択肢」を準備しな
ければ、日本も地域も企業も働く人も厳しい状況になる、というメッセージである。

　 　佐賀県の導入を例に、オフィスにとらわれない、人中心の働き方について考えるきっかけとなっ
た。

【所　　感】
　今回の視察を通して、WLBを考える上でとても大切なことに気づくことができた。仕事はオフィ
スにあるのではなく、人を中心に考えるということである。WLBでは時間外労働の削減など時間管
理に目が行きがちだが、どこで業務を行うかという、場所の自由度を上げることで効率化することも
あると気づくことができた。
　管理職からすると、職場で職員が座ってPCをしていると仕事をしている姿が見えるため安心する、
という気持ちはよく理解できる。しかし、心情的な理由で、出張先からの帰庁を求めたり、在宅での
勤務を認めなかったりするのは効率的ではない。
　オフィスにいるから業務が進むかというと、電話や窓口対応、急な依頼などで集中を欠く場合も
あるし、外での打合せ内容を帰庁してから上司に報告し、指示を仰いでから再び先方と現地で交渉
する、という手順は時間も手間もかかる。業務によっては集中できる環境において業務を行うこと
や、現地でテレビ電話をしながら相談したほうが上司も判断しやすい場合もある。効率化する部分と、
Face to Faceのように顔を突き合わせるコミュニケーションも大切にするというバランスをとること
で、管理職の不安や懸念も払しょくすることができ、管理職と職員が信頼関係で結ばれることは、他
の業務を進める上でも大変重要なことだと感じた。
　何よりも、これまでテレワークの対象者は育児や介護などの理由がある人だけ、という固定観念が
強かったため、佐賀県では全職員がテレワークを「ふつうの働き方」ととらえているということにも
驚いた。
　｢今日は家で業務をしたい」と当日の朝にテレワークを申請する人がいるのではないか、と質問し
たところ、そういう職員はいるだろうし、別におかしなことではない、という回答があった。所属長
の承認があれば、その時に所属職員がその業務に取り組むことに適していると判断した環境を選択す
ることは当たり前だ、という考え方が根付いているのだと感じた。一方で、｢○○さんにはテレワー
クを承認するのに、私には承認してくれない」という職員の声がまれに上がることがあったという。
そのような場合の多くは、職員と所属長との間で十分なコミュニケーションがとれていないことが多
かったそうだ。管理職はテレワークを導入することで、マネジメントが大変になると感じるかもしれ
ないが、そのようなコミュニケーションの必要性はテレワークの有無に限らず必要なものであり、テ
レワーク導入のため新たに求められるものではない。
　管理職自身も自らが今後育児・介護や自分のWLBを見つめなおすためにもテレワークは有効な選
択肢の一つだと感じた。
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ⅲ．ワーク・ライフ・バランスの推進について

～福岡県北九州市～

視 察 日 時 平成29年10月20日㈮　午後３時から午後５時まで

視　察　先

視察場所：北九州市総務局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課
住　　所：福岡県北九州市小倉北区城内１番１号
最 寄 駅：JR小倉駅
対 応 者：神谷　　直秀 氏（総務局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課課長）
　　　　　岩田　　　勉 氏（総務局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課係長）
　　　　　西　　　宏佳 氏（総務局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課主査）

視　察　者

麻田　　英俊（吹田市総務部人事室）
大谷　　健吾（摂津市総務部防災管財課）
大藤　かおり（高槻市市民生活部人権・男女共同参画課）
竹中　　匡人（豊中市総務部人事課）
西村　真希子（藤井寺市市民生活部協働人権課）

【視察目的】
　北九州市は、平成20年に「女性活躍推進アクションプラン」を、平成27年に第三期特定事業主行動
計画「北九州市職員ダイバーシティ推進プログラム」を策定し、職員のための女性活躍やワーク・ラ
イフ・バランス（以下「WLB」という｡）の一体的な推進に先進的に取組んでいる。また、平成26年
に市長、副市長、局長級の幹部職員がイクボス宣言を実施し、平成28年度に行われた「イクボス充実
度アンケート調査｣（NPO法人ファザーリング・ジャパン実施）では、市町村部門の第１位となった
実績がある。WLBについて先進的で実効性のある取組の内容や成果を調査することで、本研究会の
研究に活かすことを目的とする。

【視察内容及び質問事項】
⑴　WLB取組の全体について
　•取組を始めた経緯や理由、推進体制
　•イクボスについて
　•イクボス宣言に至った経緯
　•具体的な取組内容、成果、実効性のある取組とするための工夫

⑵　働き方見直し実践研修について
　•具体的な見直し方法や改善策、成果
　•具体的な取組部署、職場単位での取組の違い
　•全庁的に実施するにあたっての課題
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⑶　休暇・休業制度について
　•WLBを推進するにあたって、特徴的な休暇・休業制度の有無

⑷　女性登用について
　•女性管理職登用状況や促進するための啓発・工夫
　•審議会委員の女性登用状況や促進するための工夫

【視察結果】
⑴　WLB取組の全体について
　○取組の経緯や理由、推進体制
　　 　現市長（平成19年２月就任）が、当初より女性活躍を重要視していたことから、平成19年10

月に北九州市初の女性副市長の就任、平成20年２月に「女性活躍推進！本部」の設置、そして、
同年８月に「女性活躍推進アクションプラン」の策定に至った経過がある。プラン策定の際に
行った職員アンケートやヒアリング等から、女性活躍実行のためにはWLBの推進が必要と把握
し、女性活躍とWLBの取組を一体的に推進するようになった。平成26年４月には、第２期のプ
ランがスタートし、現在に至るまで以下のとおり種々の取組を行っている。推進体制の特徴とし
て、実施主体となる（所管）部署を市政運営の総合調整機能を担う総務局に設置している。

　○イクボスについて
　　 　｢イクボス」とは、職場でともに働く部下やスタッフのWLB（仕事と私生活の両立）を考え、

その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績や結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を
楽しむことができる上司のことをいう。

　　 　平成26年12月に市長及び幹部職員が「イクボス宣言」を行った。以降、各管理職が自主的にイ
クボス宣言を行い、平成27年４月には全管理職がイクボス宣言を行った。全管理職を対象にグ
ループ研修を実施し、事前に実施した部下職員アンケートをもとに成功・課題事例を共有する等、
日々の職場での実践意識を高めている。

　　 　より実効性のあるものとするため、次の取組を実施している。
　　① 　｢女性活躍推進！本部」において、各局のイクボスの取組の事例公表をしている。何か取組

まなければならなくなり、能動的に取組をするようになったとのこと。
　　② 　部下から「これぞイクボス！」と思われる上司を推薦してもらう、｢イクボス表彰」を実施

している。推薦基準は設けていない。
　　③ 　管理職の「目標管理制度」の項目のひとつに、｢イクボスの実践」を必須として設定し、他

の項目と併せて上司が実践度合いを評価したうえで勤勉手当に反映させている。
　　④ 　全管理職を対象にイクボス実践研修を実施し、｢イクボスアンケート」による成功事例、課

題事例の共有や、ロールプレイングによるマネジメント方法の習得などを行っている。

⑵　働き方見直し実践研修について
　 　部署に応じた課題の整理と問題点を抽出し、時間外勤務の削減や効率的な業務改善等を目的とし

て、専門のコンサルタントが職場に入る取組を、平成26年度より開始した。部署の選定は、各課か
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らの応募及び各局総務担当課からの推薦制を取っている。コンサルタントを活用する理由としては、
行政外部である第三者から専門的・客観的な視点を取り入れることで、より効果的・効率的な改善
に結びつけることができるからであり、以下の具体例のように大きな成果につながっている。課題
としては、取組んで欲しい部署が手を上げるとは限らず、モチベーションや主体性に左右されやす
いことや、人事異動によって取組が一過性のものとなることが挙げられるため、取組を通じて、い
かに職員一人ひとりの意識改革につなげ、継続的なものにつなげられるかということが重要となっ
ている。

＜具体例＞
　部　署：産業経済局雇用政策課（平成28年度）
　テーマ：事業見直しサイクルの仕組みづくり
　内　容： 人事異動があっても安定した組織運営をすること、異動先でも活用できる見直しの視点を

養うことを目的として、課としての目指すべき方向性や事業検討における判断基準を設定
した上で、係横断的な事業スクラップ等（事業の統一・契約の一本化、旧態依然の手法の
見直し）により業務量を削減。また、終礼を実施して、時間外勤務や休暇の見える化、業
務上の情報共有を図ったり、文書やデータの整理を行い保存方法のルール化したりするこ
とで、働きやすく風通しのよい職場作りを実践。結果、時間外勤務を前年比で約2,500時
間削減、係間の相互理解促進、課内におけるコミュニケーションの向上等の成果につな
がっており、現在も取組は継続している。

⑶　休暇・休業制度について
　• 市役所カエルデー（職員定時退庁日)、ハッピーライフ休暇（年次休暇）及び有給休暇の取得促

進を行っている。
　• ｢女性活躍推進！本部」の報告において、平成27年からの各局区独自のイクボス推進の取組事例

として、部下の「記念日」の定時退庁・年休取得の促進、年末年始リフレッシュ連休（大型連
休）の実施、ノー残業マンスの拡大（２か月から３か月へ拡大）等が挙げられた。

　• 一人だけ休暇を取っていないことを防ぐために、全員の休暇をグラフ化し、見える化を行ってい
る。

　• 業務の平準化を行っている。
　• 男性職員の育児への参画について上司と話し合う機会を設けるため、パパ職員・イクボス面談を

実施している。同面談の実施により、男性が育児休業を取得することが普通という認識になり、
組織風土が変わってきている。

＜参考＞
○「パパ職員・イクボス面談」実施について
　①　目　的
　　 　男性職員が積極的に育児に関わることは、夫婦が協力して子育てを行うことの大切さを実感す

るとともに、コミュニケーションや時間の使い方に対する意識が高まるため、男性職員のキャリ
アにおいて貴重な経験となるだけではなく、ワークとライフがともに充実した職場づくりにも重
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要な意義を有している。
　　 　そこで、男性職員の育児への参画について上司と話し合う機会を設けるため、パパ職員・イク

ボスの面談を実施する。

　②　要　点
　　•男性育児休業の意義を伝え、今後の育児への関わり方について本人に考えてもらう。
　　• 面談で本人の思い・不安（仕事面、収入面など）を聴きながら話し合い、積極的な育児参加を

促す。
　　•実施状況を女性活躍推進課で収集・分析・制度設計に反映させる。

⑷　女性登用について
　• 市長公約として、まちづくりの方向性を決める市の審議会等において女性委員の比率を３年以内

に50％に引き上げることや、市役所の女性役職者比率（平成26年：16.2％）を将来30％に引き上
げることを目標に、まず、平成30年に20％以上をめざすことがあがっており、市長がぶれない強
い思いを持っている。

　•女性管理職の登用や女性が地域で活躍できるように積極的に意識改革に取組んでいる。
　• 上司の後押しが昇任の決め手になっており、女性管理職登用に向けた部下の指導・育成（背中を

押す、適切な業務分担などの人事投資）を行っている。

【所　　感】
　北九州市では、職員がそれぞれどのような業務を行っているのか等、進捗状況を管理し、透明化を
図る取組の一つとして夕礼を実施し、残業を行う職員の確認を併せて実施している部署もあり、業務
改善や意識改革にも積極的に取組まれていると感じた。
　男性の育児休業の取得に向けた取組も実施しており、女性活躍推進課長の肌感覚としては３～４年
前から男性の取得が普通という認識になってきたとのこと。男性の育児休業取得率は、平成19年度で
は１％程度であったが、昨今では約13％に伸びており、男性が育児休業を取得することに違和感がな
い職場風土が築き上げられ、WLBに係る取組が実を結んでいることが窺える。
　平成19年に就任された現市長の強い意向でこれまで取組を推進してこられ、現市長が長年変わって
いないから継続的に取組ができているとのこと。
　以上のことから、やはり組織風土（雰囲気）を変えるのは10年以上かけて地道に取組んでいく必要
があると実感した。
　また、イクボス宣言を始め、管理職の意識や行動を変える取組がなされており、組織風土を変える
大きな要因になっていると感じる。WLBの実現に向けては、職場全体が職員個人のライフにいかに
理解を示すかが重要となる。そのためには、職場内で良好なコミュニケーションが図られ、風通しの
いい雰囲気づくりをしていく必要があるが、管理職の影響力が大きい。WLBを推進するために、組
織として管理職の意識をどのようにして醸成し、統一を図っていくのかが一つの課題になると分かる。
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ⅰ．民間企業に見る働き方改革の先進事例（キャリア自律（自立)）

～株式会社リクルートホールディングス～

視 察 日 時 平成29年11月６日㈪　午後４時～午後５時30分まで 

視　察　先

視察場所：株式会社リクルートホールディングス
住　　所：東京都千代田区丸の内１－９－２　グラントウキョウサウスタワー
最 寄 駅：東京駅
対 応 者：庄司　　　忍（広報部社外広報グループ　グループマネジャー）
　　　　　小島　　佳世（広報部社外広報グループ）

視　察　者

今井　　伸明（茨木市　人事課）
田中　　友梨（吹田市　青少年室）
明石　　麻里（泉南市　秘書広報課）
奥村　　崇瑛（忠岡町　秘書人事課）

【視察目的】
　今回の視察の目的は、働き方改革、殊にキャリア自律というテーマを研究するにあたり、我々の働
く公務員の働き方と対比して議論されることの多い民間企業を視察することで、　異なる労働の形態、
異なる視点を目で見て学ぶことである。
　なかでも、積極的な働き方改革への取組みが行われていることや入社後のキャリアに特色のあるリ
クルートを視察することで、キャリア形成というものに対する視野を広めることができた。

【視察内容及び質問事項】
• 社員がキャリア自律を実現することにおいて、組織と個人のあるべき関係はどのようなものと考え

ていますか。
• 独立したり企業したりする社員が多いと聞きますが、そういう社員は自己のキャリア形成へのイ

メージを強く持っているのはないかと思います。キャリア形成への支援や、何か支援モデルはあり
ますか。

• キャリア自律以外にもリモートワーク等色々な働き方改革を行っておられますが、改革を継続でき
る秘訣は何だと考えますか。

• 今の制度作りのきっかけとなったことは何ですか。
• 社員のキャリア自律を企業としてどのようにマネジメントし利益に結び付けていますか。
• 「リクルート社の社員である」という属性にこだわりがありますか、それはどういったインセン

ティブを生んでいますか。
• 社員のキャリア自律への満足度を図る調査をされていたら、具体的な内容や方法をお聞きできれば。
• 社員の中でさまざまな価値観や差があると思いますが、それをどのようにマネジメントして「風通

しの良い職場」にしていますか。
• 社員の自発性に任せているところと、人事部（経営部門）が主導しているところについてお聞きし

たいと思います（人事部はどこまで社員を管理又は関与するのか等）。
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• 働き方改革を進めている中で、現在見えている課題は何ですか（あれば)。
• 日本の働き方改革の現状と課題について、どのような認識をお持ちですか（海外と比較して)。

【視察結果】
① 　社員がキャリア自律を実現することにおいて、組織と個人のあるべき関係はどのようなものと考
えていますか。

『個人を組織に従属させるのではなく、組織が個人に従属する形がいいと考えている。｢個の尊重」
を大切にしている｡』
　仕事の進め方についても、やり方を指示することはなく組織としての方向性に沿っている場合、方
法は社員各自に任せているとのこと。その理由としては、本人がやりたい仕事でなければ、いい仕事
をすることはできないというもの。マネジャーは、本人のやりたいことと組織の目標とのバランスを
頻繁なコミュニケーションによって図っている。

② 　独立したり起業したりする社員が多いと聞きますが、そういう社員は自己のキャリア形成へのイ
メージを強く持っているのではないかと思います。キャリア形成への支援や、何か支援モデルはあ
りますか。

『退職の事を卒業と呼ぶ。リクルートがゴールではない。出世もゴールでもない。
社会に対してどういう価値を提供したいのか、何を実現したいか、その最短距離は何かを考える風土。
一番の資源はそういう風土であるということ｡』
　インタビューを行ったマネジャーの庄司氏は、マネジャーの仕事はメンバーの「成長機会の提供」
だと語った。『自分がどうなりたいかは自分次第で、ヒントの提供がマネジャーとしてのこだわり｡』
　支援モデルはWill-Can-Mustシートや人材開発委員会（後述）

③ 　キャリア自律以外にもリモートワーク等色々な働き方改革を行っておられますが、改革を継続で
きる秘訣は何だと考えますか。

『リクルートがなぜ働き方改革をするのかは、｢イノベーション創出を加速するため」という背骨を
しっかり決めているから｡』
　労働人口が減っていく日本の構造はなかなか変えられない。だからこそより多くの人が生き生きと
働く環境を用意することで、優秀な人材に継続してリクルートで働き続けてくれるような仕組みにし
ているとのこと。今後積極的にイノベーションの創造するためには、今から取り組まなければいけな
いという問題意識があるという。またイノベーションを創造するには、既成概念からの解放が必要で、
無用な当たり前をなくす、働き方を柔軟にするのが大切だ。

④　今の制度作りのきっかけとなったことは何ですか。
　以前より自由裁量は大きかったが、働き方の多様性があったらいいという自然な考えから。また、
多くのエンジニアを抱えるようになってから、その業界の影響を受けて、更に柔軟性を取り入れる傾
向になっている。
　例：実験的に週２日しか会社に来てはいけないという実験を実施（リクルートホールディングス）
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⑤　社員のキャリア自律を企業としてどのようにマネジメントし利益に結び付けていますか。
『価値の源泉は人と置いているので、社員の成長が会社の利益の源泉という考え方をしている。個人
の成長を第一に考えているが、一方で会社として目指したいゴールや目標を結びつけることが大切と
考える｡』
　インタビューをしたマネジャーは「一番の成長は自分でやりたいと思ったことでないとできない。
想像を超える成果はやらされ感のある仕事では生まれない｡」という考えから、普段よりコミュニ
ケーションの土壌を作り、個人の成長や目標と会社の利益との一致を意識しているとのこと。

⑥ 　｢リクルート社の社員である」という属性にこだわりがありますか、それはどういったインセン
ティブを生んでいますか。

『大半の人は全くない。自分のWillがリクルートにいた方が叶いやすいなという状況がある。理解し
て、様々なコミュニケーションを通じて飽きさせないようにしてくれる人が多いと思う｡』

⑦　社員のキャリア自律への満足度を図る調査をされていたら、具体的な内容や方法をお聞きできれば。
•リクルートマネージメントソリューションズ「ぐるみる」
　 例えば営業が現場で捉えてきた兆しを、メディアプロデューサーにちょっと聞いてくださいという

のができているかどうか、たてよこが回っているかどうかを組織として計測するもの。サーベイで
計測した上でマネジャーが組織の目標や課題に設定する。マーケティングをメディアに反映するの
がリクルートのもともとのビジネス。見える化をすることで課題を設定する。

　これは人事課主導のシステムで、定期健康診断のように利用している。
•PVAサーベイ（360°評価)（年に一度）
　 リクルートグループ内で大切にされてきた快感を「６つのスキル・４つのスタンス」として整理し、

それに基づいた質問に対して100問近く答えるサーベイ。
　 自分は自分をどう評価し、上司はどう評価し、他者はどう評価しているのかを数値化してみる。
　 自覚と他覚のギャップを見るためにやる。Will-Can-Mustシートと一緒に使う。足りていないとこ

ろは期待値の違いだったりするので、あなたのWillを伸ばすためにはどのくらい必要だということ
や、がんばっている点やいいところもメッセージとして伝える。

⑧ 　社員の中でさまざまな価値観や差があると思いますが、それをどのようにマネジメントして「風
通しの良い職場」にしていますか。

　コミュニケーション量が多いことが特徴の職場で、｢ちょっといいですか文化」があるので話しか
けやすい風土がある。チャットツールも使っているのでリモートワークの方とも話しやすい。対面以
外でのコミュニケーションも豊富。入社したてだとコミュニケーションの文化にすぐ慣れないので、
あまりリモートワークせずに横の席に座ってもらって話す癖をつけてもらいたいと思っている。そう
して慣れてもらい、バーチャルでのコミュニケーションでも大丈夫になるようにしている。

⑨ 　社員の自発性に任せているところと、人事部（経営部門）が主導しているところについてお聞き
したいと思います（人事部はどこまで社員を管理又は関与するのか等)。

　現場主導。人事は仕組みを導入するが、運用はマネジャー次第。マネジャーに依るところは大きく、
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新人マネジャー研修は手厚い。マネジャー同士の相談や、過去の経験からの解決策や課題を共有する
機会をすごく提供してくれる。
　自分がやりたいマネジメント、こだわりがどんどん生まれる中でもぶれないのは企業文化。経営の
事を相談する師匠、スタンス面の師匠などがたくさんいる。枠があるだけで裁量は自分にある。

⑩　働き方改革を進めている中で、現在見えている課題は何ですか。
　組織によって足並みがそろっていないところもあるので、各部門の課題を整理しながら、働き方改
革の定義が浸透すること。ハード的にはずいぶんそろってきている。チャットツールなど導入しても
それが魔法のツールになるわけではない。けれどうまくいったところの事例を横展開していこうとい
うのがバラつきを揃えるステップになる。
　リクルートホールディングスの働き方改革は次のステップに進んでいる。それはあらゆる改革で各
社うまくいったところ、うまくいかなかったところを情報収集、分析し、また展開していく段階にあ
る。

⑪　日本の働き方改革の現状と課題について、どのような認識をお持ちですか（海外と比較して）
　明確な成果主義。時間で給与を払わない。Pay for performance　が大きくほかの企業と違うとこ
ろ。自己実現のために仕事しているのでそれは時間ではなくてパフォーマンスで成果は図られる。

キャリアと評価、報酬について
　リクルートは半期報酬制度を採っており、給与はミッショングレード制度で決定する。
　次の半期の仕事内容の難易度を決める。これにより月の報酬が決まる。加えて前半期のミッション
グレードに対する成果で半期の報酬が決まるので、引き算したものが賞与となる。ミッショングレー
ドの判断はマネジャーが決める。

•｢Will-Can-Must　シート」
　Will（自分が半年でどうありたいか、２, ３年後にどうなりたいか、遠い将来どうなりたいか)、
Must（ミッション・業務指示、この半期で達成すべき内容)、Can（それを実現するためのスキル、
スタンス）
　この３点を明らかにするためのツール。
　Mustの中から、本人のキャリア自立にどうつながるかということについてのすり合わせをマネ
ジャーと行う。Mustにおいて様々な仕事があるが、すべての仕事が「将来のあなた（Will）キャリ
ア自立」にどう繋がるか、社員自身が自分でイメージできるようにコミュニケーションをとる。
　（このMust をやりながらこのCanを伸ばし、このCanが伸びるとこのWillに近づくよね、などとコ
ミュニケーションする｡）
　リクルートではすべての業務がキャリア自立に向けて動機づけられている。
人材マネージメントポリシーは「価値の源泉は人｣。人の成長なくして会社が社会に提供できる価値
は増えない。
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•人材開発委員会
　 半期に一度直属の上司であるマネジャーが30分～60分かけて一人一人のメンバーについてディス

カッションを行う。
　 その後、本人の意思、マネジャーとしてはどう成長してほしいか、今のポストで何をやってもらう

ことが彼らの成長に効果的なのか、彼らのWillを叶えるためには違う組織への異動がいいのか等を
話す。

　マネジャーのディスカッションは部長が、部長の事は室長が、という風に全階層でやる。
　かなり丁寧に、個人のキャリア自立に組織として関わる仕組みがある。

•新規事業の立ち上げコンテント（毎月）年間1000件の提案
　 社内でのWillを実現する一つの機会。グランプリは実証実験をしていくが、実際の起案者が中心と

なって進めていくため、それまでいた組織の業務は別の担当を配置する必要がある。配置換えの負
荷があったとしても個人のやりたいことを任せていく仕組みはまさにリクルートらしい新規事業の
進め方。

【所　　感】
　社員一人ひとりの目的意識と徹底した成果主義という環境に触れ、自治体職員とは対極の世界に
立った感じがした。働き方改革についてはイノベーションの創造を目的と定め、手段と目的を明確に
していると感じた。特に感じたことは以下の２点。

１　組織が個人に従属する
　 　部下に仕事を任せるときに、部下自身が一体何をやりたいのかということを明確にさせる。また、

社員一人ひとりが持っているライフワークの達成に向けて、できる限り組織が寄り添っていくとい
う姿勢を感じた。社員それぞれが自分のやりたいことを追究していく事が、組織の利益にもなるよ
う方向づけていくことがマネジャー（管理職）の仕事であると感じた。

　 　しかし、そうした関係が成立するのは、個人が強い目的志向を持っていることが前提条件である
ように思う。そうでない場合は、組織が個人に寄り添うことを、状況によっては過干渉と感じるか
もしれない。個人が持つ目的志向の強さという点では、自治体職員の立場からは少しギャップを感
じた。ただし、個人に大きな裁量を与え、組織が個人を従属させていないという点においては、大
いに学ぶべきところがあると感じた。

　 　個人の考えの取り上げについても、個人を尊重することこそが組織の発展に繋がるというのが当
たり前になっているところが学ぶべき点かと思う。ただ、しっかりコミュニケーションを取って合
意の上で進めていく、この関係がうまくいかないと成立しない。でもその過程を大切にするからこ
そ、中身が練られて良い事業が展開できるのではないかと感じる。公務員でもルーティンワークで
はなく事業を実施するような職場においては大いに取り入れる価値があると思う。

２　人を大事にする風土
　 　徹底した成果主義であるにも関わらず、人材育成に関してかなりのこだわりを持っていると感じ

た。社員一人ひとりに合った成長プランを丁寧に作っているというイメージがある。
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　 　時間ではなく、成果で評価を行う点は学ぶべきところがあると感じた。ミッショングレードの面
談についても、内容、評価、給与に対してここで納得感がでる。責任の所在や自分の負うべき範囲
を確定させていることも大きい。自治体でも徹底した業務の棚卸のうえ「やめる・続ける」を決め
ることが大切だと思った。

　 　一方で、上司が部下のことを丁寧に観察しているという点は見習うべきところだと思うが、人材
育成の点を真似ようとすると、管理職の負担が大きくなりすぎると感じた。
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ⅱ．地方自治体による働き方改革の取組み

～三重県庁～

視 察 日 時 平成29年11月27日㈪　午後１時30分～午後３時30分まで

視　察　先

視察場所：三重県庁　総務部行財政改革推進課
　　　　　　　　　　雇用経済部雇用対策課
住　　所：三重県津市広明町13番地
最 寄 駅：近鉄津駅
対 応 者：輪野　美智子（雇用経済部雇用対策課　働き方改革勤労福祉班　班長）
　　　　　福井　　崇司（総務部行財政改革推進課　行財政改革班　課長補佐兼班長）
　　　　　中村　里会子（総務部行財政改革推進課　行財政改革班　主査）

視　察　者

今井　　伸明（茨木市　人事課）
田中　　友梨（吹田市　青少年室）
明石　　麻里（泉南市　秘書広報課）
奥村　　崇瑛（忠岡町　秘書人事課）

【視察目的】
　本視察により、我々研究員の置かれた自治体職員としての働き方改革の、現状の可能性について、
知見を得ることを目的とした。
　具体的には取り組みの主導はどこか、モチベーションについてはどうか、実施の際の各部署の足並
みについてはどうか、首長のイニシアティブの与える影響はどのようになるか等についてを主眼とし
て見極めたものである。

【視察内容及び質問事項】
① 　庁内の働き方改革を進めていく中で、組織と職員の関わりをどのように捉えられていますか。組
織運営のなかで柔軟にしたところあるいは厳しくしたところ（制度や評価など）を教えてください。
② 　女性の管理職比率が年々増加していますが、女性昇進に効果的だった取組は何でしたか。
③ 　庁内外の働き方改革を進めていく中で、様々な成果が数字としてあらわれていますが、予測した
上での成果でしたか。狙っていなかったのに思わぬ波及効果があったものや、改革をすすめていく
なかで芯にしていることを教えてください。
④ 　｢県庁の働き方改革」に関する提言の中で、｢やめる・なくす」会議の実施を掲げられていますが、
業務の振り返りや洗い出しの具体的な方法と、実際にやめた業務の具体例があれば教えていただき
たいです。
⑤ 　フリーアドレスの実現の項目の中の「サテライトオフィス」とは、具体的にはどのような施策な
のでしょうか。
⑥ 　モチベーションアップの項目の中で、高い成果をあげた人を「支えた人」を表彰する制度を挙げ
ておられますが、具体的な表彰例があれば教えていただきたいです。
⑦ 　｢働き方改革・生産性向上推進懇談会（ワーク・ライフ・バランス推進タスクフォース）」の設
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置の経緯とその特色について教えてください。また、職員の働き方への意識に何か変化があれば聞
かせていただきたいです。
⑧ 　企業に向けてワーク・ライフ・バランス推進プログラムや表彰制度を設けられたことと、庁内に
おける働き方改革の推進とは、その取り組みの中で何かリンクしているところや相乗効果のような
ものはありましたか。
⑨ 　人事評価において、個人のキャリア（実績や業務内容の適性の有無）についてはどのように評価
されていますか。また、柔軟な働き方・時間編成の実現とアクションシートは、それぞれどのよう
に位置づけられていくのでしょうか。

【視察結果】
① 　庁内の働き方改革を進めていく中で、組織と職員の関わりをどのように捉えられていますか。組
織運営のなかで柔軟にしたところあるいは厳しくしたところ（制度や評価など）を教えてください。

　 　組織と職員の関わりは、労使協働で取り組んでいるのが大きな特徴。職員の気持ちも吸い上げや
すい形をとっている。

　 　柔軟にしたところは時差出勤を昨年から実施している。一日単位からできる。
　 　制度や評価については、人事評価制度の中で人材育成、チームワークの向上に力点を置いて運用

している。

②　女性の管理職比率が年々増加していますが、女性昇進に効果的だった取組は何でしたか。
　 　女性登用率を目標設定に盛り込んだこと。また、女性活躍には、男性職員の意識を変えることが

大切と考えている。実際の取組みとしては部下の仕事と家庭の両立に理解のあるイクボスを増やす
ことが大切との認識から、育児参画計画書を活用した面談の実施や、知事自らのイクボス宣言、育
児休業の取得。

③ 　庁内外の働き方改革を進めていく中で、様々な成果が数字としてあらわれていますが、予測した
上での成果でしたか。狙っていなかったのに思わぬ波及効果があったものや、改革をすすめていく
なかで芯にしていることを教えてください。

　 　改革と数値との関係について言えば、取組の成果が単年で即座に出るものではないと考えており、
何からできるかを考えてもらいたいと考えている。そのため、全庁の数値の効果は時間外・年休は
単年度では検証していない。部局では単年目標を設定しているので、どれくらいの角度で31年度の
目標達成に向かうか任せている。

④　⑤　欠

⑥ 　モチベーションアップの項目の中で、高い成果をあげた人を「支えた人」を表彰する制度を挙げ
ておられますが、具体的な表彰例があれば教えていただきたいです。

　 　毎年２月～３月頃に「MIE職員力アワード」と言って、改善改革運動の取り組みを発表し表彰す
る制度を運用している。今回の提言を受けて、成果を上げた人だけでなく、｢支えた人」について
も、表彰項目として追加することになった。どういう形になるかは今検討中。
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⑦ 　｢働き方改革・生産性向上推進懇談会（ワーク・ライフ・バランス推進タスクフォース)」の設置
の経緯とその特色について教えてください。また、職員の働き方への意識に何か変化があれば聞か
せていただきたいです。

　 　｢まず隗より始めよ」の考え方で、庁内の働き方改革を県内の企業に広めていくということで始
まった。もともと平成27年度から県内企業向けのコンサル事業を株式会社ワーク・ライフバランス
に委託していた関係ですでにパイプがあったことから、事務局は雇用対策課が所管している。委員
は外部が６名で、白河桃子さん（国の働き方改革懇談会のメンバー)、田中大補さん（三重県のコ
ンサルを導入し、成果を上げている会社の代表取締役）など。内部は知事をはじめ総務部長（行財
政改革課もここに入る）やIT推進関係の部長（働き方改革をするにはITの力が重要との考えから)、
教育長（教育現場の長時間労働解消への課題から）など。

　 　意識の変化について…働き方改革・生産性向上推進懇談会の提言を得て、各所属別アクション
シートを使うこととなった。これまでも検証シートは使っていたが、このアクションシートは各所
属での課題やその背景を整理し確認することからスタートするもので、年間を通じてのスケジュー
ルの設定や検証を一枚のシートでできるようになった。これにより、課題に対して小さなアクショ
ンを起こせるように記入できるので、｢トライ＆エラー」でやってみようという意識改革にはなっ
たと思う。働き方改革においては１つの方法が全庁に効果的とは限らないので、なんでもいいから
課題解決に向けて行動が起こせるようになるのは大切なことだ。

　 　労使協働セミナーでは、コンサルに入った企業の人事課の方を講師に招いて講演会をしてもらっ
た。民間企業でできること、自治体でできることはそれぞれあるが、情報共有することで働き方改
革を高め合う仕組みがある。この結果相互に「やれるところからやろう」という意識になってきた
と感じる。

⑧ 　企業に向けてワーク・ライフ・バランス推進プログラムや表彰制度を設けられたことと、庁内に
おける働き方改革の推進とは、その取り組みの中で何かリンクしているところや相乗効果のような
ものはありましたか。

　 　平成27年度から「三重県ワーク・ライフ・バランス推進サポート事業」を実施し、株式会社ワー
ク・ライフバランスに県内企業にコンサルに入ってもらっている。実績は平成27年度で８社、28
年度で5社、29年度も５社。導入一年目は応募が少なかった。ところが一年たってコンサルに入っ
た企業の取り組みや成果が見えてきたこともあり、3年目の今回は選定するのが大変なほど応募が
あった。｢三重県ワーク・ライフ・バランス推進サポート事業」の最終報告会はこれまでの実施企
業や、この事業に興味のある企業誰でも参加できる。いい効果が出ているという認識をうまく広め
られる機会になっている。

　 　県庁、企業が相互に連携・情報収集できるように、なるべく関わりを持てるように工夫している。

⑨ 　人事評価において、個人のキャリア（実績や業務内容の適性の有無）についてはどのように評価
されていますか。また、柔軟な働き方・時間編成の実現とアクションシートは、それぞれどのよう
に位置づけられていくのでしょうか。

　 　人事評価制度においては、人材育成・チームワークの向上に力点を置いている。実施要領を定め
て、どういう項目で評価をするかを明らかにしている。｢目標が達成できたか、できなかっただけ
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に着目するわけではなく、仕事の進め方や発揮した能力・意欲に着目し評価することになっている。
　 　また、管理職員においては、管理職の組織マネジメントシート（評価に使用する１年間の目標管

理用シート）にワーク・ライフ・マネジメント推進（時間外勤務、年休取得）の目標値を記載して
おり、アクションシートなどを活用し、中間・期末時点の状況を把握するとともに、その達成状況
は、人事評価の評定材料のひとつとしている。

⑩ 　アクションシートとその実施について、各部局より挙がった課題とその取組みの実施を、どのよ
うに確保し、またどのような基準でチェックを行っておられるのか、お教えください。

　 　アクションシートは今年始まったもので具体的な活用例など、まだまだ周知できていないところ
もあるが、一年目の使い方や検証も含めてまた労使と調整していきたいと思っている。

　 　アクションシートはそれぞれの所属で1枚ずつシートを作成していて、庁内共有フォルダに保存
しているので、誰でも見ることができるようになっている。

⑪ 　｢県庁の働き方改革に関する提言」に対する反応（実施に向けての）はどのようなものなのですか。
　 　県庁の現状を踏まえた働き方改革を進めていた経緯もあるので、その趣旨に合うものを提言の中

から選択して実施していこうと考えている。三重県庁スタンダードルールを設定して、会議の終了
時間を明確にしたり、議題ごとに時間を設定したり、資料は事前に共有するなどルールを定めて
やっている。

【所　　感】
　トップダウンで行うことにより明確な目的意識を持ち、継続的な改革に成功している組織であった。
なぜ、いま三重県で働き方改革に取り組まねばならないのかが丁寧に説明されていて、働き方改革は
手段であるということを見失っていなかった。
　以下は、特に印象に残ったことである。
１　隗より始めよ
　 　三重県の働き方改革は、県が変わることによって県内の民間企業に良い影響を与えたいというこ

とがモチベーションの中心になっていて、県庁自体も社会にいい影響を与える存在になろうと改革
に挑戦していた。｢自治体働き方改革」のパイオニアとしての意識と、注目されることで「変わら
なければいけない」と県庁全体の気運が上がっているとも感じた。

　 　担当者が「隗より始めよ」という言葉を何度も言っていたが、自らがまず変わるという、組織と
してのしっかりとした目的を持って改革を行っていることが、一定の成果に繋がっていると思った。

　 　また、各部局や課でコミュニケーションによる課題の洗い出しを行い、｢できるところから」行
えるようにしていた。

２　コミュニケーションの重要性
　 　視察の中で、働き方改革を通じて職場が良くなった点を尋ねたところ、コミュニケーション量が

増えたという回答があった。職場のあるべき姿として、コミュニケーションを増やしてチームワー
クを高めていくということを重視していた。管理職との面談で使うシートにおいても、個人のライ
フにかかわる情報を書く欄があった。職場によって濃淡があるであろうが、個人を尊重するという
前提でコミュニケーションが図られているとすれば、職員個人にとっても働きやすい職場が実現さ
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れているのではないかと思う。
　 　担当者が、｢今日はジムに行くので定時で失礼します」と言ってきた部下について、｢そういうの

がいいですよね」という感想を述べていたのが、個人を尊重したうえでの働き方改革を端的に表し
ているシーンではないかと思った。
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ⅰ．川崎市の働き方改革

～川崎市～

視 察 日 時 平成29年10月30日㈪　午後２時～午後３時まで

視　察　先

視察場所：川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室
住　　所：神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地
最 寄 駅：JR各線川崎駅
対 応 者：富澤　美奈子 氏（総務企画局人事部職員厚生課　健康管理担当課長）
　　　　　木脇　　幸子 氏（総務企画局人事部人事課係長）
　　　　　柏原　　芳陽 氏、坂本　　篤史 氏

（総務企画局行政改革マネジメント推進室係長）

視　察　者

小川　　道子（高槻市産業環境部環境保全課）
阿部　　武志（門真市総務部人事課課長補佐）
京谷　　寛子（八尾市政策企画部女性活躍推進プロジェクトチーム課長補佐）
前西　　靖啓（茨木市健康福祉部保険年金課係長）
鳥巣　祐一郎（寝屋川市上下水道局業務課）

【視察目的】
　川崎市は自治体として働き方・仕事の進め方改革推進プログラムを策定しており、働き方改革を積
極的に進められている。自治体職員のための働き方研究会で「行ってもいい職場、モチベーションが
上がる職場」の研究をしている当班としては貴市の改革の進捗状況や新たに浮かび上がってきた課題
をお聞きし、これからの自治体で取り組む働き方改革の提案に活かしたい。

【視察内容及び質問事項】
【視察内容】
　働き方・仕事の進め方改革推進プログラムを策定した担当職員に対する本プログラムの内容や考え
方の聴取及び実際に運用されている現場の視察。

【質問事項】
⑴　働き方改革推進プログラムについて
　•策定した経緯
　•運用後の課題及び対処法
　•策定時や策定後の職員等から意見の有無
　•策定時に、職員の働き甲斐の創出について意識した点
⑵　長時間労働の是正
　　午後８時以降の時間外勤務の原則禁止を徹底させる取り組み
⑶　業務改革・改善
　•長時間勤務職場への業務分析の詳細
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　•総務事務センターについて、市長部局以外の集約方法
　•市長公印を要する事務に関する見直しの内容
⑷　人材育成・意識改革
　　管理職のマネジメント強化を掲げた理由
⑸　女性活躍推進
　•メンター制度における職員の選定方法
　•女性職員のオフサイトミーティングの詳細
　•テレワークを試行している仕事内容
　•時差勤務の詳細
⑹　一般職非常勤職員制度
　　一般職非常勤職員の人事異動や職務内容、待遇等
⑺　メンタルヘルス関連
　•全国平均・他団体と比較した休職者数や離職者数の現状
　•職員参加型の職場環境改善の内容
⑻　庁舎のレイアウト
　　幸区役所でのユニバーサルレイアウトの効果と、想定外のメリットデメリット
⑼　職員の意識
　　80％以上と回答のあった「働き方に関する満足度」について、アンケート内容及び回答の詳細

【視察結果】
⑴　働き方改革推進プログラムについて
　•策定した経緯
　 　川崎市では、従前から次世代育成支援特定事業主行動計画（平成17年３月第１期計画策定）と女

性活躍推進特定事業主行動計画（平成28年３月策定）をベースとして職員のワーク・ライフバラン
スの実現に向けて様々な取り組みを行ってきた。しかし、市民ニーズの複雑化・多様化などを背景
に職員の時間外勤務数は増加傾向にあり、国における働き方改革の取組をはじめ、民間企業におけ
るスーパーフレックスタイム制の導入などを背景に一層の取組が必要になった。そこで、議会の同
意もあり「川崎市イクボス宣言を応援する決議」や、市長を本部長とした「川崎市働き方・仕事の
進め方改革推進プログラム」が策定された。

　•運用後の課題及び対処法
　 　まず、長時間労働の是正ということで水曜日の完全定時退庁の実施、午後８時以降の時間外勤務

の原則禁止、所属ごとのノー残業デーの実施をした。その結果、時間外勤務数については減少がみ
られたが、業務自体は減少しておらず、仕事は終わっていないのに帰らされているといった課題が
発生している。ただ、付き合い残業は減少しているため、今後は管理職のマネジメント研修、職員
配置、業務改善等を念頭に入れて対処しようと考えている。

　•策定時や策定後の職員等から意見の有無
　 　労働組合等からは働き方改革推進プログラムについては賛同を頂いているものの、細部について
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は一部反対意見も見られるため、そのような意見に対してどのように向き合うかが今後の課題と
なっている。

　•策定時に、職員の働き甲斐の創出について意識した点
　 　このプログラムは、以前から存在していた業務改善発表会を全庁的な取組にするという目的も

あったためボトムアップで作成するという意識で、職員から意見を上げていった。ただ、職員の仕
事をやらされている感をどのように変えていくかが課題となっている。

⑵　長時間労働の是正
　　午後８時以降の時間外勤務の原則禁止を徹底させる取り組み
　 　職員の退庁を促すため、午後６時と午後７時45分の２回にわたり庁内放送を実施している。また、

午後８時10分と８時45分の２回にわたり一斉消灯を実施している。やむを得ず午後８時以降に時間
外勤務を命ずる場合には、各局室区庶務担当課への届出を必要としている。

⑶　業務改革・改善
　•長時間勤務職場への業務分析の詳細
　 　外部の目（富士通フィールドイノベーション）や行政改革マネジメント推進室により業務分析を

行っている。内容は実際の事務作業について現場の意見を取り込むことにより、下から積み上げる
という形で徹底的に客観視し、業務改善やマネジメントの適切化等への提案などのサポートを行っ
ている。

　•総務事務センターについて、市長部局以外の集約方法
　 　総務事務センターは人事、給与、旅費等の総務事務について平成30年度以降の民間委託による集

約化を考えているが、川崎市は教職員に関する事務も行っているため、先行して教職員の旅費につ
いて適用を考えている。

　•市長公印を要する事務に関する見直しの内容
　 　本庁から離れた出先機関等からの公印申請事務の効率化の取組として、平成30年１月～２月の間、

文書集配を利用して公印申請書類を送受することにより、公印審査を行うことの検証を予定してい
る。具体的には、公印申請書類は通常の集配物とは別に管理し、集配履歴を記録する。公印申請書
類の公印審査は電話又はテレビ会議を利用して行うことを想定している。

⑷　人材育成・意識改革
　 　管理職のマネジメント強化を掲げた理由
　 　働き方改革を進める上で、管理職のマネジメントが重要な要素と考えている。そのため、課長職

以上の職員を対象とした研修の強化やマニュアルの策定を考えている。

⑸　女性活躍推進
　•メンター制度における職員の選定方法
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　 　平成29年度から試行実施していて、現在は女性職員のみを対象としている。次年度以降は男性職
員も対象予定。メンター（指導者）は局推薦で係長級以上の女性職員、メンティ（相談者）は希望
者で係長級以下の女性職員（新人職員を除く）を対象としている。

　•女性職員のオフサイトミーティングの詳細
　 　川崎市特定事業主行動計画の概要説明、外部講師による講義、先輩職員との座談会を実施してい

る。主任以下の女性職員が対象で、平成28年度は15名、平成29年度は10名の参加があった。人事課
職員１名が進行役となり、各自簡単に自己紹介を行った後、副市長からのメッセージ。その後、設
定されたテーマ（平成28年度はキャリアアップ、平成29年度は働き方改革）に基づきフリートーク
を展開する。できるだけリラックスした雰囲気で職員に話をしてもらうため、茶菓子を提供した。
時間は80分（昨年度は60分)。

　•テレワークを試行している仕事内容
　 　平成29年７月24日に官民協働で全国的に実施された「テレワークデイ」にあわせた取組として、

サテライトオフィスを本庁舎（総務企画局イントラネット研修室）高津区役所、多摩区役所に設置
して試行した。ただ、窓口等市民と対面しなければならない職場や図面を使用する職場への運用に
ついては課題となる。

　•時差勤務の詳細
　 　総務企画局に勤務する職員（守衛長、守衛、再任用短時間勤務職員、非常勤嘱託員及び臨時的任

用職員は除く）を対象とし、平成29年９月１日～平成29年10月31日までの２か月を予定している。
対象事由は育児・介護、オフピーク通勤、その他の３つに分けられる。

　 　通常の勤務時間は８時30分～午後５時15分までであるが、次の５つのパターンから１つ選択する。
（休憩時間は午後12時～午後１時）

　　　午前７時30分～午後４時15分
　　　午前８時～午後４時45分
　　　午前９時～午後５時45分
　　　午前９時30分～午後６時15分
　　　午前10時～午後６時45分

⑹　一般職非常勤職員制度
　　一般職非常勤職員の人事異動や職務内容、待遇等
　　現在のところ検討段階であり、実施には至っていない。

⑺　メンタルヘルス関連
　•全国平均・他団体と比較した休職者数や離職者数の現状
　 　平成27年度のメンタルヘルス状況について、長期療養者における割合は244名中141名で57.8%

となっている。職員全体（12,916名）に占める「精神及び行動の障害」による長期療養者の割合
は1.09%となっている。年度末における状況は復帰が60名、退職が６名、継続が75名となっている。
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ただ、政令指定都市の中では割合が低い方と認識している。

　•職員参加型の職場環境改善の内容
　 　各職場に希望を募った上で、産業医意見や職場ごとのストレス状況の分析結果（高ストレス者の

人数・割合等）を勘案し、対象７職場を選定。職場環境改善の取組を進めるに当たり、委託業者の
研修講師が３回程度継続的にフォローを行う。また、必要に応じて職員厚生課も支援する。

⑻　庁舎のレイアウト
　 　幸区役所でのユニバーサルレイアウトの効果と、想定外のメリットデメリット
　 　ユニバーサルレイアウトについては、幸区役所に無線LANを入れておらず、メリットを充分に

生かしきれていないのが現状である。そのため、川崎市は新庁舎を建設中ということもあり、それ
に合わせて無線LANを入れたユニバーサルレイアウトを導入することを検討している。

⑼　職員の意識
　 　80％以上と回答のあった「働き方に関する満足度」について、アンケート内容及び回答の詳細
　 　≪仕事に関する満足感≫のアンケートで、全体では職員の75.1%が「満足している｣、｢どちらか

といえば満足している」と回答している。性別でみると、｢満足している｣、｢どちらかといえば満
足している」は女性より男性の方が2.3ポイント高い。

　 　満足している理由は、｢やりがいをもって仕事をしているから」が55.8%と最も高く、次いで
「仕事とプライベートのバランスが取れているから」が42.2%と高い。

　 　満足していない理由は「仕事とプライベートのバランスがとれていないから」が38.1%と最も高
く、次いで「将来（今後の仕事）に不安を感じながら仕事をしている」が35.7%、｢今の収入に不
満があるから」が32.6%となっており、『非常勤職員・臨時的任用職員』における割合が高い傾向
にある。

　 　仕事に関する満足度について、仕事に関する項目で満足度の高い項目は同僚、勤務地の近さ、直
属の上司となっている。

【所　　感】
　規模の大きい組織であるにもかかわらず、総合的に考えられている計画であり、できるところから
着実に進められている印象を受けた。
　この働き方改革推進プログラムは、職員の幅広い意見を反映するだけでなく、働きやすさの追求や
どのように職員に働き甲斐を感じてもらうかを重点に置いており、｢チャレ☆かわ」で培われたボト
ムアップ型の業務改善等が働き方改革にも活かされている。
　川崎市の働き方改革は、トップダウンとボトムアップの両方が組み合わせた理想な形となっており、
組織としての総合力の高さが印象に残った。
　そして、さまざまな取り組みをプログラムに取り入れることで、子育てや介護等の特定の職員に偏
りがちなところを、全職員が自分のこととして納得できるよう工夫されているように感じた。
　なお、働き方に関する満足度というアンケートを実施しているが、その数値はかなり高かった。満
足している理由として、やりがいをもって仕事しているからという回答が多かった。担当者の方は、
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政令市ということもあり一般職や係長級でも裁量の幅が大きいため、職員のやりがいにつながってい
るのではないかということを仰っていた。裁量の幅が大きいことは、職員のモチベーション維持・向
上につながっていると思うが、その分業務量が多く、説明責任が個人に重くのしかかる。そこを管理
職のマネジメントやチームワークでカバーしていくような体制が取れれば、個人が辛くならず、行っ
てもいいかなと思える職場にできるのではと思う。
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ⅱ．横浜市の働き方改革

～横浜市～

視 察 日 時 平成29年10月31日㈫　午前10時～午前11時まで

視　察　先

視察場所：横浜市総務局人事部人事課
住　　所：神奈川県横浜市中区港町１丁目１番地
最 寄 駅：JR横浜線関内駅
対 応 者：宮地　　香弥 氏（総務局人事部人事課係長）
　　　　　山田　優希子 氏（総務局人事部人事課）

視　察　者

小川　　道子（高槻市産業環境部環境保全課）
阿部　　武志（門真市総務部人事課課長補佐）
京谷　　寛子（八尾市政策企画部女性活躍推進プロジェクトチーム課長補佐）
前西　　靖啓（茨木市健康福祉部保険年金課係長）
鳥巣　祐一郎（寝屋川市上下水道局業務課）

【視察目的】
　女性活躍推進の取り組みを積極的に進めておられる横浜市が、｢日本一働きやすい、働きがいのあ
る都市」の実現に向けて取り組まれている事業についてお聞きし、｢働きがいのある」をどのように
考え、実践されているのかを参考にし、自治体職員のための働き方研究会で「行ってもいい職場、モ
チベーションが上がる職場」の研究をしている当班としては、これからの自治体で取り組む働き方改
革の提案に活かしたい。

【視察内容及び質問事項】
【視察内容】
　働き方改革や横浜市職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラムを策定し
た担当職員に対する本プログラムの内容や考え方の聴取及び実際に運用されている現場の視察。

【質問事項】
⑴　職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラムについて
　•策定した経緯
　•運用後の課題及び対処法
⑵　長時間労働の是正
　　超過勤務の縮減に向けた具体的な取組
⑶　業務改革・改善
　　業務改善の意識を持たせるための取組
⑷　現　状
　　全職員数及び女性職員数
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⑸　女性活躍推進
　•メンター制度における職員の選定方法
　•両立支援サポーターの詳細
　•時差勤務の実施状況
　•女性責任職と職員の座談会の詳細
⑹　任期付短時間勤務職員等の制度
　　任期付短時間勤務職員等の人事異動や職務内容、待遇等
⑺　メンタルヘルス関連
　•具体的な取組
　•職員の離職率の把握及びプログラム推進後の変化等
⑻　庁舎のレイアウト
　　検討内容について
⑼　職員の意識
　•アンケート内容及び回答の詳細
　•「能力があってこそのワークライフバランス」という認識を職員に発信するにあたっての工夫

【視察結果】
⑴　職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラムについて
　•策定した経緯
　 　横浜市では、｢人材こそが最も重要な経営資源」という理念に基づき、早い時期から女性の育

成・登用を重要な経営課題と捉え、取り組んできており、平成17年２月に「やります！『Do！プラ
ン』｣（ワークライフバランス関連）を、平成20年11月に「女性ポテンシャル発揮プログラム｣（女
性活躍関連）を策定した。

　 　また、平成28年の「女性活躍推進法」の施行に伴い、従前の計画を一本化し、｢横浜市職員の女
性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラム」を策定し、特定事業主行動計画に位
置付けている。

　•運用後の課題及び対処法
　 　区局において、取組内容の充実度に差があることが課題である。取組の推進は、総務局で行う全

庁的なもの以外に、区局推進委員会で行うものがある。区局推進委員会での取組内容等は、各区局
の自主性において実施しているため、数や内容の工夫等に差異が出る場合がある。

　 　対処法は年度当初に開催する担当者会議において、前年度の区局取組のうち、好事例を区局担当
から発表してもらい、内容や実施方法等を全区局で共有する方法を取っている。

⑵　長時間労働の是正
　　超過勤務の縮減に向けた具体的な取組
　 　横浜市では超過勤務（時間外勤務時間）の抑制について、中期４か年計画に（目標値：年間245

万時間）を掲げている。また、近年では職員の健康管理やワークライフバランスの推進の観点のみ
ならず、責任職は部下職員への安全配慮義務として、各職場でのマネジメント強化を図っている。
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　 　平成29年度は以下の取組を中心に実施している。

　【主な取組内容】
　　①経営責任職の意識改革と組織マネジメント徹底
　　②超過勤務の事前命令（事前確認）の徹底
　　③長時間労働是正に関する「時間外労働の上限規制」の徹底
　　④ 「超過勤務抑制ルール」の徹底（午後10時以降における超過勤務命令の禁止、定時退庁日の徹

底、休業日における超過勤務命令の禁止※イベント等に従事した場合の振替徹底）
　　⑤ 定時退庁実施状況や一定時間を超えた職員に係る報告書の提出
　　　超過勤務の申請システムで、当該月の累積時間を表示し、一定時間を超えた場合に警告表示

　【その他の取組】
　　① 毎年実施している経営責任職研修（部長級以上）及び人材育成研修（課長、係長、職員）にお

いて、ワークライフバランスを１つのテーマとしている。また、責任職の職場マネジメント力
や職員の事務効率化のスキルアップを目的とした各種研修を実施している。

　　② 毎週金曜日等を定時退庁日（みんなでカエルDay）に設定し、ワークライフバランスを促進し
ている。また、７、８月は「ワークライフバランス推進月間」として、毎日が定時退庁日とす
る「夏のワークスタイル」を実施している。

⑶　業務改革・改善
　　業務改善の意識を持たせるための取組
　•責任職のMBOに、業務改善やワークスタイル改革に関する取組を必須項目として設定している。
　• 年度初めに全庁に向けワークスタイル改革の推進について通知を発出するとともに、庁内の広報

誌で業務改善やワークスタイル改革について取り上げ、職員の意識啓発を図っている。

⑷　現　状
　　全職員数及び女性職員数
　　【全職員数】19,845人（Ｈ29年４月現在）
　　【うち女性職員数】6,789人
　　※学校に勤務する職員及び企業局職員を除く。

⑸　女性活躍推進
　•メンター制度における職員の選定方法
　 　メンター候補者の選定方法は、メンターバンクに登録されている運営責任職（29年度：219人）

が前年度までに各区局から推薦を受け、メンターバンクに登録されている。推薦の要件は、年度ご
とに決定している。

　 　また、メンティーの選定方法はイントラネット上及び区局を通じて募集をし、メンター制度担当
課に直接申し込みをする。(29年度：35人　19年度からの延べ人数：255人）
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　•両立支援サポーターの詳細
　 　「両立支援サポーター」は、プログラムの前身である、両立支援・ワークライフバランスについ

て定めた計画「やります！『Do！プラン』｣（平成17年策定）より引き継いだもので、その目的は
各職場における育児・介護等の相談体制を作ること（各職場において、必要に応じて設置）である。

　　※ 計画策定時より、横浜市では「次世代育成支援相談員（保健師の嘱託員）」が全庁的に職員の
両立支援の相談や各種研修等を行う体制を取っている。

　　その内容は各区局における両立支援の活動において、育児・介護経験者が研修等を支援している。
　 　両立支援サポーターを増やすための取り組みとして、職場復帰支援セミナーの参加者の中から、

翌年度以降のセミナーで講師をお願いしているほか、｢仕事と介護の研修会」の参加者とともに、
年に数回発行している「両立支援通信」などで体験談を寄稿してもらっている。

　 　また、障がいを持つ子どもを抱える職員をサポートするため、次世代育成支援対策員が中心とな
り、親同士をつなぐ支援を行っている。こうしたサポーター等の支援により、両立が難しいと考え
ていた職員が退職することなく、仕事と介護・育児を両立できるようになっている等の事例がある。
一方で、明確に両立支援サポーターと位置付けをしたり、サポーターとしての登録制度は取ってい
ないため、今後の課題となっている。

　•時差勤務の実施状況
　　7：15～16：00から12：15～21：00までの時差勤務が設定されている。

　•女性責任職と職員の座談会の詳細
　　参加者の年齢・職種・職歴等は一切問わず、女性職員であれば参加可能である。
　　（各回25名・全２回）
　【内　容】
　　①Ｗプログラムについての説明
　　②女性責任職の自己紹介
　　③女性責任職とのグループ別意見交換会
　　④女性責任職からのエール
　　　※平成29年度は、時間外に懇親会も実施している。

⑹　任期付短時間勤務職員等の制度
　　任期付短時間勤務職員等の人事異動や職務内容、待遇等
　• 長期間の育児休業は、通常の職員や、専門職については、｢育児休業代替任期付職員」の配置等

により、可能な限りの対応を取っている。その上で、上記の確保が難しい場合や短期の場合には、
アルバイト等の対応を行っている。

　• 臨時・非常勤の状況については、増大する行政需要に対応するため、嘱託職員やアルバイト職員
といった臨時・非常勤職員が増加している。現在、多くの臨時・非常職が特別職として任用して
おり、各区局で要綱に基づいて勤務条件を設定している。なお、地方公務員法の改正に伴い、平
成32年４月までに対応を進めている。
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⑺　メンタルヘルス関連
　•具体的な取組
　　「横浜市の心の健康づくり計画（こころ計画）」に基づき、以下の取組を行っている。
　　①相談体制の充実（相談員の増員・職員健康相談員の区役所への派遣）
　　② 慣らし出勤の制度化（円滑な復職に向けた職員本人と職場の準備としての慣らし出勤制度の要

綱化）
　　③ 研修の充実（セルフケア研修や責任職を対象とした研修のほか、復職者を迎える所属の上司・

同僚等を対象とした職場復帰支援研修などを実施）
　　④ 区局メンタルヘルス体制の充実（区局安全衛生所管課長を「メンタルヘルス推進責任者」と位

置付け、所属責任職や総務局衛生管理スタッフとの連携体制の構築）
　　⑤ 健康管理に関する責任職の認識徹底（働きやすい職場環境づくりの必要性や健康配慮義務につ

いて周知）
　　⑥ 災害時に向けたメンタルヘルス対策の検討（災害対応業務に従事する職員のメンタルヘルス対

策について検討）

　•職員の離職率の把握及びプログラム推進後の変化等
　　離職率等については、把握していない。

⑻　庁舎のレイアウト
　　検討内容について
　• 新市庁舎の執務室はユニバーサルレイアウトとし、組織変更や人事異動の際のレイアウト変更に

伴う手間やコストを削減する。また、複合機や事務用品など職員が共通して利用する機能を、所
属ごとではなくフロアごとに集約して配置する予定。こうした什器や複合機、事務用品などは各
所属ではなく管理部門が一括して管理することにより、各所属の管理・事務負担の軽減を図る予
定。

⑼　職員の意識
　•アンケート内容及び回答の詳細
　 　女性ポテンシャル発揮プログラム（「横浜市女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進

プログラム」の前身の計画）における進ちょくアンケートとして、平成20年度より実施している。
（平成20年、21年、22年、25年に実施）

　【内　容】
　　〇職員向け　：①上司からの指導・助言について
　　　　　　　　　②ワークライフバランスの理解と推進について
　　　　　　　　　③キャリア形成について
　　　　　　　　　④係長昇任試験について
　　〇責任職向け：①部下のキャリア形成への支援について
　　　　　　　　　②ワークライフバランスの理解と推進について



第２編　視察報告

第
２
編

141おおさか市町村職員研修研究センター

　　　　　　　　　③キャリア形成について
　　　　　　　　　④係長昇任試験について

　【回答の詳細】
　 　全体的に数値が22年度よりおおむね向上している。また、責任職と職員の意識の差はまだ見られ

ますが、縮小してきている。
　• しかし、多くの項目で第２期の目標には達していないことから、今後もより一層、対象に合わせ

た支援や取組の充実が必要という総括がなされていた。

　•「能力があってこそのワークライフバランス」という認識を職員に発信するにあたっての工夫
　 　毎年全職員向けに実施している「人材育成研修」において、ワークライフバランスに関する内容

を取り扱っている。その中で、制度の内容だけでなく、利用にあたって「職場内で上司や同僚とコ
ミュニケーションをとってお互いの事情に理解をもつこと」を伝えている。

　 　また、長時間労働や超過勤務時間縮減の取組と関連し、ワークライフバランスは「単に休む、定
時で帰る」、ということではなく、｢自身の仕事の進め方やスキル、働き方について見直すきっか
け」とすることを伝えている。

　 　その他、庁内の広報ツール等においてワークライフバランスを取り上げる際は、上記の視点を含
めた記載にしている。

【所　　感】
　横浜市は女性の活躍を経営課題として「女性ポテンシャル発揮プログラム」に取り組んできた歴史
もあり、トップの明確な意思決定のもと、局長→部長とラインを意識しながらトップダウンをうまく
活かしながら進めてきている。トップダウンとボトムアップをうまく使い分けていることが組織全体
として見たときに、個々の取り組みだけでなく、組織風土の醸成もしっかりと進められていることが
印象に残った。そのため、様々なノウハウが蓄積されていて参考になった。具体的な例を挙げると、
介護離職だけでなく、障がい者をもつ保護者のネットワークが作られているなど、配慮が行き届いて
いると感じた。
　横浜で働きたい、愛着がある職員も多いとのことであったが、入庁時の想いを働き続けるモチベー
ションに繋げられていると感じた。
　また、横浜市という大きな組織において、さまざまな部署に跨る問題を各部局が緊密に連携を取り
ながら進めている印象を受けた。
　職員の採用比率も男女半々くらいになっており、いかに女性職員に活躍してもらうかを重点に置い
ている。その中で女性職員の責任職（係長以上）の登用比率を上げることは組織の活性化にもつな
がってくる。そのために両立支援サポーターをはじめとした様々な体制が整っており、その取り組み
も職員で考えたアイデアが基になっていることは斬新である。
　我が国の女性管理職の比率は欧米諸国に比べてまだまだ少ないため、横浜市のような自治体が女性
職員の活躍を前面に打ち出すことは、時代の流れにも即している。ただ、責任職と一般職との間で制
度に対する温度差が存在することも事実であり、そのギャップをいかに埋めることが課題となっている。
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ⅲ．サイボウズ株式会社の働き方改革

～サイボウズ株式会社～

視 察 日 時 平成29年10月31日㈫　午後４時～午後５時まで

視　察　先

視察場所：サイボウズ株式会社　大阪オフィス
住　　所：大阪府大阪市北区角田町８番１号　
　　　　　梅田阪急ビルオフィスタワー35階
最 寄 駅：JR各線大阪駅
対 応 者：玉田　　一己 氏（営業本部　関西営業部部長）

視　察　者

小川　　道子（高槻市産業環境部環境保全課）
阿部　　武志（門真市総務部人事課課長補佐）
京谷　　寛子（八尾市政策企画部女性活躍推進プロジェクトチーム課長補佐）
前西　　靖啓（茨木市健康福祉部保険年金課係長）
鳥巣　祐一郎（寝屋川市上下水道局業務課）

【視察目的】
　サイボウズ株式会社（以下「サイボウズ」という｡）は働き方改革を前面に打ち出している会社で
あり、その方法や内容は自治体職員のための働き方研究会で「行ってもいい職場、モチベーションが
上がる職場」の研究をしている当班としてはその取り組みを調査することで、本研究会の研究に役立
たせる。

【視察内容及び質問事項】
【視察内容】
　働き方改革を研究している社員に対して、サイボウズの取り組んでいる働き方改革の具体的な内容
や考え方の聴取及び実際に運用されている現場の視察。

【質問事項】
⑴　サイボウズの働き方
　•働き方・ワークスタイルを見直すようになった経緯
　•見直し後の効果・課題
⑵　制度の運用
　•選択型人事制度の報酬形態
　•育児介護休暇時の報酬
　•人事制度の管理方法と周知方法
　•年次有給休暇の消化率・付与単位
　•新しい人事制度を策定する際のプロセス・人事担当以外の関与
　•育児介護休暇等をとっている社員以外の社員へのしわ寄せなどはあるか
　•サイボウズの人事制度がなじみにくい組織はあると思うか
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　•ルールを守ることが目的化することを防ぐ工夫
　•チームワークを高める工夫
⑶　副業
　•副業をしている社員の本業と副業の内容
　•副業可能とした狙い
⑷　メンタルヘルス関連
　　各制度の運用により、メンタルヘルス等の効果はあったか
⑸　社員の意識
　• 「公明正大｣「自立と議論｣「率先垂範｣「ルールよりも目的」という組織文化が作られた経緯、

周知方法
　•社長の著書にある「やるべきこと」の条件を高めるために工夫していること
　•一番社員のモチベーションに影響を与えた人事制度
　•社員の意識を高める方法
⑹　その他
　•創業20周年記念に「働き方改革に関するお詫び」と出した広告を実施した経緯と反響等
　•組織側の管理体制や意識の変化

【視察結果】
⑴　サイボウズの働き方
　•働き方・ワークスタイルを見直すようになった経緯
　 　サイボウズでは、多くのITベンチャー同様かつては長時間労働が常態化していた。その頃は社

員の入れ替わりが激しく、2004－05年の頃は離職率が28％程度もあったが離職率が高いと採用や教
育に時間やコストがかかり、経済的合理性を欠くため、離職率を下げるために人事制度を見直すよ
うになった。

　•見直し後の効果・課題
　 　人事制度の見直しから10年を経て、現在の離職率は４％ほどで落ち着いている。組織づくりの取

り組みとして多様な働き方を取り入れてみた。具体例として一度退職した社員の再採用を行う制度、
お誕生日会の開催、サークル活動への補助金支給、副業の自由化等を行った。様々な人事施策の結
果、現在では離職率が４％となっている。

⑵　制度の運用
　•選択型人事制度の報酬形態
　 　社員に対して場所と時間を軸にした９つの働き方を提示し、社員自らが選択している。選択した

働き方によって報酬が決まるわけでない。長時間働いていても、使えないプログラムを量産してい
るだけでは評価は上がらない。ただ、プログラム作成という仕事柄、時間を使えば思考に投資もで
きる。そして、プログラムをブラッシュアップすることで良質なアウトプットにつながり、結果と
して評価が高まり時間が報酬に連動する場合もある。営業であれば数字であるが、結果だけではな
くプロセスも重視している。
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　•育児介護休暇時の報酬
　 　最長６年間休暇は取得可能な制度としている。また、福利厚生についても社員の自己負担は発生

していないため、給料は出ていない。なお、サイボウズでは報酬を給与だけではなく、多面的にと
らえており、やりがいの実現、希望する職場、他人からの感謝も含んでいる。

　•人事制度の管理方法と周知方法
　　各階層別の研修を通じて周知している。

　•年次有給休暇の消化率・付与単位
　　平均的に６割から７割程度で推移している。

　•新しい人事制度を策定する際のプロセス・人事担当以外の関与
　 　まずは声をあげて言うことが重要であるため、ボトムアップの意見が多い。ただ、そのためには

社内の風土作りが大事と考えている。そして、あがってきた意見が制度として納得のいくものであ
るのかを社内でよく精査し、問題が出てきたときはその都度解決策を考えている。例として、在宅
勤務制度やカフェ代の補助（カフェで仕事をする場合のために）が認められた。

　 　新しい制度をスタートさせるときには、どういう目的のための制度なのかをメッセージとして発
信することや、目的の共有やそれに対しての共感を得るプロセスを経る工夫をすることで、きちん
とコミットしていることを示している。

　•育児介護休暇等をとっている社員以外の社員へのしわ寄せなどはあるか
　 　仕事は、基本的に残っている社員で分担している。他は、業務委託あるいはアウトソーシングし

ている。

　•サイボウズの人事制度がなじみにくい組織はあると思うか
　 　昔からの伝統企業や体質の古い会社であれば、慣例があるので馴染みにくい可能性がある。その

ため、風土作りからしなければならず、あてはめていくと抵抗や痛みを伴うことになるかもしれな
い。

　•ルールを守ることが目的化することを防ぐ工夫
　　ルール目的を意識する風土づくりを行っている。

　•チームワークを高める工夫
　 　理念を浸透させるために入社時や各階層での研修、月次の全社ミーティング等を行っている。組

織で活動できるような社内風土作りに努力をしている。

⑶　副　業
　•副業をしている社員の本業と副業の内容
　 　サイボウズでは就業規則に副業OKとしているが、通常業務に無関係で業務にマイナスにならな
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いものであれば、申請も不要としている。副業の内容は農業、飲食店、技術誌に寄稿、技術書を執
筆等がある。しかし、申請していない社員もいると思われるので、正確にどれくらいの人数の社員
が副業しているかは分からない。

　•副業可能とした狙い
　 　副業を想定した転職者やネットビジネスをしている者などがいて、副業を制限する必要性があま

りないことから副業を可能とした。一方、会社としては採用力の強化や人脈、モチベーションの維
持・向上等のメリットがある。

⑷　メンタルヘルス関連
　　各制度の運用により、メンタルヘルス等の効果はあったか
　 　有給休暇が増えている社員はチェックし、個別に面談しているが、個性に応じてアプローチの仕

方も変えている。ただ、そもそもサイボウズでは、メンタル疾患になる前に退社している場合が多
い。

⑸　社員の意識
　• 「公明正大」｢自立と議論」｢率先垂範」｢ルールよりも目的」という組織文化が作られた経緯、

周知方法
　 　サイボウズでは社長が創業期に作った理念をブラッシュアップしてAction５＋１として社の理念

としている。これらの意識を大きな軸ととらえ、常に社員が意識するようにしている。なお、社内
の周知は階層別研修で実施している。

　•社長の著書にある「やるべきこと」の条件を高めるために工夫していること
　 　社員に自立することが求められており、それと同時に理想を自分たちで作れば当事者意識も生ま

れるので、各チームで話し合って目標を作っている。

　•一番社員のモチベーションに影響を与えた人事制度
　　働き方宣言で９つの働き方を提案したこと。今後は、もっとシンプルなものにしようと考えている。

⑹　その他
　•創業20周年記念に「働き方改革に関するお詫び」と出した広告を実施した経緯と反響等
　 　これはかなりの反響があり、経産省のプレミアムフライデー担当課長よりサイボウズ社長に連絡

があり、意見交換の申し出があった。著名人（小泉進次郎氏、野田聖子氏、堀江貴文氏等）からも
反響があった。

【所　　感】
　サイボウズは企業だけあって、まず会議室などオフィスの斬新さに圧倒された。
　トップの「世界一のソフトウェア会社になる」との共通理念の下、非常にボトムアップ型の意思形
成が進んだ組織である。これも組織文化の１つである「自立と議論」の中の説明責任と質問責任がう
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まく機能しているのがポイントと感じた。責任を持って提案することで、自由な議論の中にも一定
のルールが導き出され、個人からの提案に対しても柔軟な対応が取れている。それは「100人いれば、
100通りの働き方がある」というコンセプトのもと、社員の多様性を非常に重視していることである。
その理由として、サイボウズが比較的新しい会社で慣習やしがらみといったものが薄く、また人の入
れ替えが激しいことも要因であると考えられる。そのような土台があるため、経営層や社員の視点が、
我々自治体職員と全く違うことを改めて認識した。
　また、斬新さを生み出す組織風土として、｢公明正大」｢自立と議論」｢率先垂範」｢ルールよりも目
的」が社員の中でしっかりと共有されているのを肌で感じた。サイボウズの方は、｢社員が多く歴史
のある組織にはサイボウズの人事制度は不向きかもしれない。サイボウズの多様性とは、まず社員そ
れぞれが多様な存在であり、その多様さを受け入れることである」と、おっしゃっていた。確かに、
私たちの組織でサイボウズの人事制度をそのまま導入することはかなり困難であるが、個々の多様性
を尊重することは、モチベーション維持の源泉になると感じた。
　組織運営の観点では、多様なメンバーを抱えるチームではマネージャーの管理や意識が重要ではな
いだろうか。例えば、育児介護等で抜けた社員の穴埋めは一定のメンバーに偏らないように分散させ
る・人を採る・業務委託するといったものである。また、常に皆が会社にいるわけではないので、対
面でもウェブ上でもコミュニケーションを密にとる。また、そもそも人は元々多様であると認識し、
それを受け入れること等である。これらのことは、自治体職場でも導入できるのではないかと思う。
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１．働き方改革とは

この場で私の決意でもありますし、皆さんにお願いしたいのは、ここでは本音を語るということ
です。建前でこの議論をしても何の意味もない。例えば「ゆう活」です。｢ゆう活」は働き方改革
の一つに位置付けられています。しかし、組織が職員に対して、一律な働き方を強制する施策が果
たして「働き方改革」なのか。｢働かせ改革」ではないかという疑問があります。

もう一つは「働きやすさ」と「働きがい」というのは全く別物だということです。｢働きがい」
という言葉がまた曲者です。組織が強制的に「働きがい」を求めると、いわゆるブラック企業にな
りかねない。だから、働き方改革の中で正しく「働きがい」を論じるべきだと思います。

｢働きがい」は主観です。ですから、特に「働きがい」の主役は職員であることを見失ってはな
らない。そういった意味で、働き方改革において組織が職員に一方的に「こう働け」というは基本
的に間違いではないかと思います。組織がどんなに職員の為と言ったところで、果たして職員の自
由を奪うことは正しいのか。私個人は少なくとも選択し欲しい。今以上組織に縛られるかどうかに
ついての選択権を与えて欲しいと思います。組織が「こういう働き方が君にとっていい」というパ
ターナリズム、つまりお節介を焼いて働き方を押し付けることの是非も議論して欲しいと思うので
す。

私は、毎年新採職員にアンケートを取っています。入って３か月や２か月の人たちに「入ってみ
て今、何に苦労しているか」｢どういう不安を持っているか」と聞いています。その中には、｢働き
方改革は、ダブルスタンダードではないか」という不満の声があります。覚悟はしていたけれど一
方で期待もしていた。しかし、本音と建前を使い分けて表面的な働き方改革の成果を作るだけに終
わっているのではないかとの意見です。陰で職員が犠牲となるような働き方改革だけはしてはなら
ないと思います。

また、若い人たちの中には、無駄な働き方で長時間労働はしたくないけれども、自己成長につな
がるのであれば、例え長時間労働になったとしても今のうちにしっかり働きたいという人もいます。
しかし、今の時短施策では、若い人も一律に早く帰ることが求められます。成長したい、多少残業
してでも成長したいという「働きがい」を優先しようとする職員も例外なく「働きやすさ」の観点
から定時退庁が求められる。

長時間労働で本当に死ぬほど働かされている人、体と心が病むまで追い詰められている人に対し
ては、勿論組織の責任として救済策を講じる必要があります。働き方改革の中でも最重要課題です。

平成29年度研究会「自治体職員の働き方改革研究会｣（第１回）

日時　平成29年５月26日㈮
場所　マッセOSAKA　第３研修室

基調講義
 講師　高嶋　直人 氏（人事院公務員研修所主任教授、当時）
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ただ、そのために働き方の多様性を認めないというのは、やはり話を混同している気がします。
私は人事院の総務課長を３年やりました。人事院全体のマネジメントの責任者です。当時はまだ

「働き方改革」という言葉はありませんでしたが、マネジメント改革により疲弊している職員を救
う、メンタルダウンさせない職場を作る必要性を考え、マネジメント改革に挑戦してきました。既
に効率化が図られている職場で時短を進めるには、生産性を今以上に上げない限り、本来的には人
を増やすか仕事を減らすしかありません。総務課がやれることは仕事を減らすことです。総務課長
として仕事を減らすということにチャレンジした３年間だったのですが、残念ながら、十分な成果
を出せませんでした。当時総務課長である私は仕事を減らすよう各原課の課長に迫りました。でも、
一番抵抗したのは、仕事が多くて苦しんでいるはずの原課の課長です。このように他律的に仕事が
きまり、予算と繋がっている公務組織において仕事を減らすことは極めて困難です。

仕事を大胆に減らすことが出来ないとすれば出来ることは一つ。仕事の仕方を見直すことです。
特に、管理職がオーバーマネジメントをしないことは大事です。働き方改革という名のもとにマネ
ジメントを強化してしまい、無駄な仕事を作りかねない。マネジメントされない方がましだったと
いうことになりかねません。

仕事を効率的にやるにはどうすればいいか、よく出る話は「報連相をきちんとやる」ということ
です。しかし、果たして報連相が仕事を効率化させるでしょうか。無駄だということは本当にない
のでしょうか。以前私は、米国の連邦政府職員を霞が関の各府省でインターンシップをさせるプロ
グラムの世話役をしていたのですが、米国の公務員が一番驚くのは報連相の多さです。また、上司
からの指示、命令も多い。彼らは基本的に個室を持ち、与えられた仕事をやって、新たな判断が必
要なときだけ上司に聞きます。報告は紙ベースです。逐一上司の了解を取らなければいけないとい
う指示命令型で仕事をすることは基本的にありません。その結果、コミュニケーションコストが最
小化され、短時間で仕事が効率的にできている面があります。このように効率的に仕事をするため
「報連相の徹底」が定番のようにいわれていますが、そのように当たり前と思っていることについ
ても、それは本当ですかといった問いかけをして頂きたいと思います。当たり前だと思っているこ
とを疑わないと、真の改革、革新はないと思うのです。

私が人事院に入った40年近く前にも時短の議論はされていました。長時間労働をいかになくす
か。働き方改革というワードはないけれど、言われていることはほぼ同じです。何が違うかという
と、昔は余裕があった。人材と仕事のバランスが今より随分ましだった。当時改善の余地は今以上
にあったけど、成果を出せなかった。今回は、職場によってはだんだん状況が悪くなって土俵際に
追い詰められた状況で長年の課題を解決しなければならない。そんな印象です。

今、自治体から私にオファー頂く講演のテーマの多くはマネジメントです。その中でも特に働き
方改革というのが多くなっています。一般的な処方箋はほぼ出揃っているのです。しかしその処方
箋では副作用がある。そのことにも、みんな気付いています。だから、色々な意見を聞いて、新薬
を発明したいというところではないかという感じです。

マネジメント改革は働き方改革の中心的課題です。しかし同時にマネジメントさえ改革できれば
全て解決できるというのも間違いです。ギリギリの状況下で仕事をしているとすれば、仕事を減ら
し人員を増やすほか、本来、残業を無くす手段はないはずです。民間企業の中には、働き方改革の
ため、事業を見直し、場合によっては一部撤退し、料金を上げて人件費を増やし増員するところも
ある。しかし、自治体において職員の働き方改革のため、税率を上げるとか、増員するとかの手段
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はとれない。このように、民間企業でやれることが事実上自治体では封じられていることにも留意
が必要です。民間企業が出来ることで自治体が出来ないことはこれに留まりません。民間企業の一
部では浮いた残業代を本給に組み入れて社員の手取りを減らさない工夫をするとか、浮いた残業代
で新たに人を採用して増員を図るなどの手段によって社員の理解を得ることができますが、自治体
ではそれも出来ない。

民間企業は働き方改革について徹底したコスト意識の下、経営戦略と中にしっかりと位置づけ、
成果を減らさないための様々な取組みをする中で時短が行なわれています。時短を自己目的化せず、
時短と同時に人財育成に投資するなど生産性向上のための施策をしっかりと展開しています。民間
企業を参考にする際、時短だけに着目するのではなく、この両方の展開を視野に入れる必要があり
ます。つまり、民間企業との構造的な相違に着目し、主体的に取捨選択をして取り入れるべきもの
だけを取り入れることが重要です。時短という表面的事象だけをみて、その背景や同時進行してい
る他の施策を見ないで民間企業をただ表面上真似るととんでもないことになり兼ねない。場合に
よっては違う血液型の血を輸血しまい、病気ではない人まで病気になってしまうのではないかと思
うのです。

また、民間企業においては、マネジメントは競合他社との競争優位を勝ち取る手段であり、他社
をベンチマークした上で決して同じことはしない。つまり差別化を図ろうとします。一方、自治体
の多くは、民間企業や他の自治体のマネジメントを学び同じ事をして安心してしまう傾向にあるの
ではないでしょうか。これは、常に私が申し上げていることですが、民間企業はマネジメントを内
製化し、独自のマネジメントをする。一方で自治体の多くは一般的マネジメントを学び標準的マネ
ジメントに近づこうとする。研修でも民間企業では研修すること自体がマネジメントの一環。自治
体の多くは、研修の中でマネジメントを学ぶといった違いがあります。

自治体の人事は組織内転職と言って良いほど広範な人事異動が頻繁にあります。新しい仕事に着
くと当面はスキルが不十分で慣れるまで仕事の処理に時間がかかるのは当然です。人事異動は人財
育成にとってメリットがあるのは確かですが、生産性にとってはデメリットです。将来最適のため
に現在最適を犠牲にしているという言い方が出来ます。日々時間を使って人を育成しているとも言
えます。働き方改革によって、時短が求められるならば、これまでの頻繁な人事異動、ジェネラリ
スト養成を主眼とした育成方針についても議論が必要です。

公務組織独自の制約はまだあります。民間企業では処遇とポストを切り離して組織をフラット化
したり、企業内に敢えて重複した機能を持った自律的な組織を複数作ったりして意思決定を速やか
に行うよう組織構造に状況に応じて大胆に変えられます。しかし、公務組織は、法律、条例を変え
ない限りこのような選択肢が取れません。職務給によって、職員の処遇はポストと切り離すことが
出来ずフラット化しようとすると職員の処遇を切り下げざるを得ない。また、組織には分担管理原
則があり、重複した機能は徹底的に排除される。そのため、競争も起こりにくく、階層的組織構造
が作られて意思決定が遅くなるといった構造的制約があります。

聖域なく議論する。構造的問題とそうでない問題を整理し、それぞれ対応策を考える必要があり
ます。しかし、その様な冷静な議論について、全く違う角度から批判が浴びせられることもありま
す。それは、根拠がないがまことしやかに言われる言説です。年配の方の中には、｢勤勉は日本人
の特性だ」と言う人がいます。しかし、それは事実に反します。歴史的に見て、日本人がこんなに
長時間労働なのは戦後からです。それから、もう一つの証左は、私の個人的経験です。私は３年間
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外交官としてオーストリアのウィーンに勤務していました。日本政府代表部なのでその業務内容は、
国連と交渉し、国際会議に出席するなどです。つまり、出張せずに常駐して霞が関の仕事をすると
いった感じです。しかし、私に限らず、霞ヶ関時代に比べほぼ全員の勤務時間は減りました。同じ
仕事でも、場所が変わって、勤務環境が変わったら、日本人も短時間労働ができるということです。
根拠のない思い込みや言説を排除して冷静に議論を進めていく必要があります。

２．働き方改革の目的

働き方改革の目的は何か。現在言われている働き方改革というのは、もともとマクロ経済政策か
らきています。少子化で労働人口が減る中で、これまで働いていない人にも働いてもらう環境を作
らなければ経済成長ができなくなるという危機感から始まった話です。経済成長という文脈で言え
ば、グローバル競争に勝ち抜かねば収益を上げることが出来ない企業がその施策の中心であるはず
ですが、自治体も模範的雇用者として成果を出すことが求められています。このマクロ政策との関
係が、民間企業よりワンクッションあることによって、自治体の働き方改革の目的を見えにくくさ
せています。民間企業は、働き方を改革しなければ生き残れないとズバリ言えるのですが、自治体
にはその様なシンプルな言い方が馴染まない面がある。そのため、本来、結果と位置付けるべきか
も知れない時短が目的に転化しやすい。そういった面があるのではないかと思います。

これはダイバーシティの実現という政策課題が、我が国、特に公務組織では女性活躍と解されて
しまったことを彷彿とさせます。ダイバーシティの実現によりイノベーションを起こしグローバル
競争に勝ち抜くといった本質的な目的が見失われ、女性の管理職に占める割合を向上させることだ
けが指標となり、自己目的化したという展開です。

３．基本的疑問

｢働きやすさ」と「働きがい」は違うにもかかわらず、一緒くたにした議論、又は「働きやす
さ」だけを追求する議論が多いことにも疑問があります。多くの学者が証明しているのですが、こ
の二つのことには比例するどころか時に反比例するのです。働きやすいが働きがいを感じられない
職場もあれば、その逆もある。働きにくいけど働きがいは感じる職場もあるということです。

お金持ちになれば幸せになれるか、便利な環境で生活すれば幸せになれるかというような哲学的
な基本的な問いとも言えます。これは、皮肉なことに、世間でブラック企業と言われている企業の
社員のモチベーションは高いといった現象にも当てはまります。モチベーションが高いこと自体を
悪いということはない。問題は、そのモチベーションが自律的に引き出されたものか、それとも無
理矢理高められたものなのかだと思います。

以上のことは、働き方改革について、次のことを意味します。働き方改革によって働きやすさは
実現したが、同時に働きがいも失ったというような結果にならないように配慮する必要がある。そ
れと同時に、働きがいを求めるがために職員を追い込み、強いることがあってもいけないというこ
とです。

私は、自律的にモチベーションが上げられるような職場環境を整備するマネジメントを行うこと
を働き方改革の施策の柱に据えるべきだと考えます。そもそも働き方改革の議論の中で職員のモチ
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ベーションについての議論があまりなされないことには基本的な疑問を持ちます。 
先日、ある市長さんが「自治体の多くは自分をホワイト企業だと思っているブラック企業ではな

いか」と言っておられました。ブラック企業と称される民間企業はマネジメントがあるかないかと
いうと逆で徹底したマネジメントがある。人を潰してでも成果を挙げるという徹底したマネジメン
トがなされたりもする。マネジメントは、中身が重要でありマネジメントを徹底したら悪い方向に
行くこともある。一方、自治体には逆にマネジメントを徹底しているところは少ない。その市長さ
んが言うように、自分たちにそこまでの悪意がなく、徹底されたマネジメントもない。だけど、結
果においてはブラック企業と同じように仕事が集中してメンタルダウンする人が現に発生している
ということです。結果としての現象は似ているが、背景、原因は全然違います。ブラック企業の中
には、社員のモチベーションの搾取と言われるようなマネジメントをしているところがある。

人によって、また、仕事の種類によっては、時短がむしろ労働強化となる場合もあります。時間
はかかっても自分のペースで仕事をしたいという人はいます。しかし、その人にも短時間で仕事を
しろと言うわけです。それは、マラソンが得意な人にも短距離を走れと言っている状況かもしれま
せん。マラソンランナーを短距離ランナーにするためには、どのような条件、環境が必要かについ
ても、この研究会で考えていただきたいと思います。

次に要件を育児や介護に限定したこれまでのワークライフバランス支援制度をこれ以上充実させ
るべきかという問題提起をしたいと思います。私は自分の職場で実際に起きている問題を参加者に
持ち寄って頂く方法でマネジメント研修をします。そこ研修の場で聞く話は、最近次のようなもの
が多くなりました。それは、ワークライフバランス政策自体は素晴らしいし、それを利用する人に
何の罪もない。しかし、現実に３人とか４人で一つの係を回しているときに、突然ある人が育休を
取ったりしたらその仕事を残りの数名で吸収しなければいけない。ただでさえぎりぎりでやってい
たのに、その負担は大きく、自分たちのワークライフバランスは犠牲となるというものです。将来
自分も利用するかもしれないので、お互い様とは思うけれども、現時点では要件に該当せず、利用
出来ない自分のワークライフバランスはどうしてくれるという声です。勝ち組・負け組という言葉
は本当にいやらしい言葉で好きではないけれど、ワークライフバランス制度を利用ができる人は、
まだ勝ち組だという言い方もあります。これからワークライフバランスを充実したいと思ったけれ
ども出遅れた人が、既に利用している人の分も自分のワークライフバランスを犠牲にして頑張り続
けるしかないという問題です。

以前も福利厚生施策に似たような議論がありました。要件が限定されているために不公平が発生
するといった問題です。その時の解決案としては、自己選択の幅を広げるカフェテリアプランとい
うものがありました。何ポイントを各職員に平等に与えて、カフェテリアで料理を選ぶように各自
に選択させる。その代わり、メニューの数は多くする。私は、要件を厳しくしながら充実を図るこ
れまでの方向を変え、多様な事情によって、多様な働き方を自己選択できる方向が正しいのではな
いかと考えています。

また、育児休業中の職員の中には、絶対残業がないという保障さえあれば、早く職務復帰したい
という話も聞きます。この声にどのように答えるか。この研究会で是非議論していきたいと思いま
す。

様々な疑問の根底には、働き方の主導権は組織にあるのか、それとも職員にあるかという疑問が
あります。これは、働き方改革を考える際の大きな分岐点と言えます。｢働かせ改革なのか、働き
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方改革なのか」という議論です。同志社大学の太田教授は、これからは組織と個人の「分化」が必
要かと主張されています。私がこれまで感じていたことを見事に言葉にされているのですが、正に
組織と個人を分化するのは、それともより統合するのかという根本的命題について掘り下げた議論
が必要だと思います。私は、多様な働き方を認めるのであれば、太田教授の言われるとおり分化の
方向性が基本的に正しい。組織が職員の働き方を一律に強制するのは、基本的に間違っていると考
えます。時短には成功したが、働き方改革の目的の一つである多様性の尊重は犠牲になったという
ことになり兼ねないからです。

働き方改革で成功したと評価される企業には、外資系が多い。私は、組織と個人の基本的関係が
その背景にあると考えます。働き方の主導権は個人にあるという前提、組織風土の中で働き方改革
を行う。そういった前提の中で行われている施策であることを理解せず、一部だけ取り出して真似
るとどうなるか。組織が益々主導権を握り息が出来ないような組織風土を作ってしまう。そんなこ
とが危惧されます。組織が支援という名の下、介入する。規制がどんどん強化される。形を変えた
労働強化だけに終わらないことを望みます。

４．阻むものは何か

次に、働き方改革を阻むものは何か。何を解消すれば良いかについて述べたいと思います。とか
く職員の意識が一番の問題という声が多くあがります。しかし、本当に職員の意識が一番の問題な
のか。それともその意識を形成した制度等のシステムの問題なのかについてはもっと議論があって
良いと思います。もし仮に職員の意識が問題だとしても意識改革のために必要な手立てをしている
か。とにかく残業させない。電気を消して鍵を閉めて職場を使わせない。その方法で職員の意識が
変わるのか。残業を促進させる制度は存在していないか。個人の問題に収斂させてしまわず、シス
テム、構造的な問題にも見直しが必要ではないかと感じます。

果たしていつまで定時退庁日、ノー残業デーというのを続けるのでしょうか。私はショック療法
として一定の意義はあると思うのですが、あれを永久に続けるのは明らかにおかしい。そのような
ことをしなくて済むような職場を作ることを目標にセットすべきだと思います。

また、残業をなくせば業績は向上するというのは本当でしょうか。多くの民間企業のシナリオは
こうです。残業をなくすと「働きやすさ」が改善され、いろいろ多様なダイバーシティの人材が会
社に入ってくる。イノベーション、技術革新などはグローバルな競争の中で決め手になるのだけれ
ど、それを起こすには多様性のある人材を確保する必要がある。だから、残業をなくせば多様な人
財が働けるようになりイノベーションが起きて、競争に勝てる。このようにロジックは完成してい
る。しかし、そのようなロジックだけで安心していることは決してない。業績を向上させる、少な
くとも悪化させないという至上命題の中で時短を考える。そのために社員一人一人のスキルを向上
させるための施策、投資を積極的に行っています。一般的には業績は投入時間に比例する。投入時
間を減らして業績を伸ばそうとするのだから当然、生産性を上げるしかない。そして、生産性を上
げるには、社員のスキルを上げるしかないと考える。実際に、時短と並行して研修を充実させてい
る企業があります。残業禁止によって生まれた時間をどの様に使うか、使わせるかが民間企業では
働き方改革の議論の中心にある。一方、自治体の働き方改革の議論ではあまり聞かない。勤務時間
外の自己啓発に組織がどこまで支援すべきか議論のあるところです。下手をすると介入になりかね
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ない。ただ、業績、成果が曖昧な行政組織にあって、時短によって業績、成果を下げないという命
題を見失い、時短にだけ突き進むことがあってはならないと考えます。

職員全員がどこまで本気かということが改革の成否を決めます。中には、幹部が変わらなければ
変わらないという人もいます。トップダウンかボトムアップかという議論ですが、どちらも必要だ
と思います。ただ、幹部が正しく方向性を示し、本気になることは特に重要です。アリバイ的に対
応さえしておけば大きく変えなくともどうにかやり過せると高をくくっている人がいるかもしれま
せん。しかし私は今回ほど職員にとっていい方向に生かすチャンスはなく、積極的に捉えない手は
ないという気がしています。だから、今の段階から改革を阻むものは何か、それから本気度はある
のかということを突き詰めた方がいいと思います。全員を本気にさせるには、生産性向上の果実を
どこまで職員に還元できるか？　還元する具体的な案、シナリオについても議論して欲しいと思っ
ています。

働き方改革の政策の主体は誰か？これは、政策を考えるのは誰か、具体的方法はという問いです。
内部マネジメントの変革の成果を出すには、最終的には一人ひとり個人の価値観、行動を変えなけ
ればいけません。どんなに素晴らしいものでもプロセスとして上から押し付ける政策というのは大
体失敗します。ですから、ボトムアップのプロセスも大事です。社員の行動規範を作るときには社
長が勝手に書くのではなくて、下からも積み上げる。このようなプロセスを自治体においてもした
ほうが良い。働き方改革を成功させる一つのポイントではないかと思います。

以上いろいろな問題提起をしました。これは現時点での私の考え方ということです。これを鵜呑
みにせず、今後、私の意見についても批判的に皆さんで自由に議論していただければと思います。
ただ研究会のスタートに当たり皆さんにお願いすることがあります。既存の働き方改革で言われて
いることを整理整頓してみましたという報告書ではつまらないし、多分意味を持たないということ
です。

多くの民間企業で働き方改革に成功した事例があると思われるかもしれませんが、私は半分本当
で半部嘘だと思っています。働き方改革で評価されている企業の中には、働き方改革自体を商品と
しているところがあります。働き方改革のコンサルティングを商品にしているコンサルティング
ファームとか、それからパソコンで勤務時間等の効率的管理ができますなど働き方改革支援ソフト
を販売しているソフトウェア会社です。その会社の成功事例を学ぶ際には、その会社の業態も頭に
入れて受け止める必要がある。当然宣伝的要素が加わっていると理解すべきです。企業イメージを
ブラックからホワイトにするため、働き方改革の成功事例として対外的に盛んにＰＲしている企業
もあります。私は今ブラック企業と言われている企業が数年前は優良企業として社会的に評価され
ていたのを知っています。ホワイトとブラックは、基準次第であり、紙一重です。一部の情報、イ
メージに左右されてはならない。民間企業から学ぶ際には、その企業の置かれている環境、真の姿
も知る必要があります。

最後にもう一言申し上げます。エリートもそうでない人も押しなべて全員がワークライフバラン
スを目指すというのは、おそらく世界的に見ても初の出来事であるということです。オリンピック
を目指すアスリートやプロスポーツ選手に働き方改革、ワークライフバランスが求められないよう
に、外国ではいわゆるエリートにワークライフバランスの実現を求めることはない。我が国は全員
エリートであり、全員エリートでないという言い方も可能ですが、全員にワークライフバランスの
実現を求めるということは、これまで人類歴史上成功事例がない新たな挑戦である。そのことは理
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解しておく必要はあるかと思われます。

５．研究の進め方

この研究会のアドバンテージは何か。これは紛れもなくわれわれ全員が公務員であり、働き方改
革の実践者であることです。自分個人の経験、思いを研究に反映できるところです。多分、私も含
めて、ここで「自分の働き方が100％正しい。だから、私のように働きましょう」と言える人はい
ないと思います。みんな反省を持ち寄れると思うのです。だから、その反省、本音を互いぶつけ合
い、何かを生み出す。そのアドバンテージを生かして欲しいと思います。

 （終わり）
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本日は「行政経営から考える働き方改革」というお題を頂戴しています。ここでは、｢働き方改革
をなぜ進めるのか」ということを中心にお話をさせていただきます。もし皆さんが働き方改革で何を
すればいいのかという目の前の答えだけを期待していらしたとしたら、少し異なるかもしれません。
働き方改革がなぜ必要になり、うまく進めていくために行政経営からとらえておくべきことは何かを
考えるところがポイントになります。

例えば、あなたの自治体では、どうでしょうか。｢さあ、働き方改革をしなさい｡」と言われ、｢各
職場で働き方改革することを出してください」というやり方をしてはいないでしょうか。そうすると、
結局“働き方改革”という作業が一つ増えただけになっている、ということがよくありますが、いか
がでしょうか。管理部門に自部署でできそうな項目リストを提出して、管理部門はそれをホチキス留
めして、｢働き方改革をやっています」というメニューが一応こなされたことになる。本当にそれで
働き方が変わるでしょうか。単に今の延長線でやることを情報収集しただけということになってはい
ませんか。

働き方の変え方にも、上手い、下手があります。経営全体から見て、｢今回の働き方改革というの
は一体どういうことか」｢それをうまく進めるにはどうしたらいいのか」という前提をしっかり作っ
ておかないと、バラバラな作業の寄せ集めになって終わってしまいます。｢そう言えば、あのとき何
かあったよね。提出したあの資料のことでしょう」という、形だけの改革になってしまうのです。そ
れで本当にいいのですか、というのがひとつのアンチテーゼです。

働き方改革そのものを何のためにやっているのか、それがうまくできる基盤として庁内の体制はで
きているでしょうか。働き方を変えろ、変えろと言うけれど一体どこを目指しているのか、という話
をしたことがありますか。いかに変えるかという話ばかりしていて、変えた先にどうなるのか、いい
働き方とは何だろうかという、目指すところをしっかり持っていますでしょうか。その上で、どう
やって変えていくのかということは、考えていく必要があるものです。そこで、今日は働き方改革そ
のものではなく、働き方改革をいかにうまく経営の中に位置づけ、機能させていくのかということを
中心にお伝えしたいと思っています。

自治体職員の働き方改革研究会公開講座

「公務組織の働き方改革！～組織開発と人材開発の両面から考える～」

日時　平成29年９月27日㈬　14：00～16：00　 　　　　　　　　
場所　おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）

第１部　基調講義「行政経営から考える働き方改革～自治体改善運動を通して～｣
　講師　元吉 由紀子 氏（株式会社スコラ・コンサルト　プロセスデザイナー／行政経営デザイナー、
　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　自治体改善マネジメント研究会代表）
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１．働き方改革は、何のため？

私は、2000年に地方分権改革が本格的に動き出した頃、民間企業を対象に、会社の社員一人ひと
りが良く働くことと、業績が良くなっていい会社ができることを両立させるためには、働き方、仕
事の仕方、組織運営の仕方がうまくできなければいけないという組織風土改革のコンサルタントを
していました。その後行政も経営する時代になったということから、三重県で、分権改革の先行く
取組みを支援させていただき、今は役所の組織風土改革、行政経営改革の支援を主にしています。

私は神戸出身で、1995年に地元神戸で阪神・淡路大震災に遭いました。地域が復興する様を見な
がら、企業は一つの会社ですが、地域は企業、住民、行政と、多様な主体で成り立っているので、
｢地域が変わる」というもっと大きなテーマがあるのだと気付きました。それから地域が変わる手
伝いをしようと思い、三重県や、他には横浜市などに関わり始めました。『どうすれば役所は変わ
れるのか』の本にはその時の取組みを詳述しています。

その後、いろいろな自治体にお訪ねすると、改革をうまくできている自治体と、改革に引きずら
れながら、どうもぎくしゃくして、疲弊するだけというやり方になっている自治体があるとわかっ
てきました。『期待される役所へ』という２冊目の本では、うまくいっている自治体とうまくいっ
ていない自治体の違いはどこにあるのかについて書きました。

今では、うまくいっている自治体とうまくいっていない自治体があるだけではなく、自治体の中
でも、うまくいく首長のときと、うまくいかない首長のときがあるということもわかってきました。
地方分権の流れが本格化して16～17年経つと、首長が２～３回変わる自治体が出てきて、違いに気
付き出した職員がいます。彼らとともに、うまくいくときといかないときの違いがどこにあるのか
について研究し始めたのが2013年に発足した「自治体改善マネジメント研究会」というグループで
す。

いろいろな自治体を調べていくと、うまくいくか、いかないかの違いは、体験した人はわかるけ
れど、そうではない自治体職員にはわからない。いや、うまくいっていないことにすら気付かずに
いるということがあります。そこで、『地方が元気になる自治体経営を変える改善運動』の本にし
て伝え、自治体改善マネジメント研究会を今年７月にNPO法人にして、活動を広げていくことに
しました。本は、横浜市、三重県、福岡市という地方分権改革の先進自治体の職員と、中野市、さ
いたま市、所沢市の職員と一緒に書きました。研究会は、今では20団体33人となって活動していま
す。

このように時代とともに、行政のおかれている環境は変わってきています。それは「働き方改
革」についても同様です。皆さんが「働き方改革」と聞いてすぐに思い浮かぶものは何でしょうか。
実は、｢ニッポン一億総活躍プラン」の下に働き方改革が位置付けられています。その中身は同一
労働・同一賃金の実現、長時間労働の是正、高齢者の就労促進で、その中にはワークライフバラン
スやテレワークの実現などのメニューが並んでいます。

経済を興していくために、民間企業でもこの取組みを頑張ってやっています。ただ、皆さんは地
方自治体です。民間企業と地方自治体の皆さんが取り組むときの違いはどこにあるでしょうか。長
時間の是正、ブラック企業では駄目だということで民間がどんどんやっています。地方自治体の皆
さんには、それとは違う視点を持っていてほしいのです。

そもそもニッポン一億総活躍と言われる前、2014年に消滅自治体の話がありました。大阪はどう
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ですか。どれぐらいが2040年に消滅する危機感を持っているでしょうか。自分たちは大丈夫だろう
と思っていませんか。自治体の中で皆さんは都市部にいらっしゃるので、危機感はあまり感じにく
いのかもわかりません。それでも少子高齢化が進み、財政難があって、このままではまずいなとい
うことは共通しています。

｢まち・ひと・しごと創生法」ができて、そのためにきちんと戦略を立てようということになり
ました。長期ビジョンとして人口はどうなるのかを予測して、ビジョンを実現するための戦略を作
れということになりました。それが「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という形になっています。
一億総活躍は、その後に出てきたものです。

ここで、考えていただきたい最初の問いは、地方創生と一億総活躍、働き方改革を分断してとら
えていませんかということです。

石破茂氏が最初に地方創生担当大臣になられたとき、地方創生と働き方改革、一億総活躍は別々
にではなく、両方をしっかり連携してやっていく必要があるというご発声をされています。マト
リックスでどう関係するのかという図式も出されていました。これは、地方創生の方が先に走り出
していたので、後から追い掛けてきた一億総活躍が分断されないように作られたものでした。そし
て、地方創生の総合戦略も最初に全自治体が作ることになり、重要業績評価指標（KPI）を設定し
て、必達目標ができましたが、それと相まって、2010年、2015年、2016年、2020年までの計画の中
に、働き方改革をしっかり位置付けていきなさいと細かく記されています。

では、総合戦略、地方創生の動きの中に働き方改革を地方ではどのように位置付けていますか。
地域の実情に応じて働き方改革をしなさい、そして、より良い地域を作っていくことに役立ててく
ださいとありますが、みなさんの自治体ではいかがでしょうか。

民間は大きな企業であれば、一つのエリアだけで仕事をしていませんから、日本国中、世界中に
飛び回っている社員の働き方改革に挑戦しています。それと皆さんが地方自治体において働き方改
革を進めるときの違いは､“地域の実情”をどれぐらいしっかりと見た上で働き方改革のメニュー
を考えているかということにあるわけです。ここを忘れないでいただきたいと思います。

それでは質問です。｢まち・ひと・しごと創生総合戦略の地方版が出ていますが、それを知って
いますか。もしくは読んだことがありますか｡」｢総合戦略は当然読んでいるよ」と言う方、手を挙
げてください。｢あるのは知っているけれども、隅から隅まで眺めたことはない」という方は手を
下ろしてください。一人だけになってしまいましたね。他の皆さんはどうですか。

今日の参加者に多く見られる人事の方や行革の方が意外と読んでいなかったりするのですね。総
合戦略は、企画の方が慌てて作らされた計画だったりするので、｢ああ、何か作っていたね」とい
うことはありますが、あまり知られていない現状があるようです。

では、二つ目の質問です。法律の義務付けはなくなっているのですが、皆さんの自治体で策定し
ている総合計画についてはどうですか。自分たちのまちは、どの方向に向かってより良くしようと
しているのか。まちを良くするための経済および人の活かし方として働き方をより具体的にしてい
こうと思うのであれば、まちがどうなろうとしているのか、総合計画にどんなまちにするのかとい
う将来像が描かれていますが、それを言える方は手を挙げてください。こちらも一人だけですね。
どこですか。まちの名前を教えてください。

（フロア）泉南市です。
（元　吉）どんなまちの将来像でしょうか、教えてください。
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（フロア）人があふれ笑顔あふれる生活創造都市ですかね。
（元　吉） それが総合計画の将来像になっているということですね。計画を作られた企画担当の

方ですか。
（フロア）違います。役所の封筒にそれが書かれているので。
（元　吉）刷り込まれて覚えているのですね。素晴らしいですね。
自分たちのまちがどうなろうかとしているのか、総合計画に将来像が描かれています。でも、そ

の将来像をめざすときに、どこに道を拓き、注力するのか。地方自治体の場合はそこに勝ち、負け
という競合があるわけではないのですが、自分のまちが、なりたいまちになるときに、戦略という
のは、重点化して早道を得るための方策です。ですから、総合戦略という言葉は後から出て来まし
たが、総合計画の将来像と無縁ではないということです。どの道を通るのかを示したのが、総合戦
略で戦略化・重点化しています。集中と選択をして、集中するところを決めるのが戦略です。遠回
りするよりも近道から行こうと戦略を決めた。でも、走っていくことばかり考えて、どこを目指し
ていたのかを忘れてはいけません。

目指していくのはあなたたちのまちの将来で、近道はどこかと言われたとき、山から行く道、谷
から行く道、幾つか道があったとしたらどこのルートで登ろうかと道を選択したのが戦略です。

でも、戦略だけが道ではありません。皆さんの総合計画には野原もあり、のんびりとした丘もあ
る。木を茂らせた施策の森もあります。総合計画の中には基礎的な事務もたくさん含まれているの
で、戦略となる近道だけではありません。｢自分たちの仕事と戦略は関係ないや。地方創生？別に
創生しても、しなくても自分たちは税務を一生懸命やっています、福祉の業務をやっています」と
いう人も、地方創生に向けた戦略とは直接関係がなさそうに見えますが、皆同じ山を登っている仲
間です。目指している将来像に向けて近道にいるのか脇道にいるのかが違うだけ。役所トータルで
とらえ、それぞれがどんなふうに仕事をしたらいいのか、働き方を考えていくことが大事だという
ことです。

｢登るぞ。近道だ、ここを行け」と走っている人の横で「誰か走っているみたいだね。へぇ～」
と言って眺めているだけなのか。｢戦略を持って頑張ってやっている人が走っているね。自分たち
とはちょっと違うけど、横を通ったのだったら、水をあげようか」｢走って来たときには横に退い
て道を開けてあげよう。走りやすいようにこの岩をよけておいてあげよう」と協力をするのか。通
常業務の担当者たちが、戦略業務の担当者たちにどう関わるのか、もっとよい関わり方があるので
はないかということを、職場で話しているでしょうか。そして、重要な戦略と掲げたKPIを達成す
るだけではなく、そうではない業務の人たちにも協力するということが評価されているでしょうか。
トータルで向かっていく地域の目指す姿に向けて中心となる人もいれば、脇役となる人もいる。縁
の下の力持ちになっている人もいるでしょう。それらがどんなふうに評価されているかという人事
制度や人材育成基本方針も、実を言うと無縁ではないということです。

多様な主体で地域を作るときに、行政はいろいろな計画を作ったり、また、作らされたり、｢総
合計画、何かあったね。総合戦略、何かあったね。働き方？何かまたやるんだ」みたいにバラバラ
にとらえないで、いつも地域全体と自分たちのやっていることを両側面でとらえていくということ
を忘れないようにしておかなければいけません。

全国区、グローバルな企業でやる働き方改革と、皆さんが地域のためにやる働き方改革の違いを
こういうふうにとらえてみていただきたいなと思います。地域全体が良くなること、目指す姿が
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あってこその役所というわけです。ですから、役所のためだけに働き方改革をすればいいわけでは
なく、地域が良くなるための働き方とは何か、地域がどうなるための自分たちの役割、自分たちの
働き方なのだろうと、トータルで地域が良くなるという方向を決して忘れないようにしながら、働
き方を見てほしいということを最初に申し上げておきます。

あなたの地域はどこを目指していますか。その役割を果たす役所はどんな役所になろうとしてい
ますか。職場はどんな使命を持って、どんな職場になろうとしていますか。その中で、どんな人が
どう働けばいいのか、どんな人材が求められているのか。これらをうまく統合してチームで実現し
ていく様が働き方になるでしょう。今しつらえられている総合計画や総合戦略、人材育成基本方針
などをしっかりと押さえた上で、やり方の工夫をぜひ考えていただきたいと思います。

２．働き方改革の基盤づくり

　⑴　地域をより良くしていくため
三重県で改革を支援した2000年当時、経費削減で小さな行政を実現していく中で、無理・無駄

のない行政を効率的・効果的にやろうと、残業時間の圧縮、1,800時間の労働時間をしっかり守
ろう、余計な仕事をしないようにしようとしていました。ただ、このときのテーマは、｢役所が
無駄をしているから、残業時間を減らせ」ではなかったのです。今はワークライフバランスとい
う言葉がありますが、皆さんアフター５はどこで過ごしていますか。地域でしょう。だから、目
的は「残業を減らせ」ではなく、｢自己実現のため、アフター５を地域で有意義に過ごそう！」
だったのです。

今みなさんはアフター５をどうやって地域で有意義に過ごしていますか。その当時は、今のよ
うな協働自治がそんなには進んでいないときでした。要求型の、行政が何かやってくれるので
しょうというような住民がまだまだ地域にはたくさんいらっしゃいました。だから、役所のみん
なが模範的な住民になろうとしたのです。地域に帰って、家に閉じこもらず、地域のために役に
立つ、自立した住民にまずは役所の職員からなってみせようではないか。いい地域を作るために
アフター５の有効活用をしようとしたのです。

もう一つ、安倍首相が人づくり革命と生産性革命という言葉を言い出されていますが、無駄を
削減し、残業時間を圧縮したらどうなるでしょうか。例えばここに30時間かかっていた残業が
あったとします。残業が30時間やれなくなったら、通常の仕事の質を30時間分プラスアルファし
たものに変えなければいけません。今までどおりの仕事をやっていたのでは駄目、生産性を向上
して、30時間分グンと濃縮した働き方をしなければ、創意工夫した働き方をしなければいけなく
なります。いい働き方ができるように経営も質を上げなければいけないということになります。
そのとき、役所の人に頼るのではなくて、自分たちの地域がいかに自立しているのかという問題
が出てきます。

三重県の場合、当時はまだ家族経営や暗黙知で経営している人たちが多くいました。経験と勘
だけで、長い歴史の中で地域に密着しているからというだけで経営をしていたとしたら質は上が
りません。単に頑張るのではなく、頑張り方を高度化する必要があります。うちの地域で働き方
改革をしようと思ったって、残業時間をただ減らすだけではなく、いい仕事ができるやり方まで
果たしてできるだろうか、うちの地域の企業にそんなに経営を高度化できるだけの力があるのだ
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ろうかと考えたのです。経営を良くするために、例えば世界標準のISOを取って世界に誇れる企
業になる品質をしっかりと持てるような経営にレベルアップしたらどうかと考えました。

そこで、役所の職員が何をしたかというと、ISOを民間の企業に取らせるだけではなく、地
元のパパママストアが忙しいと言ってなかなか経営レベルを上げられないときには、｢自分たち
の役所、自分の部署でもISOを取るようにしたのですよ」｢経営品質向上の取り組みを僕たちも
やっているのですよ。だから一緒に頑張りましょう」と言ったのです。地域の企業を良くするた
めの術は、自分たちが率先してできるようになって、｢これぐらいできるように僕たちもなった
のですから、企業の皆さんもぜひ一緒に高度化していきましょう」と言えるようになろう、だか
らISOを役所で取ろう、企業と同様に経営品質向上に僕たちも取り組もうという動きを役所で始
めました。

つまり、どんな地域にしたいか、どんな地元企業になってほしいのか、ということを目的化し
て、その力を地域に付けるために自分たち役所職員に何ができるだろうか、ということを考え、
自分たちに必要なやり方を行ない、変えるようになってきた､“地域のために行政が変わる”と
いう変革をいかに実現できるかということが大事だと思います。

そう考えると、いろいろなやり方が見えてきませんか。仕事は一旦増えるかもしれないけれど、
結果的に地域とwin-winの関係になればよく、役所だけが変わればいいということではありませ
ん。本当に得たいのは地域が良くなることでしょう。

ですから、今回は改革という名前が付いていますが、トップダウンで改革しろよと言われるだ
けではなく、みんなで本当に自分たちの地域の現場に近い職場に何が必要なのかをとことん考え
て、こんなやり方もあるね、という改善をしながら、やりがいのある働き方改革を実現してもら
いたいと思っています。

　⑵　ボトムアップで新しいPlanを生み出す
２番目のテーマは、その改革と改善をうまく両輪で回していますかということです。｢改革」

と名前が付くとやらされ感がありませんか。改革と聞いて、｢うれしい。やりたい」と思う人が
いるでしょうか。｢しんどそう」｢嫌だな」｢今度は何をやったらいいのですか、言ってください。
それだけやっておきますから」みたいな気になりませんか。というのは、改革というのは、機構
や制度、仕組みを変えるというハードの改革だからです。ですから、トップから変えようという
ことを起こさないとできないのです。一方で、｢改善」というのは、職員が現場で仕事をより良
く行うためにすることです。改革で方向を作り、そのための仕組みを変えることです。でも、仕
組みだけを変えても、それをうまく運用できないといけません。だから、ハードの改革に対して
ソフトの運用改善を付けてしっかりとこなすことができるようにして分断させないことが大事で
す。

さらに言えば、もっといいやり方を考えると、改革さえも変えようという動きが起こってきま
す。先ほどの人づくり革命、生産性革命です。｢革命」は、改革を飛び超えたものです。もっと
下からの湧き起こる力で現政権を覆していくぐらいのパワーです。革新よりさらに革命の方が、
内発的な動機を持ったもので、フランス革命のように、ボトムからトップの在り方そのものを変
えていくものを革命と呼びます。改革、改善、革新、革命は変えるレベルの違いとご理解くださ
い。
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トップダウンで始まる働き方改革も、それをやりこなす力、Doする人たちがしっかりやりこ
なすために自己チェックをし、もっとこのやり方がいいよという改善を伴いながら、時には「い
やいやちょっと待ってください。こんな改革では済みませんよ。もっとこんな革新をしましょう
よ」と新しいＰ（Plan）を出していく。これをやりなさいとPlanで言われたやり方をただやるだ
けではなくて、同じやるのだったら、もっとこのようにやり方を変えていきましょうと、トップ
を覆して革命を起こしていく、元々のＰを超えるようなＰ′を生み出していく力が、改善の先に
革新や革命が期待されている時代になりました。

先ほどの話ですが、残業時間をただ圧縮して終わるのではなく、将来は少子高齢化で就労人口
がもっと少なくなるはずです。どんなに人を採用しようと思っても採用できない時代が来ます。
昨日も参謀交流会という場で副市長や行革の長など経営幹部が集まって夜中に話をしていたので
すが、以前は就業支援が必要だった、しかし、今は就業する人はもう満たされている。次に就業
する人がいなくなる時代が来るから、今100人でやっているものを50人でやれるようにしようで
はないか。では50人分をどうするのかと言っても、２倍、３倍働くのは無理だろう。となると、
IT・AIを使って人がいなくても働けるようにしなくてはいけないという話になりました。

｢働く」という字はどう書きますか。人偏に動くと書きますよね。働き方改革というのにも、
実は２種類あるということです。｢動き方」と「働き方」です。トヨタでは働き率を向上すると
いうのですが、動くというロボットでもできるものはできるだけコンパクトにして、作業を極限
まで減らします。でも、その半面、必要なことは人が力を出す。人偏の人が、付加価値を持って、
人間でないとできないことに特化して、そのことに人間が集中して力を発揮して働き率を高める。
ロボットでできる作業を効率化していくのです。だから、減らすということの半面では生産性を
向上するということがあるのです。人間が人間らしく知恵を出して、協力して、人間でないとで
きない仕事を増やしていくということが、もう一方で大事な要素になってきます。

減らすだけではないのです。どれだけ新しい知恵を出せていますか。今まで二人でしていた仕
事を一人でできるようにするために、単純な省力化ではなくて、アイデアを出し、新しい全く違
うやり方を革新や革命で生み出していくことが期待されている時代、人づくり革命、生産性革命
を起こそうという時代になりました。それには、組織の力が必要です。

　⑶　アイデアを吸い上げるオフサイトミーティングの場と連鎖
現場にはアイデアがあるものです。みんなで話すとアイデアは転がって出てきます。でも、そ

のアイデアを受け取る人がいるかどうかが組織力の違いとなってきます。
皆さんも職場で困ることはないですか。｢もっとこうだったらいいのになぁ」｢これをあそこの

部署がやってくれたらいいのに」｢このやり方より、もっといいやり方があったらいいな」｢住民
がもっと協力してくれたらいいのに｣、あんなやり方、こんなやり方、やってみたらいいなとふ
と思うことがあるのではないでしょうか。

でも、もう一方で、｢どうせこんなことを言っても無理だろうな」と諦めてしまうことはない
でしょうか。｢どうせこんなことを言っても、予算がない」｢人がない」｢他の部署が協力してく
れない」｢新しいことをやろうとしても、やり方が分からない」｢協力してくれる人、新しい知恵
が思い浮かばない」と、アイデアは転がっていても、結局は、溝にボチャンと落ちてしまうこと
があるものです。
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そこで、新しいアイデアを受け止める上司が必要となります。今までにはなかったものをやろ
うと思いついた現場のアイデアを受け取るのは上司の役割です。ここがポイントですが、改革、
働き方改革をうまく進めようと思うときに、最初に組織として準備しなければいけないのは上司
の柔軟性なのです。上司が「そんなことを俺に言われても無理だ」と言った途端、そのアイデア
はボツになります。でも、上司が「そんなアイデアを思いついたのか、すごいな。俺もやったこ
とがないけど、どうしたらいいか隣の課長と相談してみよう」｢他の部署に掛け合ってみるよ」
｢他の団体に行って相談してくるよ」と言ってくれれば、仕組みを動かせる人たちが協力して動
かしていくことができるようになります。

上司にしてみれば、最初は自分から卓球のピンポン玉ぐらいの大きさのPlanを投げたつもり
だったのが、｢もっとこんなことができたらな」とドッジボールの球のようなアイデアが飛んで
きたということになります。そのときに、受ける上司のキャッチャーミットの大きさが足りな
かったら、球を受け取れずに終わってしまいます。｢そんなこと、俺はやったことないよ」と断
わることになる。でも、上司と上司が協力して大きなキャッチャーミットを作り、大きなセー
フティネットを張っておいてくれたら、飛び出したアイデアを拾うことができるようになりま
す。一人の上司が受けるミットが小さければ、上司どうしが協力してミットを大きくしておけば、
きっとアイデアはもっともっと生まれてきやすくなるのではないかと思います。

このように上司の頭を柔らかくするためには、上司どうしの協力関係を作るということがもう
一つ必要な課題になってきます。私たちがやっているキャッチャーミットを大きくする方法は、
一人の上司だけではなく、上司どうしが協力する関係を作っていくというプロセスです。

そこで必要になるのが、“気楽に真面目な話をする場”オフサイトミーティングです。職場に
は自分の職場の職務分掌があり、この年次にやらなければいけない目標が決まっていて、限られ
た枠の中で考え、行動しています。だから、いわゆる「会議の場」は、立場・肩書きを背負った
状態で効率的に仕事をこなすためにあるのですが、予定されていないものを思いついたときには、
今の職務分掌、今年度の目標にないものを話すことはにしくい。｢ちょっと余談なんだけど」と
か、｢本当はこれできたらいいよね」などという枠をはみ出したことは話し合いにくいものです。
なので、立場・肩書きをちょっと外して話してみよう、今うまくいかないことも、弱みを見せる
ということができたらいいねということで、話し合いの場づくりにも工夫をしています。肩書き
を外しやすいようにテーブルなしにしたり、いつもと違う会議室ではないところで話したりしま
す。話し合い方を柔らかくしていくことで、発想が柔軟になり、チャレンジ精神も湧き起こす力
が出てきます。

話すときには、今のことだけではなく、将来のことも話せるようにじっくり「よく聴き」合い
ます。今うまくいっていない弱い情報も話します。できたよという手柄話はぜひ会議でどうぞ。
うまくいかなくて困っている話はオフサイトでしましょう。弱い、困っている情報を、信頼関係
を基に、腹を割って安心して話せるようになるために、上司にはもう一つ上の上司の応援を用意
します。最後の最後は首長になるのですが、係の中で話して、｢業務をどうする。ちょっと困っ
たよな。係長、どうしましょうかね」と言われたら、｢課長と相談するよ」と言って、課長と一
緒に話し合います。｢今年のこの事業はちょっと難しいですよね」となったら、課長同士が一緒
に部長を巻き込んで話し合いをします。

今、地域共生社会の実現が言われています。保健福祉を健康福祉の領域だけでカバーすること
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が難しくなってきたから、協働自治で解決しようという話が出てきます。生活保護を受けるよう
になってからではもう遅いので、健全なときからそうならないような地域づくりをして解決しよ
う、共生する地域が必要だということになってきました。厚労省のネタにまちづくりネタが重
なってきたのです。保健福祉課と例えば生活保護課が一緒に部門を越えて話せるようになること
は、部長同士が地域共生社会をどう実現するのかということを戦略として一緒に考え合う話し合
いにつながります。キャッチャーミットも、球が転がったらもう一回り大きいミットが常に用意
されている、組織の中で大きなセーフティネットが用意されていくことにつながらないと、改革
をより革新、革命に変えていくことはできないのです。少し理想的な話をしているかもしれませ
んが、このように話し合い方を変え、話し合いを連鎖して組織の基礎を作っていくことが、働き
方改革をより俊敏に、そして柔軟に実現しやすいものにするためには、より重要となります。

組織にこの素地があるのとないのとでは違います。例えば、私たちはそういう場に「課内オフ
サイトミーティング｣、｢部課長オフサイトミーティング｣、｢戦略オフサイトミーティング」など
と名前を付けて、常にそういう場をつくれるように仕組み化をしています。

例えば、皆さんが働き方改革で、庁内でワーキンググループを作ったとします。アイデアを募
集して、｢テレワークでこんなことができたらいいね」｢高齢者の就業支援でこんなことができた
らいいね」といういろいろなことを、若手はアイデアが豊富なので思いつきます。でも、若手の
チームだけでは多分頓挫するでしょう。それを受けてくれる上の階層にも、先ほどのような柔軟
な話し合いの素地がないといけません。横断ワーキングチームでものを動かすわけではないから
です。若手チームからアイデアを出すことはできるけど、アイデアを実現するのは各職場だから
です。職場の所属長たちがどうそれを引き受けるかというキャッチャーミットも用意しておかな
いと、球だけ一生懸命込めても、壁打ちテニスになって返ってきてしまうのです。ワーキング
チームで提案は作ったけれど、結局あれはやらなかったということになりがちですが、そうなら
ないようにするには、職場の管理職たちの横のネットワークで受け取る網を広げ、どこの部署で
も受けられるような話し合いの場を作っていくというのが、私たちのやっている基盤づくりの三
つ目です。

３．自職場にとっての“いい働き方”とは？

このように役所全体の基盤をつくりつつ、次は、いよいよ皆さんの職場での働き方改革の実践で
す。職場を変えていくために、一度現状を見直してみましょう。働き方改革をすることでどんな職
場にしたいのか、｢いい働き方とはどんな働き方か」について、話したことがありますか。今の働
き方を変えて残業を減らす。では、どれぐらい減らして、どんな仕事にウエイトをかけて、どんな
仕事をもっと良くしたらいいのか。働き方というやり方だけではなく、それをどう実現するのか、
そのために今の仕事とは違う付加価値を付けて仕事をしていくことをどのように方向付けしている
のか。それには個人が能力や意欲を高める必要があるといったことも含まれます。いい仕事、いい
職場、そしていい働き方、いい人材というように、職場全体をトータルで見る目が必要です。

皆さんの職場で、働き方改革をどう実現するかといったとき、働き方だけではなく、それを実現
するためには誰のどんな能力が要るか、その先どんな職場になったらいいのか、そのためにどんな
関わり方が必要か、しっかりと職場全体を見る目を持って臨んでいただくことが、遠回りのようで
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すけれども、実現を早める近道になります。
これは人事評価制度で設定する個人目標だけでは解決できないものです。人事評価制度では個人

の目標しか書きません。職場を良くする働き方には、個人と個人の間にある三遊間のゴロをどう拾
い上げる、個人の目標の外にあるものが必要なのです。個々の人が何をしますか、どの能力を高め
ますかというのは一つの“点”にすぎません。でも、職場は“面”で、そこには、職場全体の働き
方ややり方や関わり方があります。三遊間のゴロになっている、ちょうど真ん中にあるものですか
ら、ここを方向付けできる人がいないと穴が開いてしまいます。これは､“いい職場にする”とい
う組織の目標のもとに、いい働き方の目標があり、働き方改革の実現があるという構図になること
を表しています。それには、｢組織目標」で所属長がまず自分の職場をどんな職場にしたいのかと
いう像をしっかりと描いておくことが重要です。

｢組織目標」では、仕事を良くすることと個人の能力が高くなることの間に、いい働き方、いい
チームワークの作り方、いい仕事のやり方が３点セットになって入っているものを所属長がトータ
ルで用意しておきます。この中に、働き方が入っています。それには、組織目標をしっかりと作っ
ていくことがベースになるのですが、ちょうど三遊間のゴロにあたる部分は、日頃はもやもやして、
よく分からないところで、そこにアイデアが眠っていますから、それらを引き出しながら解決して
いくようにしていくように、私たちはプロセスを作っています。

４．誰が、どうやって変えるのか

　⑴　もやもやを吐き出せる対話の場づくり
いきなり働き方をどう変えるのかではなく、どんな職場にしたいのか、それを実現するために今

何がうまくいっていないのか、なぜそう思うのかということをじっくり話し合っていきます。個
人目標にしていると、みんな頑張っているよねということで問題が見えなくなるので、｢みんな頑
張っているとは思うんだけどさ、みんながやりにくいところはどんなところにあるの？」というよ
うに、自己責任の外にあるネタを話さなければいけません。査定が下がると思ったら嫌でしょう。
だから、個人が頑張っているのか、やり方はどうなのかと個人を追い詰めても、働き方の問題は出
ないので、お互い頑張っているつもりなのだけど、どこか漏れているところはないか、本当は助け
てほしいけれどなぜ助けてくれないのだろうという、間に眠っている問題をうまく話しやすくしな
がら引き出すことが、最初に必要になってくる場です。そうすると大抵は「ああ、そうか。わかっ
ているようでお互いのことをわかっていなかった」ということが出てきます。

　⑵　隠れている課題を発掘する
あの人はどの仕事をしているということはわかっているけれど、本当はもっとこうしたかったと

か、こんなところで困っていたとか、本当に理解をし合うような部分が抜けていて、目の前ことだ
けの話をしていることがよくあります。なので、話し合うときのポイントは、根っこにある働き方
の改革をしようと思う場合、22ページ（テキスト）のマトリックスを使ってほしいと思います。

今すぐに解決すべきこと、今重要なことはもう手が付いているはず、恐らく今年の目標になって
いると思います。でも、今年の目標でもない、私の仕事でもないけれど、何となく気になる。根っ
こで重要だと思いつつ、すぐに解決する課題とはなっていない。結果、誰の責任でもなくて、やり
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そびれていることはないでしょうか。重要なのだけれど急がない、緊急性はないけれど何か気にな
るよねというものを掘っていくと新しい働き方改革の課題と解決した先にある景色が見えてきます。

例えば、三重県で私が最初に手伝った生活部は、別に最初から働き方改革をしようと思って始め
たわけでも、そんなご時世でもありませんでした。生活者起点で新しい政策を開発せよと、まさに
地方創生のような戦略を打っていこうとして作られた部署でした。それでも、職員のみなさんはそ
れぞれの課でいつもどおりの事業がたくさんあるので、｢仕事はやっています」と、誰も問題があ
るとは言い出しません。つまり、地方創生のように、新しく生み出していくものは、過去の中で問
題が見つからないのです。みんなが最初に言った言葉は、｢どうせ僕たちは寄せ集めの部ですから
ね」でした。Ａ課とＢ課とＣ課、例えば青少年の健全育成課、雇用支援課、勤労福祉課、それぞれ
課の仕事があって、その事業を粛々とやっていれば、何も問題は特にない、何をわざわざ変えなけ
ればいけないのですかというのがみんなの最初の言葉でした。

そこで、私は、｢課を寄せ集めて一体何をしたいのでしょうか。何のために生活部はできたので
すか」という質問をしたのです。｢課がそれぞれに足し算をするのではなくて、掛け算をしたとき
に何が期待されているのでしょうか。生活部は何のためにできたのですか」と、部の存在意義を皆
さんに問いました。そうしたら、今まで一緒にいてもそのようなことは話したことがなかったとの
反応が返ってきたのです。

青少年の健全育成課は、私立および県立高校への支援が目的ですが、不登校の子どもたちは学校
に来ない自由人なので対象ではないと言いました。雇用支援課は、失業状態にあって雇用を希望す
る人を支援しているのですが、就業を希望しないニートは対象ではないと言いました。勤労福祉課
は、就業者のケアはするけれど、就業していない人は対象ではないと言いました。それぞれに、自
分たちの課の担当ではないところに地域の問題があるかもしれないけれど、それは自分たちの担当
外のこと、担当業務に関わる県民へのサービスはきちんとやっているから問題はないと言うのです。

でも、３課の課長や職員が一緒に話した結果、｢ちょっと待てよ。将来の三重県にとって大事な
ことは何か。私学や県立高校に助成することも確かに大事だけど、学校に来られなくなって、不登
校になった子はもっと問題じゃないだろうか。コンビニの前でたむろっている子が、もし退学にな
り、そのままニートになって、雇用支援課の対象でもなくなるとしたら、本当にそれでいいのだろ
うか。勤労福祉と言うけどさ、まだ就職していない人はどうなるのか｣、三遊間のゴロ、各ベース
の間をすり抜けたところにこそ、本当に県がやらなければいけない支援策があるのではないのかと
いうことになりました。今はどの課の仕事でもないですが、とても重要だという問題が浮き上がっ
て見えてきたのです。なぜこれまでこの課題に気づかなかったのだろう。それは自分の課の担当で
はなかったからだ。そして、本当に大事なことを話す場がなぜなかったのだろう、生活者起点の行
政は課を超えた部の中にあるということで、｢みんなで一つの生活部をつくろう」｢眠っているとこ
ろにある問題を見つけよう」という取組みを始めました。

課長と課長が連携して、課の間にある、隠れている課題を探そうとした結果、最終的には、学校
に行かなくなった子、ニートになってしまった大人になってからケアするのでは遅く、あんな大人
になりたいな、あんな仕事がしたいなと思ってもらえるように、子どもを育てていくことから必要
だとインターンシップ事業を小学生のころから始めるという事業を立ち上げたのです。それも教育
委員会に押し付けるのではなく、地域で子どもを育てるという事業を起こしていこうと、インター
ンシップを請け負う団体づくりから始めました。今までの考えから見れば、すごく余計な仕事を一
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つ作り出したのです。
最終的に地域がどうなろうとしているのか、そのための行政の役割は何か、どんな仕事の仕方を

することがそこに役立つ手立てになるのかを考えることが、皆さん自身に求められている働き方で
はないですかというのが私からの問題提起です。

生活部では、その後、日頃から課を超えて一緒に考え、取り組めるようにするにはどうしたらい
いかと考え、課の壁を打ち破ろうということで、課がそれぞれ別々の場所にあったのを一箇所に集
め、さらに本当に壁をぶち抜いてワンフロアにしました。ワンフロア化する予算取りをしたのは総
務局の行革担当でした。そして、三重県では、生活部がモデル部署になり、その後震災に耐え得る
ための壁を残して、全フロアで壁をなくしたワンフロアにして、全部署の働き方が変わりました。

さらに、若手がこの議論をしたときに、｢課を超えた仕事を持って帰ったときに、課長はウエル
カムするだろうか。今日の仕事もちゃんとやらずに、余計な仕事を考えるな、と言われるのではな
いか」ということから、さらに案を考えました。課の壁を作っているのは「課長」という職務範囲
を定めた立場があるからだということになり、課長からが変わらなければいけないと、課長制をな
くし、マネージャー制にしました。職務で担当を分けるのではなく、職務に対する責任感を持った
役割にしようということから、こちらも現場の生活部から始め、翌年から全庁の人事制度を変える
という動きにつながりました。

それは、単に部内で課長どうしが話し合う「部課長オフサイトミーティング」があるだけではな
く、部長どうしが話し合う「部長オフサイトミーティング」や「戦略会議」の場があり、生活部で
やった改革課題に全庁でどうやって取り組んでいけばよいのかについても、総務局が入ってコー
ディネートして、全庁の仕組み改革にまでどんどんと拾い上げてくれる連鎖があったことによるの
ではないかと思います。

もう一つ、三重県の税務部門での事例があります。こちらも、地方創生とあまり関係があるよう
な部署ではなく、課税と納税だけを粛々とやればいいところでした。でも、自立した地域になるた
めには、どんな地方創生が必要だろうかというような話を、地方創生のない時代にしました。当時
は目の前の滞納整理率何％アップという目標だけを管理していました。納税課長は普段からその目
標数字を上げることだけを一生懸命やっていましたが、課税は見えるものがあまりないので、人が
どんどん納税課に移されて、課税課はどんどん人が削減されていたのです。

そこで、課税課と納税課が別々に仕事をするのではなくて、トータルで県税にとって何が必要な
のだろうかという話をしたところ、｢税収は地域の基盤を支えている大切な財源だから、それを豊
かにすることが税の使命だ」ということになりました。そして、｢課税額×収納率＝税収」だとい
う計算式を作ったのです。収納率はどんなに高めても90何点何％でほぼ頭打ち状態にある。だから
これを上げたところで、コンマ何％しか上がらない。でも、脱税している人は見えないので、課税
になったものだけを目の前で見ているけれど、脱税している人からの取りそびれが課税額に加われ
ば、トータルの税収は上げられる。この課税の取りそびれが隠れた問題だと言いだしたのです。で
も、自分たちジェネラリストがぐるぐる回っているだけでは、国税のようなプロではないからとて
も脱税を見つけられない。脱税をする方がプロで、課税課の職員の方が素人に近いということから、
脱税を見抜くだけの課税調査能力を身に付けるにはどうしたらいいかという話になってきたのです。

そして、県税事務所の現場でわからないことがあったときに聞ける課税のプロを作ろうというこ
とで、専門職員を作りました。県内には８の県税事務所があり、もし８人のプロがいても、一人ず
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つ県税事務所に張り付くと、力が分散してプロとして生かせないと見込まれました。そこで、本庁
の税務政策課内に６人の課税調査のプロ集団を作り、そのプロが２班に分かれて季節ごとに県税事
務所を渡り歩くというジプシー隊のような勤務体制をとったのです。なかなか考えられない策で
しょう。三重県は広いです。、東紀州、伊勢、松阪、津など中南部と、桑名、四日市、鈴鹿、伊賀
など北部に分かれて季節ごとに渡り歩き、県税事務所で勤務します。県税事務所に行っている間は、
事務所所内の課税の仕事をしながら、県税事務所の職員に自分たちのプロフェッショナリティを３
か月で伝授することもできます。県税事務所の職員の育成にも同時に役立つという構図が出来まし
た。

皆さんの地域を本当に良くするために何が必要かということを話し合った結果、自分たちが仕事
で目指す姿を考え、それを実現するために、どんな仕事の仕方、職務の能力、働き方が必要かとい
うことが決まっていったというのが、私が支援してきた現場の取組みです。

目の前の数字を与えて達成できるのであれば部下がやればいいことです。課長の役割は、それぞ
れの担当だけではできないこと、三遊間のゴロになっている、間に眠っている課題を見つけること
と、課長どうしが話し合って、もしくは部長と一緒に部署の間を取り持って、今目の前にある問題
ではない、遠い将来に必要になるであろう問題をしっかり見据えて今着手する仕事にあります。こ
れは、担当がやり方を変えていく「改善」と、課長が改善の仕方を変えていく「改革」との違いで
す。改革を革新に、そして革命にしていこうと思うのであれば、上司自身が改革をして組織力を上
げていくことが重要です。組織力を上げていくには、個人力を上げるのとは違って、職場と職場の
力をより全庁的なパワーにしていくというさらに経営幹部層との連鎖も必要になります。

職場をマネジメントする課長の役割には、自らが変わるという「リーダーシップ」と、自らが変
わるだけでなく、部下に考えてもらう機会を提供して、部下が主役となって変わろうとするときに、
「よし、何をやりたいのだ。それは大変だな。だったら僕も手伝うよ」と、部下の力を引き出し、
後押しする「スポンサーシップ」があります。このリーダーシップとスポンサーシップが相まった
とき、より大きなチームワークを持った組織に改革を進めていくことができるでしょう。
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１．はじめに

今日は、皆さんの視野を変えたいのです。｢長く働くことはよくない。日本人はよくない」とい
う考え方に、随分染まってきたと思います。しかし、日本人には悪いところも良いところも両方あ
るのだから、良いところは残して悪いところだけ直すことを考えればいいと思います。欧米が全て
正しいわけではない、理想にもなっていないということを、よく分かってほしいのです。

欧州の現状を見ると、日本人ではあり得ないようなサービスのあり方が普通になっています。私
がＪリーグ関係者と視察旅行に行っていたFMさいたまの有名なアナウンサー、大野勢太郎さんが
教えてくれたのですが、フランスかスペインを視察した後、この二国の国境にあるアンドラ公国と
いう小さな国に視行きたいということで、観光バスに乗ったそうです。高速道路が渋滞して、５時
になっても着かないので、バスは下の道に降りました。日本人なら一般道をショートカットして、
何とか早く着いてくれるだろうと思いますが、降りると一番近くにあるバスの車庫に停めて、｢時
間規定が５時なので、皆さん降りてください。あとは勝手に行ってください」と言われたそうです。
これが向こうのサービスなのです。５時に終わるというのは、こういうことなのです。

しかも、欧州ではそれが普通ですから、誰も文句を言いません。文句を言っているのは日本人だ
けです。日本人なら、そんなことはあり得ません。５時が来てもサービス残業して、８時になろう
が、必ずたどり着くというのが当たり前の感覚ですが、向こうは「５時になったら私の仕事は終わ
りです。５時で帰ってください」です。

そうすると、実は生産性が上がります。彼は５時までの給与を確保していて、その給与分の生産
性はこれで担保されてしまっているから、生産性は高いのです。日本人は、８時まで同じ給与で働
きますから、生産性は低くなるのです。さらに、国や社会の生産性を考えてください。乗客たちは
この後、仕方がないので自分でタクシーを頼むか電車に乗りますから、そこでまだ生産が発生しま
す。つまり、いい加減に仕事をすると生産性が上がるということに気付くでしょう。

世の中のアウトプットは、95％ぐらいまでは結構簡単に出ます。最後の５％を、念入りに、念入
りに、念入りに、ミスなくそうと思うと時間が1.2～1.3倍掛かりますが、生産は５％しか上がりま
せん。だから、生産性のレベルがすごく低くなるのです。後で返品すればいい、交換すればいい、
大量生産の欧米系量販店のような形で、返品を幾らでも受け付ける、幾ら交換してもいいという感
じでいい加減な仕事をすれば、ものすごく労働生産性が上がるのです。

私たちはあまりにも緻密な仕事をし過ぎていて、しかも、日本人はサービス精神がありすぎるせ

「自治体職員の働き方改革研究会」研究成果報告会

日時　平成30年１月29日㈪　13：00～17：15
場所　マッセOSAKA　５階大ホール

第１部　基調講義「働き方改革の現実～雇用とキャリアの両面で考える～｣
 講師　海老原 嗣生 氏（株式会社ニッチモ代表取締役）
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いで、お客が神様になっています。しかし、アメリカやフランスではそうではありません。私がフ
ランスに行ったとき、このようなことがありました。電車が止まってしまい、次の駅で降りなけれ
ばいけないことになりました。日本ではそういうとき、電車を降りたら駅員さんが遅延証明や迂回
路の切符を出してくれて、しかも皆さん頭を下げていくのです。その人が悪いわけではないのに、
頭を下げているのです。フランスでは交通約款に入っていますから、｢ここで止まりです。あとは
勝手に行ってください」と、これだけのサービスなのです。彼らはそれで５時に帰るので、生産性
が上がります。遅延証明をしたり、迂回路の手配をしたりしていたら、サービス残業をしなければ
いけません。

私たち、特に自治体の職員さんは、明らかに世界で一番忙しいパブリックサーバントになってい
ることに気付いてほしいのです。公務員では応召義務というのでしょうか、言われたら必ずやらな
ければならない履行義務があるから、非常につらい思いをしています。給与は変わらないのに、安
定しているとか、誰の税金で食っているのだとか言われながら、無理難題をたくさん押し付けられ
るでしょう。これにいちいち応えていることが、一番の残業原因になっています。お客さんは、外
だけではなく中にもいらっしゃって、もっと偉い人、議員、市長などのデモンストレーション行為
に付き合って、全部やらなければなりません。このようなことが積み重なって、とてつもなく長い
時間働かなくてはいけなくなっているわけです。

ある程度以上の、クレームに近いような、やっても生産性が上がらない、文句だけ言われること
などは全部やらなくてもいいのです。フランスやドイツで、公務員の働き方がどのようになってい
るか知っていますか。取材に行くと驚きます。彼らは、週休２日制で土日は完全に休みます。有給
休暇も完全消化します。協定で持っている40日間は、必ず全部使います。残業が９時間たまると代
休を１日くれますから、ほぼゼロにしています。その上、月、火、水、木と働くと、土曜と日曜は
休みなので、もう遊ぶことを考えていますから、金曜の午後の窓口は閑散としています。まともに
仕事をしていないのです。つまり、4.5日しか働いていないのに給料をもらっていますから、生産
性が上がるに決まっているのです。

日本人は生産性を上げるというとき、分子であるアウトプットを増やそうとしますが、アウト
プットはそれほど増えません。逆に分母を減らす、つまりいい加減な仕事をすれば、生産性は高く
なっていくのです。欧州の生産性というのはそういう話で、そのメカニズムを見れば、まねるべき
ところはそんなにないのです。私たちの国は、きちんとバスが着き、きちんと遅延証明がもらえる、
いいサービスをしている国ですから、このレベルを落とすことはできないでしょう。あまりにも言
われすぎて、クレーマーに近いところは外さなければいけませんが、日本のいいところも、しっか
り残さなければいけないのです。

欧州では５時になったら帰ってしまうのが当たり前の形で、仕事の量が増えないようになってい
ます。日本では、サービス残業をしながら、すごい量の仕事をするようになっています。すると、
いつも忙しいので、いつも人手不足です。日本が欧州に比べて遥かに失業率が低いのは、そういう
メカニズムでもあります。この忙しい社会だから、失業率も低くなっているのです。こういうこと
を考えないといけないのです。全部欧州型一辺倒という話は、私は嫌いです。ただ、日本の悪いと
ころは多々あります。そこはしっかり直さなければいけない。愛国主義者とは違います。そこは
しっかり話していきたいのです。

初めにエキセントリックな話をしてしまいましたが、大丈夫です。私は公務員の味方です。
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２．全く時短は進まない

日本では全く時短が進んでいません。資料３で、赤線で示した労働者の平均年間労働時間を見る
と、過去20年間で200時間も下がっています。これを見ると、日本人は20年間でこれほど時短をし
たのかと思うでしょう。ときどきこのデータを使う研究者の方がいますが、このデータはいんちき
です。これは雇用者全員の労働時間ですから、パートタイマーも入っています。パートタイマーの
比率がどんどん増えて、短時間労働者の比率が増えてくれば、総労働時間は減ります。これだけの
話なのです。

右肩上がりになっている青い線が、パートタイマーの比率です。昔は全雇用者の10％しかいませ
んでしたが、2014年には30％まで増えています。今はさらに増えて40％に近くなっています。この
ような状況で平均を取れば、下がるに決まっているというだけの話です。これは、いんちきデータ
です。

パートタイマーを抜いたフルタイマーの労働時間（緑線）は、不況のときは若干下がり、好景気
になると若干上がり、上がったり下がったりしながら、2,000時間±25時間ぐらいのところで20年
間不変なのです。平成元年ぐらいから「時短元年」と言ってずっと騒いできましたが、実際は20年
間不変なのです。これは覚えておいていただきたいと思います。

これをもう少し長期スパンで、過去60年間を見たのが資料４です。青い線が雇用者の総労働時間
です。50年前の1960年には2,426時間、今よりさらに平均500時間長く働いていたのです。そこから
下がっていって、1970年には2,239時間。この辺までは順当な下がり方で、生産性の向上、それこ
そオートメーションなどで下がっていったわけです。

ここから先、2,239時間から約2,100時間まで一気に100時間落ちたのは、週休２日制の浸透によ
るものです。月１回以上週休２日であれば週休２日制と呼べますが、1970年代にはこの週休２日制
が浸透しました。その理由の一つは時短もありましたが、もう一つは成長率の鈍化です。オイル
ショックによって稼働率が随分下がってきました。そのような形で、みんなで休んだ方がいいので
はないかという取り決めをして、週休２日制が浸透し始めます。ここで一気にガクンと減ります。

その後しばらく停滞しますが、1985～1995年の10年間で、またガクンと減ります。このとき減っ
た理由は、完全週休２日制の浸透です。バブルで儲かっていたことに加え、定年退職が55歳から60
歳まで伸びて、余剰人員が非常に増えたこと、この二つの吸収という形で完全週休２日が浸透しま
す。これは国が主導したトップダウン戦略でした。官公庁や巨大産業の親玉が休むので、その関連
会社も休み、という流れで。一番大きかったのは銀行を休ませたことです。銀行が休むと、取引先
もやっていられないということで休むようになります。このような上からの戦略でうまくやりまし
た。当時は景気が良く、金も儲かっている上、労働者も定年延長で増えていました。これが三つ重
なったのでうまくいって、完全週休２日で労働時間が減りました。

この60年間を見て言えることは、最初の1960年代に関しては生産性のアップという個人努力です
が、それ以外は、一斉一律にみんなで休むという施策しかうまくいっていないということです。こ
れは、日本人の教訓として恥ずかしいことです。この延長線上で、今回、安倍首相はいろいろ考え
たのでしょう。天皇陛下の退位が来年４月末になった結果、４月30日、５月１日あたりが休みにな
ると、国家の祝日法によって、挟まれた飛び石休暇が全部休みになりますから、１週間連続の休暇
になります。祝日が一気に３日増えますから、これで約25時間の労働時間が減る。さらに日曜日は
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振替休日になりますが、土曜日の祝日を振替休日にしていくなんて裏技を実現すると３日ぐらい増
えますから、両方を合わせると約50時間労働時間が減ります。やはり一律に休むという方向にする
しかないということで、そちらに舵を切り出しています。プレミアムフライデーも一律の休みです
があまりうまくいかなかったのですが、結局、それも同じ意図でしょう。悲しいかな日本人にはそ
れがぴったりで、それ以外に労働時間を減らす方法が成功してこなかったとも言えます。

では、昨今の時短に有効な施策は何だったか。資料５は、私が委員を務めていた奈良県働き方改
革推進協議会で行ったアンケート調査の結果で、奈良県は労働者が約80万人しかいない中で約１万
人に対面アンケートを採ったので、かなり細かくやったものです。これで見ると、労働時間削減に
大きく寄与しているのは、一つ目が長時間労働者や上司への注意や助言、つまり、自分ではなく上
司が知ってしまい、上司から怒られる。二つ目のIDカードによる労働時間の管理や把握も、人事
や上司が知ってしまい、上司から怒られるというものです。三つ目が強制消灯や退勤時の呼びかけ、
もしくはノー残業デーの実施です。｢はい、時間が来ました。皆さん帰りましょう」というもので
すね。

結局、時短に有効だったものは、上司による指導かみんなで一緒に帰るという施策しかないので
す。これが日本人の特性なのでしょう。個別に自主努力をするという方向は、あまりうまくいって
いない。こういう方向性が何となく見えてくると思います。

日本人の長時間労働と対策の傾向をまとめると、過去50年で３回、時短は成功しています。しか
し、個別的な時短は1960年代の１回だけで、後の２回は週休２日と完全週休２日の浸透がその理由
で、それ以降20年はほぼ時短が進んでいません。三つ目に、昨今の時短策は、上司による指導か一
律退社型のものばかりです。すなわち、日本では個別努力による自主時短は、ほとんどうまくいか
ないということです。それはなぜか。ここのところを考えなければいけません。後半で、それをよ
く見ていきます。

３．日本が長時間労働になる良き理由

日本が長時間労働になる良き理由を考えてみます。その裏にあるのが、欧米の不都合な真実です。
資料８は、日・欧米の労働時間から分かる二つの事実を示しています。フランスでは、フルタイム
ワーカーは年間1,440時間しか働いていません。自営者を除いた雇用者です。ただし、フランスの
場合はデータが少しずるくて、カードルといわれるエリート級の人は全部抜いています。つまり、
超忙しい人たちを除いた、いわゆるワーカーだけの数字になっています。しかし、1,440時間とい
うのは異常に短いです。１年間は52週あるので、丸めて50で割ってみると、１週間当たりの平均労
働時間は28.8時間で、パートタイマー同様の働き方しかしていないのです。彼らは代償的休日があ
るので、残業はほぼゼロ、有給休暇は40日取り放題、夏休みは３週間あります。だから、彼らに対
するマネジメントは「そこそこやって帰って」であり、決して、やる気、モチベーション、スキル
アップなどはあまり期待していません。そのような働き方をしているのが1,440時間の人たちです
から、私たちがこの人たちのようになることは無理です。

向こうのエリートであるカードルは、彼らより500時間ぐらい長く働いていますから、この働き
方は日本人に近いと思います。彼らはエリートで、バリバリ働いて、給与も高いです。出世も日本
よりやや早いぐらいのペースで、結構な額で給与が上がっていきます。だから、フルタイマーと比
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べて500時間も長く働いています。しかし、500時間長くても日本人の平均より短いのです。日本は
フルタイマー全体で2,020時間、フランスのエリートより100時間も長いのです。このフルタイマー
には、エリート以外に非正規のフルタイマーも一般事務職も、定年再雇用組や役職定年の人も入っ
ています。そのような人を入れても、日本人は2,020時間働いているのです。

さらに壮年期総合職男性だけに絞ると2,300時間働いているという推計があります。各省庁の忙
しい方たちも、このぐらいではありませんか。そうすると、フランスのエリートより400時間も長
いのです。フランスのワーカーの人たちより長いのは、働き方も出世も給与も違うので当たり前で
すが、エリートと比べても、日本人は400時間も長いのです。これは少し異常です。これに関して
は、私たちは二つのことを考えねばなりません。一つは、フランスのワーカーよりは働くべき、と
いうこと。二つ目は、フランスのエリートより働くのはおかしい、とうこと。

まず、フランスのフルタイマーのワーカーとの違いを説明します。資料10はフランスの雇用構造
を示したもので、このデータはフランスの賃金構造基本統計調査から取っています。官公庁の方に
は、ぜひこのような給与体系になっているのだということを浸透させてほしいのです。世の中では
よく、フランスは裕福で、夕食後に８時からオペラを観に行ったりして、夜間でもう一度ビジネス
がある、そのようなすごいサービスをしていると言われますが、それはカードルだけの話で、全体
の15％ぐらいしかいません。カードルになるには、大学を出てもなかなか入れなくて、大学院やグ
ランゼコールというところを出ていないと駄目です。

大卒の６割ぐらいは、中間的職務という層に入ります。この人たちは20代後半で年収は約３万
ユーロ（約390万円）と、それほど高くありません。日本人の大卒と同じぐらいでしょう。50歳で
も約３万8,000ユーロで、４万ユーロに満たないのです。30年間働いて、年収400万円から500万円
になるだけです。課長補佐か係長あたりで終わりです。彼らのレベルでは、そこまでしか行けませ
ん。

しかし、その中間職に入れる人もまた約20％で、圧倒的多数の65％は有資格労働者といわれる層
です。フランスでは、何の仕事をするにも資格が必要で、銀行の事務員や窓口の人たちも全部資格
を取って働いています。大卒でも３～４割はこの層です。この人たちの給与は、20代後半で２万
5,000ユーロ（約325万円)、50歳まで働いても２万8,900ユーロ（約350万円）です。これは男性で
す。50歳の男性で、子どもがいて年収350万円というのが圧倒的多数なのです。このような働き方
をしています。

30年も働いて給与が上がらないのは、同じ資格で同じ仕事をしているからです。同一労働・同一
賃金だからです。向こうでは同一労働・同一賃金は差別の撤廃や底上げというより、統治者の論理
として使っています。グランゼコールを出た人は、出てきたときに４万3,000ユーロもらっていま
す。有資格労働者は、30年勤めて３万ユーロしかもらっていません。なぜ、このようなことが起き
るのでしょうか。出てきた瞬間に倍近い金をもらうのは、仕事が違うからです。同一労働なら給料
はずっと一緒で、仕事が違えば給料は違って当たり前です。こんな仕組みになっているのです。

考えてみると、給料が上がる人たちは、日本ほどではありませんがある程度の長時間労働、年間
1,900時間、ワーカーと比べて500時間も長く働いています。そして、給料が上がらない人たちは労
働時間が非常に短く、残業など一切しません。このように、メカニズムが二つに分かれているので
す。日本では、仕事は徐々に難しくなっていき、新しい仕事も任されて、職域が増えていくような
働き方をしています。他方、フランスの有資格労働者は一生、同一労働・同一資格・同一賃金で働
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いている。この違いに気付いてほしいのです。
一方で、カードルの人たちは給与がぐんぐん上がります。この人たちは、経営者になっていく人

ですが、大学やグランゼコールを出たときに、最初から経営者などできるわけがないので、入った
ときは易しい仕事をしています。易しい仕事をやりながら、徐々に難しく、背伸びをさせられます。
例えば、オーストラリアに赴任する。オーストラリアなら英語圏ですから慣れていますが、次はア
ジアへと少し難しくなってきます。アジアの後は中国、やはり中国が一番マネジメントは難しいの
です。このように、少し仕事ができるようになるともっと上の仕事、もっと上の仕事と任されるわ
けです。すると、慣れなくて、努力して、あくせくしていますから、労働時間がずっと増えるわけ
です。

同一労働、同一資格で、資格を取って、一生その仕事をしているなら、給与は上がりませんし、
何の成長もなく、何の難しいこともありません。そのような人たちは、さっさと帰っていきます。
この二つに分かれているということに気付いてほしいのです。

このデータを見せると、大抵の人たちが日本人の感覚で言うのは、入ったときは下の方の層でも、
しばらくすると上に移って、最後はみんなカードルに行くのだろうと。下の層に滞留した人はそう
いう給与体系になるけれど、滞留せずに上の層に上がっていくのだろうと、皆さん言われるのです。
日本人は入ったときはみんな平社員ですが、しばらくすると係長になり、課長になり、みんな上
がっていきますから、そのように移行すると思っているのです。それは日本人の幸せな働き方です。
「王侯将相いずくんぞ種あらんや」という感じで、頑張った人は誰でも上にいけるという仕組みは、
日本ならではです。

資料11を見てください。年齢層別の各階層の割合です。カードルの人たちは30代前半までは増え
ます。編入もありますし、大学院やグランゼコールを出て少し遊学していると30歳に間に合わない
人もいるので、増えるのです。しかし、30代後半以降は変わりません。中間的職務も、資格労働者
も無資格労働者も変わりません。日本のように40代から急激に伸びる仕組みではなく、40歳でも50
歳でも、18％、20％、残りが60％になっています。このような働き方をしている人たちと、私たち
とは違うということに気付いてほしいのです。

フランスでは、資格を持っていない労働者は２万5000ユーロ（約300万円）ももらえず、資格を
持っている人たちはせいぜい３万ユーロ（約360万円）です。中間職の人たちは４万ユーロ（約480
万円）に届きません。そして、グランゼコールを出たカードルの人たちはそれ以上です。このよう
に厳然とした階級区分があって、階級区分を行ったり来たりは、なかなかできないのです。

大学は無料なので、いくらでも大学に入り直せばいいと思うかもしれません。中間的職務までは
行こうと思えば行けますが、これも、なかなか行けない理由があるのです。向こうはジョブ型労働
なので、入ったときから、未経験者だから簡単な仕事ということではなく、その職務をやらなけれ
ばいけないのです。従って、大学時代に見習い訓練やインターンシップを受けなければいけないの
ですが、その時点で30歳や35歳の人はなかなか受け入れてもらえません。すると、ある年齢になる
と中間的職務にもなかなか行けなくなります。そのような仕組みで閉ざされた階級社会になってい
て、疲弊感が生まれています。だから最近、ネオナチ的な政党や移民排除の政党の候補者が大統領
まで行きそうになったり、イギリスがブレグジットしたり、そんなことが起きています。50％近く
がそういう党に投票してしまうのは、移民と仕事を取り合っている人たちが非常に多いからだと言
われますが、そういう層は全体の１割ぐらいです。そうではなく、ホワイトカラーの中流層がかな
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り傷んできているのです。
さらに言うと、職業は全て資格でできていて、しかも、その資格には学歴が含まれます。例えば、

この資格は専門・短大卒以上、ここからは大学卒以上、ここからは院卒・グランゼコール以上とい
うように、学歴プラス資格という形で結びついてきます。これをディプロムといいます。このよう
な制度でできていますから、資格を取ってしまうと、横にも縦にも行けなくなってしまいます。だ
から彼らは「籠の鳥の労働者」と自嘲するわけです。僕たちは右にも横にも上にも行けない、籠の
中で飼われていると言うのです。その代わり、籠の中の彼らが疲弊感を持ったり、反抗的になった
りしないように、ワークライフバランスを充実させるというようなトレンドでできています。それ
が1,400時間労働者というものなのです。私たちは、これをまねする必要はありません。

もう少し言っておきます。大学や専門学校で、このようなことを全部勉強するのが旨になってい
ます。例えば日本では、経理で入ると最初は入出金事務をやらされます。しかし、それをあっとい
う間に通り過ぎて、今度は決算をやらされます。その後、管理会計や資金繰りをやって、管理職に
なっていきます。キャリアを上に登っていくのです。なぜ日本人は、資格やスキルで採用しないの
でしょうか。例えば簿記２級を持っていても、入出金管理をするのは20代前半だけなのです。この
資格を持っているからといって、一生これをやるわけではなく、将来は決算のリードができて、さ
らに資金繰りや会計などもできて、管理職になっていってくれるような素養のある人の方が欲しい
わけです。いくら入り口で簿記ができても、私たちのキャリアでは、それは一瞬で通り過ぎていっ
てしまうわけです。

欧州では、入ったときの仕事がずっと続きます。それも、学校で習ってきて、その裏打ちがある
ような仕事です。経理事務をやるなら経理事務の資格、財務会計をやるなら財務会計の資格、管理
会計をするなら管理会計の資格、経営管理をするならグランゼコール、このような形で、出てきた
ところによって、ずっと同じ仕事をやっていきますから、入り口の資格を取るわけです。給与体系
も、日本は上がりますが、欧州は横ばいです。

さらに、資格には全て学歴が紐付いています。経理事務をやるならSTSやIUTという高専レベル
の資格、管理会計や財務会計なら大学でその勉強をして中間職になります。経営管理をやるなら、
グランゼコールや院に行って、経営管理の職務を勉強してきてカードルになります。このような形
ですから、日本とは明らかに違います。欧州では、スキルは学歴だと思っているのです。自分は課
長止まりで管理職に行けないとなると、大学院に入り直すしかありませんから、生涯学習が盛んに
なります。大学院に行かないと、これ以上の出世ができないので、社会人の途中で大学に入り直し
ます。

これに対して教育学や社会学の人は、大学と職業が近くていい、職業をやりながら何度も大学に
行けていいと言いますが、向こうの人に言わせれば、出なければ上に行けないから、仕方なく行っ
ているのです。彼らの中ではそれが常識になっていますから、大学院に行った人は仕事ができるか
ら、出世して当たり前だというのです。しかし、大学院を出たからといって、仕事ができるわけで
はありません。なぜ課長や部長になるために、大学院を出なければいけないのでしょうか。それで
何が使えるのでしょうか。

私は実際の教育プログラムをよく知っていますから、どれが使えるのか教えてほしいと言います。
すると彼らは、総合的なものの見方を勉強するのであって、スキルではないと言うのです。総合的
なものの見方なら、専門が違ってもいいではないですか。文学でも何でも、総合的なものの見方が
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できて、どうせ使わないなら、どの科目でもいいではないかと言うと、いやいや、専門を持ってい
なければ駄目だと言うのです。この繰り返しで終わるのです。彼らの中では半分以上、スキル＝テ
クニック＝学歴になっているのです。これが常識になってしまっています。これはとても寂しいこ
とです。

私は11月にドイツに行って、ケルンで取材していました。ケルン大聖堂が見えるきれいなところ
で、イケメンのカップルに話を聞きました。彼は34歳で、大学院を出て出版系の結構いいポジショ
ンにいます。彼女は30歳で、職業大学の建築を出た後にインテリアコーディネーターをやっていま
す。私は印刷出版系が長くて話は大体分かるので、彼女の話を主流に聞きたかったのですが、イン
タビューをしていると、彼がやたらと入ってくるのです。｢僕は彼女に聞いているから」と言うと、
彼の言葉に通訳は日本経験も長いので、｢ドイツでは常識だけど、日本人にこれを言って大丈夫か
な」と、苦々しい顔をするのです。それに対して僕が「今、何と言ったのですか」と聞くと、通訳
が苦々しい顔をして「彼女は職業大学しか出ていないから、あまりものを知らないし、話すのがへ
たくそだから、僕が代わりに話すと言っています」と言うのです。付き合っている彼女に、お前は
学歴が悪いから話がへたくそだろうなどと言ったら、日本では怒られます。しかし向こうでは、学
歴が低いのはできなくて当たり前という感覚ですから、平気でそのようなことを言ってしまうので
す。

日本にも、世界から外れた常識はたくさんあります。例えば野田政権のときに、野田さんがこの
ような話をしました。｢これからは家事育児をしながらでも、女性が活躍できる社会を目指す。家
事育児と仕事は両立できる、女性が苦しまない社会を目指す」と言うのです。これは、世界から見
ればばかみたいな話です。なぜ、家事育児を男がしないのか。男もしながら仕事に差し障りがない
ようにするのが当たり前だと、世界的には言われてしまいます。日本人は、家事育児は女性がやる
ものだと思っていますから、野田さんがいいことを言っているように聞こえるのですが、世界から
見たらおかしいのです。それと同じ状況が、ここで起きているわけです。

このカップルがもう一つすごかったのは、言葉は悪いのですが、1,400時間の労働者というのは、
私たちとは全く違う考え方をしています。インテリアコーディネーターなら、仕事＝金だと言うの
です。私たちからすると、インテリアコーディネーターなら、例えば素晴らしい滝の照明を芸術家
と一緒にやったと言えば、その後、いい仕事が来る可能性があるでしょう。目の前の給料が安くて
も、いい仕事のプロジェクトに入って、残業もして頑張って名前を出した方が、絶対にいいでしょ
う。私がそのように質問すると、彼女と僕の間で話がつながらなくなるのです。そうすると、また
彼が入ってきて「僕は大学院を出ているけれど、彼女は職業大学しか出ていないから、どんなにあ
がいても、あなたや僕らの給料にはなれないんだよ」と言うのです。それを付き合っている彼女の
前で、平気な顔をして言うわけです。これが階級社会の中で行われていることであり、欧州の現実
です。

ジョブ型雇用で仕事が決められて、仕事をすればああとは自由という働き方が非常に取りざたさ
れますが、それには良い面もあれば悪い面もあります。日本のようにブラックな環境にならないの
はいいですが、ポストを越えて隣の仕事を覚えられません。例えば経理で入ると、最初は債権管理
などで取立てをやるわけです。逆に言うと、取立てから職域を広げるためには、財務のファイリン
グや仕分けをやっていかないと、経理としていっぱしにならないのですが、横の仕事が降ってきま
せんから、債権管理で入ってしまったら、一生、債権管理なのです。



「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

178 おおさか市町村職員研修研究センター

上の仕事も降ってきません。日本人は、２年目や３年目なら後輩の教育をしろと言われますが、
欧州ではそれはサブリーダーがやる仕事ですから、スタッフには振られません。下の者を教えるな
どということはないわけです。あるいは、日本では決算のときに「みんなのまとめ役をやっておい
て」などと振られることがありますが、欧州ではそれもサブリーダーがやりますから振られません。
このように、横の仕事も上の仕事も来ませんから、籠の鳥労働者になっていってしまいます。だか
ら、給料は上がりませんが、その代わりワークライフバランスは充実しています。このような形で、
ジョブ型というのは隣と隣との敷居があまりにも高いので、上にも横にも行けなくなってくるわけ
です。

ところが日本の場合、文学部や法学部を出て経理の「け」の字も、経営の「け」の字も分からな
い人間が経理部門に配属され、それでもできそうな仕事はあるだろうということで、口座の出金管
理や債権管理はできるだろう、財務関係でもファイリングはできるだろう、管理会計なら進行表の
数字を入れるだけならできるだろうという感じで、全部やらされるわけです。進行表の数字を入れ
ると、朝礼のときに数字が出てきて、その話を聞いていると進行率が見えてきます。ファイリング
をしていると、勘定科目がファイリング別になっていますから分かってきます。このようなときに
簿記３級などを取ると財務会計に行けるといった形で、横に行けるようになるわけです。

つまり日本人は、仕事をしていて慣れてくると、少し難しい仕事に替えられるわけです。そして、
その仕事をしばらくしていると、また難しい仕事に替えられるのです。日本人が大学を出たときと
同じ仕事をずっとしていたら、｢お前、○歳にもなって、まだ新人と同じ仕事をしているのか。こ
のアホ、給料泥棒」と言われてしまいます。だから、随時難しくなるような仕組みに足を掛けて、
仕方なく登っていくのです。だから日本人は、いつも忙しいのです。上に登るキャリアというのは、
忙しくなって当たり前です。それが途切れたら、階段は登れなくなります。このような必然があり
ます。

欧米ではマニュアルシフトギアのようなもので変速比が大きくて、なかなか隣に移れませんが、
日本はベルト型の無段変速で、小さな階段を少しずつ登っていきますから、文学部や法学部を出た
人たちが、いつの間にか決算までできてしまうのです。銀行も、メーカーも、商社も、百貨店も、
回転寿司も、みんな給与はアップし、仕事は難しくなります。この階段についてこられない人間は
採りません。日本でここから先が悲惨で、ついてこられない人間は非正規で、向こうの無資格労働
者より給与が安くなっています。その上、労働時間は1,900時間ぐらいで、フルタイマーと変わら
ず働かされます。向こうは1,400時間で約350万円もらえますが、こちらは1,900時間働いて250万円
ですから、板子一枚下は地獄というのが日本の問題です。ここは直さなければいけませんが、階級
社会ではなく、みんなが登って来られるところが、日本の良いところです。登ってくるのがいいと
賛成する人たちは、頑張らなくてはいけません。このような話になってくるわけです。

資料22は、日本の大卒正社員の給与体系です。年齢とともに仕事は難しくなり、給与が上がって
きます。これを見ると、大企業と中小企業で約４割の給与差があります。従業員９人以下の零細企
業はもっと差がありますが、大卒ではここの人数はすごく少ないので、ここは外して考えます。た
だ、大企業と中小企業を比べても、規模によって給与が随分違うように見えます。しかし、これを
フランスのグラデーションと比べてほしいのです。入ったときは、みんな無資格労働者か資格労働
者ぐらいの給料ですが、早々に中間的職務並みの給与に達し、どんな規模の企業に入ろうが、最終
的には全員カードルソーンまで行ってしまうのです。つまり、日本人の給与体系では、みんなが頑
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張ってカードルになる、みんなが階段を登るという社会です。これを壊すのはもったいないです。
これを壊して階層型社会で、軋轢を生むような社会にするより、このままでもいいのではないで
しょうか。ただし、これに乗れなかった人たちが無資格労働者以下になっているところは、労働法
制を何とかしなければいけないところだと思います。このように考えていきたいのです。

先ほどから何度も言っていますが、日本は無限定階段を登り、欧米はジョブ型雇用で登れないの
で、同じ仕事をストップモーションで繰り返します。しかし、その結果、習熟で労働時間は減少し、
時短になります。倦怠感で長時間労働は無理ですから、ワークライフバランスを充実させます。こ
のような感じのトレードオフが成り立っています。日本の場合は、慣れると次々に難しい仕事が与
えられ、昇給と職務難易度がどんどんアップします。慣れない仕事の連続のため、長時間労働に
なっていきます。ここまでは、日本の仕方のないところです。

いつでも難しい仕事が、年齢に応じて次々に出るから、何歳になっても早く帰れません。この働
き方も良い面はあります。しかし、昔と違ってもう成り立ちません。昔は夫の給与だけで食べてい
けるので、妻は家でケアワークをするという性別役割分担で、それが差別かどうかという話はあり
ますが、表面上は何とか成り立っていました。ところが今、夫の給与だけではとても食べていけま
せん。その上に、労働人口が足りなくて、女性に働いてもらわないと社会が成り立ちません。この
ような中で女性も働くようになりました。さらに、それでも労働者が足りないので、高齢者まで働
いてもらわないといけません。定年再雇用となり、さらに、それが再々延長となりそうで、みんな
60代後半で自主的に働いています。

４．働き方改革の社会的背景

このような社会になったとき、高齢者も女性も本人も働いている中で、ケアワークは誰がやるの
か。育児や介護をどうするのか。そういう問題が、日本の社会の中に起きています。だから、無限
定階段はいいけれど、長時間労働を少し緩和しない限り社会は成り立ちません。これが、働き方改
革のミソだと思います。例えば、多様な働き方というのは小泉さんのときからやっています。その
前にも働き方改革は、平成元年から「時短元年」と言われてやっています。ずっとやっているので
すが、なぜ今、これほど結実しつつあるのかという社会的背景も、少しお話ししておきます。

まず私たちの世代、40代後半以上の方のころは、女性が社会で働く口が本当になかったのです。
私たちのころ、すごく優秀で頭のいい女性たちは親から四年制大学に行ったら就職できないから、
短大に行った方がいいと言われていました。女の人が働けるところは、事務職ぐらいしかなかった
からです。それで、私より頭のいい女性たちが短大に行ってしまったのです。これが社会の中でい
ろいろなことを起こすわけです。

例えば、男は学歴で女性に負けない、男は女より上という意識の一因にもなっていたわけです。
考えてください。関東で言えば、津田塾や東京女子大の偏差値は早稲田や慶應と同じぐらいでした。
女性がそこしか行けないから高くなるのです。短大では、青山短大や立教短大は、青山四大や立教
四大より偏差値が上だったのです。甲南大学より甲南女子大の方が偏差値が上だったのです。女性
は短大に行くしかないので、短大の偏差値が異常に高い。男より頭の良い人が短大に行っていたの
で、男は負けなしの社会だったのです。だから家事育児もやらなかったのです。

ところが、バブルが崩壊すると、企業というのは勝手なものですから、最初に新卒雇用をやめた
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のは一般職、事務職の女性でした。すると突然、短大を出たら就職がないというふうに変わってし
まったのです。これは、いつまでたっても改善されません。高景気になって、金融不況の前に少し
改善するかと思ったら、しません。なぜかというと、このころ男女雇用機会均等法裁判がかなり
あったからです。野村證券などが裁判で負け、実際には雇用管理の問題ですが、一般職を雇うとま
ずいことになるかもしれないと不安になったので、社外の人に代えてしまおうと考え、派遣に代え
ていったわけです。このようにして、一般職の正社員が壊滅的になくなってしまったわけです。

その結果、女性たちが四大に行くようになりました。今、早稲田や慶應でも女性が４割です。本
気でやれば、男女で頭の差などないので同じように入ってきます。1996年に、四大と短大の進学率
が初めて逆転します。それまでは、四大に行っている女性は14～15％しかいませんでした。しかも
10％ぐらいは女子大でしたから、産業に資するような工学部や経済学部を出ている女性は極めて少
なかったのです。ところが1996年に比率が逆転し、その人たちが卒業する2000年からは、女性がも
のすごくいい大学を出てくるようになったのです。そのころから、企業が学歴採用で早稲田や慶應
から採ろうと思ったら女性を避けて通れなくなり、大企業の総合職に女性が少しずつ増えてきたわ
けです。

そして2010年、2015年になると、彼女らが係長や総合職になってきます。採用後10年は、大企業
では冷や飯食いで、雑巾掛けですが、32～33歳になるといろいろなコネクションができ、人事で採
用のリーダーなどをやっているわけです。すごく稼いでくれる人材になったときに、いきなり「家
事育児をやるから退職します」と言われたら、企業はもちません。だから、2012年、2013年ごろか
ら、企業は「どうしよう、どうしよう」と浮き足立つわけです。私は『女子のキャリア』という本
を2011年に刊行し、そこそこベストセラーになったのですが、上野千鶴子さんと対談して、上野さ
んは企業が変わるときは「来ない」と言い、私は「来る」と言って対談を終えました。しかし、私
は来たと思っています。

今、安倍政権が働き方改革という問題に対して、すごくうまくいっている、すごく順調に来てい
るのは、時宜を得ているからです。企業はもはや女性を手放せなくなっています。そして女性活躍
推進で、例えば管理職目標もしくは役員目標など、自主的なものでも定めています。それでもまだ
女性は少ないのですが、どんどん上げています。賃金構造統計調査を見ると、大企業の女性係長職
比率は約２割になりました。これは素晴らしいことです。２割といえば少数ではありませんから、
女性も肩肘張らずに生きていけるようになったと思うのです。係長はみんな課長になるのですから、
あと５年すれば新任課長職も女性が２割になるはずです。企業は今、課長を優先していますから、
新任に関しては女性が３割以上を占めるようになってきているのです。ただ、課長は50～55歳まで
いますから、新任が３割でも、まだまだ比率は低いのです。

今、男性たちはかなり疲弊しています。民間企業では、同じ調子で同じパフォーマンスなら、女
性の方が先に課長になります。男性は、なかなかポストにありつけません。かなり虐げられている
ところがあるのです。彼らの中では笑い話のように「出世するためにはスカートを履くしかない」
というような話をしているのです。ただ、女性に対するひがみはそれほどありません。なぜなら、
彼らは男でも結構虐げられた世代で、まずは年代でそれを事前体験、予行演習しているからです。
自分より10歳年上の人は全員課長になれたのに、自分の年代はなれない。あの年代に生まれた人は、
同性でも「男はずるい」と思っていたわけです。一度、体験していますから、女性に対するやっか
みもそれほどないのです。
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だいぶ良い移行期が来たと思います。５年前は「女性活用」などと言っていたのです。牛や馬で
はないのに、そんな言葉を昔は使っていたのです。今は「女性活躍」で、女性が活躍しなければな
らない状況になってきました。では、家事育児は誰がやるのか。このような状況になってきたから、
働き方改革で時短しなければいけないのです。日本型の無限階段はいいけれど、向こうのエリー
トより働きすぎているのはおかしいのです。エリートなら向こうでも無限階段ですが、向こうは
1,900時間で済んでいます。そうすると、この300～400時間の差は何とか埋めていかなければいけ
ません。これが今の主題です。このように本気で考えなければいけないときに、欧州のワーカーの
話を持ち出す人たちがいますが、それは置いておいてほしいのです。それとは全然違う話なのです。
われわれは、この無限階段を維持しながら、どうしていくのかを真剣に考えないといけないと思う
のです。

日本の長時間労働と対策の傾向をまとめると、決められた仕事を淡々とやる形の欧州では、仕事
は難しくならず、役職も上がらず、給与も上がらない代わりに短時間労働です。日本は、仕事はで
きそうなものから任され、慣れるとどんどん中身を難しく変えられます。その結果、役職も給与も
上がりますが、いつも職務難易度が上がるため、長時間労働です。この、誰もが階段を上る日本型
社会には、欧州型長短時間労働は成り立ちません。しかし、日本型の超長時間労働も、そろそろ考
えなければいけないのではないでしょうか。

５．唯々諾々型の労働について考える

ここからが後半の話です。日本はなぜ長時間労働になるかというと、上司とお客さんから言われ
たことを、唯々諾々に労働しなければいけない環境にあるからです。日本をフランスのフルタイム
ワーカーの人たちと一緒にする話は空想的な話ですが、エリートの人たちより働いているのはおか
しいでしょう。平均で見ても100時間、壮年期総合職男性では400時間も長いなどというのは言語道
断ですから、直さなければいけません。なぜ、このような問題が起きるか、ここを考えなければい
けないのです。

一つ目に、ネットニュースなどでは、長く働くのは残業代が欲しいからだというようなデータが
非常に多いです。しかし、サービス残業をしている人の割合を見ると、大企業の非管理職という一
番雇用管理の厳しいところでも、33％がサービス残業をしていると言っています。管理職になれば、
もらっている給料より働いているという人たちが圧倒的多数です。これだけサービス残業が多い中
で、残業代目的で働いているというのは違うでしょう。残業代をもらわなくても、これだけ働いて
いるのです。エグゼンプション法制に関しても、このようなデータを見ながら、しっかり考えてい
かなければいけません。今、既に管理職は全員エグゼプションで残業代をもらえず、それでも長時
間労働をしているのですから、エグゼンプションにしたら早く帰れるなどということはありません。

では、サービス残業の理由は何かというと、一つは定額支給でそれ以上もらえないからです。管
理職や場内みなし労働時間制が非常に多く、所定の時間内にするよう指示されている、予算の制約
で一定時間までしか出ないなどです。上司が嫌な顔をするからだとか、自分の勉強のためという自
主目的はほとんどありません。要するに、企業が残業を付けてはいけないと言っているのでサービ
ス残業になるという、当たり前の話です。違法状態がルールとして定着していて、お咎めがないと
いうのが日本の現状です。
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もう一つ、残業が多い理由としてよく言われるのが、査定で評価を上げたい、周囲が残業して
いるので帰りづらいなどです。しかし、この調査は昔から連綿とやっていますが、この率は低い
のです。残業している理由は、当然ですが、仕事量が多いことと人手不足が圧倒的に多いのです。
これは、非常によく言われます。私が「プライムニュース」に出て残業の問題で討論をしたとき、
ファックスやメールがすごく来るのです。日本の識者の中で、日本は会議が多い、お付き合い残業
が多いなどと言う人がいるのです。それに対して、｢何を言っているのだ、仕事が多くて終わらな
いから帰れないだけだ」と、クレームがすごく来るのです。世の中で仕事が多くて人手不足だから、
長く働くのは当然です。査定で評価を上げたい、周囲が残業しているので帰りづらいなどというの
は都市伝説です。

もう一つ、昔は窓際族で、40代ですごく早く帰って暇にしていて、ワークライフバランスが充実
していた管理職がいたという話がります。今、男女の労働時間を見ると、管理職の方が長いです。
200時間を越える超長時間労働の割合を見ると、男も女も管理職の方が高いです。今は、おじさん
の方が長く働いています。なぜなら、企業も苦しいので、残業代を出さなくて済む人たちを長く働
かせます。出世の口がどんどん減っていますから、管理職でいるために、上の人たちは働かなくて
はいけません。そのため、管理職の方が長く働いています。よく日本で言われていることは、かな
り都市伝説化しているのです。

では、どういう人が残業しているのかという調査結果を見ると、意外に思うかもしれませんが、
｢責任感が強い」｢高い評価を受けてきた」｢てきぱきと仕事をしている」といった人たちは労働時
間が短い。つまり、仕事のできる人たちは、早く帰っています。残っているのは、｢自己管理能力
が高い」｢出世志向が強い」｢上司が帰るまで帰宅しない」など、先ほど言った都市伝説の人たちで
す。この人たちは確かに労働時間が長くなっていますが、全体に占める割合は少ないのです。一番
労働時間が多くなっているのは、｢仕事を頼まれると断れない」という人たちです。言われたこと
を唯々諾々とやる人たちが、残業多になっています。言われたらやらざるを得ず、まじめで頑張り
やさんの人たちは、当然、労働時間が長くなります。そうではなく、リーダーシップを持ち、やる
気のあるような人たちは、結構早く帰っているという状況です。

日本人の残業の傾向は、一つ目に、多くの人が給与以上に働いている、サービス残業していると
感じています。つまり、エグゼンプションをやったとしても、残業は減らないでしょう。二つ目に、
世にいうお付き合いや要らない会議での残業は少なく、本当の理由は仕事が多い、人手が足りない
ことです。三つ目に、上司や顧客に言われたことを、黙々とやるタイプに残業が多いという話です。
まじめで頑張りやさんが、労働時間が長くなってしまうという話です。

６．欧州エリート層と比べても日本が長時間労働な理由

まじめで頑張りやさんがなぜ長時間労働しているのか。労働時間の問題となると、会社・組織と
本人、使用者と労働者のように、労使の話に矮小化しがちですが、本当は社会の問題なのではない
でしょうか。そこにはクライアント（お客さん）もいますし、社会全体の慣習もあり、このような
ものが全部日本人の目を曇らせて、要らない400時間の労働をさせているのではありませんか。欧
州と比べてワーカーよりも長い400時間は当たり前ですが、エリートよりさらに長い400時間越えは、
労使の問題に矮小化してはいけないのではないでしょうか。
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日本では「おもてなし」という名の過剰サービスが、ありすぎる気がしませんか。例えば、ビジ
ネスレターの時候の挨拶だけで４行ぐらい取れませんか。メールを書くときも億劫だと思うのは、
最初の４行ぐらい、要らない挨拶を書かなければいけないからです。ところが欧米、特にアメリカ
のメールはすごいです。宛名の後にすぐ要件があって、｢y/n」を選べば終わるようなメールを平
気で出せます。日本人は、｢先日お会いしたときに、こういうことがあって、非常に楽しかったで
す。勉強になりました。さて｣、この最初の４行を書くのが非常に大変で、それがなければメール
を書く時間も３分の１ぐらいで済むと思うのです。

皆さんには関係ありませんが、大阪の駅で場内アナウンスを聞いてみてください。上野駅では
「何番線から何番線に何が入って、何番線から何番線にどこ行きの何が来ます。乗り換えにご注意
ください」などという話をずっとしていますが、あれを聞いても、自分がどれに乗るのか分かりま
せん。要らないでしょう。駅のアナウンスでひどいと思うのは、｢雨の日なので、傘の忘れ物に注
意してください」と言うのですが、降りた後に言われても仕方がありません。｢駆け込み乗車はお
やめください」というのもよく言いますが、言ったからといって、本当に駆け込み乗車をやめます
か。欧米の駅のアナウンスはすごく静かです。要らないからです。過剰サービスではありませんか。

小さな会議でも、今はパワーポイントの資料をきれいに印刷して用意します。これは本当に必要
ですか。例えばトリンプ元社長の吉越浩一郎さんは、基本は手書きで、ホワイトボードに板書させ
ると言っています。各種挨拶状や御礼状も、非常に多いです。それから、賀詞交換会などの懇親会
も、非常に多いです。民間で営業をしていると、｢近くに来ましたので」と言って訪問しなければ
いけません。売れもしないのにです。それから「上司を連れてきます」と言って対応しますが、連
れてこられた上司は世間話をするだけなのです。これは、上司と自分で二重に時間を取っているの
です。こういう習慣は、欧米にはありません。しかし、日本ではこれが普通で、大切な仕事だと
思っています。無駄な仕事をなくせといったときに、これが無駄だと言う人が誰もいないのです。
そうではなく、本当につまらないような仕事をなくせと言っているのです。こちらの方が、よほど
時間を取っているのに、みんな大切だと思っているのです。

私は官公庁の人とよく仕事をしますが、まず私の事務所にご挨拶に来ます。必要ないと思うので
す。事務所に来た後に、今度は事前説明にいらっしゃいます。これも必要ないと思います。来るの
だったら１人でいいと思います。大体２～３人、多いと４人ぐらいで、挨拶と事前準備に来ます。
これはメールと電話で十分です。さらに言うと、終わった後にまとめがあって、また来ていただき
ます。これも必要ないです。それに平均2.5人来ますから、３回で7.5人使っているのです。これが
習慣で必ずやりますが、なくていいと思っている識者は多いと思います。こんなことをやっている
のは日本だけです。こういう話を考えてほしいのです。日本型労働は、おもてなししすぎているの
です。

もう一つ、高品質と過剰サービスをはき違えているのではないか。欧米では、不良品は返品すれ
ばいいという考えなので、不良品率は10％です。IKEAやGAPはだから成り立つのです。あれだけ
の大量生産・大量販売で、ロスが多い社会で、日本のように返品率を１％以下にしようとたら成り
立たないわけです。返品すればいいとなると非常に楽で、労働時間が短くて済みます。９割の物を
作る労働時間は比較的短く、１割の裏付けで２～３割の労働時間が掛かっていると思うのです。し
かしアウトプットは、たった９％しか増えていないのです。これが10％と１％ならまだいいですが、
１％と0.1％だとすると、アウトプットが0.9％しか伸びないところに、１割ぐらいの労働時間をつ
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ぎ込んでいると思うのです。このようなことをしていると、労働時間は長くなります。
それから、アメリカでもヨーロッパでも、マルシェでは曲がった野菜を同じ値段で売っています

が、日本では許されません。結果、農家の方が袋わけしたり何かしたりして労働時間を延ばしてい
るのです。

あるいは、DHLの方とサノフィ株式会社（フランスの製薬会社）の人と話していたとき、サノ
フィの方から日本は厳しすぎると言われました。フランスでは、箱が汚れていても文句は言われま
せん。中の薬が出てしまったり、中の薬が折れていたりしたらクレームになりますが、そうでなけ
れば文句を言われません。日本は外箱が汚れているだけでクレームで交換なのです。するとDHL
の人が、外箱ならいいが、日本ではそれを入れるダンボール箱さえも汚れていたら怒られると言い
ました。向こうでは、厄介でうるさい、かなり厳しいことを言うクライアントのときに、DHLの
人たちは「今回はジャパニーズグレードで送っておいてくれ」と言うそうです。それぐらい、うる
さくて細かいのが日本人だという言われ方をするのですが、必要ないことをやっているわけです。

また、カルビーの松本さんと「プライムニュース」で対談したとき、調べてみたら、ポテトチッ
プスだけで１年間に40種類も出しているのです。ハンバーガー味、もも味、バナナ味、トムヤムク
ン味、韓国のり風など、毎週のように出ているのです。しかし、売上は増えていないのです。毎週
のように出ては消えていき、来年は残っていません。日本は花火のような文化なのです。売上も増
えないのになぜやっているかというと商習慣で、それを消費者が喜んでくれ、問屋さんが喜んでく
れるので、やらざるを得ないのです。これでは、商品開発担当者も、広報担当者も、営業マンもす
ごいパワーが入ります。その結果、カルビーも湖池屋も、売上に対する営業利益率は欧米の半分で
す。こんなことをしているから、これだけ頑張っているのに、半分になってしまっているのです。
それに対して、向こうはプリングルスもキットカットも、120年間同じ商品一本です。キットカッ
トも、風味を変えて何百種類も出ているのは日本だけです。これは日本だけの特殊性です。日本は
「おもてなし」のし過ぎだということに気付いてほしいのです。

昨今、地方行政マンは「何でもやる課」などといって、ものすごくサービス競争をやっていらっ
しゃいます。どこへ行っても、民生関連にすごく力を入れてくださっているのは、うれしいことで
すが、かわいそうな気がします。例えば、結婚相談所のような結婚課などを持っている市役所もあ
りますし、まちおこしで町並にお金に配って集客しているところも多いです。そんなことまでやっ
てくださっているパブリックサーバントは日本だけです。あまりにもサービスレベルが高すぎて、
それを当たり前と思ってしまっているのです。

そして、クレームが多発しているのも日本だけのことです。フランスでは、地下鉄が停まっても
「そのままです。さようなら。約款に書いてあります」で終わりなのです。この間比較したのです
が、日本でクレームになるレベル、電話では済まされず訪問して報告と謝罪をしなければいけない
レベルのことも、欧米では全くクレームになりません。もう少し上の上司同伴で謝罪に行かなけれ
ばならないレベルのことも、欧米では全くクレームにならないのです。レベル３の書面での正式謝
罪をする程度になって初めて、電話での報告と謝罪をします。レベル４になると、日本では値引き
や特別対応が必要になり、向こうでも値引き・特別対応をします。要するに、値引きもしないなら
謝られても仕方がない、値引きもしないのに上司が来られても困るというのが向こうの感覚なので
す。さらにレベル５になると、日本では役職者（役員や部長クラス）レベルでの交渉になりますが、
向こうでは訴訟になります。ここの差です。日本では、ここまで丁寧に重ねてくるから訴訟になら



第３編　講演録

第
３
編

185おおさか市町村職員研修研究センター

ないのです。そのための保険行為として、これだけの労働が発生しますが、向こうは最後は訴訟に
なりますから、ここまでの一切は省いています。このような社会を、どう思いますか。考えていか
なければいけません。

日本では、あまりにも顧客が強すぎるのではないでしょうか。サービスレベルが高すぎること
を、当たり前に感じすぎているのではありませんか。｢申しわけございません」と日本は謝ります
が、向こうでは「customer fi re」というのがあるそうです。｢金は返す、二度と来るな」と言うの
です。本当かうそか分かりませんが、ある識者に聞いた話では、向こうでは食品の場合、マーマ
レードに青虫なら1,000ビンに１ビン混入しても仕方がないといった取り決めがあるようです。な
ぜそれを決めたかというと、食品業界でマーマレードを作っている会社が共闘して、｢そんなにう
るさいことを言うなら、もう作りません。困るのは皆さんでしょう。知りませんよ」と言い、輸入
業者も「そんなに細かいことを言うなら輸入しません」と大同団結して、customer fi reをしたらし
いのです。その結果、このようになっているのです。向こうではサービス合理性があるから、短く
て済んでいるのだと思います。

もう一つ、日本では「お客様は神様」ですが、もう一つ「上司は神様」という話が普通にありま
す。上司は絶対権力を持っているので、｢金曜までにレポートをやってこい」｢週末に緊急会議を開
くぞ」｢担当企業にアンケート実施だ」｢来週末は研修をやるぞ｣、このような話を当意即妙に決め
られてしまうわけです。本人は残業や休出も仕方がないと思うわけです。欧米で「５時から業績不
振者は会議に出てもらう」という話をすると、｢そんなのおかしいでしょう。業績不振は経営者が
考えることでしょう。５時からは別料金ですよ」という話です。

その結果、日本のシステム業界などでは非常にありますが、プロジェクトリーダーがお客様に
「明日までにやれ。どうなってるんだ」と文句を言われてくると、部下に対して「徹夜でやれ。何
とか仕上げろ」と言います。これに対して末端の社員は、サービス残業で帳尻を合わせるのです。
これは、地方行政府でも同じ構図になっていませんか。お客様のところを誰に変えるかは、考えて
ください。

アメリカで「明日までにこれをやれ」と言うと、どの企業も「追加料金を頂戴」と言い、抜け駆
けする企業はありませんから、クライアントは追加料金を払わなければなりません。職務は全て契
約ベースになっています。そして「サービス残業で賄うから、料金内でやってくれ」と言うと、部
下から訴えられるという訴訟リスクが歯止めになっています。特にアメリカはこの部分が担保され
ていますので、集団訴訟が非常に楽です。一人が集団訴訟を起こしたら、労働長官の判子一つでみ
んな勝ったことになりますから、一人の違法残業が認められたら、一気に何千人分も払わなければ
ならなくなります。怖くてたまらないから、違法残業などさせられないようにできています。日本
の場合、ここがまだ甘いので、違法残業があっても、大した金を払わずに済むのです。

結局、無駄なことをなくせと言っても、無駄なことだと思っていないので、なくならないのです。
大切に思うことを捨てられるかどうかが、時短の決め手になってきます。例えば、おもてなしとい
う無駄です。ビジネスレターの時候の挨拶、駅の構内アナウンス、小会議でのパワーポイント資料、
各種挨拶状・御礼状、賀詞交換会など、本当は要らないのです。出たからといって売上が増えるわ
けではありません。近くに来ました型の訪問も、上司を連れてきますという対応も要りません。

あるいは、上司は神様だという意識。担当企業にアンケートを実施するのは、マーケティング部
がやることで営業部は関係ありません。金曜までにレポートを書いて来い、週末に緊急会議を開く、
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来週末は研修だ、これは許されないことです。それから、お客様は神様だという意識。ちょっと顔
を出せ、とにかく謝りに来い、季節ごとに新製品を作れ、明日までに持ってこいなどという話は、
なくなるわけです。競合との過当競争も、サービス残業で何とかなると言って、私たちはしのいで
いるわけです。こうしたことを考えなければいけないと気付いてほしいと思います。

７．長時間の労働慣習を生む社会習慣

今日、私として非常に忸怩たる思いがあるのは、このようにすればすぐ解決しますという話では
なく、視点の整理や新たな視点の提示ぐらいで終わってしまっていることです。

最後にもう一度、こんがらかることを言いたいと思います。結局、労働慣習というのは労使の問
題だけではなく、社会に根付いているのです。皆さんは全員が階段を登る、全員がエリートでいら
れる社会に住んでいますが、これも社会との関係です。そして、クレームが多くてハイサービスを
しますが、その分、自分がサービス受給者になった場合に良いサービスを受けます。このような関
係で成り立っているから、相手に対しても厳しいサービスを追及してしまうのです。どこかで輪が
つながっていることに気付いてほしいのです。このようなせせこましい社会で、みんな忙しいから、
求人が多くなって、失業率が低くなっています。これも一つのメリットです。

さらに言うと、私の師であり、労働政策研究・研修機構（JILPT）の所長である濱口桂一郎先生
から聞いた話ですが、アメリカのように集団訴訟が非常に簡単で、みなし罰金もかなり高く、それ
が何万人にも適用されるような社会なら、力と力の関係であまり残業させないようになっていくの
で、そういう法制を作れば、いいのではないか。そうでないと、例えば労働基準局をものすごく充
実させるのは、人も時間も金も要りますから無理です。欧州のようにギルド社会に根ざした職業労
働組合を作るのは、日本ではいまさら無理です。アメリカ型の労働法変更が、一番いいのではない
でしょうか。法律による訴訟体制が非常にいいのではないかと、濱口さんに話したことがあります。

そのとき濱口さんは、それは一見安上がりで簡単に見えるが、一番金が掛かる社会だと言いまし
た。そのような社会になれば、労働者はいつ訴訟を起こそうかと虎視眈々としながら働かなくなり、
企業側はそのためのフェールセーフ機構として弁護士を雇い、何重にもリスク管理をしてお金が掛
かるから、結局、一番金が掛かる社会になってしまうということです。日本は、何だかんだ言って
も、とてつもなく安上がりな社会なのだということを忘れてはいけないとも言われました。

結局、働き方というのは全てが絡み合って、難しい社会としてできているのです。最後にまたこ
んがらがる話ですが、ぜひ、そのような視点を持っていただきたいと思います。しかし、人口構成
と社会の変化の中で、400時間分は減らさなければいけません。そのようなところを落としどころ
にしてはいかがかと思います。私の話は以上ですが、10分ほど質問時間を設けたいと思います。

質疑応答

（Ｑ１）　私も官公めいているかもしれませんが、最後に日本人が大切に思うことを捨てられるかど
うかとおっしゃいました。確かに日本はやたらとサービスが過剰だということは私も感じますが、そ
れを捨てる勇気はなかなか出ないと思うのです。それは、われわれのような地方公共団体だけではな
く、企業もそうではないかと思うのですが、どこが始めたら他が引っ張られていくのか、先生はどの
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ようにお考えでしょうか。

（海老原）　ありがとうございます。素晴らしい質問です。企業も官公庁も一緒です。お客様と上司
という二つの神様がいて、お客様をコントロールすることはなかなかできません。しかし、上司はコ
ントロールできるので、まず社内の方から変えるべきです。社内でも悪慣習はたくさんあります。例
えば上司の上司から、昨日まで言ってきたことと違う方向で「全部書き直せ」と平気で言う人がいま
す。こういうことはなくす。社内は、変えようと思えば変えられます。あるいは虚儀虚礼を廃止し、
社内のメールには挨拶の３行は要らないということに変えるべきです。社内の賀詞交換会も、社内の
年賀状も必要ありませんから、虚儀虚礼は廃止できます。社内は変えるべきなのです。
　その際に最もやるべきことは、部下からはできませんから、上司の上司は、中間管理職になる人を
取り締まるように見て、中間管理職が部下を苦しめていることが、間接的に分かったら取り締まるの
です。それによって生産性が上り、部下が早く帰れるようになったことを、上司の上司のポイントに
加算するようにするべきです。このようにして、部長は課長が下に言うことを見て、課長が無理難題
を言うのをなくしていけば、それが部長のポイントになるのです。役員は部長を見て、局長は部長を
見て、部長が課長たちを苦しめているのを見たときに、それは必要ないと言って時間を減らしたら、
それは局長のポイントになります。上は１個下の部下を取り締まって、その下が楽になるような社内
政治をするようにすべきなのです。
　そのようなことは多いです。こんな会議は必要ないと上の人が言えば、課長はやめるのです。例え
ば部長が「なぜこんな会議にいちいちパワーポイントを作らせているんだ」｢コピーなんて必要ない
でしょう。これを見れば十分でしょう」と部長が言って、課長にやめさせれば、それは減るのです。
そして、減らした部長が評価されるようになればいいのです。上が真ん中を取り締まるという仕組み
を作ればいいと思います。

（Ｑ２）　今の話のつながりで言うと、民間企業では消費者、自治体では住民になると思いますが、
対こちらを変えていくのは、現状では良い手段がないように思ったのですが、かなり難しいところで
しょうか。

（海老原）　私は、あると思います。橋下さんにしろ今の知事にしろ、昔よりかなりいいサービスを
している分、今度はサービス縮減しても、住民からは受け入れられていますよね。相当いいサービス
をして、無駄なサービスをなくすときに「いいサービスをしているんだから」と、胸を張って言うこ
とができると思うのです。同じことを民間でも、ときどき言います。例えばクラシコムでは残業は一
切しません。残業しそうなときにクライアントが言ってくると、取引しないと言うのです。彼らの
サービスはむちゃくちゃいいので、取引をなくされたら困ってしまうので、お客さんの方が「ごめん
なさい。もう文句は言いません」と謝ってくるそうです。社会はそうなっていて、本当にいいサービ
スを出せば、文句を言われなくなるのです。
　例えば２軒のラーメン屋があり、一つはピカピカで､すごくきれいです。会計はレジまで来て全部
やってくれます。座るとすぐ水と箸が出てきて、食べ終わった後に深々と頭を下げて、｢またいらっ
しゃってください」と、お見送りまでしてくれるという店です。もう１店は、入った瞬間に「食券
買ってね。水はそこにあるから、自分で取ってね。レンゲも上にあるやつ取ってね。箸も自分で取っ
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てね。食ったら早く出てってね」と言い、床は汚れていますし、出て行った後に頭も下げない、｢ま
た来てね」も言わない、この二つの店は、どちらが繁盛すると思いますか。

（Ｑ２）　一概にどちらかは言えず、その人が何を求めているかによると思います。

（海老原）　そうですね。でも、これを言えば答えは簡単です。前者はすごくまずいラーメン屋、後
者はよくテレビに出てくる、うるさく厄介なおやじですが、強烈においしいラーメン屋です。どちら
が並んでいると思いますか。テレビに出てくるのは、後者の方ばかりです。前者で、幾ら頭を下げて
きれいにしていても、まずいラーメンを作っていたら、人は入らないわけです。もし、おいしいラー
メンを作れば、そんなサービスは一切要りません。ラーメン屋として成功している事例では、このよ
うなのは幾らでもあるわけです。本当は、おいしいラーメンを作ることが一番大切なことで、頭を
深々と下げることも、床をきれいに磨くことも、必要ないのではないですか。よろしいでしょうか。

（Ｑ３）　私はラオスで働いていた経験があり、最初のお話では共感できる部分が多かったのですが、
日本に帰ってきて、非常にルールが多いと感じました。明文化されている以上に、ルールがルールを
生んで、その上にしがらみが絡みついて、いろいろなルール、規則、決まりに縛られているように感
じています。それについて研究会で話していても、メンバー自身が感じていないことが多く、その
ルールに縛られて上司の問題や働き方の問題が出てきていると思います。難しいと思いますが、それ
を解きほぐす処方箋のようなものは何かお考えですか。

（海老原）　一概に、そこを解きほぐすべきかどうか分かりません。要らないルールで細かく決めら
れていることに則って覚えれば、未経験の人や習熟度の低い人たちも、考えもせずに、職人芸的に何
となくうまくなってくるのです。これはこれで、あるのかなと思うのです。おっしゃるとおり、タイ
やラオスの現地工場に行くと、みんな苦労します。ところが、技能実習生として日本で５年働いた人
たち、日本の社会の虚儀虚礼虚飾の中で縛られながら少しずつステップアップして、もっと高みに上
らなければいけないとか、いろいろな習熟ポイントを体の中に詰め込んだ人間が、向こうに戻って水
先案内人をやると、とてもいいパターンになるといいますから、何とも言えないのです。無駄だと
思っているものが、案外、会社の仕組みを育てているのかもしれないとも思います

（Ｑ４）　最後におっしゃっていたcustomer fi reの話に、すごく共感するところがあります。無理難
題を要求してくるお客様も、市役所にはたくさんいらっしゃいますが、中には「税金返すから来ない
でくれ」と思うような人もいます。しかし、それを言ってしまうと、全体のサービスとしてのバラン
スが取れなくなってしまい、よくないと思っています。これからの働き方改革の中で、税金を返すと
までは言いませんが、無理難題を要求してくる人に対してここまでしかできないということと、逆に
税金をきちんと払ってくださる方は、あまり市役所の世話にならないという側面があるのですが、む
しろそちらの満足度を上げていきたいと思っているところがあり、そのようなところに対して、何か
ヒントを頂きたいと思います。

（海老原）　後半はおっしゃるとおりです。｢お前の給料は誰が払ってると思ってるんだ」と言う人
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は、ほとんど払っていません。払っている人は、そんなことを言わないのです。その前に、もう一つ
できることを、最近、テレビで随分やっていませんか。ある議員があまり横暴なことをしたので、彼
らに対して行政側がcustomer fi reしたケースが、随分とテレビで取りざたされています。録音までつ
けてテレビに出たら、みんながこちらの味方をしてくれています。あれなどは第一歩ではありません
か。できるところから、やっていけばどうですか。おっしゃるとおり二つ神様がいて、一つは住民で、
もう一つの神様は言わずもがなと思っています。そちらの方から、やってみたらどうですか。
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「研究員所感」

 茨木市 　今　井　伸　明　

およそ１年前、｢もう少し前向きに仕事に取り組めるようになれたらいいな」といった漠然とした
動機で研究会に申し込みました。当初は、働き方改革とはいかに労働時間を短縮していくのかに関す
る方法論程度に考えていました。しかし、研究会で学んでいく中で、働き方改革とは、単なる時間短
縮の方法論にとどまらず、一人ひとりが「働きやすさ」と「働きがい」をいかに実現するかという、
もっと大きなテーマであると知らされました。

指導助言者である高嶋先生から様々な視点を提供いただき、また、他の研究員のメンバーと意見を
交わすことで、自分の働き方をもう一度見つめる貴重な機会となりました。研究会はいったん終了し
ますが、今後も取組を続けていければと思います。そして、職場にも内容を還元していきたいと思い
ます。

約１年にわたりお世話になりました高嶋先生、事務局の方々、一緒に学んだ研究員、そして毎回快
く研修に送り出していただいた職場の皆様、どうもありがとうございました。

私が考える働き方改革

「私たち一人ひとりが、自分の働き方について

　　　　　　　　　もう一度見つめる絶好の機会」
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「研究会を通じて」

 茨木市 　前　西　靖　啓　

まず、はじめに指導助言者である高嶋氏、マッセOSAKAの事務局の方々、それに研究員の皆さん
にこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。研究会という楽しくもあり、苦し
くもある場で最後までやり遂げることができたのは本当に皆さんの支えがあったからだと思います。
本当にありがとうございました。そして、特に私のいろいろなわがままに常に耳を傾けてくれたＤ班
の研究員には、言葉では言い表せないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。素晴らしい研究員に恵ま
れました。

私がこの研究会に参加した理由は、ラオスに約２年間赴任した経験から感じる日本とラオスの働き
方の違いでした。帰国当初感じていた違いは、日本で生活し、働くことで少しずつ薄れていきました
が、この研究会を通じて、改めてその違いに気づかされました。その気づきを与えてくれたのは、高
嶋先生の言葉でした。先生は、｢誰々がどう言っている」ではなく「私はどうしたいのか」とよく
仰っておられました。先生の言葉は、主体的に考える重要性を改めて気づかしてくれました。働き方
についてもどうあるべきかではなく「私」がどういう働き方を望んでいるのか常に意識し、どうあり
たいのか考える貴重な時間でした。

最後になりましたが、研究会の参加を快く承諾してくれた所属先の方々に感謝を申し上げます。あ
りがとうございました。

私が考える働き方改革

日本の働き方“変”

自分の生き方“変”える

自分の意識を“変”える

自分の見方を“変”える

みんなの働き方“変”える
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「研究会を終えて思うこと」

 吹田市 　田　中　友　梨　

私は地方自治体職員として７年目を迎え、自らの働き方を客観的な視点から今一度問い直したいと
思い、研究会への参加を決めました。効率的に業務を遂行するためには適材適所の人員配置が重要だ
と考え「キャリア自律」のテーマに手を挙げたわけですが、研究が深まるにつれて「多様な人材が生
きる」ということを強く意識するようになりました。

私は視覚障害があり、入庁当時は業務内容も非常に限られたものであったため、自己効力間を感じ
られずにいました。周囲の理解を得て業務内容の幅が広がっても、また次に配置換えがあったらどう
なるのだろうという漠然とした不安感は常にありました。そんな中、研究会で訪れたリクルートホー
ルディングスで、どうしても聞いてみたくなり、障がい者の雇用形態について質問しました。あの突
然の衝動は、おそらく７年間自問自答してきた何かが不意に顕在化したものだったのでしょう。視
察から帰った後、グループのメンバーの一人から、｢当事者である田中さんが考えるキャリア自立は、
主体的で意欲的で、決して甘えではない誇らしい働き方だと思う。そして、田中さんが気持ちよく働
け、評価され、収入を得られる職場は、障がいのない方も気持ちよく働ける環境になると思う｡」と
言葉をいただきました。私が働き方改革について研究することは、自身の働き方について見つめなお
すだけでなく、同じような立場や思いの方が働きやすい環境を作ることに繋がると知りました。それ
は、自身の日々の業務へのモチベーションや自信にもなり、今改めて研究会に参加してよかったと感
じています。

私が考える働き方改革

「変」

組織レベルでも個人レベルでも現状に満足せず

変わり続けることが働き方改革において　　　

大切なことだと思います。　　　　　　　　　
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「自治体職員の働き方改革研究会での研究を振り返って」

 吹田市 　麻　田　英　俊　

働き方改革というネーミングは、労働者の働き方が何か改革されることを予見することができるが、
その目的や実現するための手段については非常に不明確であり、本研究会における研究を振り返って
みても、幾度も行き詰まることがあった。現状では、働き方改革は時短と同義と捉えられてしまって
おり、官民問わず、長時間労働を是正することのみに主眼が置かれているが、時間外労働の短縮を命
ずる行為は、労働者の働き方を規制している点から言えば、時間外労働を命ずる行為と性質的には何
ら変わらず、働かせ改革となっている状況がある。また、働き方改革は本来、ワーク・ライフ・バラ
ンス（以下、｢WLB」とする｡)、キャリア自律、モチベーションといった幅広い分野に及ぶものであ
り、労働者の働きがいを追求するような改革が求められる。

このような働き方改革に関する基礎的な知識を育むことができたのは、ひとえに、本研究会の指導
助言者である高嶋直人先生のご指導の賜物であると言える。先生の働き方改革に関する知見は、公務
組織のみならず、民間企業や海外の働き方にも及ぶものであり、私たちが地方自治体で勤務している
だけでは決して知ることができるものではなく、本研究会に出席するたびにとても感銘を受けたとこ
ろである。これまで熱心にご指導をいただいたことに深く感謝を申し上げたい。

本研究会では４種類の働き方改革のメニューについて研究を深めるため、研究員が四つの班に分か
れることになり、私はWLB班に所属した。本班のメンバーの５名は所属する自治体や室課も様々で
あったが、力を合わせて研究に取り組むことができたと考える。研究の中では、先進自治体の視察を
実施し、奈良県生駒市、佐賀県、福岡県北九州市を訪れ、イクボス宣言、副業、テレワーク等を含む
WLBに関する先進的な取組を学ぶことができた。印象的だったのは、どの自治体の職員も気持ちよ
く対応していただき、働き方改革が進んでいる自治体は、風通しのよい組織風土が形成され、職員が
活き活きとしていることを改めて実感したところである。また、どの取組も一朝一夕に実現したもの
はなく、地道に何年も取り組むことで実現していた。結果をすぐに求めるのではなく、組織風土が変
わるような取組を継続することがとても重要であることを認識したところである。どの自治体の取組
もWLBの実現に大きく寄与するものであり、本班が作成した研究成果報告書においても、視察内容
を参考にし、内容の充実を図ることができたと考える。

最後に、私自身の研究を振り返ってみると、本業が多忙なため、研究に時間を割くことが難しい時
期があったが、充実した研究を行うことができたと考える。今後、本研究会で学んだことを活かし、
私自身の働き方を見直すことや、所属する部署の中で意識改革を行うなど、できることから実践した
いと考える。また、私は本班のリーダーという大役を仰せつかったにもかかわらず、その役割を十分
に果たすことができなかったが、本班のメンバーはそれぞれの役割を十分に果たしてくれた。心から
敬意を表するとともに、感謝を申し上げたい。

私が考える働き方改革

「個人を尊重した組織づくり」
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「自治体職員の働き方改革研究会で得たこと」

 摂津市 　大　谷　健　吾　

自治体職員の働き方改革研究会（以下「研究会」という｡）では、高嶋先生の指導のもと先進自治
体へ視察に行くことができ、貴重な経験をさせていただきました。基調講演として、元吉先生や海老
原先生の講演を聴くことができ、非常に勉強になりました。

また、他市の研究員同士で意見を交換することにより、研究会以外のことについても情報交換する
ことができたため、とても刺激を受けることができました。

私は、Ｂ班「テーマ：ワーク・ライフ・バランス」に所属しており、先進自治体の視察では、奈良
県生駒市、佐賀県、福岡県北九州市に行き、現場で活躍されている自治体職員の生の声を聴くことが
できました。実際に視察先で対応いただきました自治体職員は大変活き活きとされており、魅力ある
自治体であると感じました。制度を作ってすぐに職員の行動に結びつけようとしても、やらされ感だ
けでは失敗に終わってしまいます。職員の意識改革や組織風土を変えることが非常に重要であること
を学びました。

さらに、１年間の集大成として、マッセOSAKAの大ホールでＢ班の研究成果報告の発表を行い、
普段できない貴重な経験をさせていただき、一つ成長できたと実感しております。

最後になりましたが、働き方改革について指導いただきました高嶋先生、マッセOSAKAの皆様、
研究員の皆様、研究会に快く送り出していただきました摂津市総務部防災管財課古賀課長をはじめ課
員の皆様に感謝申し上げます。これからも働き方改革について自分なりに研究していくとともに、研
究会で得た知識や考え方を摂津市の働き方改革に活かしていきたいです。

私が考える働き方改革

全員が当事者意識を持ち、

多様な働き方を許容することにより、

働き方を自由に選択することができる

「働きやすい職場」にしていくこと。
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「心にゆとりある働き方をするために」

 高槻市 　大　藤　かおり　

｢自治体職員の働き方改革研究会」に参加させていただくにあたり、いままで心に秘めていた気
持ちを声に出してよいかもしれない、という期待が心に浮かんだ。それは、｢もっと休暇をとりた
い！」という気持ちだ。みんなが忙しく仕事をし、かつ、子育てを頑張っている同僚がいる中で、単
身者の私が体調不良や家族の事情、冠婚葬祭などの「やむを得ない事情」以外の理由で有休を申請す
ることは気がとがめた。

なぜ有休を取得しにくいのだろうか。｢なんとなく」職場に漂っている（ように感じる）有休取得
への後ろめたさの原因を知りたい、という思いも１つの動機として本研究会に参加した。

本研究会では研究テーマが４つに分かれたが、どのグループも「働き方の多様性を認めることが大
切」という結論に至った点は大変興味深かった。育児や介護などの事情を抱える以外の職員も働き方
改革の対象であり、全職員が対象となるような働き方改革をする必要がある、と言及されたことも嬉
しかった。

住民に求められるサービスは年々大きなものになっている一方で、職員は減らされている。少ない
職員が協力して業務を進めるためには効率化は必須であり、効率化することで職員の仕事も生活も時
間的、精神的余裕が生まれるはずだ。

この１年間、働き方の研究を行ってきたが、新たに気づいたことは、働き方を考えることは人生を
考えることと同義である、ということである。職員全員が、働き方改革を「自分ごと」ととらえ、そ
れぞれが考える「どのように働きたいのか、どのように生きたいのか」を実現できるような思い切っ
た改革をする必要がある。そのための改革は「やってはいけない」ことを増やすのではなく、働き方
の選択肢を増やすような「してもいい」ことを増やすものでなければならない。今後も働き続ける中
で、上司や同僚はもちろん、自分自身も働きやすいと感じる職場を協力して作っていければと思う。

私が考える働き方改革

誰かの生き方も、

自分の生き方も

尊重するための改革
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「私が考える働き方改革」

 高槻市 　小　川　道　子　

私が本研究会に参加したきっかけは、単に時間外労働を減らすこと＝働き方改革になっているかの
ような現状に疑問を抱いており、自身の仕事に対して、やらされ感なく前向きな気持ちでコミットで
き、かつ仕事が楽しくなるような方法を探すのも働き方改革ではないかと考えたからである。

研究する中で、日本は働くことの中で「忖度」が重要な要素となっているのだと改めて実感した。
仕事の範囲も成果も責任も、忖度のみをベースとした働き方は、急激に変化する社会においては、非
効率かもしれない。そのため、多様な能力・背景を持つ人たちが、それぞれの仕事の範囲において、
主体的に能力を発揮できるようになれば自ずと組織全体の労働生産性は高まるのではないかと思う。

本研究会では、本当にたくさんの方にお世話になった。鋭い視点での問題提起や、的確で愛のある
助言をしてくださった高嶋直人先生、発表の寸前まで様々な配慮をしてくださった中堂氏を始めマッ
セOSAKAの皆様、そして、沢山の刺激をくださった研究員の皆様、特に、｢モチベーション」とい
う壮大なテーマで一緒に研究してくださったD班の皆様、本当にありがとうございました。

私が考える働き方改革

「不機嫌な職場を、ご機嫌な職場にする」

やらされ感があり、自分の意見が言える雰囲気ではない職場ではなく、

一人ひとりがお互いを尊重し、のびのびと職務に取り組める職場にする

ことが、私にとっての働き方改革である。
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「『自治体職員の働き方改革研究会』に参加して」

 豊中市 　竹　中　匡　人　

この度、｢自治体職員の働き方改革研究会」において、約一年間という長きに渡り、調査・研究に
取り組んできた。簡単ではあるが、私の所感を述べさせていただきたい。

私は「ワークライフバランス」をテーマとする班で研究・調査を行った。当初は、働き方改革に直
結したイメージを持っていたため、研究しやすいテーマであると考えていたが、実際は、職員個々が
求める仕事と生活の理想形がそれぞれ異なることから、何をどうすれば全ての職員にとって働きやす
い職場になるのか、メンバー間で意見を交わし、模索する日々が続いた。

最終的に導いた結論は、成果報告書にもある通り、管理職の意識改革が必要であると共に、絶対的
な特効薬はなく、どのような手段や施策を講じても、組織内に浸透し、効果が出るには相当な時間が
必要であるということである。そして、私も含めた全ての職員が今すぐ実践できることは、職員個々
の仕事に対する価値観や仕事以外の生活環境の違いを認識した上で、その個人の生き方を尊重し、理
解しようと努めることであると考える。その姿勢が周りの職員に浸透し、結果的に相互理解が進むこ
とで、自分自身にとっても働きやすい職場になるのではないだろうか。

一見些細と思われるこうした職員一人一人の気持ちの変化が、組織の変革に繋がる発端になるとい
う認識を持つことが大切であり、私もこのような姿勢を持って、日々の業務に取り組んでいきたいと
考えている。

この度の研究会に参加できたことで、私は、自分自身の仕事に対しての考え方・取り組み方を改め
て見直すことに繋がり、視野を広げることができたと思っている。約一年間に渡り、丁寧かつ熱心に
指導いただいた高嶋先生、快く視察を受け入れて下さった奈良県生駒市・佐賀県・福岡県北九州市の
関係者の皆様、研究活動をサポートして下さったマッセOSAKAの職員の皆様にこの場を借りて厚く
御礼を申し上げたい。そして、共に研究・調査に取り組んだメンバーや日頃より研究会の活動を応援
してくれた職場の上司・同僚に対しても感謝の意を伝えたい。

最後に、自治体組織に属する一職員として、全ての職員が生き生きと働くことができる組織を作る
ため、本研究会で学んだことを組織に還元できるよう、微力ながらこれから頑張っていく所存である。

私が考える働き方改革

個人の生き方・価値観を相互理解できる組織風土を形成すること
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「自治体職員の働き方改革研究会に参加して」

 島本町 　新　　　貴　博　

平成20年度の海外研修でデンマーク・スウェーデンに行かせていただき、視察先の１つである「森
の幼稚園」で研究員の１人が職員に延長保育の話をした際、｢親の職場が遠いから？」という言葉が
返ってきました。｢この国では遅くまで働くことがないのか｡」私は、長時間労働が当たり前と考えて
いたので、この言葉には驚きとして受けとめたことを覚えています。また、多くの店舗は夜も早くに
閉店となり、不便と感じる反面、消費者は労働者であることを考えれば、それぞれ権利が守られてい
るのだなあと感じました。

あれから10年近く経ち、仕事、特に残業に対する考え方が変わってきたように感じています。私も
入庁以来、残業を多くする人＝頑張っている人と単純に考えることころがあり、他の方からの評価も
その点が大きかったと思います。

私は、所定労働時間内に仕事を終わらせる必要があると考えています。そして、所定労働時間を超
えて仕事をすることは、仕事量が多いからと考えています。そうは言っても仕事には繁忙期があり、
どうしても残業をしなければいけない場面や突発的な業務など様々なことが起こります。また、仕事
への考え方や思いも様々あります。これらを考慮せず、残業をさせないという雰囲気はおかしなもの
で、残業時間という数字は確かに減っても、今後の職員の育成やモチベーション、仕事の質にどのよ
うな影響があるのか、数字で表れない部分に不安を感じています。10年後それが職場に現れてくるよ
うに思います。

今回、研究会に参加させていただき、｢時短」について考えてみましたが、やはり、｢時短」を実現
するためには、人を増やすか業務を減らすという当たり前の結論に至ってしまいました。そのような
中で時短を進めるのは誰か、それは職員だと考えます。もちろん、法令等で決まっている業務はやめ
ることができません。職員を増やすにも、財政上の制約や、住民からの厳しい視線があり難しいと思
います。しかし、やり方を変える余地はあると考えます。それができるのは最前線にいる現場の職員
ではないでしょうか。私は、職員が主体となって時短を進めるのが一番良い方法であると考えていま
す。そして管理職の理解、この両者がうまくかみ合うことが必要だと考えています。定期的な人事異
動により業務や職員のことを理解した頃に異動があるかもしれませんが、その職場にいる限りは、積
極的に業務や職員のことを理解することに努め、時短を進めて行ければと考えています。

職員が主体となる「働き方改革」、これが本来の姿のように思います。
最後になりますが、この研究会を通じてご指導・ご助言をいただきました高嶋直人先生をはじめ、

お忙しい中、時間を取って対応していただきました視察先の総務省行政管理局企画調整課、経済産業
省大臣官房秘書課及び東京都調布市総務部人事課の皆さま、常にご支援していただきましたマッセ
OSAKAの皆さまに深く感謝申し上げます。

私が考える働き方改革

職員が主体となる「働き方改革」、
これが本来の姿のように思います。
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「行ってもいいかなと思えた研究会」

 門真市 　阿　部　武　志　

この研究会に参加した動機は、人事課の職員として今後の取り組みのヒントが得られるのではと
思ったのと、単純に「働き方とはどうあるべき？」と私自身が悩んでいたのも１つであった。

｢モチベーションがあがらない」や「ロールモデルがいない」といった職員の声は民間企業、公務
職場に関係なくビジネスパーソンなら一度は聞いたことがあるのではないだろうか。私もその中の１
人であるが、そもそも「モチベーションがあがらないと仕事ができないのか」や「ロールモデルは必
要なのか」といった根本的なところから自分なりの答えを持てていなかった。

ちなみに、この研究会での活動を通して、私なりの結論を先に述べておくと「そういう人もいる
（いても良い)」という非常にシンプルな結論となっている。

そのような私の悩みを高嶋先生が察知していたのか、研究テーマの中に「モチベーション」を用意
していただけたのは幸運であり、迷うことなくその班に参加した。

班での活動は、研究というよりも働き方改革の試行実施のようだった。そのように感じたのは、１
点目は、疑問点の検討や相談は月１回の研究会の他、掲示板や無料通話アプリを活用することで十分
に対応することができ、さながらテレワークを導入しているようであった。

２点目は、アプリを活用した音声会議は、それぞれ子どもを寝かしつけた後に実施することができ、
またチャット形式での会議ならリアルタイムで参加できなくても事後に確認することで会議内容が確
認できるなど、子育て中の私にも優しい柔軟な業務（研究）が可能となっていた。

３点目がそれぞれの担当箇所が明確になっていたので、各自のペースで進めることができたととも
に、成果や進捗が明確になっていた。

このように、非常に恵まれた環境の中での研究会だったので、タイトルにあるようにまさに私たち
の班のテーマどおりの「行ってもいいかなと思えた研究会」であった。もちろんこれは班員のみなら
ず、理解ある上司役の高嶋先生、多くのヒントを与えてくれた研究会の全てのメンバー、そして事務
局のみなさんのサポートがあってのことであり、この場を借りてお礼を申し上げたい。

私が考える働き方改革

　研究会を通して感じたことは、「同じ人は一人もいない」ということです。そのため１つの

枠や考え方にとらわれず柔軟に対応できる組織になることが最も重要です。その中で、パフォー

マンスを最大化するためにライフスタイルにあった働き方を選択することが、住民サービスの

向上につながると考えます。

　その手段としては、各班の報告書に記載されている方法をヒントに各々の組織になじみやす

いものから導入していき、すぐに完成を目指すのではなく、進化し続ける組織を目指すことが

働き方改革につながるのではないでしょうか。
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「自治体職員の働き方改革研究会に参加して」

 四條畷市 　荒　堀　　　涼　

私がこの研究会に参加した理由は、市役所の職員になってから数年が経ち、これまでの仕事を振り
返りたいと思ったことと、子供が生まれたことで自分の働き方について一度見直したいと考えたため
です。

研究会では所属、年齢、経験等が異なる様々な自治体職員が集まり、自分では思いもよらない視点
からの考えを聞くことができ、積極的な議論を行うことができました。先進地への視察や調査では、
やらされ感ではなく主体性をもって取組まれており、またそのチャレンジを楽しまれているようにも
感じました。同じ地方自治体職員が高い意識をもって職務に取組まれている姿を見ることができ、良
い刺激になりました。

私が研究会の中のA班で研究したのは「時短」というテーマで、研究を始めた時にはいかに残業を
なくすことや魅力的なツールを使うかについて考えていました。しかしながら、調査・視察・議論を
深めていくうちに、単なる強制的な時間短縮では、働き方改革の本来の目的である「職員が働きやす
い環境を作り、生産性を向上させること」を達成することが難しく、意識改革と組織改革が必要であ
ると考えるようになりました。

働き方改革に終わりはなく、常に考え取り組んでいく必要があるものだと考えています。また、こ
の働き方改革は一人では決して実現できるものではないと思います。今後も自治体職員がその能力を
存分に発揮できるように、自分の勤める市役所はもちろん、こうした研究会を通じて大阪全体でより
良い働き方を考え、また広めていきたいと思っています。

私が考える働き方改革

さらに良くしていきたいという強い向上心によって

実現するものだと思います。
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「～自治体職員の働き方研究会に参加して～」

 寝屋川市 　鳥巣　祐一郎　

今回、約８か月間の研究会で私はＤ班に所属し、｢モチベーション」を上げることを前提とした
「行ってもいいかなと思える職場」について考えました。その中で、職員個人の仕事に対する価値観
や考え方は様々で法律や制度の制約があり、日頃からあまり考えたことがないテーマでもあったため、
どのような答えを導き出すか試行錯誤を繰り返しました。

その一環で他の研究員とともに川崎市、横浜市、サイボウズ㈱を視察し、他の自治体（会社）も職
員（社員）の働き方をいかに良い方向に変えて行くのか苦労しているように思いました。その中で、
サイボウズ㈱は100人いれば100通りの働き方があるため、社員の意見をできるだけ反映させるという
ことを前面に打ち出しており、社員の意見を制度に反映させている点は、私にとって非常に新鮮に感
じました。公務員の世界では人事や福利厚生といった制度に関して職員が提案して通ることは、まず
考えられないからです。｢モチベーション」を上げる働き方を考えることは、休み方を考えることで
もあるため、常日頃から頭の片隅に入れながら仕事をするほうがいいのかもしれません。

研究成果報告会に向けて意見を集約していく過程では、同じＤ班の方々に大変お世話になりました。
特に、報告書や発表の構成を完成させる段階では自分の力不足もあり、非常にご尽力をいただきまし
た。その甲斐もありまして、迎えた当日の発表も大きなトラブル等もなく滞りなく終了いたしました。
ただ、終わってみればあっと言う間のような気がしました。この研究会に参加した経験が生きるかど
うかは自分次第なのですが、自分の担当業務を離れて考えた「働き方研究」は今後の役所生活を送る
うえで、今までとは違った物の見方ができればと思います。

最後に、Ｄ班の皆様をはじめ、この研究会を通して知り合いになることができました全ての方々に
対し、この場をお借りして厚く御礼を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。

私が考える働き方改革

　職員が「精神的な充実」をはかることができる仕組み作り

　自治体職場でも、長時間労働や人間関係が原因で体調不良になる職員が多いと言われており、

放置すると職場の戦力が落ちて市民サービスが低下してしまいます。そうなる前に未然に防ぎ、

職員の負担を軽減し、モチベーションを維持するためにも職員が「精神的に充実」する仕組み

を作ることが働き方改革にもつながるのではないでしょうか。その手段の一例して、仕事が一

部の職員に偏らないよう業務量の削減や効率化のため複雑な仕事は複数態勢で処理を行う等の

内規の整備、仕事に関する情報の共有化（マニュアル化）が考えられます。
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「『あるべき働き方改革』へ」

 守口市 　河　野　弘　貴　

私は、各自治体で頭を悩ましている時間外勤務縮減の特効薬が見つかると思い、この研究会に参加
した。

しかし、研究会で学んだことは、『働き方改革』=『時間外勤務縮減』ではなく、一言で『働き方
改革』と言っても、職員１人ひとりによって様々な選択肢があるべきであり、それをいかにサポート
できる体制を整えることができるかが重要であるということだ。

｢時短｣、｢ワーク・ライフ・バランス｣、｢キャリア自律｣、｢モチベーション」全てが合わさってこ
そ『あるべき働き方改革』が実現するだろう。

私たちＡ班が研究した「時短」は働き方改革でも最も分かりやすいテーマである。
その分注目度も上がり、少しプレッシャーを感じるなか、各自治体や民間企業の事例を研究し、時

短につながる効果的な取組を学ぶことができた。
しかし、その取組も自治体によって「合う｣、｢合わない｣、｢できる｣、｢できない」があり、全ての

自治体に効果のある特効薬は存在しないことがわかった。
ただその取組の中にも共通点は存在し、職員全員が一体となって取り組むということだ。職員に対

して管理部門（人事課等）が一方的に押し付けるのではなく、あくまでも自治体全体的な取組だと意
識づけすることが必要なのである。

『働き方改革』は今後さらに自治体の大きな課題となってくるだろう。約１年間この研究会で学ん
だことを活かして、まずは自分の職場から、そして市全体をより良い職場へと変えていきたいと思う。

私が考える働き方改革

「働き方改革に近道なし、

　　　みんなで一歩ずつ進めていきましょう」
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「『働き方改革』というネーミングへの違和感」

 大阪狭山市 　辻　　　雄　平　

研究会に入る前から、｢働き方改革」という名前に対して違和感がありました。｢働き方を改革す
る」にあたって、主語（誰が？誰の？）と述語（何を？どうやって？）を容易に定義付けしづらいか
らこそ、そのように感じていたような気がします。

しかし、研究会で議論を深めていく中で、｢働き方改革」自体は手段であって目的ではなく、個人
と組織のあり方を見直すことにその本質があることに気付かされたときに、まさに目からウロコが落
ちました。｢働き方改革」＝「時短｣（長時間勤務の削減）とばかり考えていた私にとっては、考え方
をシフトさせる機会を与えられたという意味で、絶妙なネーミングだったのかもしれません。

多くの団体において、｢ノー残業デー」や「年休○○日以上取得」といった様々な時短施策が実施
されていますが、どうしても数値目標の達成自体が目的化してしまう傾向にあります。そうではなく、
職場や自身の働き方を変えることで、どのように行政（住民）サービスを向上させることができるか
といった、本来の目的に立ち返った議論が必要なはずです。この議論を省略してしまうと、個人の
「働きやすさ」や「働きがい」を無視した制度設計がなされ、結果的に「働かせ改革」におわってし
まい、職員のモチベーションは低下してしまいます。

今回、研究会メンバーと視察で訪れた総務省、経済産業省、調布市では、そのような前提の議論を
したうえで、｢働き方改革」に自発的・積極的に取り組んでおられる姿をみることができました。特
に、若手官僚のみなさんが、｢働き方改革」もさることながら、国のために日夜真剣に業務に取組ん
でいるお話しを伺うことができ、非常に貴重な体験となりました。視察受け入れにご協力いただいた
皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。

さいごに、Ａ班で一緒に研究した新さん、荒堀さん、河野さん、一年間本当にありがとうございま
した。また、いつの日かご一緒できる機会を楽しみにしています。

私が考える働き方改革

　一言でいうと、「組織と個人双方の意識改革」だと思います。

　そして、それを実現するためには、トップや上司のコミットメントが重要であり、エンカレッ

ジとサポートがあってこそ、個人にとって働きやすい環境を生みだすことができるものだと思

います。

　あわせて、職員個人の能力の底上げも必要です。いくらトップダウンで施策を下におろして

いっても、その担い手（特に管理職）が育っていなければ、施策は空回りしてしまいます。単

に働き方を変えるだけではなく、人材育成も含めて議論をしていくことができるかどうかが、

成功のカギだと思います。
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「研究会を終えて…」

 藤井寺市 　西　村　真希子　

研究会第２回目での班分けの結果、WLB班を選んだ全員が、第１回目の懇親会でたまたま同じ
テーブルを囲んでいたメンバーという偶然…。そんな驚きと共にグループでの活動が始まりました。
「ああでもない、こうでもない」と議論し、WLBの実現について真剣に検討を重ねました。報告書
という成果物を作成するために、グループとして一定の答えを出さなければいけない難しさはありま
した。しかし、多角的な視点や考えを共有することで、議論を深めることができ、自身の考えを整理
することもできました。

約８か月間、働き方改革について学び考えてきましたが、実現するには多くの課題があり、｢本当
にできるの？」というのが率直な気持ちです。しかし、働き方改革では、従来の社会（組織）の在り
方、一人ひとりの価値観を変えていくことが必要となり、それは大きな変革なのだと思います。その
ため、特効薬はなく、多くの人が同じように難しさを抱いているのかもしれません。

まずできることは何か。それは、一人ひとりが当事者意識を持って、働き方を見つめ直すことだと
思います。とても基本的なことですが、多くの人が日々の業務に追われ、なかなかできていないので
はないかと思います。

今回、研究会に参加したことで、様々な考え方や視点に触れ、刺激を受けることができました。自
分の働き方を見つめ直す機会ともなりました。また、５月に始まった研究会ですが、月１回の全体会、
視察、成果報告会と、あっという間でした。この期間、充実した時間を過ごすことができたのも、高
嶋先生はじめ、事務局の皆さま、研究員の皆さまのおかげです。皆さま、本当にありがとうございま
した‼

私が考える働き方改革

「レールの分岐づくり !!

　　　（選択肢を増やすこと）」



「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

208 おおさか市町村職員研修研究センター

「所　　感」

 八尾市 　京　谷　寛　子　

日常業務でも働き方改革をテーマに議論していくこととなり、どのように議論を進めていくか悶々
とし、藁をもつかむ思いで参加させていただきましたが、業務のことだけなく、これからの自分の働
き方、生き方を考えるきっかけとなりました。また、高嶋先生や他の自治体の仲間と知り合い、議論
したことは、本当に刺激になり、同じ地方公務員といえども、さまざまな考え方があることを知り、
参加して有意義なものでした。これからも、今回の研究会でできた横の繋がりを大切にしつつ、働き
方だけでなく、その他地方自治に関わることに関しても情報交換や議論ができたらと思います。

私が考える働き方改革

多様性で個人も組織も質が上がり、

働きやすくかつ働きがいのある働き方改革
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「研究会を終えて」

 泉南市 　明　石　麻　里　

｢公務員として誇りを持った働き方、働きやすさとはどういうものなのか、これを機に考えたい」
研究会参加目的に私はこう書いていました。

大阪府内さまざまな自治体から参加している皆さんと議論し、研究をしたことは、私の公務員人生
の転換期となりました。中でも同じ班になった田中さんと出会い、一緒に研究をしたことは私に大き
な気づきを与えてくれました。これまで視覚障がいについて、仕事上で関係する法制度や福祉団体は
知っていても、実際の当事者の暮らしや働き方には想像力が及んでおらず、｢(悪意なく）何も意識し
ていなかった」というのが正直なところでした。公務員である前に、社会人として、みっともなくお
恥ずかしい限りです。そんな私でしたが、研究会が進むにつれ、ごく自然と彼女と親しくなり、趣味
や好きな食べ物の話、休暇の旅行先のことなどを話し、大切な友人になりました。彼女の博学で真摯
な姿、熱意、行動力に敬服し、彼女が抱えている葛藤や不満を何とかしたいと思うようになりました。
その思いに、障がいの有無は、関係ありませんでした。

私は決して倫理観や道徳観が飛びぬけて高い人間ではありません。しかし、｢彼女が幸せじゃない
世の中は、絶対おかしい。制度や政策ではすくいきれない『働きがい・やりがい』をどうやったら作
る（見出す）ことができるのか？それを考えることが、私の使命かもしれない」と思うようになりま
した。働くことは社会との接点であり、その社会の構成員は、男も女も、老いも若きも、強きも弱き
も含め、全員なんだ。そう気づいたとき、彼女が気持ちよく働ける環境は、誰にとっても気持ちよく
働ける環境になるはずだと確信しました。

世界を変えるスーパースターはたくさんいます。しかし、一人の百歩より、全員の一歩に意義を見
出し行動することが、公務員として大切なことだと、田中さんが気づかせてくれました。それは同時
に、私が公務員として誇りを持てる働き方になると思いました。

１年弱の短い期間でしたが、たくさん失敗し、ご迷惑もかけてきました。けれど、自分の根っこで
は10年後も、20年後も語られる研究にしようと真剣に向き合ったつもりです。今は報告会を終え、達
成感はあるものの、果たしてベストを尽くせたのかと不安になることもあります。酸いも甘いも含め、
研究会での出来事全てが、私の公務員人生の大切な教訓として心に刻まれています。今後もたくさん
挑戦し、失敗しながら、｢少し幸せになるための全員の一歩」を心がけ、働き方改革に取り組んでい
きたいと思います。

最後になりましたが、優しく、時に鋭く、的確な気づきを与え、導いてくれた高嶋直人先生、温か
く送り出してくれた泉南市役所の皆さん、日頃のサポートから報告会の開催まで力になってくれた
マッセOSAKAの皆さん、たくさんのわがままを許してくれたＣ班の皆さん、多くの楽しい時間と刺
激を与えてくれた研究会メンバーの皆さん全員に、心から感謝いたします。ありがとうございました。

私が考える働き方改革

「みんなが主役！一人で百歩ではなく、全員で一歩！」
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「感　　想」

 忠岡町 　奥　村　崇　瑛　

本研究会に参加して感じるのは、自分の意識の変化である。
私自身、当初は働き方改革と聞いて、漠然と時間外を減らすこと、程度の認識であった。その認識

は早々に改めなければならないことを知った。働き方について考えることは、働く人それぞれにとっ
てのキャリア＝人生について考えることだからだ。勿論、｢キャリア自律」をサブテーマとする班で
あったことが大きい。｢自分にとっての仕事」から離れた仕事の見方をする、恵まれた機会になった。

また研究会についても、報告書はどれだけ人に影響を与えるものになり得るのだろうか、という気
持ちは正直なところ持っていた。働き方改革について考える機会の意味を認めると同時に、勤務制度
を自分たちで変えられない中でいろいろ考えることは、叶わぬ夢をみていることに近いと感じられた
からだ。

しかし、報告書（そして発表のパワーポイント）をより深いものに、より意味のあるものに、より
伝わりやすいものにしていこうとする今井さん、明石さん、田中さんの熱意を見ながら、まだ夢をみ
ることはできる、そういう社会に生きているのだな、という気持ちを持った。

私が考える働き方改革

仕事と人生のよい関係づくり。
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２．研究活動記録

研究会 月　日 内　　　　　　容

第１回 ５月26日（金）
①オリエンテーション及び研究員自己紹介
②指導助言者による基調講義
③意見交換

第２回 ６月23日（金）
①各自治体の取り組み状況の共有
②研究サブテーマ設定
③サブテーマに基づくグループ分け

第３回 ７月27日（木）
①グループ内役割分担
②グループ討議（サブテーマの課題認識）

第４回 ８月18日（金）
①指導助言者による動向報告
②グループ討議（視察先検討）

特別回 ９月25日（月）
講義「『読みやすい文章のポイント』『プレゼンのプチ視点』」

関東学院大学法学部地域創生学科　准教授　牧瀬 稔 氏

第５回 ９月27日（水）

公開講座「公務組織の働き方改革！
　　　　　　～組織開発と人材開発の両面から考える～」
①基調講義「行政経営から考える働き方改革
　　　　　　　　　　　　～自治体改善運動を通して～」
　株式会社　スコラ・コンサルト
　　プロセスデザイナー／行政経営デザイナー
　特定非営利活動法人　自治体改善マネジメント研究会代表

元吉 由紀子 氏
②対談および意見交換会

元吉 由紀子 氏・高嶋 直人 氏

視　察
10月16日（月）
10月17日（火）

時短班
①総務省行政管理局企画調整課
②経済産業省大臣官房秘書課
③東京都調布市総務部人事課

視　察
10月19日（木）
10月20日（金）

ワークライフバランス班
①奈良県生駒市市長公室人事課
②佐賀県総務部情報課情報化推進室
③福岡県北九州市総務局女性の輝く社会推進室

第６回 10月24日（火） ①グループ討議（研究会提言内容検討）

視　察
10月30日（月）
10月31日（火）

モチベーション班
①神奈川県川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室
②神奈川県横浜市総務局人事部人事課
③サイボウズ株式会社　大阪オフィス
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研究会 月　日 内　　　　　　容

視　察 11月６日（月）
キャリア自律班
①株式会社リクルートホールディングス広報部

視　察 11月27日（月）
キャリア自律班
①三重県総務部行財政改革推進課・雇用経済部雇用対策課

第７回 11月29日（水） ①グループ討議（研究会提言内容検討）調査・研究

第８回 12月20日（水）
①視察報告会
②グループ討議（報告書骨子検討）

第９回 １月18日（木）
①グループ討議（報告書内容・研究会提言内容検討）
②研究成果報告会リハーサル

成　果
報告会

１月29日（月）

「職員が主役の働き方改革！～多様な働き方を実現するために～」
①特別講演「働き方改革の現実
　　　　　　　～雇用とキャリアの両面で考える～」

　株式会社ニッチモ代表取締役　海老原　嗣生 氏
②研究成果発表

自治体職員の働き方改革研究会研究員
③意見交換会

高嶋　直人 氏
各班代表４名（今井、前西、麻田、河野)
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３．研究員名簿

研　　究　　員

班　名 市町村名 所　　　　　属 名　　前

時　　短

島 本 町 上下水道部 新　　　貴　博

四 條 畷 市 総務部人事課 荒　堀　　　涼

守 口 市 総務部人事課 河　野　弘　貴

大 阪 狭 山 市 政策推進部人事グループ 辻　　　雄　平

ワークライフ
バランス

吹 田 市 総務部人事室 麻　田　英　俊

摂 津 市 総務部防災管財課 大　谷　健　吾

高 槻 市 市民生活部人権・男女共同参画課 大　藤　かおり

豊 中 市 総務部人事室 竹　中　匡　人

藤 井 寺 市 市民生活部協働人権課 西　村　真希子



「自治体職員の働き方改革研究会」報告書

262 おおさか市町村職員研修研究センター

班　名 市町村名 所　　　　　属 名　　前

キャリア自律

茨 木 市 総務部人事課 今　井　伸　明

吹 田 市 地域教育部青少年室 田　中　友　梨

泉 南 市 総合政策部秘書広報課 明　石　麻　里

忠 岡 町 町長公室秘書人事課秘書人事係 奥　村　崇　瑛

モチベーション

茨 木 市 健康福祉部保険年金課 前　西　靖　啓

高 槻 市 産業環境部環境保全課 小　川　道　子

門 真 市 総務部人事課 阿　部　武　志

寝 屋 川 市 上下水道局業務課 鳥　巣　祐一郎

八 尾 市 政策企画部女性活躍推進プロジェクトチーム 京　谷　寛　子

指 導 助 言 者

財務省財務総合政策研究所研修部長　兼　人事院公務員研修所教授 高　嶋　直　人

事　　務　　局

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセOSAKA）

曽　我　夏　樹

山　口　将　司

中　堂　庄　太
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