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第1章

調査研究の目的、概要

1．調査研究の目的
本調査研究は、国による働き方改革の一環として副業・兼業の促進が図られる中、公務
員による副業・兼業を後押しする動きも見られ始めていることを捉え、
「地方公務員の副業・
兼業」の位置づけや法制度、メリット・デメリット、事例等について体系的に整理する。
特に、職員が勤務時間外に積極的に地域貢献活動に参加し、市民との協働によるまちづ
くりがより一層活発化することで、「地域の担い手不足」と「自治体における人材育成」を
同時に解決できる可能性に着目し、職員・行政・地域のそれぞれの側面から分析・検討を
行う。
さらに、多摩・島しょ地域独自の地域課題への対応を念頭に、地域性に応じた地域類型
ごとの分析を行うとともに、地方公務員の副業・兼業が地域の活性化につながる流れをモ
デル化し、多摩・島しょ地域の活性化につながる地方公務員の副業・兼業のあり方とその
効果的な促進策について提案することを本調査研究の目的とする。

2．調査研究の視点
本調査研究を実施するにあたっては、次の 3 つの視点を掲げることとする。

（ 1 ）地域活性化に資する「副業・兼業の推進モデル」の構築
公務員の副業・兼業が地域活性化につながることを考えた場合、地域貢献活動に当た
る公益性の高い活動を対象とすることが考えられる。
一方で、現行の地方公務員法において一定の条件の下で認められている副業・兼業が
ある（小規模な農業、家業、不動産の賃貸、不動産の投資、講演・執筆等）。また、職
員による自主研究グループや自治会などの地域団体における活動など、無償または費用
弁償のみで実施している業務外活動もあり、これらが有償の活動となる可能性もある。
これらの関連する概念を整理して、今回の調査研究の範囲とする「地域活性化に資す
る副業・兼業」のあり方を考えていく必要がある。
Idea partners代表の山本一輝氏は、公務員の副業・兼業をひらがなの「ふくぎょう」
と呼んで、
「副業」（別収入を得る）、
「福業」
（やりたいことをやる）
、
「複業」
（複数のキャ
リアを持つ）の 3 つの漢字をあてることで分類・整理している。本調査研究でもこうし
た 3 つの要素のバランスを考慮しながら検討・推進することが重要と考えられる。
また、職員が収入を目的にした副業・兼業（「副業」）を出発点にすると、住民から快
く受け取られない可能性がある。さらに、地域活動やボランティアを含む「福業」を出
発点として、その活動が公益性を高めたときに、有償化することによってその活動を持
続的に展開できるようにする、という一連の流れ・モデルとして捉えることが有効な可
能性もある。
こうした仮説を持ちながら、本調査研究に取り組むこととする。

12

第１章 調査研究の目的、概要

地域活性化に資する「副業・兼業の推進モデル」のイメージ
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（ 2 ）職員／行政／地域の 3 つの視座

〜特に行政における人材戦略の視点の提示

地域活性化に資する副業・兼業を考えるとき、「公務員」側のメリットと「地域」側の
メリットの双方を考えることが重要となるが、「公務員」側については、さらに「職員」
の視点と「行政」の視点に分けることができる。
「職員」が副業・兼業によってスキルアップすることは、
「行政」側から見れば、職員
の人材育成のみならず、いかに人材の不足・流出を防止し優秀な人材を確保していくか、
という人的資源のコントロールの観点、つまり「人材戦略」につながる。
こうした観点を加えて、 3 つの視座による分析・検討を行うこととする。
ᅗ⾲ ⫋ဨ㸭⮬య㸭ᆅᇦࡢ㸱ࡘࡢどᗙ㸦⮬య࠾ࡅࡿேᮦᡓ␎ࡢどⅬࡢᑟධ㸧
図表 2

職員／自治体／地域の 3 つの視座（自治体における人材戦略の視点の導入）
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（ 3 ）多摩・島しょ地域の特性に応じた地域類型に基づく分析・提案
多摩・島しょ地域の特性に応じた分析については、「人口規模」と「市街地割合」の 2
軸で 4 類型に分けると、下記のような地域特性を整理することができる。これらの 4 類
型をもとに、それぞれの類型において想定される副業・兼業のニーズや活用の方向性に
関する仮説をもとに、公務員の副業・兼業における実態や今後のあり方を分析・提案す
ることとする。
図表 3

多摩・島しょ地域の特性に応じた地域類型の提案
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3．調査研究の概要
本調査研究では、以下の項目・フローに従い、実施することとする。
特に、
「第 1 章 調査研究の目的、概要」において、本調査研究の「視点・仮説」を設定し、
それを軸として調査・分析・提案を行うことを重視し、有識者等のヒアリングも当初段階
で実施し、検討に反映することとする。
また、多摩・島しょ地域の自治体の職員によるワークショップを位置づけ、現状の把握
と実態に即した検討・提案に結びつけるとともに、啓発・普及にも役立てることを目的と
して実施する。
図表 4

調査研究の項目・方法・フロー
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第 2 章 公務員における副業・兼業の現状と課題
第2章

1．法律における位置づけ
公務員の「副業」、
「兼業」については、国家公務員法（第103条、第104条）及び地方公
務員法（第38条）に関連する規定が存在する。

（ 1 ）国家公務員法における規定
人事院が公表している「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」1 に
おいては、国家公務員法第103条は、「役員兼業」及び「自営兼業」を行う場合を制限し
ていることを説明している。2
ここでいう「役員兼業」とは、営利企業の取締役、監査役、理事等になることを指し
ており、名義のみであったとしても原則禁止されることとなっている。制限される兼業
の具体的な例として、株式会社の取締役、監査役、が挙げられている。
一方で、「自営兼業」は、一定の規模以上の不動産賃貸業や太陽光発電によって発電
された電気の販売、農業等が該当するとみなされ、所轄庁の長等の承認を得た場合には
実施が可能であるとされている。また、自営に該当する基準としては、不動産又は駐車
場の賃貸の場合、目安として、独立家屋 5 棟以上、アパート10室以上、賃貸料収入が年
額500万円以上といった基準が示されている。農業等に関しては、大規模に経営され客
観的に営利を主目的と判断される場合には自営に該当するとされている。自営に該当す
る際の承認基準としては、職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生
のおそれがないこと、その他公務との公正性及び信頼性の確保に支障が生じないことな
どが挙げられている。
■第103条 私企業からの隔離
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業（以下営利企業とい
う。）を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を
兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
○2

前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により

人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
○3

営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に

参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、
株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
○4

人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対

する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるとき
は、その旨を当該職員に通知することができる。

1 https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran̲fukumu̲choukai.html（2020年 1 月10日確認）
2 人事院規則14- 8（営利企業の役員等との兼業）の運用について
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14̲fukumu/1403000̲S31shokushoku599.html
（2020年 1 月20日確認）
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○5

前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、そ

の通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすること
ができる。
第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求

のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えにつ
いて、それぞれ準用する。
○7

第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調

査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めると
ころにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは
一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

人事院が公表している「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー」に
おいては、国家公務員法第104条は、職員が報酬を得て、営利企業の役員等以外の兼業
を行う場合を制限しており、「役員兼業」や「自営兼業」以外のあらゆる報酬のある兼業
を制限するとされている。兼業に該当する基準としては、報酬の有無に加えて、業とし
て「定期的又は継続的に従事する」ことが挙げられている。
また、許可されない基準 3 としては、以下の 5 つが挙げられている。
① 兼業のための勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障を生ずると認められ
るとき
② 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認
められるとき
③ 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、免許、認可、許可、
検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係がある
とき
④ 兼業する事業の経営上の責任者となるとき
⑤ 兼業することが国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉とな
るおそれがあると認められるとき
このため、単発的な講演依頼を受け講演し、講演料を得た場合については、
「国家公
務員としての職務以外の事業又は事務に、継続的又は定期的に従事する場合」には該当
せず、第104条の兼業には該当しない。また、職務以外の事業等に無報酬又は単発で従
事する場合は、第104条の許可の対象とはならないが、その内容や態様において第99条（信
用失墜行為の禁止）や第101条（職務に専念する義務）に抵触するものには従事できない
とされている。
■第104条 他の事業又は事務の関与制限
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を
兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及び
その職員の所轄庁の長の許可を要する。

3 「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について（通知）内に抄録の掲載有
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji̲e.html（2020年 1 月10日確認）
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第２章 公務員における副業・兼業の現状と課題

なお、国家公務員における兼業許可基準については、2019年 3 月19日に政府から通
知 4 が出され、下記の通り一定の明確化がなされた。
○兼業時間数の基準
第2章

・週 8 時間又は 1 箇月30時間を超えない
・勤務時間が割り振られた日において 1 日 3 時間を超えない
○兼業先の基準
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等は可
・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、医療法人、
特定非営利活動法人等は、活動実績の確認等が必要
・一般社団法人、一般財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会等は、
活動実績の確認等を厳格化
○報酬の基準
・社会通念上相当と認められる程度を超えない額

※副業・兼業における労働時間管理・労災保険等の対応について 5
○労働時間管理等
・副業・兼業先で雇用されている場合、労働時間は通算される（労働基準法第38条）
。
・通算した労働時間が法定労働時間を超えた場合には、通算により法定労働時間を
超えることとなる所定労働時間を定めた労働契約を時間的に後から締結した使用
者（一般には副業・兼業先）が、割増賃金の支払い義務を負う。
・通算した所定労働時間が既に法定労働時間に達していることを知りながら労働時
間を延長するときには、延長させた使用者が割増賃金の支払い義務を負う（労働
契約上の労働時間が通算で 8 時間に達している場合に、行政側で労働時間を延長
した場合は、行政側が割増賃金の支払い義務を負う。）
。
○労災保険
・副業・兼業をする公務員に労働災害が発生した場合には、労働災害が発生した就
業先の賃金分のみに基づき労災保険給付額を算定する。
・労災保険給付額の算定においては、副業・兼業している場合でも、それぞれの就
業先における労働時間は合算せず、個々の事業場ごとに業務の過重性を評価する。
・ 1 つ目の就業先での勤務を終え、 2 つ目の就業先に向かう途中で災害にあった場
合には、通勤災害となり、 2 つ目の就業先の労災保険を使用して保険給付を受け
ることができる。

4 「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について（通知）
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji̲e.html（2020年 1 月10日確認）
5 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html（2020年 1 月10日確認）
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（ 2 ）地方公務員法における規定
地方公務員法第38条は、任命権者の許可がない場合には、国家公務員法と同様に「役
員兼業」及び「自営兼業」
、その他あらゆる報酬のある兼業に従事することを制限して
いる。任命権者の許可の取得プロセスについては、各自治体の個別の運用によって実施
る。
■第38条 営利企業等の従事制限
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的
とする私企業（以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。）を営むこ
とを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（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。

2．国・民間等における動向
（ 1 ）国の動き
国においては「働き方改革」が推進されており、2017年 3 月の「働き方改革実行計画」
を踏まえて、2018年 1 月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定され、副業・
兼業の普及促進が図られている。こうした中、2018年 6 月に内閣府の日本経済再生本部
から出された「未来投資戦略2018」では、国家公務員の兼業に関し、円滑な制度運用を
図るための環境整備を進めると示された。これを受けて、前述の通り2019年 3 月に国家
公務員の兼業の許可基準が明確されたところである。

（ 2 ）民間等の動き
2019年 6 月に、内閣府の日本経済再生本部から出された「成長戦略実行計画」におい
ても、「兼業・副業の拡大は、所得の増加に加え、スキルや経験の獲得を通じた、本業
へのフィードバックや、人生100年時代の中で将来的に職業上別の選択肢への移行・準
備も可能とする」とされている。また、副業を希望する者が近年増加傾向にあるが、実
際に副業を行っている者の数は横ばいであることも示されており、労務時間や健康管理
の問題はありつつも、副業・兼業が可能となる環境整備を行う必要があると認識されて
いる。
2018年11月に、地域に飛び出す公務員を応援する首長連合が、地域の一員として活動
に取り組む公務員を増やすことを目的として、
「望ましい「公務員の福業」ガイドライ
ン（第 1 版）」6 を公表している。

6 http://tobidasu-rengo.com/wp/wpcontent/uploads/2018/11/81349f84a08cfde61ee6aa254a69f7f9.pdf（2020年 1 月10日確認）
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されており、各自治体が独自にガイドラインや指針を作成し、運用している例もみられ

第２章 公務員における副業・兼業の現状と課題

3．自治体における動向
（ 1 ）職員が報酬を得て業務外活動を行う場合の許可基準の明確化
第2章

■制度の芽生え
地方公務員が報酬を得て業務外活動を行う際には、地方公務員法（第38条）に関連す
る規定に則り、実施・許可がなされてきた。こうした状況の中、兵庫県神戸市は2017年
4 月に全国で初めて、職員が報酬を得て行う業務外活動を応援するための副業・兼業の
許可要件を定めた。同年 9 月には神戸市の制度を参考に、奈良県生駒市でも副業・兼業
制度の運用が始まった。
■地域貢献から人材育成への期待のシフト
副業・兼業の経験が職員の育成に役立つのではないかとの期待から、生駒市では2018
年 8 月に市外での活動も認められるよう基準を改正した。また、制度を運用する中で本
業に支障がないことが確認されたことから、この改正で年次の若い職員にも申請対象が
広がった。神戸市でも、運用する中で特に問題がなかったことから、同年12月に同様の
改正が行われている。都道府県では、長野県が2018年 9 月に応援制度をスタートさせた。
■深刻化する担い手不足への対応
同年の10月には宮崎県新富町で、
「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限
の運用について」という生駒市の制度を参考にした内規の運用が始まった。神戸市と生
駒市でも認められている公益性の高い活動に加え、農作業など町内の産業に従事するこ
とも認める内規となっており、地域貢献型の活動を強く意識していることが特徴となっ
ている。
■制度の広まり
先行して制度を導入したこの 3 市町には、他自治体からの問い合わせも多い。2019年
3 月に国家公務員における兼業基準が明確化されたことにより、同年10月には福井県、
茨城県笠間市、11月には北海道鹿部町で制度が導入されるなどの動きが見られており、
全国への広がりが期待される。
図表 5⫋ဨࡢᴗ࣭වᴗࢆᛂࡍࡿไᗘࡢᗈࡲࡾ
職員の副業・兼業を応援する制度の広まり
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※地方公務員における兼業の現状 7

図表 6

地方公務員における兼業の現状

＜ 出 典 ＞ 総 務 省「営 利 企 業 へ の 従 事 等 に 係 る 任 命 権 者 の 許 可 等 に 関 す る 実 態 調 査 」（2019.4.1時 点 ）
（総務省 第32次地方制度調査会第26回専門小委員会資料「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」）

（ 2 ）兼業を前提としたキャリア採用
2017年11月に、人材サービス会社を通じて、兼業・テレワークを前提としたキャリア
採用を全国で初めて行った市が広島県福山市である。同市の「戦略推進マネージャー」
（週 1 日程度勤務、報酬：日当 2 万 5 千円）では、想定を超える395人の応募があり、応
募者に大企業や外資企業での豊富な経験を持つ、極めて優秀な人材が多かったことから、
想定よりも多い 5 人を採用した。
2019年 7 月には大阪府能勢町が、兼業・テレワークを前提として、農業などの高度化
を進めるための外部専門人材を募集した（週 1 日程度勤務、報酬：日当 2 万円）。当初
見込んでいた50名程度を大きく上回る453名の応募があり、 4 名を採用した。
同月には北海道余市町も、兼業・テレワークを前提としたマーケティングの専門人材
を「余市町戦略推進マネージャー」として募集した（月 4 日勤務、報酬：月額14万円（交
通費込））。 1 名の募集枠に453名の応募があり、最終的には 2 名が採用された。

7 総務省
「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する実態調査」
（2019.4.1 時点）より
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・地方公務員の兼業許可件数は、年間41,669件である（2018年度実績）。そのうち、「社
会貢献活動」が占める割合は27.6％（11,506件）となっている。
・兼業の許可基準を設定している団体は約 4 割（1,788団体中703団体）であり、そのう
ち半数程度（353団体）は対外的に公表している。

第２章 公務員における副業・兼業の現状と課題

同年10月には生駒市が人材サービス会社と連携し、資金調達や観光、ICT、人事、教
育など 7 分野で外部人材を募集した（常勤（任期付き/なし）
、非常勤（任期付き短時間
/会計年度任用）の 4 形態）。生駒市では、副業・テレワークを認めている他、民間人材
のみならず国家・地方公務員も募集対象としている。
第2章

4．公務員の副業・兼業に関する処分の事例
処分の対象となった事例としては、以下のような事例が挙げられる。処分の内容は、定
期的・長期的に実施していた場合や、金額が大きい場合、公務員としての信用を傷つける
ような副業を行っていた場合、より処分が重くなる傾向がみられる。
図表 7

処分の対象となった副業・兼業と処分の内容例

副業・兼業の内容

処分の内容

母親の介護を訪問介護員の立場で行い報酬を得る（2018年）

懲戒免職

教え子や知人らに化粧品や家庭日用品を販売（1997年）

論旨免職

1988 年ごろから2015 年にかけて、無許可で最大約 7 ヘク
タールの水田を耕作し赤字ではあったものの収入を得る

停職 6 カ月

（2015年）
実体のないダミー会社を設立し、マンション賃貸を通じて
年間約2,500万円の収入を得る（2009年）
副業の許可を得ずに都内に借りたマンションで民泊を営業
（2016年）
首長の許可なくアパート経営を行い、年間約600万円の収入
を得る（2019年）

減給10分の 2（ 3 カ月）

減給10分の 1（ 6 カ月）

減給10分の 1（ 3 カ月）

化粧品の連鎖販売で販売会社から報酬を得る（2002年）

減給10分の 1（ 2 カ月）

勤務時間中に副業の原稿の執筆作業を行う（2019年）

減給10分の 1（ 1 カ月）

医師や作業療法士計 7 名が、公務以外の検診業務に従事
（2001年）
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訓告処分

副業・兼業における事例分析

第3章

第3章

第３章 副業・兼業における事例分析

第3章

副業・兼業における事例分析

多摩・島しょ地域における副業・兼業について検討するため、本調査においては、地方公
務員の副業・兼業に関して、独自の規定を定め注目されている兵庫県神戸市、奈良県生駒市、
宮崎県新富町 3 つの先進事例について、ヒアリング調査を実施した。
また、ヒアリング実施自治体以外にも、独自の規定を整備し、職員の副業・兼業を後押し
しようとする自治体の動きも見られており、こうした取組についても整理を行った。
第3章


図表 8

副業・兼業に関する先進事例一覧（2020年 1 月現在）

ᅗ⾲ ᴗ࣭වᴗ㛵ࡍࡿඛ㐍୍ぴ㸦 ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
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1．自治体における先進事例
（ 1 ）神戸市
神戸市へのヒアリング実施概要、および事例のポイントは以下のとおりである。
図表 9

神戸市ヒアリング実施概要および事例のポイント

項目

詳細
2019年 7 月 9 日

ヒアリング実施先

神戸市行財政局 組織制度課 担当者

事例のポイント

① 地方自治体として、全国に先駆けて副業・兼業に関する独自の
規定を策定し公表。
② 活動内容の審査基準としては、社会性・公益性・計画性の 3 点
を重視。
③ 地域貢献という本来の目的に加え、職員自身の人材育成につな
がることを期待。

① 地域概況
兵庫県神戸市は、人口1,538,025人（2019年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数）、面
積557.01㎢（2019年全国都道府県市区町村別面積調）、兵庫県の県庁所在地であり、政
令指定都市の 1 つである。東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂
水区、西区の 9 つの行政区から構成される。

② 導入に際して留意したこと、苦労したことなど、実務上のポイント
■副業制度の導入背景・経緯
地域団体の高齢化などで地域の活力が失われつつある中、地域の担い手不足はあらゆ
る分野に広がっている。自治体が直接的にできることはある程度限られている中で、地
域をいかに元気にするか、は大きなテーマであった。
一方で、公務員が地域の活動に参加しようと思っても、公務員には営利企業等への従
事制限があり、報酬を受け取ることのできる許可要件もはっきりしていなかったため、
安心して地域に飛び出していけないという実情があった。これらが結びついて、副業制
度の検討がスタートした。
■副業制度の概要
2017年 4 月から、
「地域貢献応援制度」という名前で、営利企業従事にかかる許可の
運用形態の一つとして制度を開始した。 1 年間の実績を踏まえ、2018年12月に許可要件
を緩和する方向で改正している。2019年 7 月 9 日時点での制度概要については、次のと
おりである。
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実施日

第３章 副業・兼業における事例分析

図表 10 神戸市の「地域貢献応援制度」概要

項目
活動対象

詳細
（ 1 ）報酬等を得て行う、公益性の高い継続的な地域貢献活動であること。
（ 2 ）社会的課題の解決を目的として、神戸市内外問わず地域の発展・活
性化に寄与する活動であること。

活動の方法

活動の方法は個人活動、法人や任意団体などに所属して活動するなど、
形態は問わない。

第3章

対象職員

対象とする職員は、次のすべてに該当する者とする。
（ 1 ）一般職の職員であること。
（ 2 ）活動開始予定日において、在職 6 カ月以上であること。
（ただし、
臨時的任用職員は概ね在職 1 カ月以上、再任用職員は在職期間不問
とする。）

許可申請

（ 1 ）原則として活動開始予定日の 1 カ月前までに所属長の承認を得て各
局室区長まで決裁のうえ、各局室区人事担当課を経由し、行財政局
部人事課に以下の書類を提出する。
①「様式 2

地域貢献応援制度

営利企業への従事等の制限にかかる

許可申請書」
② 活動計画書
③ その他任命権者が必要と認める書類
（ 2 ）許可にあたっては、提出書類をもとに要件審査及び内容審査を行う。
要件審査

（ 1 ）勤務成績が良好である者（活動開始予定日の属する年度の前年度の
人事評価の能力評価及び業績評価がともに中位以上である者。）
（ 2 ）勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支
障がなく、かつその発生のおそれもないこと。
（ 3 ）報酬等（給料、手当などの名称のいかんを問わず、労務、労働の対
価として支給あるいは給付されるもの。講演料、原稿料などの謝金）
は地域貢献活動として許容できる範囲であること。
（ 4 ）当該年度及び過去 5 年以内に当該団体との契約、補助、指導・処分
を行う職に就いていないこと。
（ 5 ）地域の発展・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。

■対象職員の範囲について
制度導入当初は、社会人になり立ての職員が副業に振り回されることがないよう、一
定見極める期間として「在職 3 年以上」を要件としていた。
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実際には、心配されるようなケースはなく、むしろ若手職員の中で地域や社会に貢献
をしたいという議論が出るなど、関心の高さがうかがえた。また、専門的な資格を有す
る非正規職員からの問い合わせもあり、「在職 3 年以上」を要件にすると非正規職員は
実質的に副業が認められないという課題があることもわかった。
生駒市が「在職 1 年以上」に改正したことも踏まえ、2018年に「在職 6 か月以上」に
改正して門戸を広げた。
■活動の内容・場所について
当初は、「神戸市内」の「地域貢献活動」に許可の対象を限定していた。これは、まず
いと考えたためである。
開始してみると、制度は好意的に受け止められ、職員からは「市外での活動も認めて
欲しい」という声もあったことから、制度を活用できる場を広げようと、「神戸市内外
問わず」地域の発展・活性化に寄与する活動を対象とすることに改正した。
これによって、
地域への貢献に加え、市職員の人材育成に寄与するという趣旨も強まり、まわりまわっ
て市の財産となるという期待も込めた制度であるともいえる。
■活動内容の審査基準について
活動内容の審査基準としては、以下の 3 つの基準を全て満たしていることが求められ
ている。
① 社会性（現在解決が求められる社会的課題に取り組む活動か）
② 公益性（不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動のうち、より社会的
な需要が高いと認められる活動か）
③ 計画性（単発の活動ではなく、継続した活動が見込まれるか）
許可を受けた者は、毎年度 2 月末日までに、活動実績の報告を規定の書面で行う必要
がある。
活動内容については、NPO法人の認定に係るルールを参考にして確認している。た
だし、最終的な許可の判断については、個別具体的に行っている。
許可を受ければ、安心して職員が活動できることが地域貢献応援制度のよい点である
といえる。また、無償であるために、地域貢献応援制度の対象とはならない活動であっ
たとしても、市として地域貢献活動を応援しているというスタンスを示せることはメ
リットといえる。この制度は、
「チャレンジ精神をもって、地域に出て行ってほしい」
旨の市長のメッセージにも通じている。
■人事評価との関係について
地域貢献応援制度を活用している（副業をしている）ことを人材評価に反映させる取
組は行っていない。地域貢献自体は、お金をもらう、もらわないにかかわらず、意義が
あることであり、副業を人事評価に反映させるとすると、ボランティアについても評価
の対象に含める必要が出てきてしまい、業務外の活動を人事として明確には追いきれな
いという問題が生じてしまう。本業である職務の特性や、家庭の事情などにより副業に
取り組める条件も異なることから、副業はあくまで時間外・業務外の活動として捉え、
人事評価は業務内で行うことを基本とすべきであると考えている。ボランティア表彰な
ど、別の形で顕彰することは考えられる。
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③ 制度活用の実績、現在の職員の副業・兼業の状況について
■地域貢献応援制度の利用実績について
地域貢献応援制度の利用実績については、2017年度に 2 件、18年度に 5 件、19年度は
7 月現在で 4 件という状況である。17年度、18年度は、問い合わせはあったものの申請
件数自体は少なかったが、19年度になって少しずつ広がってきたと感じている。今後は
NPOの立上げなど、さらに多様な活動が出てくるのではないかと考えられる。
計画性という要素は、副業を認めるにあたっての要件に入ってはいるが、実際には、
頻繁に活動していない事例も存在している。また、市として許可しているものの、結果
的に報酬を受け取るまでの活動になっていない事例もある。
第3章

活動内容の変更も考えられるため、年に 1 度活動実績を出してもらうようにしている
が、神戸市での運用として、一度許可した活動には、基本許可状態を続けており、大き
く内容が変わらない限りは、毎年副業を認められるための申請をする必要はない。
過去 2 年間は、申請件数自体が少なかったこともあり、許可を出すにあたって悩むこ
とは少なかったが、今後件数が増加してくると、判断に悩むケースが出てくることも想
定される。仮定の話であるが、スポーツや文化などの分野で、一般市民を対象に習い事
の教室を開き、月謝を受け取るケースなどは、営利活動と地域貢献活動のどちらなのか
といった判断が難しいことも想定される。介護系や趣味系の活動でも営利を主目的とす
る活動との区別に迷うケースが出てくることが想定されるが、事例を積み重ねてルール
を作っていくしかないと考えている。
地域貢献や社会貢献が広がることを期待しているが、副業について許可が必要という
ルール自体は変わらないため、どの範囲まで許可を出すのかという判断に自治体が苦慮
することは避けられない。
図表 11 神戸市の「地域貢献応援制度」活用実績

許可年度

活動内容

2017年度

農村地域の古民家の転活用などの活動を行うNPOに従事

（ 2 件）

農会におけるJA等関係団体との調整や資料作成
手話通訳業務
産後女性への産後ケアトレーニング

2018年度
（ 5 件）

須磨海岸における障がい者支援
スポーツ推進委員
摩耶山活性化を目的とした山上でのロシア語講座の実施
「スポーツ医学検定」の普及・啓発
神戸市立中学校部活動指導員（外部指導員）

2019年度
（ 4 件）

子育て中の母親と地域をつなぐ活動（「赤ちゃん先生プログラム」におけ
る講師）
デザインクリエイティブセンター神戸（KIITO）におけるゼミ活動のサ
ポート等
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④ 制度を取り巻く情勢について
2017年度の後半あたりから、「副業」という言葉自体がポジティブに受け止められる
ようになり、公務員の副業に対しても特別視するものではないという社会的風土が醸成
されつつあると感じている。
制度を導入した当初は、議会において「職務専念義務」との関係で問題視する意見も
一部あったが、勤務時間外の活動が職務に影響することがあってはならないことは当然
であり、公務員として、有償の活動をしたかどうかに限らず、休日の疲れ等が仕事に影
響しないよう両立を図っている旨、回答している。

職員採用活動において、神戸市の職場としての魅力をPRする際に、その一つとして
地域貢献応援制度についてもホームページ等で紹介している。在宅勤務制度やフレック
スタイム制などと並べる形で、市の職場環境や新しいことを取り入れている風土をア
ピールする手段としても活用している。

⑥ 今後の方向性・展望について
今後、地域貢献応援制度を活用している職員に、活動から得られたものについてフィー
ドバックしてもらう機会を設けるなどして、地域貢献を促進する雰囲気作りを進めてい
くことが考えられる。
政府が出している「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」でも、公務員の副業に
関する言及がある。将来的には地域貢献等に限定するといった制限もなくなり、全国的
に公務員にも幅広い副業が広がっていくことも考えられる。
制度を開始した当初は、収入を増やしたいという動機から制度を利用することも想定
されたが、そもそも地域貢献活動はお金儲けにはなりにくく、現実にはよほど気概のあ
る人でなければ副業は難しい面もある。
新しい制度の導入は、リスクに目が行きがちであるが、前向きに制度の導入・活用を
図ることが大切であると感じている。
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（ 2 ）生駒市
生駒市へのヒアリング実施概要、および事例のポイントは以下のとおりである。
図表 12 生駒市ヒアリング実施概要および事例のポイント

項目

詳細

第3章

実施日

2019年 7 月 9 日

ヒアリング実施先

生駒市市長公室 人事課 担当者

事例のポイント

① 人材育成基本方針改定により定めた「求める職員像」を具体化
する人材戦略の一環として副業・兼業の基準を策定。
② 地域の課題解決ニーズよりも、職員の人材育成という部分、職
場外とのネットワーク強化の側面を重視。
③ 職員が副業・兼業できることが、市の採用活動におけるPR材料
となる。

① 地域概況
奈良県生駒市は、人口120,132人（2019年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数）、面積
53.15㎢（2019年全国都道府県市区町村別面積調）
、奈良県奈良市や大阪府東大阪市、京
都府京田辺市などに接している。大阪の中心部へのアクセスも良く、生駒市中心部から
鉄道を利用して20 〜 40分程度である。
生駒市の人口は、大阪市等のベッドタウンとして右肩上がりで増加を続け、市制施行
47年で約3.2倍に急増した。しかし、2012年頃から人口の伸びが鈍化し、2015年以降は
微減傾向に転じている。一方で、高齢化が急速に進展しており、2015年から2025年にか
けての75歳以上人口の伸び率は、奈良県内12市でトップであり、全国でも高齢化のスピー
ドはトップ 5 ％に入る。
■生駒市の人材戦略（人材育成方針と職員採用）
生駒市は、職員の人材戦略に積極的に取り組んでいる。2015年 2 月に「生駒市人材育
成基本方針」を策定し、職員に求められる力として、「高い見識と人柄で他者との信頼
を構築し、リーダーシップを発揮して信頼を具体的な成果に換え、価値を創造できる職
員」を掲げている。
新卒採用においては、法律などの知識を問う公務員試験の代わりに、民間企業の採用
で用いられるSPI3を応募者の能力評価に活用している。また、採用試験の申込開始を
例年 4 月 1 日とし、民間企業の採用活動時期に合わせるといった先進的な取組を実施し
ている。こうした取組の結果、現在では採用応募者数が1,000人に達するなど、高い成
果を上げている。

② 導入に際して留意したこと、苦労したことなど、実務上のポイント
■副業制度の導入背景・経緯
2017年 4 月に神戸市が最初に地域貢献制度（副業制度）を導入したが、当時、生駒市
も人材育成基本方針の改定により定めた「求める職員像」を具体化する施策を検討して
いた。
「求める職員像」としては、事務処理能力や専門知識も必要だが、育成していか
なければならないのは「地域力」であり、地域に飛び込んで課題解決をしていく職員を
求めることとした。
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「地域力」とは、「地域愛」を一つのパラメーターとして設定し、業務中だけでなく業
務外でも市民と関わる、地域のイベントに参加するなど、地域に飛び出していくことが
公務員の強みになる。
「副業」というアプローチがその後押しになるのではないかと考
えるようになった。
そのため、生駒市の副業制度は、地域の課題解決ニーズよりも、職員の人材育成とい
う部分、職場外とのネットワーク強化の側面を重視している。
人材育成基本方針は2015年 2 月に改定し、
「地域力」
「地域愛」といったキーワードを
入れた。これを盛り込んだ経緯の 1 つは、人事評価をどうするかという議論がある中で、
「求める職員像」が必要であり、それをしっかり創ろうということで、全庁的に議論を
また、もう 1 つの経緯としてはトップの強い想いによる。現市長は、2011年に生駒市
が副市長を全国公募したときに応募して、環境省のキャリア官僚から副市長に就任した
キャリアを有しており、副市長時代には採用改革を進めていた。その一環で、採用した
人材の育成方針を定めるということで、
「求める人材像」について力を入れて協議を重
ねた経緯がある。
■副業制度の概要
図表 13 生駒市の「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用」概要

項目
活動対象

詳細
（ 1 ）公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であって、報酬を伴うも
の。
（ 2 ）市内外の地域の発展、活性化に寄与する活動であること。

対象職員

次のいずれにも該当する者とする。
（ 1 ）一般職の職員（嘱託・臨時職員は除く）であること。
（ 2 ）活動開始予定日において在職 1 年以上であること。
（ 3 ）活動開始予定日の直前の人事評価について、目標達成度評価におい
ては前 2 回、職務行動評価にあっては、前 1 回の評価がともに中位
以上である者。
（ただし採用 2 年目職員など職務行動評価を 1 度も
実施していない職員は、当該評価結果は考慮しない。）

許可申請

（ 1 ）職員が上記活動を行おうとする場合は、次の書類により許可を受け
なければならない。なお、書類の提出先は人事課長とする。
①「様式 1 営利企業等従事許可申請書（兼変更許可・許可取下申請
書）
」
②「様式 2 活動実績・計画報告書」
③ その他任命権者が必要と認める書類
（ 2 ）許可にあたっては、要件・内容の審査を行う。
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項目
要件審査

詳細
（ 1 ）勤務成績が良好である者。（活動開始予定日の属する年度の前年度
の人事評価の能力評価及び業績評価がともに中位以上である者。）
※前年度評価資料が無い職員については、別の方法で審査を行うた
め、市長公室人事課への問い合わせが必要。
（ 2 ）勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支
障がなく、かつその発生のおそれもないこと。
（ 3 ）報酬等（給料、手当などの名称のいかんを問わず、労務、労働の対

第3章

価として支給あるいは給付されるもの。講演料、原稿料などの謝金）
は地域貢献活動として許容できる範囲であること。
（ 4 ）当該年度及び過去 5 年以内に当該団体との契約、補助、指導、処分
を行う職に就いていないこと。
（ 5 ）地域の発展・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。
活動報告

許可を受けた者は、毎年度 2 月末日までに「様式 2 活動実績・計画
報告書」を人事課長に提出しなければならない。
なお、許可期間終了を迎え再度許可申請をする場合は、上記「様式 2 」
の提出に併せて、
「様式 1 営利企業等従事許可申請書（兼変更許可・許
可取下申請書）」を提出しても差し支えないものとする。

■対象職員の範囲にについて
副業制度については、2017年 8 月に制定し、2018年 8 月に改定をしている。
制度の内容に関しては、神戸市の制度を大きく参考にしているが、やってみないとわ
からない部分が多いため、ひとまずやってみて、申請であがってきた具体の事例を見な
がら判断していこうというスタンスでスタートしている。
地方公務員法の趣旨からすると副業は原則禁止であるので、最初は慎重な意見も人事
課内では出ていた。副業をたくさん認めてしまって収拾がつかなくなることや、企業と
の利害関係が生まれ職員が困ることはないか、という部分を慎重に議論した。
在職 3 年以上を申請要件としていたが、 1 年間やってみて本業に支障が特になかった
ので、在職 1 年以上にハードルを下げた。
■活動の内容・場所について
制度内容のうち、
「地域貢献活動の範囲」が一つの論点となった。神戸市は「主に市内」
と限定しているが、生駒市の場合は「市外」でもよいのではないかという議論が出た。
まずは様子を見ようということで、「市内に限る」としてスタートした。
最初に 1 年間、市内に限定したが、申請例では負荷の重いもの、時間をとられるもの
は少なく、一方で若手の職員で既に市外で活動していて、そこで報酬をもらいながら活
動したいという相談もあったので、市外でも地域の活性化・発展につながる活動で、職
員の人材育成につながるのであればよいのではないかという話になった。生駒市の職員
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は市内在住者が半分弱という状況であり、市外に住んでいる職員が多いので市外での活
動を認めていこうということになった。
活動対象として「継続的」という言葉が入っているのは、地域貢献活動をより効果の
ある形で行ってもらおうという意図があったためである。しかし、地方公務員法第38条
の趣旨は、
「原則認めない、許可で認める」とあるので、どちらかというと継続的な活
動は認めない方向性であると考えている。そのため、実際に運用してみて、継続性があ
るものの方がむしろ許可の扱いが難しいと感じている。
■活動内容の審査基準について
障」についてチェックしている（職務専念義務、信頼失墜行為、利害関係の 3 点。守秘
義務については当然ということで特に記述してもらう形となっていない。）
。
■人事評価との関係について
人事評価は本市ではS、A、B、C、Dの 5 段階評価、絶対評価で行っている。B（中位）
評価に集中しているのが実態であり、C・Dに位置づけられる職員は極めて少数であり、
これがある職員はまず本業を頑張ってもらうというスタンスをとっている。
人事評価の中で地域外での活動を組み込むことについて、目標を定める業績評価と、
能力評価があるが、能力評価のところで「求める職員像」が評価項目になっている。そ
の中に「市内外問わず、地域貢献活動をしているか」を入れている。
副業を通じた「地域愛」の体現を本業の人事評価につなげることには違和感もあるが、
「ちゃんと本業の業務もできているうえで」という部分で説明の担保としている。他方で、
「業務外でやっていることを評価者が評価できるのか」という問題も内在している。

③ 制度活用の実績、現在の職員の副業・兼業の状況について
■副業制度の利用実績について
制度利用については、当初想定していたのはNPOの活動に週 1 くらいのペースで参
画するようなものであったが、実績としては年に数回の単発な取組が多い。
執筆活動と講師は「謝礼」の側面が強いため、単発の講演依頼や執筆活動は報酬額を
確認の上、口頭でOKとしており、今回の副業制度の枠外ということで許可申請は求め
ていない。そのため、業務外で報酬を得る活動について、一般的な業務外での有償活動
と、地域貢献型の副業（本制度の対象）について包括的にまとめた基準があってもよい
のではないかと思っている。
副業の申請書には申請者の所属長の承認を経る形を採っている。現在のところ、申請
者の所属長から特に現場で困ったという話は出ていない。普段の働きぶりをみているた
め、残業続きで疲れているような職員に認めることがないようなチェックをここで入れ
ている。ただし、過度に認めない形にならないよう、市長からは所属長が否定的に捉え
ないようメッセージが発せられてはいる。
副業を制度化したことにより、
「庁内職員が様々な活動をしていることが見えてきて
いる」という副次的な効果もある。人事課としてもこれまではそういった活動をあまり
把握していなかった。人事課としてはいろいろ心配もあるが、普段の業務のパフォーマ
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ンスは落ちずにできているというのが実態だと思う。頑張る職員ほど副業制度に応募す
る傾向にあるので、頑張りすぎないか、健康面の部分の心配はある。
地方公務員法上「原則不可」という前提がある一方で、生駒市としては「副業を前向
きにやろう」という180度転換したことを発信している状況がある。あまり明確な基準・
方針を出せない中で、人事課としても一抹の不安を抱えながら運用しているが、 3 年経
過していろいろな実績が積み上がってくることで、その心配は少しずつ和らいできてい
る。
どこまでを「地域貢献型の副業制度」として申請が必要であるのか、明確な基準はな
いものの、これまで副業に関する申請で許可しなかったという例は少ない。地域貢献の
第3章

枠では認めなくても、従来からの枠組みで認めていいのではないかというところもある
ため、全体の方針を作り直すことも考えられる。
図表 14 生駒市の「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用」活用実績

活動内容

本職

活動年次

少年サッカーチームコーチ

1 名（消防職）

平成29年度〜（継続）

中学校バレーボール部コーチ

1 名（消防職）

平成29年度〜（継続）

小学生にいのちの大切さを教える出前授
業を行うNPO活動

3 名（消防職）

平成29 〜 30年度

中学校バスケットボール部コーチ

1 名（事務職）

平成30年度〜（継続）

大阪府内でのNPO（イベント創出）活動

1 名（事務職）

平成30年度〜（継続）

ビブリオバトルの普及活動

1 名（事務職）

平成30年度〜（継続）

大学における救命講習の指導

6 名（消防職）

平成31年度〜（継続）

④ 制度を取り巻く情勢について
2017年度から申請した職員のうち 2 名は、いずれも従来から活動していた職員が副
業申請したものである。「遠慮せずに報酬をもらえるようになった」という感想があり、
制度によって活動の継続支援ができている状況といえる。
市民の反応も気にしていたが、特に市民からの評価は良し悪しに関わらず聞かない。
市議会議員からは「よい取組」という評価を受けている。議員からはNPOなどに所属
して活動していくような形への期待の声がある。
副業制度は条例、規則ではなく、内規によって運用している。市議会に対して報告は
しているが、事前承認は取っていない。報告に際しても、市民にとってもプラス面があ
るので特に批判はなく、職務時間外の活動と限定しているので、業務に支障が出るといっ
た指摘もない。
今後、NPO等に週 1 ・ 2 日務めるというような例が出てくると、本業への支障といっ
た指摘も注視していく必要があると考えられる。
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⑤ 制度の導入の効果
■人材育成への効果
副業制度のこれまでの運用は、元々精力的に活動していた職員に報酬を認めたところ
が強く、より責任感をもって安心して取り組めている部分で効果が出ているといえる。
また、より地域に積極的に関わる職員が増えるようになれば制度の成果が出ていると認
められると考えられる。
NPO活動は法人資金が潤沢ではないため、報酬は個人ではなく、団体の資金にまわっ
ていると考えられる。
「求める職員像」への寄与という面で、人材育成の効果が顕在化するにはもう少し時
第3章

間がかかると考えられる。
■採用活動への効果
なお、副業制度に関しては、採用試験の説明会でも「副業を認めていこうとやっている」
という説明には学生から好反応が得られており、また中途採用の場では「副業ができる
ので生駒市を選んだ」という声をよく聞くことからも、採用の側面でのPRには効果が
実感される。
制度発足から 3 年目を迎え、新卒職員はこの制度をあたりまえのものとして入庁して
くる。新卒の研修においても、地域貢献活動のコマを作って、副業の活動事例を紹介す
るなどしている。
■地域貢献の効果
スポーツのコーチ活動等は全国的にも部活動指導等を担う人材不足が課題となってい
ることから、不足する人材の担い手として公務員の副業が役に立っていると考えられる。
ただし、本市の制度自体、地域から担い手不足で人が欲しい、というところからのスター
トではなく、市役所が人材育成の観点で先手を打った制度であるため、地域貢献の効果
があまり大きくないケースも想定している。今後、高齢化が進展する中で、担い手とし
ての期待が出てくることも想定される。
農業の担い手不足や保健師の不足など、地域の担い手不足が出発点になる場合、職員
に過度の負担を強いる可能性が高まる点には注意が必要である。副業の制度は、地域か
らの要請で、無給のボランティア活動を職員が強いられているようなケースにおいて、
業務外の場合はきちんと対価を支払うべき、という環境に改善し、働き方改革につなげ
られる可能性もある。

⑥ 今後の方向性・展望について
民間と公務員の兼業が当たり前になる時代が到来し、一般企業への副業の案件への対
応を考える必要が出てくる可能性もある。地域貢献活動と従来からある副業の関係性に
ついても再整理が必要と考えている。
自治体では年休取得も促進している中、年休は体を休めることが本旨でもあるため、
自治体として許可した副業活動を年休の日に行うことの妥当性、また、年休は報酬が出
ている日となるので、その時間帯に他の報酬を受けることの妥当性について整理が必要
と考えられる。
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（ 3 ）新富町
新富町へのヒアリング実施概要、および事例のポイントは以下のとおりである。
図表 15 新富町ヒアリング実施概要および事例のポイント

項目

詳細

実施日

2019年 7 月24日

ヒアリング実施先

新富町 小嶋町長
総務課 担当者

第3章

副業制度を活用されている職員の方
事例のポイント

① 町内の担い手不足を解決するツールとしての側面を重視。
② 町内の産業に従事することも可能とする内規を策定。

① 地域概況
宮崎県児湯郡新富町は、人口17,487人（2019年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数）、
面積61.53㎢（2019年全国都道府県市区町村別面積調）、宮崎県宮崎市や西都市、児湯（こ
ゆ）郡高鍋町に接しており、町内における市街化区域・用地地域の割合は3.4%である。
宮崎空港へのアクセスも良く、自動車を利用して約30分程度である。他市町村からの通
勤者比率は37.5%、他市町村への通勤者比率は43.1%となっており、多摩地域と比較する
と、奥多摩町や檜原村と同程度の水準である。
町は老年人口の増加と生産年齢人口の減少、若年層の転出超過状態を危惧し、雇用と
人口が互いを創出する好循環を生み出す新富町まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」、
「総合戦略」を2016年 3 月に策定した。
また、観光協会を法人化した地域商社「こゆ財団」のリーダーシップのもと、「世界
一チャレンジしやすい町」をビジョンとし、官民協働の働き方改革が進められている。
こゆ財団では、ユニリーバ・ジャパンからスタートした企業・団体・個人間ネットワー
ク「Team WAA!」と連携し、シェアサイクルサービスや空き家を改修したコワーキン
グサービスの導入、勉強会等の開催など「新しい働き方」を実現するための取組がなさ
れており、地場ライチのブランド化などで得られた収益を人材育成に再投資するモデル
が高く評価され、第16回「まち・ひと・しごと創生会議」において優良事例として取り
上げられた。

② 導入に際して留意したこと、苦労したことなど、実務上のポイント
■副業制度の導入背景・経緯
町長が議員であった時から、高齢者の見守り・買い物支援等、担い手不足が地域にとっ
てかなり大きな問題であり、貴重な人材である公務員がNPOに参画するなどの形で地
域に貢献する仕組みが必要だと考えていた。公務員はボランティアで地域に貢献するこ
とが当たり前であるとの風潮はあるが、副業として対価が介在することにより、公務員
のモチベーションが上がり、地域側も業務として期待することができるのではないかと
いうアイデアがあった。
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町長の「公務員の副業を認める」というアイデアに対して、生駒市が副業を認めてい
ると知ったので、副業制度を導入するにあたり、生駒市の基準を参考にして内規の案を
作成した。これを所属長会議にかけ、職員から意見を募って内容を固めていった。
内規を作成する際に生駒市の基準から変更した点としては、副業制度の対象となる活
動について、農繁期に手伝いをして報酬をもらうことを想定して、「本町産業の発展に
寄与する活動」との条件を加えたことがある。その他、対象職員は一般職、在職 1 年以
上で人事評価が一定以上とし、活動地域は町内とした点などは、生駒市の内容に倣って
いる。制度化までに何らかの困難に直面したとの認識はない。

2018年10月より、「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について」
という名前での内規として運用を開始した。2019年 7 月24日時点での制度概要について
は、以下のとおりである。
図表 16 新富町の「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用」概要

項目

詳細

活動対象

（ 1 ）公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であって、報酬を伴うも
の。
（ 2 ）町内の地域の発展、活性化に寄与する活動であること。
（ 3 ）本町産業の発展に寄与する活動であり、任命権者が特に認めるもの。

対象職員

次のいずれも該当する者とする。
（ 1 ）一般職の職員（嘱託・臨時職員は除く）であること。
（ 2 ）活動開始予定日において在職 1 年以上であること。
（ 3 ）活動開始予定日の直前の人事評価について、総合評価が中位以上で
ある者。

許可申請

職員が活動を行おうとする場合は、次の書類により申請し許可を受けな
ければならない。なお、書類の提出先は、総務課長とする。
① 様式 1

営利企業等従事許可申請書（兼変更許可・許可取下申請書）

② 様式 2

活動実績・計画報告書

③ その他任命権者が必要と認める書類

■活動の内容・場所について
コンビニでのアルバイトについては、町長はコンビニが地域に必要な地域資源である
として認める意向として記事などで出ているが、町内に 8 店舗ほどのコンビニがあるこ
とから、認められないのではないかとの意見も庁内にはある。
新聞配達については、人手不足が深刻であり、希望する職員も居たことから認める方
針であった。しかし、希望する職員が在職 1 年未満であったため認めることができず、
その後職員が都合上希望を取り下げたため、実績には至っていない。
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制度を利用するかどうかについては、職員側にも戸惑いがあるが、スポーツの指導な
ど、制度に該当する活動については、気軽に活動できるようになるため、制度を利用す
るように推奨している。
■活動内容の審査について
副業として認めるかどうかについては、所属長の推薦を経た後、町長決裁で事例ごと
に判断する形としているが、実際には所属長に申請する前に事前に総務課に相談がある
ので、その段階で判断を行っている。ある職員から登山ガイドとして活動をしたいとの
相談があったが、町外での活動であったため、認めることができないとの判断を、事前
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相談のタイミングで伝えた。
■人事評価との関係について
以前、地域での活動に参加しているか否かを人事評価につなげていたが、業務外の活
動であることから、現在ではチャレンジ項目にし、評価にはつなげていない。副業につ
いても同様に人事評価につなげる考えは今のところはない。

③ 制度活用の実績、現在の職員の副業・兼業の状況について
■副業制度の利用実績について
図表 17 新富町の「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用」活用実績

人数

内容

3名

神楽の舞い手

4名

少年スポーツのコーチ

1名

スポーツの審判

注）計 8 名のうち、実際に報酬を得ている者は 5 名であり、残りの 3 名は今のところ弁当・交通費を支給されている程
度であるが、念のため申請を行っているものである。

④ 制度を取り巻く情勢について
想定していたほどは職員に広がっていない印象はある。150名いる職員の 1 割くらい
が制度を利用してもよいのではないかと考えている。また現在は教育分野に偏りがある
ので、農業など産業分野での副業が増えてほしいと考えている。事例が増えれば徐々に
広がるのではないかと思っている。
大分県は派遣ボランティアの制度を立ち上げており、県内各自治体の窓口となって、
県や各自治体の労働組合から、地域の祭りなどへ足りない人材を送っている。新富町で
も、地域の活動とマッチングする仕組みがあるとよい。
議会からの反対は特になく、好意的に受け止められている。地域での人材不足が深刻
だからではないかと考えられる。
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公務員として一定の報酬を得ているのにさらに副業を認める必要があるのか、という
点についても、膝を交えて話してみると、町民には納得してもらえる。現在までに地域
からの求めで副業に繋がったケースはないが、これから増えてくるのではないか。農業
振興課には農家から人材を希望する声が届いており、今後農繁期になると事例が生まれ
る可能性がある。
NHK宮崎放送局で、新富町の副業制度が扱われ、その後別府市や県内の他自治体か
ら内規が欲しいとの問い合わせがあり、新富町から九州に広まっていく可能性がある。

⑤制度の導入の効果
制度利用の申請があった職員については、制度の導入以前より地域に関わる活動をし
ているが、副業により地域との交流が更に促進され、業務においても地域との連携を積
極的に取るようになるようになった。
地域から求められる、リーダーとしての力を発揮する等、副業では庁内とは異なる活
躍をしてもらえる。またこの活躍が人材育成に繋がるとの感触もある。
■採用活動への効果
「新富町役場で働くことの価値を高めよう」というスローガンを打ち出しており、多
様な働き方を認める取組を広げている。副業制度の導入は、そういった取組の一環であ
る。役場の中の人材不足に対して、単に
「地方公務員になりたい」
という職員ではなく、
「新
富町役場で働きたい」という職員が集まる職場に変えようというメッセージを発信して
いる。
副業制度を活用し、神楽の舞い手として活動されている職員のエピソード
神楽は出身地区で活動している。地区ごとに神楽があり、自身の出身地区の神楽は
特に舞い手の年齢層が高く、子ども神楽もないので、世代交代が困難である。制度が
始まる 6 年ほど前に、副町長（当時）からの勧誘があり、自分以外の 2 人とともにボ
ランティアとして神楽の活動を始めた。
これまでは活動のことが周りに知られていなかったため、人事異動のたびに上司に
説明をして了解を得る必要があったが、副業・兼業制度が始まったことで、活動が町
からの公認となり、その手間が省けることになった。報道等で町民に知られ、仕事で
ない面も注目されるようになったとの実感がある。
町長からの理解があることは大きいと感じている。身近に地域の問題があり、自分
に副業・兼業を行うキャパシティがあれば、自身のスキルアップにもつながるし、地
域との関係づくりにも役立つので、副業制度の活用はよいことなのではないか。
神楽をすることによって、各地区の役員と打ち上げ等で関係性ができ、業務でも話
しかけられるようになった。顔を知っている職員として住民から話かけられるか、知
らない職員として話かけられるかでは話しやすさ、仕事の進め方も異なるので、仕事
上の関係性構築に神楽が役立っていると実感している。
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■人材育成への効果

第３章 副業・兼業における事例分析

2．その他の参考となる事例
（ 1 ）独自の基準を導入・検討している事例
神戸市、生駒市、新富町等の先進事例を参考として、市町村や都道府県でも基準を明確
化する事例が出始めている。また、2019年 3 月に国家公務員における兼業基準が明確化
（政
府通知）されたことを踏まえて、副業・兼業における独自の基準を導入・検討する事例が
増えつつある。
第3章

○長野県
2018年 9 月に、
「地域に飛び出せ！社会貢献職員応援制度」をスタートさせた。都道
府県としては初の取組。対象活動を「地域的、社会的貢献活動」として、許可要件を明
確化した。知事部局のほか、教育委員会（県立学校を含む）や企業局等の職員も対象と
している。知事の応援メッセージや、リーフレットの作成・配布、参加促進研修の開催、
事例紹介などの応援制度を創設している。
○福井県
2019年10月に、
「現場でかがやけ！福井県地域ビジネス兼業促進制度」を創設し、職
員の副業・兼業の基準を明確化し、副業・兼業を解禁した。都道府県としては 2 例目。
在職 1 年以上の一般職を対象とし、地域の発展や社会課題解決に寄与する公益性の高い
事業に限定し、勤務時間外で週 8 時間以下、 1 か月30時間以下、勤務日は 3 時間以下、
報酬は社会通念上、相当と認められる範囲の条件で許可することとしている。
○笠間市（茨城県）
2019年10月に、職員の地域貢献を後押しすることを目的として、職員が報酬を得て地
域貢献活動に従事する場合の基準を明確化。対象となる活動は公益性の高いものと定め
ており、在職 3 年以上の職員が対象。活動は週 8 時間、月30時間以下であることや、週
休日および休日に従事する、公務員としての信頼失墜行為がないこと、報酬は社会通念
上相当と認められる範囲、などが条件となっている。
○鹿部町（北海道）
2019年11月に、深刻化する基幹産業の漁業などの人手不足の解消を目的として、職員
の副業の対象となる活動や許可基準を明確化。対象となる活動は公益性が高く継続的に
行うものとし、町の発展や活性化に寄与する活動と限定。勤務時間外の活動であること
や、報酬は許容できる範囲であることなどが条件となっている。
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※許可基準を明確にして社会貢献のための兼業を促進している事例
図表 18 地方公務員における兼業の現状

第3章

＜出典＞総務省 第32次地方制度調査会第26回専門小委員会資料「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」
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※許可基準を明確にして社会貢献のための兼業を促進している事例
図表 19 兼業許可を要しない行為であることが明確な事例

第3章
＜出典＞総務省 第32次地方制度調査会第26回専門小委員会資料「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」
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（ 2 ）副業・兼業を前提とした民間人材の採用活動を推進している例
特に民間からのキャリア採用を想定し、副業・兼業による人材の採用活動を推進する
事例が見られ始めている。いずれも民間の人材サービス会社を通じて募集を行ったとこ
ろ、想定を超える大きな反響・応募があり、予定よりも多くの人材を採用するに至って
いる。
○福山市（広島県）
2017年11月に、兼業・テレワークを前提としたキャリア採用を全国で初めて行った。
「戦略推進マネージャー」（週 1 日程度勤務、報酬：日当 2 万 5 千円）に対して、想定を
優秀な人材が多かったことから、想定よりも多い 5 人を雇用した。
○余市町（北海道）
2019年 7 月に、兼業・テレワークを前提としたマーケティングの専門人材を「余市町
戦略推進マネージャー」として募集した（月 4 日勤務、報酬：月額14万円（交通費込））。
1 名の募集枠に400名超の応募があり、最終的には 2 名が雇用された。
○能勢町（大阪府）
2019年 7 月に、兼業・テレワークを前提として、農業などの高度化を進めるための外
部専門人材を募集した（週 1 日程度勤務、報酬：日当 2 万円）。当初見込んでいた50名
程度を大きく上回る453名の応募があり、 4 名を採用した。
○福井県
2019年 9 月に、
兼業に限定して、県が策定中の長期ビジョンの県内向け広報戦略を担っ
てもらう「未来戦略アドバイザー」を募集した（月 2 回程度勤務、1 回当たりの報償費：
2 万 5 千円）。都道府県では初の取組。421名の応募があり、 4 名を採用した。
○生駒市（奈良県）
2019年10月に資金調達や観光、ICT、人事、教育など 7 分野で外部人材を募集した（常
勤（任期付き/なし）、非常勤（任期付き短時間/会計年度任用）の 4 形態）
。生駒市では、
副業・テレワークを認めている他、民間人材のみならず国家・地方公務員も募集対象と
している。
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超える395人の応募があり、応募者に大企業や外資企業での豊富な経験を持つ、極めて

第３章 副業・兼業における事例分析

3．事例分析全体のまとめ
先進事例をみると、神戸市や生駒市は、活動の対象エリアを自地域内に限定しておらず、
地域によらず職員の活動を促すことで職員のスキルアップを図ることを主な狙いとした制
度となっている。一方、新富町は、活動の対象エリアを自地域内に限定するとともに、地
域産業の発展に寄与する活動も認めるなど、地域の人手不足の解消や地域の発展・活性化
を強く意識した制度となっている。
このように、都市部では「スキルアップ型」、郊外部では「地域貢献型」の制度が導入・
第3章

運用されていると大別することができる。
図表20 副業・兼業の制度類型

類型

地域

主な狙い

主な活動エリア

代表事例

スキルアップ型

都市部

職員のスキルアップ

地域を限定せず

神戸市・生駒市

地域貢献型

郊外部

地域の発展・活性化

自地域内

新富町

ただし、いずれも職員の成長・意欲向上を重視する方向にシフトしてきており、採用で
のアピールにもつながっていることが共通の傾向といえる。
その他、共通する項目としては、以下の点がある。
・地域・議会からの否定的な反応は想定よりも少なく、比較的好意的に受け止められてい
る（制度導入の機は熟しているといえる）。
・前例がないため、まずやってみて、状況を見ながら基準をつくるスタンスで取組が重ね
られている。概ね順調に運用できており、徐々に事例が蓄積されている。
・職員が安心し責任感を持って活動できるようになることと、人事当局として職員の副業・
兼業の実態を把握し、基準を明確にして適正に制度を運用できるようになるメリットが
大きい。
・2019年 3 月に国家公務員における兼業基準が明確化されたことにより、今後さらに自治
体職員における副業・兼業の基準を明確化する動きが広がる可能性がある。
一方で、副業・兼業やテレワークを前提として、民間人材のキャリア採用を民間の人材
サービス会社を活用して実施する事例が出始めている。いずれも想定を大幅に上回る応募
があり、高度な民間人材の活用とともに、自治体の採用力・人材戦略の向上、職員の意識
改革につながっている。
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多摩・島しょ地域における現状

1．多摩・島しょ地域における自治体の現状
（ 1 ）調査概要
■実施目的
多摩・島しょ地域39市町村の担当者を対象としたアンケートを実施し、副業・兼業に
対する考え方やニーズ、課題等を把握する。
■実施方法
多摩・島しょ地域39市町村企画課へ送付。その後企画課より、担当部署へと展開いた
第4章

だく形式にて実施。
図表21

アンケートの実施方法

ᅗ⾲  ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪉ἲ

■実施時期
2019年 7 月 6 日（火）〜 2019年10月 7 日（月）
■実施対象
多摩・島しょ地域39市町村
■回収結果
回収数：39サンプル
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（ 2 ）まとめ（調査結果から得られる示唆）
① 自治体により副業・兼業の捉え方・運用がさまざま
⇒制度・基準が明確でないことにより、担当課と職員との間で認識が異なるケースも
首長が認めた副業・兼業の事例件数は自治体間でばらつきがあり、 0 件〜 100件超、
多いところで300件など自治体によってさまざまである。自治体により、副業の捉え方
や制度上の運用が異なっている状況といえる。実際に認可された具体的事例を見ると、
地方公務員法上、認可が不要である事例を挙げている自治体も存在する。
また、副業を認めた事例がない、と回答した自治体の職員が、職員アンケートにおい
て、副業を実施している、と回答しているケースもあり（問 2 ）、副業の制度や基準が
明確でないことにより、自治体の人事担当課と職員との間で、副業の捉え方が異なって
いるケースもあると見られる。

② 自治体として副業・兼業を奨励・支援している団体は 1 団体のみ
⇒副業によるメリットを積極的に捉えている団体が少なく、職員を含めて必要性があま
自治体として奨励・支援している、と回答した団体は 1 自治体のみにとどまっている。
（問 3 ）
職員側においても、副業・兼業のニーズ・関心について、
「高まりは感じられない」
とする団体の割合が 7 割を超えている。（問 6 ）
副業に対する期待については、「地域住民との人脈・ネットワークが増える」、
「異な
る組織での経験が職員の成長につながる」といった回答が多い。（問 7 ）逆に、懸念とし
ては、本業へのマイナスの影響を挙げる団体が多い。（問 8 ）
さらに制度化に向けては
「活
動内容の基準・制限を設ける必要性」といった手続上の課題をあげる割合が高く、ネガ
ティブな捉え方が多くを占めている。（問 9 ）

③ 人材育成策として肯定的に捉えるものの、逆に人材流出につながることの懸念が
強い
⇒人材育成や人材確保に対する危機感を強め、早期に積極的な検討を行うことが必要
人材育成策としての副業・兼業については、「地域に対する理解」や「多面的な思考」
の獲得という面で肯定的に捉える意見が多かったものの（問14）
、人材確保策としての
捉え方となると、副業を認めることでかえって人材流出につながることを懸念する回答
が最も多くなった。（問15）
副業を認めることによって人材流出につながる懸念があるということは、自団体の業
務内容や職場環境に比べて外部の方が魅力的であることを自認していることと同じとい
え、むしろ人材育成や人材確保に対する危機感を強める必要があるといえる。
副業・兼業に関して先進的な取組を進める自治体は、自治体運営の根幹にかかわる人
材の育成・確保に対して強い危機感を持つことを出発点とし、取組を開始しているケー
スがほとんどである。政令指定都市である神戸市や、大阪のベッドタウンとして勢いの
ある生駒市などの都市部でも、こうした危機感を持って先進的な取組を進めており、今
後急速に全国に取組が広がっていく可能性がある。その動きに取り残され、気づいたと
きには人材流出のリスクがますます高まっていたということのないよう、早期に危機感
をもって積極的な検討を行う必要がある。
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（ 3 ）調査結果
調査結果については、以下のようになっている。数値については、小数点第 2 位を四
捨五入した値をグラフ上に掲載しているため、合計値が100.0%とならない場合があるこ
とに留意されたい。なお、図表の説明に記載されている「SA」は単一回答の設問、
「MA」
は複数回答可の設問、「FA」は自由記述回答の設問を示す（職員向けアンケート、住民
向けアンケート、およびワークショップ実施後アンケートについても同様）。

① 副業・兼業の事例の有無（問 2 ）
過去 5 年間に、首長により実施が認められた副業・兼業の事例件数について、
「 0 件」
が25.6％となっている。次いで、
「11 〜 50件」
（23.1％）
、
「51 〜 100件」
（23.1％）と続く。
認められた副業・兼業の具体的な例としては、「消防団活動」、
「統計調査員」が多く
挙げられている。
ᅗ⾲
 㤳㛗ࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡓᴗ࣭වᴗࡢ௳ᩘ㸦1 ࣭6$㸧
図表22 首長により認められた副業・兼業の件数（N=39・SA）
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② 副業・兼業の推奨状況（問 3 ）
副業・兼業の推奨状況としては、「奨励・支援している」が 1 団体のみ（2.6％）であり、
ほとんどの団体（97.4％）では「特に奨励・支援していない」としている。
ただし、制度として整備はしていないものの、「業務に関する執筆や登壇等の人財育
成につながる業務については積極的に依頼を受けるよう推奨している」と回答した自治
体もみられる。
図表23 ᴗ࣭වᴗࡢዡບ࣭ᨭࡢ᭷↓㸦1
副業・兼業の奨励・支援の有無（N=39・SA）
ᅗ⾲
ᅗ⾲ 
 ᴗ࣭වᴗࡢዡບ࣭ᨭࡢ᭷↓㸦1 ࣭6$㸧
࣭6$㸧
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③ 副業・兼業の定義に関する規定の有無（問 4 ）
職員における副業・兼業の定義や対象・範囲等について規定があるかどうかについて、
「ある」が38.5％であり、「特にない」が59.0％である。
図表24
副業・兼業の定義の有無（N=39・SA）
ᅗ⾲

࣭6$㸧
ᅗ⾲
 ᴗ࣭වᴗࡢᐃ⩏ࡢ᭷↓㸦1
ᴗ࣭වᴗࡢᐃ⩏ࡢ᭷↓㸦1
࣭6$㸧
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④ 副業・兼業に関する懲戒処分の事例の有無（問 5 ）
副業・兼業に関して、懲戒処分（免職・停職・減給・戒告）を行った事例があるかど
うかについて、「ある」が5.1％（ 2 団体）であり、
「特にない」が94.9％である。
副業・兼業に関する懲戒処分の有無（N=39・SA）
ᅗ⾲図表25
 ᴗ࣭වᴗ㛵ࡍࡿᠬᡄฎศࡢ᭷↓㸦1
࣭6$㸧
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⑤ 副業・兼業に対する職員からのニーズ・関心の高まり（問 6 ）
職員における副業・兼業のニーズ関心の高まりについては、「ニーズ・関心の高まり
は感じられない」が最も多く、71.8％である。
次いで、
「職員から副業・兼業に関する問合せ・相談が増えている」
（20.5％）
、
「職員
から副業・兼業の許可についての申請が増加している」（10.3％）と続く。
図表26 副業・兼業に対する職員からのニーズ（N=39・MA）
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⑥ 副業・兼業に対する期待（問 7 ）
職員が副業・兼業を行うことにより、期待される成果やメリットとして、
「地域住民
との人脈・ネットワークが増える」が最も多く、51.3％となっている。
次いで、「異なる組織での経験が職員の成長につながる」
（46.2％）
、
「地域活動の担い
手が増える」（38.5％）と続く。
図表27 副業・兼業に期待する効果（N=39・MA）
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⑦ 副業・兼業を行うことにより懸念される課題（問 8 ）
職員が副業・兼業を行うことにより懸念される課題やデメリットについては、
「副業・
兼業で時間の制約が増え、本業が疎かになる」が59.0％となっている。
次いで、「本業での緊急事態・要請に対応できないケースが増える」
（53.8％）
、
「副業・
兼業で時間の制約が増え、余暇時間（家族との時間等）が減る」（35.9％）と続く。
ᅗ⾲図表28
 ᴗ࣭වᴗ㛵ࡍࡿᠱᛕ㸦1
࣭0$㸧
副業・兼業に関する懸念（N=39・MA）
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⑧ 副業・兼業の制度化に向けた課題について（問 9 ）
職員における副業・兼業の制度化に向けた課題については、
「活動内容の基準・制限
を設ける必要性」が69.2％となっている。
次いで、「本業への支障の発生」
（61.5％）
、「活動場所の基準・制限を設ける必要性」
（46.2％）と続く。
ᅗ⾲図表29
 ᴗ࣭වᴗࡢไᗘྥࡅࡓㄢ㢟㸦1
࣭0$㸧
副業・兼業の制度化に向けた課題（N=39・MA）
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⑨ 人材交流の事例（問10 〜 13）
■任期付き任用等の事例の有無（問10）
任期付き任用等で民間人材を積極的に活用しているかどうかについて、「ある」が
28.2％、「特にない」が71.8％を占めている。
ᅗ⾲

࣭6$㸧
任期付き任用等の民間人材活用事例の有無（N=39・SA）
ᅗ⾲ 図表30
 ௵ᮇࡁ௵⏝➼ࡢẸ㛫ேᮦά⏝ࡢ᭷↓㸦1
௵ᮇࡁ௵⏝➼ࡢẸ㛫ேᮦά⏝ࡢ᭷↓㸦1
࣭6$㸧
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■非常勤特別職等の事例の有無（問11）
非常勤特別職等で民間人材を積極的に活用しているかどうかについて、「ある」が
15.4％、「特にない」が84.6％を占めている。



ᅗ⾲

࣭6$㸧
ᅗ⾲ 図表31
 㠀ᖖ≉ู⫋➼ࡢẸ㛫ேᮦά⏝ࡢ᭷↓㸦1
㠀ᖖ≉ู⫋➼ࡢẸ㛫ேᮦά⏝ࡢ᭷↓㸦1
࣭6$㸧
非常勤特別職等の民間人材活用事例の有無（N=39・SA）
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■民間企業への職員派遣や受け入れの事例の有無（問12）
民間の企業や団体に職員を派遣したり、職員の派遣を受け入れたりする人事交流の事
例について、
「ある」
が35.9％、「特にない」が64.1％を占めている。
ᅗ⾲ 
Ẹ㛫ᴗࡢ⫋ဨὴ㐵ࡸཷࡅධࢀࡢ᭷↓㸦1
࣭6$㸧
ᅗ⾲  Ẹ㛫ᴗࡢ⫋ဨὴ㐵ࡸཷࡅධࢀࡢ᭷↓㸦1 ࣭6$㸧
図表32 民間企業への職員派遣や受け入れ事例の有無（N=39・SA）
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■他の自治体への職員派遣や受け入れの事例の有無（問13）
他の自治体に職員を派遣したり、職員の派遣を受け入れたりする人事交流の事例につ
いて、「ある」が38.5％、「特にない」が61.5％を占めている。
ᅗ⾲  ⮬యࡢ⫋ဨὴ㐵ࡸཷࡅධࢀࡢ᭷↓㸦1 ࣭6$㸧
ᅗ⾲ 
⮬యࡢ⫋ဨὴ㐵ࡸཷࡅධࢀࡢ᭷↓㸦1
࣭6$㸧
図表33
他自治体への職員派遣や受け入れ事例の有無（N=39・SA）
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⑩ 人材育成策としての副業・兼業の可能性について（問14）
人材育成策としての副業・兼業の可能性について、「地域に対する理解が深まること
により、職務能力向上への貢献が期待できる」が56.4％となっている。
次いで、「副業・兼業を経験した職員が多面的な思考を身につけることが期待できる」
（51.3％）
、「副業・兼業を通じて得られた機会・人脈を活用して、副業を行った職員が
転職してしまうのではないかとの懸念がある」（30.8％）と続く。
図表34 人材育成策としての副業・兼業の可能性（N=39・MA）
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⑪ 人材確保策としての副業・兼業の可能性について（問15）
人材確保策としての副業・兼業の可能性について、「副業・兼業を通じて得られた機会・
人脈を活用して、副業を行った職員が転職してしまうのではないかとの懸念がある」が
38.5％となっている。
次いで、
「優秀な人材を採用するための手段として有効である」
（25.6％）
、
「副業・兼
業を通じて得られた機会・人脈を活用して新たな職員の採用につなげる手段として有効
である」（23.1％）と続く。
図表35 人材確保策としての副業・兼業の可能性（N=39・MA）
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⑫ その他自由意見（問16）
その他、自由意見として寄せられた代表的な意見は以下の通りである。
図表36 その他、自由意見

＜基準の整備の必要性＞
・兼業・副業に対する国の方針等が変わりつつあるなかで、基準の整備の必要性を感
じている。
・兼業に必要な時間の創出のための制度構築のほか、兼業を行う上での利害関係の範
囲の特定や利害関係があった場合の対応の方法など、兼業解禁に向けて事前に明確
にしておくべき課題が多くあると考えられる。また、これまでに全国的に積み上げ
られてきた兼業許可案件や問題事案などの各事例についても各団体で共有化してお
く必要があるものと考える。
・不動産賃貸（不動産会社に管理を委託しているケース）が多いが、これが副業・兼業
にあたり、任命権者の許可が必要となることに疑問を感じる。
な状況であること。
・副業・兼業を許可する際の明確な基準。
・国や東京都などにおける、運用に関する資料（許可基準・事例等）があれば提供いた
だきたい。
＜今後の副業・兼業に関する検討の見込み＞
・職員の採用（特に専門職）に苦慮してるのが離島の現状で、副業・兼業について検討
されていく見込みが残念ながらまだ見えてこない。
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・許可基準が国や都においても曖昧であり、それぞれの事案ごとに個別の判断が必要
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2．多摩・島しょ地域における職員の現状
（ 1 ）調査概要
■実施目的
多摩・島しょ地域39市町村の職員を対象としたアンケートを実施し、副業・兼業に対
する経験やニーズ、課題等を把握する。
■実施方法
Webアンケートへのリンクを依頼状に併せて各市町村の企画部門に送付し、庁内
LAN等で周知され、職員がWeb上で回答する。
図表37
アンケートの実施方法
ᅗ⾲
ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪉ἲ
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■実施時期
2019年 8 月 6 日（火）〜 9 月 4 日（水）
■実施対象
多摩・島しょ地域39市町村の職員
■回収結果
回収数：908サンプル（各自治体の職員から任意でご協力いただいた）
市町村別、都市類型別の回収数は次の通り
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図表38 アンケート回収結果

都市類型
①大規模都市型

市町村名
立川市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、
日野市、西東京市

N

％

129

14.2%

287

31.6%

159

17.5%

333

36.7%

908

100.0%

武蔵野市、昭島市、小金井市、東村山市、
②中規模都市型

国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、
稲城市、羽村市
青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、

③中山間・島しょ型

奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、
三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、
小笠原村
八王子市、町田市
計
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④郊外大都市型
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（ 2 ）まとめ（調査結果から得られる示唆）
① 業務外活動に対する許可の要否についての理解が正しく認識されていない
⇒無報酬での活動の阻害要因となっているほか、有償での活動に対する不適切な理解も
無報酬での活動と消防団の団員としての活動についても、
「許可が必要」
、
「許可は困
難」、
「不可」と回答している職員が多く（問12）
、実際よりも厳しく考えているといえる。
制度に対する不正確な理解が、職員における業務外の活動の阻害要因になっている側面
があるといえる。
有償での活動については、さらに「許可は困難」、
「不可」と回答する割合が高くなり、
より厳しい捉え方をしている。 1 割前後の職員は（「NPO・NGOのメンバー」について
は約 2 割の職員が）
、有償での活動について「許可は不要」と回答しており、誤解をし
ている。
基準を明確にし、制度として周知・運用することで、適切な業務外活動を促進する必
要がある。

第4章

② 無報酬での業務外活動を実施している職員の割合は約 6 割に上っている
⇒ただし、今後「行いたい」とする割合は 4 割弱にとどまる。報酬の必要性を感じる職
員は半数超に
業務外の「無報酬」での活動経験（実費弁償のみの活動を含む）については、約 6 割
の職員が何らかの活動を行っている。
（問13）「地域の行事・イベントの手伝い」
、
「子
ども学習・スポーツの支援」、
「職員同士の交流・啓発活動」
、
「防災・防犯の推進」など
の活動が多いが、今後の活動意向（問17）については、
「行いたい」
、
「どちらかと言え
ば行いたい」は合わせて約 4 割にとどまっている。
無報酬での活動に対する報酬（問18）については、出た方がよいと「思う」、
「やや思う」
が54.6％を占め、過半数の職員が報酬の必要性を感じている。
無報酬での活動が負担になっている職員が一定割合存在することが伺われ、報酬があ
ることでその活動の維持をサポートできる可能性がある。

③ 副業・兼業に意欲的な意見が過半を占め、その内容も多岐に渡る
⇒若手ほど意欲的な傾向があり、現状に満足していない人ほど意欲的な傾向もみられる
無報酬での活動に意欲的な職員ほど副業・兼業にも意欲的な傾向も
副業・兼業での活動について、 5 割超の意欲的な回答が得られた。（問28）
ただし、若手層（30歳代まで）において意欲的な回答が約 7 割を占めるのに対し、中
堅〜ベテラン層（40歳以上）では意欲的な意見が約 4 割に留まるといった世代による意
識の違いがみられる。
この他、現状に満足していない者ほど、副業・兼業に対しても意欲的である傾向もみ
られる。公務特性で必ずしも望まない業務にも従事しなければならない場合に、副業・
兼業によってモチベーションを維持できる可能性も考えられる。
行ってみたい副業・兼業の内容（問30）については、
「地域の行事・イベントの手伝い」
、
「子どもの学習・スポーツの支援」といった無報酬での活動も盛んな分野（問13）を筆頭
に、複数の分野を選択する職員が多く、副業・兼業に意欲的な職員が多様な分野での活
動を希望する傾向が明らかになった。
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なお、過半の回答者が無報酬での活動に報酬を望む（問18）ほか、投資分野を除く幅
広い分野で、無報酬での活動に意欲的な職員ほど副業・兼業での活動に意欲的な傾向が
みられ、地域貢献活動へ積極性を発揮する延長線上で、副業・兼業へも意欲を示してい
ると考えられる。活動場所については、居住地やその近隣を志向する傾向がみられた。

④ 中山間・島しょ型の自治体で、地域活動の担い手としての副業・兼業が盛んに行
われている
副業・兼業経験の有無（問19）については、全地域での経験率が約16%である一方、
中山間・島しょ型の地域では約25%となっており、中山間・島しょ型で副業・兼業が盛
んに行われている実態が明らかになった。地域による活動内容の違いをみると、コミュ
ニティ維持のための活動や産業分野での活動率が中山間・島しょ型では都市型の地域よ
りも高くなっている。
定期的に活動する（問22）、報酬は少額である（問23）など、地域活動の担い手とし
て活躍する職員像が確認できた。

⇒制度化し基準を統一・明確化することが第一歩として重要、それが特に未経験者の後
押しに
副業・兼業のメリットとしては、
「報酬を得られること」をあげる割合が最も高く、
約 7 割を占める。ただし、すでに副業・兼業を行っている人は、
「地域に貢献できること」
を意識している割合が高く、副業・兼業の経験のない人ほど「報酬を得られること」を
意識している割合が高い。また、経験のない人は、
「退職後のキャリア形成に役立つこと」
や「スキルアップ」に対する期待も高い。
一方、デメリットとしては、
「規則の解釈が難しい」あるいは「制度化が不十分」といっ
た理由で処罰される恐れがあることをあげる人が多い。（問27）
こうした「処罰の恐れ」については、副業・兼業の経験がない人ほど回答する割合が
高い傾向があり、経験者より20ポイントほど高くなっている。
また副業・兼業をやってみたいと思う条件としては、
「副業・兼業を認める制度がで
きること」が突出して多く約 7 割を占めている。（問29）
副業・兼業を行う上で第一の障害となっているのが「処罰の恐れ」であり、副業・兼
業を認める制度が強く求められていることからも、基準を統一・明確化し、制度として
確立・運用することが第一歩として重要といえる。特に、副業・兼業の経験のない人ほ
ど、
「処罰の恐れ」に対する意識が高いことから、制度化がそれらの人を後押しし、副業・
兼業の促進につながりやすくなることも考えられる。
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⑤ 副業・兼業を行う上での第一の障害は「処罰の恐れ」

第４章 多摩・島しょ地域における現状

（ 3 ）調査結果
① 回答者の属性
■性別・年齢別
性別では、男性が75.2％を占めており、男性の割合が高い。
年齢別では、20歳代から50歳代までが概ね 2 割から 3 割強ずつ分散して分布している。
その中では、「30 〜 39歳」が32.9％とやや多い。また、
「60歳以上」についても3.0％含ま
れている（再任用等が想定される。）
。

ᅗ⾲
࣭6$㸧
図表39 ᅇ⟅⪅ࡢᛶู࣭ᖺ㱋ูྜ㸦1
回答者の性別・年齢別割合（N=908・SA）
㸺ᛶู㸼
               㸺ᖺ㱋ู㸼
＜性別＞
＜年齢別＞
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■世帯構成・同居している子どもの就学状況
世帯構成別では子どもと同居している 2 世代世帯が36.0%を占めており、 3 世代世帯
を含めると39.6%の回答者が子どもと同居している。その他、 1 人世帯、夫婦のみ、親
と同居している 2 世代世帯が概ね 2 割ずつ分散して分布している。
同居している子どもの就学状況は、就学前が36.4%、小学生が34.6%、中学生が18.9%、
高校生（高専を含む）が17.0%と高校生まで修業年限に比例して分布している。
図表40 回答者の世帯構成・同居している子どもの就学状況（SA）

ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢୡᖏᵓᡂ࣭ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶࡢᑵᏛ≧ἣ㸦6$㸧
＜世帯構成別＞
＜同居している子どもの就学状況別＞
㸺ୡᖏᵓᡂู㸼
      㸺ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᏊࡶࡢᑵᏛ≧ἣู㸼
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第４章 多摩・島しょ地域における現状

■居住地別
居住地別では、勤務地が約 5 割を占めており、勤務する自治体内に居住する職員と、
勤務地外に居住する職員が半数ずつを占めている。
図表41 ᅇ⟅⪅ࡢᒃఫᆅูྜ㸦1
回答者の居住地別割合（N=908・SA）
ᅗ⾲
࣭6$㸧
ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢᒃఫᆅูྜ㸦1 ࣭6$㸧
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■転職経験別・地方公務員としての勤務年数別
転職経験別では、転職経験者が38.1%を占めている。
地方公務員としての勤務年数別では、10年未満が44.6%を占めており、勤務年数の浅
い職員の割合が高い。
図表42
回答者の転職経験・地方公務員としての勤務年数（N=908・SA）
ᅗ⾲
ᅇ⟅⪅ࡢ㌿⫋⤒㦂࣭ᆅ᪉බົဨࡋ࡚ࡢົᖺᩘ㸦1
࣭6$㸧
ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢ㌿⫋⤒㦂࣭ᆅ᪉බົဨࡋ࡚ࡢົᖺᩘ㸦1 ࣭6$㸧
    㸺㌿⫋⤒㦂⪅ࡢ᭷↓ู㸼      㸺ᆅ᪉බົဨࡋ࡚ࡢົᖺᩘู㸼
＜地方公務員としての勤務年数別＞
    ＜転職経験者の有無別＞
㸺㌿⫋⤒㦂⪅ࡢ᭷↓ู㸼      㸺ᆅ᪉බົဨࡋ࡚ࡢົᖺᩘู㸼
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■職種別
職種別では、一般事務職が 9 割近くを占めており、その他技術職が7.4%、専門職が4.0%
を占めている。


図表43 回答者の職種別割合（N=908・SA）

ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢ⫋✀ูྜ㸦1 ࣭6$㸧
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■スキルアップ、キャリアデザインへの意識・公務員の仕事への満足度
スキルアップ、キャリアデザインへの意識別では、「意識している」「やや意識してい
る」職員が63.2%を占めている。
公務員の仕事への満足度では、「満足している」
「やや満足している」が合わせて
55.1%を占めている。
図表44 スキルアップ、キャリアデザインへの意識・公務員の仕事への

ᅗ⾲ ࢫ࢟ࣝࢵࣉࠊ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥࡢព㆑࣭බົဨࡢࡢ
満足度（N=908・SA）
‶㊊ᗘ㸦1 ࣭6$㸧
㸺ࢫ࢟ࣝࢵࣉࠊ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥࡢព㆑ู㸼
㸺බົဨࡢࡢ‶㊊ᗘู㸼
＜スキルアップ、キャリアデザインへの意識別＞   ＜公務員の仕事への満足度別＞

63.2％
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② 許可が必要な業務外活動の範囲について（問12）
公務員による業務外活動について、原則、選択肢の内、無報酬での活動と有償で消防
団の団員として活動することには許可が不要である。また選択肢の内、消防団以外の有
償での活動は任命権者の許可を得れば可能である。
これに対し、無報酬での活動と消防団の団員としての活動についても、「許可が必要」
「許可は困難」「不可」と回答している職員がおり、実際よりも厳しく考えているといえ
る。特に、
「NPO・NGOの代表理事」や「民間企業のアドバイザー」については、無償
であっても「許可は困難」「不可」と考えている職員が一定数いる。これらについては、
制度に対する不正確な理解が、職員における業務外の活動の阻害要因になっている側面
があるといえる。
有償での活動については、さらに「許可は困難」「不可」と回答する割合が高くなり、
より厳しい捉え方をしている。その割合は、
「NPO・NGOの代表理事」で約 4 割、
「民
間企業のアドバイザー」で 5 割弱に上っている。
「NPO・NGOのメンバー」や「大学等
の非常勤講師」については、実際に活動している職員の話を聞くことがあると思われる
命権者の許可を得れば可能」と正しい回答をしている。
一方、逆に 1 割前後の職員は（
「NPO・NGOのメンバー」については約 2 割の職員が）
、
有償での活動について「許可は不要」と回答しており、不正確な理解をしている。
図表45 業務外活動の許可の範囲について（N=908）

žദᚐſƷᢠ৸Ꮓ
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ためか、
「許可は困難」「不可」と回答する割合は 2 〜 3 割に下がり、約 6 割の職員が「任

第４章 多摩・島しょ地域における現状

③ 無報酬での活動について
■無報酬での活動経験（問13）
公務員としての勤務以外での無報酬での活動経験（実費弁償のみの活動を含む）につ
いては、「特にない」が38.2％であり、約 6 割の職員が程度の差はあっても何らかの活動
を行っている。
無報酬での活動のうち、最も多いのが「地域の行事・イベントの手伝い」であり、
50.0％を占めている。次いで、
「子ども学習・スポーツの支援」
（22.2％）
「職員同士の交流・
、
啓発活動」（18.2％）
、
「防災・防犯の推進」
（12.4％）と続く。講演・執筆や産業関連の活動、
福祉分野の活動などの割合は低い。
「その他」としては、
「PTA・学校運営活動」
、
「震災復興・被災地支援」
、
「スポーツ・
文化活動」などがあげられている。
ᅗ⾲
㸧
図表46ᅇ⟅⪅ࡢ↓ሗ㓘࡛ࡢάື⤒㦂ูྜ㸦1
回答者の無報酬での活動経験別割合（N=908）
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■無報酬での活動の成果やメリットについて（問15）
無報酬での活動の成果やメリットについては、「メリットを感じない」が5.9％であり、
94.1%の職員が程度の差はあっても何らかの成果やメリットがあると捉えている。
成果やメリットのうち、最も多いのが「地域に貢献すること」であり、76.8％を占め
ている。次いで、「人脈を広げること」（68.7％）
、
「視野を広げること」（64.0％）
、
「地域
を活性化すること」（55.7％）と続く。
「その他」としては、「専門家としてのスキルを用いて貢献することができる」
、
「有償
で活動するための事前準備」などがあげられている。
図表47 無報酬での活動の成果・メリット別割合（N=908・MA）
ᅗ⾲
↓ሗ㓘࡛ࡢάືࡢᡂᯝ࣭࣓ࣜࢵࢺูྜ㸦1 ࣭0$㸧
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■無報酬での活動の課題やデメリットについて（問16）
無報酬での活動の課題やデメリットについては、「課題はない」が4.6％であり、95.4%
の職員が程度の差はあっても何らかの課題やデメリットがあると捉えている。
課題やデメリットのうち、最も多いのが「時間調整」であり、65.7％を占めている。
次いで、
「公務との両立」（57.7％）
、
「職場の理解」
（40.5％）
、
「持ち出しの負担が大きい」
（36.9％）と続く。
「その他」としては、「適切な対価がなく、モチベーションを持てない」
、
「自治体職員
として過剰な期待を持たれる」などがあげられている。
図表48 無報酬での活動の課題・デメリット別割合（N=908・MA）
ᅗ⾲
↓ሗ㓘࡛ࡢάືࡢㄢ㢟࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺูྜ㸦1 ࣭0$㸧
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■無報酬での今後の活動意向（問17）
無報酬での今後の活動意向については、「行いたい」「どちらかといえば行いたい」が
合わせて37.5%を占め、
「どちらでもない」の31.7%、
「行いたいと思わない」「あまり行
いたいと思わない」の30.7%と拮抗している。
図表49 無報酬での今後の活動意向別割合（N=908）

ᅗ⾲ ↓ሗ㓘࡛ࡢᚋࡢάືពྥูྜ㸦1 㸧

30.7％

37.5％
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■無報酬での活動に報酬が出た方がよいと思うか否かについて（問18）
無報酬での活動に報酬が出た方がよいと「思う」「やや思う」が54.6％を占め、過半の
職員が報酬の必要性を感じている。一方、無報酬での活動に報酬が出た方がよいと「思
わない」「あまり思わない」は18.2%を占めている。
図表50
無報酬での活動に報酬が出た方が良いと思うか否かについて（N=908）
ᅗ⾲
↓ሗ㓘࡛ࡢάືሗ㓘ࡀฟࡓ᪉ࡀⰋ࠸ᛮ࠺ྰࡘ࠸࡚㸦1
㸧

18.2％

54.6％
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④ 副業・兼業の経験
■副業・兼業の経験（問19）
公務員としての勤務以外での有償での副業・兼業経験については、
「特にない」が
84.3％（765人）であり、15.7%（143人）の職員が程度の差はあっても何らかの副業・兼
業を行っている。
副業・兼業の内容については、多岐にわたっており突出したものはないが、比較的多
くを占めているのが「株式投資・ＦＸ」（4.8％）
、
「防災・防犯の推進」
（4.0％）
、
「講演・
講師」（3.0％）
、「地域の行事・イベントの手伝い」（2.5％）などである。農林水産業や
観光業、宿泊業、飲食業、地場産業、商工業など産業分野の割合は低い。
「その他」としては、国際協力活動などがあげられており、具体的な活動内容（問19）
をみると、発展途上国への技術提供などがあげられている。
ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢάື⤒㦂ูྜ㸦1 㸧
図表51 回答者の副業・兼業の活動経験別割合（N=908）
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第４章 多摩・島しょ地域における現状

都市類型別では、何らかの副業・兼業を行っている割合（「特にない」を除いた割合）は、
中山間・島しょ型が突出しており、その他の都市類型が約14%であるのに対し、中山間・島
しょ型は約25%であり、約11ポイント高くなっている。
他の類型と比べて中山間・島しょ型で特に経験率の高い活動内容は「防災・防犯の推進」
や「福祉・医療、高齢者支援」といったコミュニティに根差した活動や、
「家業の手伝い」
や「観
光宿泊、飲食業」といった産業の担い手としての活動があげられている。副業・兼業の具体
的な活動内容（問19）をみると、消防団が多くあげられている。

第4章
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図表52 副業・兼業の活動経験（勤務地別）
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第４章 多摩・島しょ地域における現状

■副業・兼業の活動場所（問20）
問19で選択した主要な副業・兼業の活動場所については、「勤務先の市町村」が51.7%
であり、勤務地以外と拮抗している。
勤務地以外については、「勤務先を除く居住地」、
「その他（多摩・島しょ地域）
」
、
「そ
の他（都区部）」、
「その他（都外）」が分散して分布している。
図表53 回答者の副業・兼業の活動場所別割合（N=143・MA）
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ᅗ⾲
ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢάືሙᡤูྜ㸦1
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■副業・兼業の期間（問21）
問19で選択した主要な副業・兼業の活動場所については、「 1 年未満」が29.4%を占め
ており、 5 年未満の期間で区切ると53.2%と過半を占めている。
次いで、「 5 年以上10年未満」と「10年以上20年未満」が 2 割ずつ分布しており、20年
以上継続している場合も7.0%を占めている。
ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢάືᮇ㛫ูྜ㸦1 㸧
図表54 回答者の副業・兼業の活動期間別割合（N=143・SA）
ᅗ⾲
ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢάືᮇ㛫ูྜ㸦1 㸧

53.2％
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■副業・兼業の活動頻度（問22）
問19で選択した主要な副業・兼業の活動頻度については「週に 1 回以上」が17.5%、
「月
に数回」が23.8％、「月に 1 回」が12.6％を占めており、53.9%の職員が月に 1 回以上の頻
度で活動を行っている。次いで、イベントや単発の業務などで「年に数回」が24.5％、
「そ
れ以下」が21.7％と続く。
図表55 ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢάື㢖ᗘูྜ㸦1
回答者の副業・兼業の活動頻度別割合（N=143・SA）
ᅗ⾲
㸧

53.9％㸧
ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢάື㢖ᗘูྜ㸦1
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■副業・兼業の年間報酬金額（問23）
問19で選択した主要な副業・兼業の報酬金額（年間）については「 1 万円未満」が
34.3%、
「 1 万円以上 5 万円未満」が26.6％と、多くの職員は少額の報酬で活動を行って
いる。
次いで、「 5 万円以上10万円未満」が21.0%、
「10万円以上50万円未満」が9.8%と続き、
50万円以上の報酬を得ている職員の割合は低い。
ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢሗ㓘㔠㢠㸦ᖺ㛫㸧ูྜ㸦1 㸧
図表56 回答者の副業・兼業の報酬金額（年間）別割合（N=143・SA）

ᅗ⾲ ᅇ⟅⪅ࡢᴗ࣭වᴗࡢሗ㓘㔠㢠㸦ᖺ㛫㸧ูྜ㸦1 㸧
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■副業・兼業に関する規定の認知度（問25）
認可される活動の条件や申請方法等副業・兼業に関する規定の認知度については、
「知っている」、
「少し知っている」が46.4%を占めている。
ᅗ⾲
ᴗ࣭වᴗ㛵ࡍࡿつᐃࡢㄆ▱ᗘูྜ㸦1 㸧
図表57 副業・兼業に関する規定の認知度別割合（N=908・SA）

46.4％
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⑤ 副業・兼業の捉え方
■副業・兼業の成果やメリット（問26）
副業・兼業の「メリットを感じない」と答えた回答者は4.7%で、95.3%の職員が程度
の差はあっても副業・兼業に何らかの成果やメリットがあると認識している。
副業・兼業の成果やメリットのうち、最も多いのが「報酬を得られること」で72.6%
の職員が認識しており、次いで、
「人脈を広げることができる」
（57.7％）
、
「視野を広げ
ることができる」（57.2％）
、
「スキルアップができる」（54.7％）
、
「経験を公務に活かす
ことができる」（45.9％）が続き、多くの職員が副業・兼業により自身の能力を向上させ
ることができる、ネットワークを獲得することができると認識している。
この他、
「地域に貢献できる」
（44.3％）、
「退職後のキャリア形成に役立つ」
（37.6％）
「本
、
業の意欲が高まる」（17.6％）が続き、職員は副業に複数の成果やメリットを見出してい
る。
図表58 副業・兼業の成果・メリット
別割合（N=908・MA）
ᅗ⾲
ᴗ࣭වᴗࡢᡂᯝ࣭࣓ࣜࢵࢺูྜ㸦1
࣭0$㸧
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第４章 多摩・島しょ地域における現状

副業・兼業の経験有無別で比較すると、経験の有る職員は、副業・兼業の成果やメリッ
トとして「地域に貢献できる」ことを認識している割合が高い。一方、経験のない職員は、
「報酬を得られる」ことや「退職後のキャリア形成に役立つ」ことを副業・兼業の成果や
メリットとして考えている割合が高い。
ᅗ⾲ ᴗ࣭වᴗࡢᡂᯝࡸ࣓ࣜࢵࢺࡘ࠸࡚ ᴗ࣭වᴗࡢάື⤒㦂᭷↓ู 
図表59 副業・兼業の成果やメリットについて（副業・兼業の活動経験有無別）
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また、副業・兼業の成果・メリットについて、
「報酬を得られる」
「地域に貢献できる」
「人
脈を広げることができる」と回答した層別に、興味のある活動分野をみると、「報酬を
得られる」と回答した層は投資分野（
「不動産の活用・投資」
、
「株式投資・FX」、
「太陽
光発電投資・販売」）や「転売・広告収入」など収入目的の活動をあげる割合が高い傾向
がみられる。一方、
「地域に貢献できる」や
「人脈を広げることができる」
と回答した層は、
地域貢献分野（「地域の行事・イベントの手伝い」
、
「子どもの学習・スポーツの支援」
、
「福
祉・医療、高齢者支援」、
「防災・防犯の推進」
）の活動をあげる割合が高い傾向がみられる。
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図表60 副業・兼業の成果・メリット（興味のある活動分野別）
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■副業・兼業の課題やデメリット（問27）
副業・兼業の「デメリットを感じない」と答えた回答者は5.7%を占めており、94.3%
の職員が程度の差はあっても副業・兼業に何らかの課題やデメリットがあると認識して
いる。
副業・兼業の課題やデメリットのうち、最も多いのが「規則の解釈が難しく、処罰の
恐れがある」で62.6%の職員が認識しており、「制度化が不十分で、処罰の恐れがある」
が60.5％を占めており、多くの職員が処罰の可能性を課題やデメリットとして認識して
いる。
次いで、
「公務に支障が生じる恐れがある」（51.5％）、
「時間がとれない」
（42.0％）
、
「職
場の理解を得られそうにない」（38.5％）と続く。
その他としては、「住民からの理解を得られない」などがあげられている。
ᅗ⾲
࣭0$㸧
図表61 ᴗ࣭වᴗࡢㄢ㢟࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺูྜ㸦1
副業・兼業の課題・デメリット別割合（N=908・MA）
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第４章 多摩・島しょ地域における現状

副業・兼業の活動経験別で比較すると、経験のない職員は「処罰の恐れ」をより強く
感じる傾向があり、
「制度化が不十分で、処罰の恐れがある」
、
「規則の解釈が難しく、
処罰の恐れがある」、
「公務に支障が生じる恐れがある」と選択した割合は、経験者に比
べて約20ポイント高くなっている。
ᅗ⾲
ᴗ࣭වᴗࡢㄢ㢟ࡸࢹ࣓ࣜࢵࢺࡘ࠸࡚
ᴗ࣭වᴗࡢάື⤒㦂᭷↓ู 
図表62
副業・兼業の課題やデメリットについて（副業・兼業の活動経験有無別）
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■副業・兼業の今後の活動意向（問28）
副業・兼業の今後の活動意向については、
「やってみたい」が30.9％、
「どちらかとい
えばやってみたい」が23.0％を占めており、53.9%の職員が副業・兼業での活動に意欲を
示している。次いで、「どちらでもない」
（24.6％）
、
「あまりやってみたいと思わない」
（10.7％）、
「やってみたいと思わない」（10.8％）と続く。
ᅗ⾲
ᴗ࣭වᴗࡢᚋࡢάືពྥูྜ㸦1
࣭6$㸧
図表63
副業・兼業の今後の活動意向別割合（N=908・SA）

53.9％
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年齢階層別では、29歳以下から50~59歳にかけて、若い世代ほど副業・兼業の活動意
欲を持っており、年齢を重ねるにつれて副業・兼業に消極的になる傾向があり、40歳を
境に大きなギャップが存在する。また、再任用等が想定される60歳以上では、退職後の
地域活動を意識してか、50~59歳と比べ副業・兼業に意欲を持つ職員の割合が増えてい
る。一方で副業・兼業に否定的な職員の割合も増えているため、活動意向が二極化する
傾向にある。
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図表64 副業・兼業の今後の活動意向について（年齢階層別）

ᅗ⾲ ᴗ࣭වᴗࡢᚋࡢάືពྥࡘ࠸࡚ ᖺ㱋㝵ᒙู 
ᅗ⾲ ᴗ࣭වᴗࡢᚋࡢάືពྥࡘ࠸࡚ ᖺ㱋㝵ᒙู 
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スキルアップやキャリアデザインへの意識別では、これらを意識している職員の内
56.5%が副業・兼業を「やってみたい」と回答している。「やや意識している」、
「どちら
でもない」、
「あまり意識していない」
、
「意識していない」を選択した職員と比べて、副業・
兼業をやってみたいと回答した職員の割合は約30ポイント高く、スキルアップやキャリ
アデザインを強く意識している職員は副業・兼業に積極的な傾向がある。
ᅗ⾲ ᴗ࣭වᴗࡢᚋࡢάືពྥ ࢫ࢟ࣝࢵࣉࡸ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥࡢព㆑ู 
図表65 ᴗ࣭වᴗࡢᚋࡢάືពྥ
副業・兼業の今後の活動意向（スキルアップやキャリアデザインへの意識別）
ᅗ⾲
ࢫ࢟ࣝࢵࣉࡸ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥࡢព㆑ู 
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公務員としての仕事への満足度別では、満足度が低いほど、副業・兼業に対して積極
的な意向を持っており、現状に満足しない意識の高い層がキャリアデザインの一環とし
て副業・兼業に意欲的な傾向にある。
図表66ᴗ࣭වᴗࡢᚋࡢάືពྥ
副業・兼業の今後の活動意向（公務員としての仕事への満足度別）
ᅗ⾲
බົဨࡋ࡚ࡢࡢ‶㊊ᗘู 
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■副業・兼業をやってみたいと思う条件（問29）
副業・兼業をやってみたいと思う条件について、「特にない」が12.4％を占めており、
87.6%の職員が程度の差はあっても何らかの条件で副業・兼業の意欲が生じる、もしく
は増すと認識している。
この条件について、「副業・兼業を認める制度があればやってみたい」と答えた回答
者は66.6%と最も多くを占めており、課題やデメリットとして回答の多い「処罰の恐れ」
がなくなることを、約 7 割の職員が副業・兼業の条件として考えている。次いで、「十
分な報酬が得られるならやってみたい」
（36.2％）
、
「副業・兼業を首長が推奨するので
あればやってみたい」
（35.5％）
、
「副業・兼業を認める制度が地域に広報・周知されて
いればやってみたい」（30.1％）と続き、約 3 割の職員が副業・兼業に職場の理解や地域
住民の理解が必要であると認識している。
図表67 ᴗ࣭වᴗࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠺᮲௳ูྜ㸦1
副業・兼業をやってみたいと思う条件別割合（N=908・MA）
ᅗ⾲
࣭0$㸧
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■興味のある副業・兼業（問30）
興味のある副業・兼業は「特にない」と答えた回答者は18.1％で、81.9%の職員が程度
の差はあっても何らかの副業・兼業に興味を示している。
具体的な活動内容については、「地域の行事・イベントの手伝い」が40.0%と最も多く、
次いで「子どもの学習・スポーツの支援」（34.9％）が続き、地域貢献活動に興味を示し
ている職員の割合が高い。この他、「観光・宿泊、飲食業」
、
「講演・講師」
、
「株式投資・
FX」
、
「執筆」
、「地場産業・商工業（営利企業での短時間勤務など）」
、
「福祉・医療、高
齢者支援」、
「不動産の活用・投資」、
「職員同士の交流・啓発活動」
、
「防災・防犯の推進」
、
「転
売・広告収入」、「農林水産業」が 1 割〜 2 割強ずつ分散して分布しており、行っている
副業・兼業としては割合の低かった産業分野での活動を含め、複数の活動に興味を示し
ている職員が多い。
その他には、「国際協力活動」、「音楽活動」、「スタートアップ企業の支援」、
「建設現
場作業」、
「通訳ガイド」、
「産学連携コーデイネーター」
、
「カウンセリング」
、
「デザイン」
、
「システム開発」など、回答者の持つ専門性やスキルを活かすことのできる分野での活
第4章

動があげられている。
ᅗ⾲ ⯆ࡢ࠶ࡿᴗ࣭වᴗูྜ㸦1 ࣭0$㸧

図表68 興味のある副業・兼業別割合（N=908・MA）
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今後の無報酬での活動意向別では、無報酬での活動に積極的な職員は「地域の行事・
イベントの手伝い」、
「子どもの学習・スポーツの支援」等の副業・兼業に興味を示す割
合が、無報酬での活動に消極的な職員よりも高い。一方、
「不動産の活用・投資」
、
「株
式投資・ＦＸ」、「太陽光発電投資・販売」
、「転売・広告収入」においては、無報酬での
活動に消極的な職員の方が興味を示した割合が高い。

第4章
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図表69
興味のある副業・兼業について（今後の無報酬での活動意向別）
ᅗ⾲
⯆ࡢ࠶ࡿᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚
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■望ましい副業・兼業の活動場所（問31）
望ましい副業・兼業の活動場所については、
「特にない」が21.4％を占めており、
78.6%の職員が副業・兼業を行う場所のイメージを持っている。
図表70 望ましい副業・兼業の活動場所別割合（N=908・MA）

ᅗ⾲ ᮃࡲࡋ࠸ᴗ࣭වᴗࡢάືሙᡤูྜ㸦1 ࣭0$㸧
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居住地別では、各居住地で約 6 〜 7 割の回答者が居住地を望ましい活動場所にあげて
おり、勤務先以外に居住する層では、勤務先を希望した割合よりも高い。
図表71 望ましい副業・兼業の活動場所について（居住地別）
（N=908・MA）
ᅗ⾲
ᮃࡲࡋ࠸ᴗ࣭වᴗࡢάືሙᡤࡘ࠸࡚ ᒃఫᆅู
㸦1 ࣭0$㸧
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3．多摩・島しょ地域における住民等の現状
（ 1 ）調査概要
■実施目的
多摩・島しょ地域の市町村に居住する住民を対象としたアンケートを実施し、市町村
職員による副業・兼業に対する認識やニーズを把握する。
■実施方法
株式会社マクロミルに登録しているモニターに対するインターネット・アンケート
モニターがウェブサイト上のアンケート画面から回答。
■実施時期
2019年 7 月 3 日（水）〜 7 月 6 日（土）
第4章

■実施対象
・多摩・島しょ地域39市町村に居住する住民 624サンプル
・市町村職員の副業に対する住民の認識やニーズは、都市類型や年齢階層によってが傾
向が異なるとの仮説に立ち、人口規模と市街地面積比率に基づく「都市類型」（次ペー
ジ記載）と「年齢階層」の 2 軸による12セルに各50サンプル以上を確保するよう割り
付けを行った。
・この際、都市類型での特徴がより明確な市町村を対象とするとともに、特定の市町村
の影響が大きくならないよう、全39市町村の住民を対象とはせず、各類型 5 市町村以
上（④類型以外）を選定した。
・なお、公務員（自治体職員）は調査対象から除外した。
図表72 住民アンケートの回答者割り付け案

年齢階層

20〜30

40〜50

60歳

歳代

歳代

以上

①大規模都市型：府中市・調布市等

52

52

52

156

②中規模都市型：国立市・清瀬市等

52

52

52

156

③中山間・島しょ型：あきる野市、町村部等

52

52

52

156

④郊外大都市型：八王子市・町田市

52

52

52

156

全体

208

208

208

624

地域分類

全体

※③類型は同類型の特徴を強く持つ「町村部」で可能な限りサンプルを確保した上で、不足分についてあきる野市に調
査対象を広げ、156サンプルを回収した。
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図表73
ᅗ⾲
 多摩・島しょ地域の特性に応じた都市類型
ከᦶ࣭ᓥࡋࡻᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ㒔ᕷ㢮ᆺ

第4章
＜出典＞総務省「国勢調査」（平成27年）及び国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」をもとに三菱UFJリサー
チ&コンサルティング作成

   

①大規模
都市型

②中規模
都市型

③中山間
・島しょ型

④郊外
大都市型

各類型に該当する市町村の条件

調査対象市町村

（上図の赤点線枠内）

（上図の赤実践枠内）

人口15万人以上、市街化区域

三鷹市、府中市、調布市、小平市、

80％以上の市町村

西東京市

→対象 7 市、143万人

→対象 5 市、107万人

人口15万人以下、市街化区域

国分寺市、国立市、狛江市、清瀬市、

60％以上の市町村

東久留米市

→対象15市、150万人

→対象 5 市、46.8万人

人口15万人以下、市街化区域

あきる野市、全町村

50％未満の市町村
→対象15市町村、30万人

→対象14市町村、16.4万人

人口40万人以上、市街化区域

八王子市、町田市

80％以下の市町村
→対象 2 市、101万人

→対象 2 市、101万人
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（ 2 ）まとめ（調査結果から得られる示唆）
① 自治体職員の副業に対して肯定的な意見が過半を占め、その条件も寛容な傾向
⇒ただし、高齢者層では否定的な意見がやや多い点に留意が必要
自治体職員の副業に対しては、約 7 割の肯定的な回答が得られた。（問 5 ）
都市類型による違いは特に見られず、副業として活動を認める条件についても、活動
内容・活動場所ともに、「地域住民への貢献を目的に、職員が務める市町村内で」といっ
た狭義の形での活動を強く求める意向は確認できなかった。（問 6 ・ 7 ）
地域性によらず、自治体職員の副業に対する理解は一定程度広がっているといえる。
報酬の性質に関しても、職員個人の所得として受け取ることを半数程度の回答者が認
めているほか、その報酬の水準も約半数が相応の対価で受け取ることを認めるなど、特
段「公務員の」副業だからという形で活動の制約を求める意識は強くないと考えられる。
（問 9 ・10）
ただし、若年層（20~30歳代）において肯定的な回答が比較的高いのに対し、高齢者
層（60歳以上）では否定的な意見が多いといった世代による意識の違いが見られること
として、本業そのものへのマイナスの影響を挙げる割合が高い傾向があることから、副
業・兼業はあくまでも業務外の活動であり、本業の片手間で行うものではないことにつ
いて、周知を図ることが理解促進のポイントの一つになるといえる。

② 地域住民においても、副業による「職員の成長」に対する期待は高い
⇒副業が職員の成長につながり、本業にも好影響を与えることのＰＲや制度設計が重要
市町村職員の副業に対する地域住民の期待として、地域活動の担い手が増えるといっ
た「地域活性化」を期待する回答よりも、異なる組織での経験が職員の成長につながる
など、「職員の成長」を期待する回答が多い傾向にある。（問11）
また、家族に公務員がいる回答者、副業を積極的に行う方が良いと考えている層ほど、
職員の成長を強く期待する傾向があることも、興味深い回答傾向である。（問11）
一方、公務員の副業に関する課題として、本業への影響（疎かになる、緊急対応でき
なくなる）を懸念する回答割合が高く、特に公務員が副業を行うべきではないと考える
層で高い傾向にある（問12）ことから、副業が本業との相乗効果を発揮することや、副
業が職員の成長につながりひいては行政組織の活性化や行政サービスの向上につながる
ことをＰＲしたり、本業に悪影響を及ぼすものではないこと（上記の副業が業務外活動
であることの周知を含めて）が明確に住民に伝わるように意識して制度設計を行うこと
で、住民の理解が浸透していくことも考えられる。

③ 副業（有償）での活動は公務員の本業と近い領域で期待が高い傾向
⇒ただし、本来は本業でカバーすべき領域ともいえ、位置づけには慎重な検討が必要
中山間・島しょ型で地域産業の担い手不足対応、郊外大都市型で公共サービス維持に
対する副業ニーズが高い傾向
本調査では、公務員の活動として「ボランティア（無償）」で状況の改善を期待する
地域課題のうち、「副業（有償）」でも期待する地域課題を聞く設問形式を採用した。
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その結果、
「ボランティア（無償）」
で期待する活動で高い割合を示した活動内容のうち、
「地域行事・イベントの担い手不足の解消」
「地域の行事・イベントの維持・継承」では、
「副業（有償）」
でも期待する人の割合が 5 〜 6 割に留まるのに対し、
「高齢者の生活支援・
福祉の充実」「災害時の地域防災対策」では、 7 〜 8 割に達する結果となっている。
このことは、地域住民も主にボランティアで支えている地域の行事・イベントについ
ては、自治体職員においてもボランティアで支えてもらいたいという気持ちが見受けら
れる一方、高齢者福祉や防災などの高度な専門性を必要とする公共サービスに関する活
動は、有償でも自治体職員に支えてもらいたいという強いニーズ・期待があるといえる。
ただし、こうした活動は、本来は本業としての行政サービスとしての充足が望まれる活
動ともいえるため、公務員が時間外の活動として行う副業により充足することを安易に
認めていくことがないよう、取扱や位置づけは慎重に検討する必要があるといえる。
なお、地域類型別では、中山間・島しょ型で、「観光の受入態勢・拠点づくり」、
「地
域に根付く家業の継承」といった地域産業における担い手不足に対する副業ニーズが高
い傾向が見られるほか、郊外大規模都市型で、「高齢者の生活支援・福祉の充実」「災害
第4章

時の地域防災体制の維持・強化」「核家族などの子育て家庭への支援」といった公共サー
ビスの維持に対する副業ニーズが高い傾向が見られる。
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（ 3 ）調査結果
① 回答者の属性
■本人の属性
性別では、「男性」が49.8%、「女性」が50.2%でほぼ同数である。
年齢別では、回答モニターを割付しているため、20~30歳代、40~50歳代、60歳以上
のサンプル数は同数（各208サンプル）であるが、20~30歳代では、特に「35~39歳」の
回答割合が12.8%と最も高く、40~50歳代では「40~44歳」の回答割合が9.6%と最も高い。
図表74 回答者の性別・年齢別割合（N=624・SA）
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■家族・親族における地方公務員の存在（問 1 ・ 2 ）
家族・親族に地方公務員が「いる」と回答した割合は11.2%である。
その内訳としては、
「その他（祖父母、配偶者の親や兄弟姉妹など）」
が32.9%と最も高く、
次いで「親」が22.9%、「配偶者」と「子」が21.4%である。
図表75 家族・親族における地方公務員の存在（N=624・SA）
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■過去の職務経験（問 3 ）
過去の職務経験のうち、「転職経験」は63.3％があると回答しており、他の職務経験に
比べて突出して高い。次いであると回答した割合が高い経験は「管理職経験」で28.7%、
副業経験が18.8%である。
ᅗ⾲
㐣ཤࡢ⫋ົ⤒㦂㸦1 ࣭6$㸧
図表 76 過去の職務経験（N=624・SA）
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② 副業に関する認知度（問 4 ）
市町村の職員が、首長（市町村長）の許可を受ければ副業・兼業が認められると知っ
ᅗ⾲  ᴗ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘ㸦1 ࣭6$㸧
ていた割合は19.7%である。
ᅗ⾲  ᴗ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘ㸦1 ࣭6$㸧
図表77 副業に関する認知度（N=624・SA）
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年齢階層別では、60歳以上で29.8%が「知っていた」とする一方、20-30歳代では「知っ
ていた」は11.5％となっており、年齢階層により認知度の違いがみられる。
ᅗ⾲図表78
 ᴗ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘ㸦ᖺ㱋㝵ᒙู㸧
㸦6$㸧
副業に関する認知度（年齢階層別）（SA）
ᅗ⾲  ᴗ㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘ㸦ᖺ㱋㝵ᒙู㸧
㸦6$㸧
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③ 副業に関する考え方（問 5 ）
回答者が居住する市町村の職員が副業・兼業をすることについては、「時間制約など
一定の条件を満たす範囲で副業・兼業を行う方がよい」が55.6%と最も高く、次いで「副
業・兼業は行うべきではない（本業に職務専念すべき）」が30.3%である。
「積極的に副業・兼業を行う方がよい」と「時間制約など一定の条件を満たす範囲で
副業・兼業を行う方がよい」をあわせた肯定的な回答割合は69.7%である。
図表79 居住する市町村の職員が副業をすることに対する考え方（N=624・SA）

ᅗ⾲  ᒃఫࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗࢆࡍࡿࡇᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㸦1 ࣭6$㸧
ᅗ⾲  ᒃఫࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗࢆࡍࡿࡇᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㸦1 ࣭6$㸧
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年齢階層別では、「積極的に副業・兼業を行う方がよい」の割合は、20~30歳代で
25.0%である一方、60歳以上では3.8%と差が大きい。また、60歳以上では「副業・兼業
は行うべきではない」が42.8%である一方、20~30歳代では16.8％に留まる。
図表80 居住する市町村の職員が副業をすることに対する考え方（年齢階層別）
ᅗ⾲ 
ᒃఫࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗࢆࡍࡿࡇᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㸦ᖺ㱋㝵ᒙู㸧
ᅗ⾲  ᒃఫࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗࢆࡍࡿࡇᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㸦ᖺ㱋㝵ᒙู㸧
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④ 副業としての活動を認める条件について
■活動内容（問 6 ）
「不特定多数の住民が受益者となる活動」が37.3%と最も高く、次いで「職員個人に利
益が帰着する活動」が35.4%である一方、「いずれも認められない」は26.6%である。
ᅗ⾲
 ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦άືෆᐜ㸧
㸦1 ࣭1$㸧
図表81
副業として活動を認める条件（活動内容）（N=624・MA）
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家族に公務員がいる回答者では、「職員個人に利益が帰着する活動」が52.9%であるの
に対し、いない回答者では33.2%である。
ᅗ⾲

ᅗ⾲
 ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦άືෆᐜ㸸ୡᖏබົဨࡀ࠸ࡿ࣭࠸࡞࠸ู㸧
ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦άືෆᐜ㸸ୡᖏබົဨࡀ࠸ࡿ࣭࠸࡞࠸ู㸧
図表82
副業として活動を認める条件（活動内容：世帯に公務員がいる・いない別）
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■活動場所（問 7 ）
「職員が勤務する市町村内」が52.6%と最も高く、
「職員が居住する市町村内」が45.5%
と続く。
ᅗ⾲
ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦άືሙᡤ㸧
㸦1
図表83
副業として活動を認める条件（活動場所）
（N=624・MA）
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■職員の条件（問 8 ）
「職員の経験・評価等の条件は問わずに認める」が34.9%と最も高く、次いで「一定期
間以上の地方公務員としての在職期間に限り認める」が19.2%、「一定水準以上の職務行
動評価（人事考課）の職員に限り認める」が15.5%と続く。
ᅗ⾲  ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦⫋ဨࡢ᮲௳㸧㸦1 ࣭0$㸧
図表84
副業として活動を認める条件（職員の条件）（N=624・MA）
ᅗ⾲
 ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦⫋ဨࡢ᮲௳㸧
㸦1 ࣭0$㸧
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■報酬の性質（問 9 ）
「職員個人の所得として受け取る場合」が46.6%と最も高く、次いで「活動する団体の
収入として受け取る場合」が29.6%である一方、
「いずれも認められない」が27.2%である。
ᅗ⾲  ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦ሗ㓘ࡢᛶ㉁㸧㸦1 ࣭0$㸧
ᅗ⾲
 ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦ሗ㓘ࡢᛶ㉁㸧
㸦1 ࣭0$㸧
図表85
副業として活動を認める条件（報酬の性質）（N=624・MA）
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■報酬の水準（問10）
問 9 で「いずれも認められない」と回答した回答者以外に、認められる報酬の水準を
聞いたところ、「相応の対価であれば報酬の金額水準は問わず認めて良い」が48.5%と最
も高く、次いで「1,000円程度/時（8,000円程度/日）」が38.7%と続く。
図表86
副業として活動を認める条件（報酬の水準）（N=398・SA）
ᅗ⾲
 ᴗࡋ࡚άືࢆㄆࡵࡿ᮲௳㸦ሗ㓘ࡢỈ‽㸧
㸦1 ࣭6$㸧
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⑤ 副業による期待と課題
■市町村の職員が副業・兼業することで期待できること（問11）
「異なる組織での経験が職員の成長につながる」が34.8%と最も高く、次いで「職員の
本業の意欲と相乗効果が期待できる」が33.5%、「地域住民との人脈・ネットワークが増
える」が29.6％と続き、「地域活動の担い手が増える」は23.9%である。
ᅗ⾲図表87
 ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ㸦1
࣭0$㸧
市町村の職員が副業・兼業することで期待できること（N=624・MA）
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家族に公務員がいる回答者では「異なる組織での経験が職員の成長につながる」、
「職
員の本業の意欲と相乗効果が期待できる」、
「職員の本業で抱える課題の解決につながる」
などの回答割合が高い傾向にある。
図表88 市町村職員が副業・兼業することで期待できること（家族に公務員の有無別）
ᅗ⾲ 
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また、積極的に副業を行う方が良いと考えている層では、「職員の本業の意欲と相乗
効果が期待できる」が53.4%と高い一方、副業を行うべきではないとする層では「地域
活動の担い手が増える」が41.3%と高いなど、副業に対する考え方によって期待の傾向
が異なる。
ᅗ⾲  ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ㸦ᴗᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ู㸧
図表89 市町村職員が副業・兼業することで期待できること（副業に対する考え方別）
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■市町村の職員が副業・兼業することで課題になること（問12）
「副業・兼業で時間の制約が増え、本業が疎かになる」が57.7%、次いで「本業での緊
急事態・要請に対応できないケースが増える」が43.4%、「本業で得た情報の漏洩につな
がる」が27.9%と続く。
図表90
ᅗ⾲
 市町村の職員が副業・兼業することで課題になること（N=624・MA）
ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ㄢ㢟࡞ࡿࡇ㸦1 ࣭0$㸧
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年齢階層別では、自治体職員の副業・兼業に否定的な意見が多い高齢者層（60歳以上）
において、「本業での緊急事態・要請に対応できないケースが増える」、
「本業で得た情
報の漏洩につながる」、
「本業における公平性に支障が生まれる」といった本業そのもの
に対するマイナスの影響を懸念する割合が高まる傾向が見られる。
市町村職員が副業・兼業することで課題になること（年齢階層別）（MA）
ᅗ⾲図表91
 ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ㄢ㢟࡞ࡿࡇ㸦ᖺ㱋㝵ᒙู㸧
㸦0$㸧
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積極的に副業を行う方が良いとする層では、
「副業・兼業で時間の制約が増え、余暇
時間が減る」、「副業・兼業に対する職場の理解が得られず、働きづらくなる」など、副
業をする本人の課題、本人の働き方における影響を比較的強く意識する傾向があり、行
うべきではないとする層では、
「副業・兼業で時間の制約が増え、本業が疎かになる」
、
「本
業における公平性に支障が生まれる」、
「本業で得た情報の漏洩につながる」など、自治
体としての課題、本業そのものに対するネガティブな影響を強く意識する傾向がある。
ᅗ⾲ 
ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ㄢ㢟࡞ࡿࡇ㸦ᴗᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ู㸧
図表92
市町村職員が副業・兼業することで課題になること（副業に対する考え方別）
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⑥ 市町村職員の副業により状況の改善を期待する地域課題
■自主的な活動（無償のボランティア活動）による期待（問13）
「地域行事・イベントの担い手不足の解消」が40.2%と最も高く、次いで「高齢者の生
活支援・福祉の充実」が36.7%、「災害時の地域防災体制の維持・強化」が36.5%、「地域
の行事・イベントの維持・継承」が31.1%と続く。
図表93 市町村職員の自主的な活動（無償のボランティア活動）による期待（N=624・MA）







؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷਃƍɧឱƷᚐෞ
᭗ᱫᎍƷဃૅੲȷᅦᅍƷΪܱ



ܹƷ᧸؏ע˳СƷዜਤȷࢍ҄




؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷዜਤȷዒ১
܇ƲǋƷᝢȷܔᇌݣሊ



؏עƴƓƚǔ᧸ཛ˳СƷዜਤȷࢍ҄




˰؏עൟƴƓƚǔǇƪƮƘǓॖᜤƷӼɥ




ఋܼଈƳƲƷ܇ᏋƯܼଈǁƷૅੲ



܇ƲǋƷܖ፼ؾȷೞ˟ƷΪܱ



؏עเƷஊјဇ



؏עǛࠇƖᡂǜƩπσᚨƷᎊ҄ݣሊƷਖ਼ᡶ



ٶɭˊƕʩ්Ƣǔؾȷೞ˟ƷΪܱ



؏עƷٳݣႎƳ24Ʒ̟ᡶ
؏עƴఌ˄ƘܼಅƷዒ১ᲢࢸዒᎍɧឱƷᚐෞᲣ



עΨൟ᧓˖ಅȷʙಅƷƖɧឱƷᚐෞ



ᠾಅƷጛࣕƷਃƍɧឱƷᚐෞ




ᚇήƷӖλ७ѬȷਗໜƮƘǓ



ئעငԼǍཎငԼሁƷႆȷᙌԼ҄
ᚇήǷȸǺȳƴǑǔጛ᧑Ʒᛦૢȷࣖݣ



ңƷʴɧឱƷᚐෞ




ƂƦƷ˂ƃƷɼƳϋܾ
ȷΝƷȜȩȳȆǣǢѣƳƲǍǊǔǂƖŵႻࣖƷإᣛǛ
ƬƯƜƦŴјௐƸࢳưƖǔǋƷŵ
ȷ૾עπѦՃǋɟіᎍƷƨǊΝƷѣǛ൭ǊǔƷƸ᧓
ᢌƬƯƍǔƱ࣬Əŵ
ȷȜȩȳȆǣǢưƸࢳƠƳƍŵ
ȷଏ܍ƷǷǹȆȠƴƸࢼǘƳƍŵ
ȷǘƔǒƳƍŵ
ȷཎƴƳƠŵ

都市類型別では、選択割合が上位でない選択肢のうち、中山間・島しょ型で、「観光
の受入態勢・拠点づくり」、
「地域に根付く家業の継承」
、
「地域住民におけるまちづくり
意識の向上」、「地域を巻き込んだ公共施設の老朽化対策の推進」の割合が高い。
また、郊外大規模都市型で、「高齢者の生活支援・福祉の充実」、
「災害時の地域防災
体制の維持・強化」、
「核家族などの子育て家庭への支援」の割合が比較的高い。
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図表94
自主的な活動（無償のボランティア活動）による期待（都市類型別） 㸦0$㸧
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■問13で選択した期待のうち、有償の活動であっても期待する活動（問14）
「高齢者の生活支援・福祉の充実」が28.0%が最も高く、次いで「災害時の地域防災体
制の維持・強化」が25.3%、
「地域の行事・イベントの担い手不足の解消」が23.7%と続く。
ᅗ⾲図表95
 ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡢ⮬ⓗ࡞άື㸦᭷ൾࡢάື㸧ࡼࡿᮇᚅ㸦1
࣭0$㸧
市町村職員の自主的な活動（有償の活動）による期待（N=624・MA）




؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷਃƍɧឱƷᚐෞ




᭗ᱫᎍƷဃૅੲȷᅦᅍƷΪܱ



ܹƷ᧸؏ע˳СƷዜਤȷࢍ҄



؏עƴƓƚǔ᧸ཛ˳СƷዜਤȷࢍ҄

עΨൟ᧓˖ಅȷʙಅƷƖɧឱƷᚐෞ
ᠾಅƷጛࣕƷਃƍɧឱƷᚐෞ
ᚇήƷӖλ७ѬȷਗໜƮƘǓ
ئעငԼǍཎငԼሁƷႆȷᙌԼ҄
ᚇήǷȸǺȳƴǑǔጛ᧑Ʒᛦૢȷࣖݣ
ңƷʴɧឱƷᚐෞ
ƦƷ˂






第4章








؏עǛࠇƖᡂǜƩπσᚨƷᎊ҄ݣሊƷਖ਼ᡶ

؏עƴఌ˄ƘܼಅƷዒ১ᲢࢸዒᎍɧឱƷᚐෞᲣ





܇ƲǋƷܖ፼ؾȷೞ˟ƷΪܱ

؏עƷٳݣႎƳ24Ʒ̟ᡶ





ఋܼଈƳƲƷ܇ᏋƯܼଈǁƷૅੲ

ٶɭˊƕʩ්Ƣǔؾȷೞ˟ƷΪܱ





˰؏עൟƴƓƚǔǇƪƮƘǓॖᜤƷӼɥ






܇ƲǋƷǹȝȸȄѣƷૅੲ

؏עเƷஊјဇ





܇ƲǋƷᝢȷܔᇌݣሊ






؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷዜਤȷዒ১


























Ν
ஊΝ



115

第４章 多摩・島しょ地域における現状

4．多摩・島しょ地域の職員によるワークショップ
（ 1 ）実施概要
「自治体職員における副業・兼業を巡る動向と、今後のあり方に関する講習会（職員研
修会）」として、多摩・島しょ地域の職員によるワークショップを実施した。

① 実施目的
・「自治体職員における副業・兼業」をテーマとして、多摩・島しょ地域の担当職員を
主な対象に、先進事例等を含めて制度や動向に関する情報提供を行い、本テーマに対
する理解を深めるとともに、今後のあり方について考える機会を提供する。
・ワークショップ形式で担当職員同士が意見交換を行う場を設定することで、担当職員
が実務上困っていることや問題意識などを共有し、多摩・島しょ地域の地域性に応じ
た自治体職員の副業・兼業のあり方を検討するきっかけとする。また、他自治体担当
第4章

者間のネットワークづくりにもつなげる。
・ワークショップを通じて、多摩・島しょ地域における実態を把握するとともに、本調
査研究の視座・仮説に対する現場の職員の感想や反応を調査研究にフィードバックし、
実効性の高いアウトプットにつなげていく。

② 実施日時
2019年11月14日（木）13：30 〜 16：30

③ 実施会場
東京自治会館 3 階

308研修室

④ 実施対象
副業・兼業を所管する多摩・島しょ地域の市町村の担当職員（人事または企画担当課）
もしくは副業・兼業に興味がある職員（参加者：13名）

⑤ 当日の内容
・ 本研究の目的・概要について
・【情報提供 1 】公務員の副業・兼業について
・【情報提供 2 】多摩・島しょ地域における現状と課題について
・【ワークショップ】自治体職員の副業・兼業の実情と展望
①「副業・兼業の現状と課題について」
②「これからの副業・兼業のあり方について」
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（ 2 ）ワークショップでの検討結果
ワークショップは、前半後半でテーマを変えて、前半では、「副業・兼業の現状と課
題について」
、後半では、
「これからの副業・兼業のあり方について」
、をテーマとして
議論を実施した。各グループの議論の結果、主に以下のような意見が寄せられた。

① Aグループ
テーマ

主な論点

副業・兼業の現状 （基準の不明瞭さ）
と課題について

・副業・兼業が認められる基準について、不明瞭であることが課
題である。例えば、収入増が目的である場合にも、実施が認め
られるのか。
・実施が認められる基準以外にも、有給休暇取得時に副業・兼業
を実施してよいのか、副業時にケガをした際の対応、という論
（人事制度との連携）
・公務員と民間を問わず問題となる点として、副業・兼業が当た
り前な世の中となったときに、所属する組織内で昇格を望む職
員がいなくなってしまうのではないか。
（退職後の社会との接点づくり）
・副業・兼業の有効的な活用方法として、職員が退職後に社会と
の接点を持つための居場所づくりとしての役割を担うことがで
きるのではないか。

これからの副業・ （首長による推進）
兼業のあり方につ
いて

・副業・兼業の推進にあたっては、首長からのトップダウンで実
施していくことが現実的ではないか。
（基準及び手続きの明確化）
・許可基準は、原則OKとしたうえで、例外を定めるようなやり方
で策定することが望ましい。
・副業・兼業を実施したい人の申請手続きを、簡素化および明確
化していくことが重要ではないか。
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② Bグループ
テーマ

主な論点

副業・兼業の現状 （基準の不明瞭さ）
と課題について

・行政側の視点の課題として、副業・兼業を許可するための基準
が定まっておらず、制度が明文化されていないため、職員から
の相談があったとしても対応ができないことが挙げられる。
・職員側の視点の課題としても、地方公務員法上、どの範囲まで
副業・兼業を実施してよいのか基準がわからない。
（本業への支障）
・副業・兼業の実施により、本業へもたらす影響が計りきれない。
（手続きの煩雑さ）
・許可を得るために必要な申請が煩雑である。
（副業・兼業の推進に関する風土）

第4章

・現状として、職場の風土自体が、副業・兼業を推進する空気で
はない印象である。
これからの副業・ （基準及び手続きの明確化）
兼業のあり方につ
いて

・
「時間」
、
「金額」
、
「範囲」について明確に定めた基準が必要でな
いか。そのことが、副業・兼業を実施してよいと感じられる風
土づくりにもつながるのではないか。
・副業を行わない職員にとって不利益にならず、職員の自発性に
よる副業・兼業を促すようにすべき。
（副業・兼業に期待する効果）
・副業・兼業の制度化に求められる効果として、
「職員のスキルアッ
プ」、
「地域活性化」
、
「自己実現」
、
「無償の副業・兼業から有償
の副業・兼業への転換」
、
「人脈の構築」といったものが挙げら
れるのではないか。
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③ Cグループ
テーマ

主な論点

副業・兼業の現状 （基準の不明瞭さ）
と課題について

・何が実施可能な副業・兼業であり、何がそうではないのか、と
いうことは、実際のところ誰もわかっていないのではないか。
・外部化された部活動やお祭りといった活動については、自治体
職員が都合よく使われてしまっているのではいかという懸念が
ある。
（人事制度との連携）
・人事管理の観点からみると、本業への支障の問題や、労働時間
管理、人事評価への反映をどのようにするのかといった点は課
題ではないか。
（地域からの理解不足）
メージがわいていないのではないか。また、公務員は副業・兼
業ができない、という認識がいまだに強いのではないか。
（職員の資産形成ニーズの存在）
・実施したい人にとっては資産形成の一種として実施したいニー
ズも多いのではないか。そのため、充実した余暇活動を資産形
成に充てるという考え方が重要で、さらにそれが行政課題の解
決につながれば理想的ではないか。

これからの副業・ （基準及び手続きの明確化）
兼業のあり方につ
いて

・まずは、何が実施可能な副業・兼業であり、何がそうではない
のか、明確な基準を策定することが重要である。
（本業にもたらす影響の検討）
・本業に対して、副業・兼業がもたらす効果を検討していくこと
が重要ではないか。
（人事制度との連携）
・副業・兼業による地域貢献を実施している人については、本業
の人事評価に反映させることが必要ではないか。
・副業・兼業のあり方について考えると同時に、どのような職員
を育成するかを議論することが必要ではないか。
・副業・兼業を実施可能とするために、まずは本業における残業
を減らすことが重要ではないか。
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・地域の側からみると、公務員が地域で活動することに対するイ
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（ 3 ）ワークショップ実施後のアンケート
ワークショップ後、参加者向けアンケートを実施したところ、以下のような結果が得
られた。
ᅗ⾲  ཧຍ⪅ࡢᖺ㱋㸦6$࣭1 㸧
図表96
ᅗ⾲
 参加者の年齢（N=13・SA）
ཧຍ⪅ࡢᖺ㱋㸦6$࣭1 㸧

第4章
ᅗ⾲
 この講習会に参加した理由（N=13・SA）
ࡇࡢㅮ⩦ཧຍࡋࡓ⌮⏤㸦6$࣭1 㸧
図表97
ᅗ⾲  ࡇࡢㅮ⩦ཧຍࡋࡓ⌮⏤㸦6$࣭1 㸧
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ᅗ⾲  බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࠊไᗘࡸᇶ‽ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ㸦6$࣭1 㸧
図表98
公務員の副業・兼業について、制度や基準が理解できたか（N=13・SA）
ᅗ⾲
 බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࠊไᗘࡸᇶ‽ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓ㸦6$࣭1
㸧

図表99 公務員の副業・兼業について、自治体で積極的に後押ししていく必要があるか（N=13・SA）
㸦6$࣭1 㸧

ᅗ⾲  බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࠊ⮬య࡛✚ᴟⓗᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
㸦6$࣭1 㸧
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ᅗ⾲  ㈗⮬య࠾࠸࡚ࠊ⫋ဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡁ
図表100 貴自治体において、職員の副業・兼業についてどのように対応すべきか（N=13・SA）
㸦6$࣭1 㸧
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図表101 特に印象に残ったキーワード（FA、主な回答を抜粋）

ᅗ⾲  ≉༳㇟ṧࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸦)$ࠊ࡞ᅇ⟅ࢆᢤ⢋㸧

・地域貢献
・HR戦略としての副業・兼業推進
・公務員の視点ではなく、地域からみた貢献が求められている点。
・先進事例の戦略推進マネージャーについて、とても興味深いと感じた。
・許可の基準が知られていない。
・正当な評価、プライバシーの保護、自分の居場所
・地域貢献・自己実現（「安心し責任感を持って活動できるようになること」により、
いろいろなことにチャレンジできる気がします。）
・印象に残ったのは、
「無報酬の副業・兼業が50％近くある」ということ。報酬に対す
る意識の薄さに驚いた。
・第二の人生での居場所づくり。
・「地域の担い手不足の解消」（市民の理解を得られやすいと思う。
）
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図表102 感想や意見（FA、主な回答を抜粋）

・人事部門が中心となる取組だと思うので、採用応募多数の事例など、人事・人材育
成面でのメリットを押し出して欲しい。
・市内で副業を行う場合、市の業務と全く関わらない事業はないと思うので、許可す
る場合の職員との本業との関連をどこまで認めるかについて、もう少し知りたいと
思う。
・職員の立場からの意見も重要ではないか。
・公務員に限らず民間は先行して副業・兼業が推奨されていく中、さらに調査・研究
が必要なテーマであると感じた。
・ワークショップの中で、副業・兼業が退職後の居場所づくりにつながるという意見
があり、そういった観点もあると感じました。副業・兼業については基準があいま
いであるため、そのあたりを詳しく知りたい。
・先進自治体の運用面、本業とのバランスの考え方。時間外労働が多い人が副業をす
ると、まず時間外を減らす努力をすべきと思うため、副業・兼業の推進と時間外労
・本来積極的に地元に参加すべき防災・消防活動に二の足を踏んでいる結果があった
ので、「お金」に関して、もっと説明していくべきだと思う。

（ 4 ）まとめ（ワークショップの結果から得られる示唆）
① 副業・兼業が認められる基準が不明瞭であることに対する不安・課題認識が強い
行政側の視点としても、職員側の視点としても、副業・兼業を許可する基準が定まっ
ていないことが課題であるとの指摘が各グループ共通で見られた。具体的には、有給休
暇取得時に副業・兼業を実施してよいのか、副業・兼業をしているときにケガをした際
の対応はどうなるのか、といった疑問・不安が挙げられていた。基準を明確にするとと
もに、手続を簡素化することが求められている。

② 公務員の副業・兼業に対するイメージの刷新・推進する風土の醸成が必要
職場の風土自体が、副業・兼業を推進する空気にはなっていない。地域においても、
公務員が地域で活動するイメージが湧いておらず、公務員は副業・兼業ができないとい
う認識も根強いと感じられている。こうしたイメージや雰囲気の刷新が求められてい
る。また、民間で副業解禁の流れが進み、副業可能な職場を求める個人が増加している
中、自治体において副業が認められない場合、就職先としての魅力度が劣ってしまう可
能性もある。首長によるトップダウンでの推進や、原則OKとして例外を定める方法な
ど、行政としての後押しを明確化することが求められている。

③ 人事管理・人事制度の側面からの制度設計が必要
本業への支障の問題や、労働時間管理、人事評価への反映をどのようにするか、といっ
た人事管理・人事制度の観点からの検討の必要性が挙げられていた。どのような職員を
育成するのか、人材像を描いた上で、副業・兼業を行った職員が不利益にならないこと、
職員の自発性による副業・兼業を促すことなどを制度に織り込むとともに、本業の人事
評価への反映についても検討が求められている。また、副業・兼業を実施するために、
本業における残業を減らすことが重要との指摘もあった。
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働の関係性が重要となるのではないか。
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④ 職員の資産形成や退職後の社会との接点づくりの面がからのニーズも強い
公益的な活動を行うとしても、有償であるからには資産形成の一種として実施したい
ニーズも多いとの指摘があった。また、職員のキャリアの延長として、退職後に社会と
の接点を持つための居場所づくりとしての役割を担う点に多くの共感が集まった。公益
性や社会貢献の側面だけでなく、職員のライフプランやキャリアプランの面からの支援
も求められている。

第4章
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1．これからの人材戦略に対する危機感の必要性
地方分権改革以降の地方行財政改革の取組により、地方公務員の数が大幅に減少してい
る。あわせて、非常勤・臨時職員の割合が高まり、正規職員の割合が低下するなど、職員
構成の急激な変化も生じている。さらに今後は、第 4 次産業革命、Sosiety5.0が進展する中、
単純作業はAI・RPAに置き換えられ、住民サービスの向上・住民福祉の向上に直結する
業務の位置づけが増していくと考えられる。少数の正規職員で、住民の個々のニーズに迅
速かつ的確に応えられることがより求められるようになり、あるべき公務員像が大きく変
わろうとしている。こうした将来を見据えた自治体としての人材戦略の確立が喫緊の課題
となっている。
多摩・島しょ地域（特に多摩地域）においては、他県等と比べて相対的に優位な状況に
あることもあり、人材戦略に対する危機感が薄い。政令指定都市である神戸市や勢いのあ
る生駒市や新富町などでは、土木・建築の技術職の不足や、団塊の世代の大量退職に伴う
知識・技術、ノウハウの喪失など、人材戦略に強い危機感を持って先進的な取組が推進さ
れている。全国的な注目により取組の気運が高まりつつある中、多摩・島しょ地域が取り
残され、気づいたときには優位性を失っている恐れもある。
「公務員の副業・兼業」は、それ自体が目的ではなく、こうした将来を見据えた自治体
としてのこれからの人材戦略を考え、確立していく上で、有効な「エンジン」となり得る

2．公務員の働き方改革への理解の広がりと職員におけるニーズの高まり
（ 1 ）公務員の働き方改革への理解の広がり
公務員における副業・兼業は、任命権者の許可がない場合は制限されており、一般に
公務員が公務外で報酬を得ることに対して住民の理解を得にくいと考えられることか
ら、これまで自治体において副業・兼業を積極的に推進するケースはあまりなかったと
いえる。しかし、住民アンケートの結果を見ると、自治体職員の副業・兼業に対して肯
定的な意見が過半数を占め、その条件にも寛容な傾向が見られた。また、副業・兼業に
より職員が成長することに対する期待も高い。
先進事例においても、制度の導入時には議会や住民の反応を見ながら慎重に行ってい
るケースが多いが、実際には大きな反発等は出ておらず、副業・兼業を適用する範囲を
拡大しながら運用されている。
働き方改革が社会的に浸透しつつある中、自治体職員における多様な働き方への理解
も広がりつつある状況が見て取れる。むしろ、副業・兼業を通じて職員のスキルアップ
やモチベーションアップを図り、職員の成長を通じて自治体としてのサービスや生産性
の向上につなげるプラスの方向性を打ち出していくことが望まれる。

（ 2 ）職員におけるニーズの高まり
一方で、自治体職員の側においても、アンケート結果を見ると、自らのスキルアップ
やキャリアデザインを意識している職員が 6 割以上を占めており、こうした層は副業・
兼業をやってみたいと考える割合が高い傾向が見られる。年代別に見ると、20 〜 30歳
代の若手では約 7 割が副業・兼業に意欲的であり、若手を中心に職員としてのスキルアッ
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考え方・取組であり、その観点から活用・促進策を検討することが重要である。
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プやキャリアデザインを意識しての副業・兼業のニーズが高まっているといえる。
また、現状ですでに無報酬での業務外活動を実施している職員は、過半数の職員が報
酬の必要性を感じており、無報酬での活動が負担になっているケースが一定程度存在す
ることが伺われる。報酬があることでその活動の維持をサポートできる可能性があり、
これも副業・兼業のニーズの一つと捉えられる。
さらに、現状に対する満足度が低い職員ほど副業・兼業の意欲が高い傾向が見られる
ことから、公務特性でどうしても望まない業務に従事しなければならない場合に、副業・
兼業によってモチベーションを維持する可能性も考えられる。
このように、さまざまな側面から、職員においても副業・兼業のニーズの高まりが見
られる状況といえる。

3．
「業務外活動」としての位置づけの明確化
ただし、「副業・兼業」が、本業中に行う「内職」や「サイドビジネス」として誤ってイ
メージされている側面があり、特に高齢者層の住民においてその傾向が強い。公務員の副
業・兼業にネガティブなイメージを持つ層は、本業への影響を危惧する割合が高く、職務
専念義務違反と結びつけて捉えられている可能性も考えられる。
「副業・兼業」はあくま
でも業務外の活動であることを、地域住民全体の共通認識として確立する必要があり、そ
第5章

の上で効果的な副業・兼業のあり方を検討・推進することが重要である。
自治体内においても「副業・兼業」の捉え方・運用がさまざまとなっており、制度・基
準が明確でないことにより、担当課と職員との間で認識が異なるケースもみられる。結果
として、不適切な「副業・兼業」を行って処分されるケースや、「副業・兼業」を過度に警
戒して意欲やきっかけが阻害されているケースにつながっている。制度が正しく理解され
ておらず、不適切な運用の実態がある以上、適切な制度の運用がなされるように改正する
ことは、自治体としてすぐに取り組むべき課題といえる。
その際に、「副業・兼業」は「業務外活動」であることを明確にし、法制度上認められる
「業務外活動」の範囲・基準と、そのうち有償での活動が認められる範囲・基準（＝副業・
兼業）を明確にすることで、適切な活動の促進につなげることが重要である。
業務外の副業・兼業として地域で公益的な活動を行うことにより、業務内では得られな
いような視野の広がりや地域におけるネットワークを構築することができ、地域に対する
アンテナが高まり、地域のニーズに敏感に対応できるようになることが期待できる。その
ことが、本業においても、業務の高度化や職員のスキルアップにつながり、モチベーショ
ンが高まるなど、好影響をもたらすことになる。さらに職員のキャリアデザインの多様化・
自立化にもつながり、自己実現への道に通じることになる。こうした好影響が、地域に飛
び出すモチベーションとなり、業務外活動をさらに促進するという、本業と業務外活動（副
業・兼業）との相乗効果が期待できる。
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図表103 業務外活動としての位置づけの明確化と本業との相乗効果のイメージ
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なお、「副業・兼業」という言葉には、すでにマイナスのイメージや間違った意味が定着
旦やめて、許可する活動の基準を再定義した上で、「有償の業務外活動」などの呼称に変更・
統一することも一つのアイデアとして考えられる。
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しており、それを覆すことは難しいと考えられることから、
「副業・兼業」という呼称を一
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4．職員のスキルアップ、人材戦略、地域貢献の好循環を創出する「副業・兼業」
の推進モデル 〜「公益性の高い有償での業務外活動」の促進
先進事例においては、職員におけるスキルアップを軸としつつ、特に小規模自治体にお
いては、地域における担い手不足の解消という地域貢献も果たし得る、
「一挙両得」の仕
組みとして「副業・兼業」が制度化・運用されているといえる。さらにこうした取組が、
職員の働き方の多様化につながり、職場としての魅力が向上することで、採用活動の強み
や人材の流出を防ぐなど、「職員」・
「行政」
・「地域」における好循環を生む取組として捉
えることができる。
こうした好循環を効果的に推進する観点でいえば、「副業・兼業」の中でも、「公益性の
高い有償での業務外活動」を促進する仕組みを考えることが重要といえる 8 。
職員アンケートの結果を見ると、無償での公益的な活動（ボランティア）に関心があっ
たり活動をしたりしている人は、有償での公益的な活動（今回ターゲットとする「副業・
兼業」）にも関心が高い傾向が見られたことから、ボランティアの関心層の背中を押すア
プローチ方法を検討することが重要といえる。
ᅗ⾲
ࠕ⫋ဨࡢࢫ࢟ࣝࢵࣉࠊேᮦᡓ␎ࠊᆅᇦ㈉⊩ࡢዲᚠ⎔ࠖࡢ࣓࣮ࢪ

図表104
「職員のスキルアップ、人材戦略、地域貢献の好循環」のイメージ
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8 公益性の低い有償での業務外活動（一定の範囲内の不動産投資や株式運用など）も法制度上認められるものはあるが、
今回のターゲットからは除外する
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図表105 公益性の高い有償での業務外活動の例
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5．多摩・島しょ地域における「副業・兼業」促進の２つのタイプ
先進事例の取組を分析したところ、神戸市や生駒市などの都市部は主に職員の育成を目
的とした「スキルアップ型」
、新富町などの郊外部の小規模自治体は職員による地域貢献
を意識した「地域貢献型」の 2 つに類型化できることがわかった。
（再掲）図表20 副業・兼業の制度類型

類型

地域

主な狙い

主な活動エリア

代表事例

スキルアップ型

都市部

職員のスキルアップ

地域を限定せず

神戸市・生駒市

地域貢献型

郊外部

地域の発展・活性化

自地域内

新富町

多摩・島しょ地域については、人口規模と市街地割の 2 軸で 4 類型に分けて、地域特性
に応じた分類・分析を試みたところ、
「中山間・島しょ型」のエリアでは、コミュニティ
に根差した活動や地域産業の担い手としての活動に対する地域の期待や公務員の副業・兼
業としての活動の実績が多い傾向が見られた。一方、都市部については、さらに「大規模
都市型」「中規模都市型」「郊外大都市型」の 3 類型に分類したが、これらの類型の間には
大きな差は見られなかった。
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（再掲）図表 3

多摩・島しょ地域の特性に応じた地域類型の提案
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したがって、多摩・島しょ地域においても、先進事例と同様に、都市部は概ね「スキル
アップ型」に、多摩地域の中山間地域と島しょ部は概ね「地域貢献型」の 2 つに類型化し
て当てはめることができるといえる。それぞれの地域特性に応じて、
「スキルアップ型」
・
「地
域貢献型」の制度の設計・導入、運用・展開方法を参考にすることが、効果的・効率的な
取組につながると考えられる。

132

第５章 多摩・島しょ地域における公務員の副業・兼業のあり方

6．
「副業・兼業」の基準モデルと制度化に向けたポイント
■基準の位置づけ
地方公務員における「副業・兼業」については、
地方公務員法第38条第 1 項の規定9により、
任命権者の許可が必要とされている。
その許可の対象範囲等については、「規則」に委任し、「職員の営利企業等の従事制限に
関する規則」等の「規則」を定めている場合があるが、その取り扱いや具体的な内容につ
いては記されていないことが多い。そのため、規則の範囲等を明確化しておく必要があり、
生駒市などでは「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について」の「基
準」を定めている。
以上を踏まえ、先進事例も参考に、次ページのとおり基準モデルを示す。四角囲みの文
章をつなげることで、簡単に基準が作成できる仕組みとなっているので活用されたい。
なお、今回の基準モデルは「規則」に付随する「基準」を想定しているが、その取り扱
いは自治体によって様々であるため、実際に取り入れる際にはその自治体にあった形で、
既存の例規の整理等と柔軟に対応されたい。

■通知文に入れるべき視点
兼業を後押ししている姿勢を見せるのが望ましい。
・より一層厳しい自治体経営が予想される少子高齢化時代にあって、持続可能なまちづく
りを進めていくためには、住民と行政が互いの立場を認識し、自覚と責任を持ってそれ
ぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要である。
・職員が、職務外に積極的に地域貢献活動に参加することで、職員と住民の接点が広がり、
活動が促進されることで、住民との協働によるまちづくりがより一層活発になることが
期待できる。

9 「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業（以下この項及び
次条第一項において「営利企業」という。
）を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（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。
」
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■基準モデル
「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について」
職員の営利企業等の従事制限に関する規則（〇〇年規則第〇号）の規定に基づき、次
のとおり定める。
（目的）
第1

この運用は、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における対象となる活動その他の事項に関す
る基準を定めることを目的とする。
【ポイント】
・許可の対象は、職務外における地域貢献活動であることを規定する。
・地域貢献活動については、地域団体だけでなく、NPO法人等の民間の活動も含んで
いることを例示することも考えられる（例：
「職務外においてNPO法人等の活動に参
加し、職務を通じて得た知識・経験等を生かして地域の課題解決に取り組んでいける
よう」等。）。

第5章

【スキルアップ型】の場合

【地域貢献型】の場合

（対象となる活動）
第2

（対象となる活動）

対象となる活動は、次の要件をす

べて満たす活動とする。

第2

対象となる活動は、報酬を伴う次

のいずれかの活動とする。

（ 1 ）公益性が高く、継続的に行う地域貢 （ 1 ）公益性が高く、継続的に行う市［町
献活動であって、報酬を伴うもの。

村］内の地域貢献活動であること。

（ 2 ）市［町村］内外の地域の発展、活性 （ 2 ）市［町村］内の地域の発展、活性化
化に寄与する活動であること。

に寄与する活動であること。
（ 3 ）本市［町村］産業の発展に寄与する
活動であり、任命権者が特に認める
もの。

【ポイント】
・
「スキルアップ型」と「地域貢献型」で異なる。
・「スキルアップ型」は、地域内の活動に限定していない。特に都市部において、職員
が他の市町村から通勤している割合が高い場合には、居住地等の勤務先以外の市町村
で活動するニーズが高いことなどを反映したものである。ただし、制度の導入時は地
域内に限定し、職員の活動が自地域の貢献につながっていることで、議会や住民から
の反発を和らげることも考えられる10。

10 神戸市・生駒市とも、当初は自市内の活動に限定した内容でスタートし、後に市外の活動も認める方向に改定を行った。
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・「地域貢献型」は、地域内の活動に限定するとともに、特に地域内の産業の発展に資
する活動については広く認め、奨励する内容となっている。要件としては、地域要件
など「スキルアップ型」よりも厳しい要件となっているが、すべての要件ではなく、
いずれかの要件を満たせばよいとなっていることに加えて、任命権者が特に認めるも
のについても許可することとしており、地域活性化に資することを重視して、より幅
広い活動を柔軟に認められるようになっていることが特徴といえる。
（対象職員）
第3

対象職員は、次のいずれも該当する者とする。

（ 1 ）一般職の職員（嘱託・臨時職員は除く）であること。
（ 2 ）活動開始予定日において在職 1 年以上であること。
（ 3 ）活動開始予定日の直前の人事評価において、評価が［中位］以上である者。
【ポイント】
・（ 1 ）先進事例では、対象職員を一般職の職員に限定することとし、嘱託・臨時職員
は除外するケースが多い。ただし、専門的な資格を有する非正規職員による申請に対
応するため、非正規職員も対象に含めるケースもある。こうしたケースを踏まえて、
今後は、会計年度任用職員の位置づけを明確にする必要がある。
・（ 2 ）入庁直後の職員が、副業に振り回され、担当業務に支障が生じることを避ける
・（ 3 ）信用失墜行為を防ぐため、人事評価における評価で、
「B以上」等中位以上の評
価とする基準を設けている。評価結果を開示していない場合は、
「勤務成績が良好で
ある者」とだけ示すことも考えられる。活動開始予定日の直前の評価を対象とするケー
スが多いが、前 2 回分を対象とする例もある。

（許可基準）
第4

活動の許可基準は、次のとおりとする。

（ 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条の信用失墜行為の発生の恐れがないこと。
（ 3 ）活動先の団体と市［町村］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 ）市［町村］内外の地域の発展、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、その他法令に反する活動
でないこと。

11 神戸市・生駒市とも、慎重を期して当初は「在職 3 年以上」の基準でスタートしたが、のちに生駒市は「 1 年以上」に、
神戸市は「 6 か月以上」に改正している（新富町は当初より「 1 年以上」
）
。なお、神戸市は非正規職員の副業・兼業
も認めているため、臨時的任用職員は「概ね 1 か月以上」
、再任用職員は「在職期間不問」としている。
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ため、一定の在職期間を要件としている11。
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【ポイント】
・（ 1 ）
「職務専念義務」の観点から、業務遂行上、能率の低下を来たすおそれがないこ
とが条件となり、業務外の活動であることと、業務の遂行に支障を来たすおそれがな
いことを基準とする12。
・なお、労働基準法第38条においては、
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、公務員の副業・
兼業においても適用されるため、こうした基準も念頭に置きながら、労務管理の観点
でも許可・運用する必要がある。
・
（ 2 ）「職員の品位の保持」の観点から、職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこ
とが条件となり、信用失墜行為の発生の恐れがないことを基準とする。
・
（ 3 ）「職務の公正の確保」の観点から、団体との間に利害関係が生じるおそれや職務
の公正を妨げるおそれがないことが条件となり、基準として規定する。具体的に利害
関係の内容を例示することも考えられる（例：
「当該年度及び過去 5 年以内に当該団
体との契約、補助、指導、処分を行う職に就いていないこと」等。）13。
・（ 4 ）報酬は一定の範囲内と規定する14。
・（ 5 ）
「2

対象となる活動」で規定しているため、省略することも可能。

・なお、
「審査内容」として、活動の性質（社会性／公益性／計画性等）や活動の分類（保
健・医療・福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進等）の基準を示すことも
考えられる。
第5章

（許可申請）
第5

職員が活動を行おうとする場合は、次の書類により許可を受けなければならな

い。なお、書類の提出先は人事［総務］課長とする。
・様式 1

営利企業等従事許可申請書（兼変更許可・許可取下申請書）

・様式 2

活動実績・計画報告書

・その他任命権者が必要と認める書類
【ポイント】
・活動の許可申請書は、任命権者宛の書類となるが、提出先は人事［総務］課長とする。
当然ながら、提出に当たって所属長の承認を得ることとし、様式には所属長の意見を
記入する欄を設ける。

12 国家公務員における許可基準に倣って、下記のように規定することも考えられる。
・週 8 時間又は 1 箇月30時間を超えない。
・勤務時間が割り振られた日において、 1 日 3 時間を超えない。
13 国家公務員における許可基準に倣って、下記のように規定することも考えられる。
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等は可。
・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、医療法人、特定非営利活動法人等は、活
動実績の確認等が必要。
・一般社団法人、一般財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会等は、活動実績の確認等を厳格化
14 国家公務員における許可基準に倣って、下記のように規定することも考えられる。
・社会通念上相当と認められる程度を超えない額。
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・申請書とともに、活動実績・計画報告書を提出することとすることにより、人事当局
として職員の副業・兼業の内容を詳細に把握することにつながる。
・許可申請を提出する期限を設ける場合もある（例：
「原則として活動開始予定日の 1
か月前までに所属長の承認を得て決裁の上、人事［総務］課長に書類を提出する」等。
）。
（許可の通知）
第6

任命権者は、内容審査において要件を満たすと判断した場合は、条件を付し

て許可通知書を送付するものとする。ただし、任命権者は、内容審査において要
件を満たさないと判断した場合は、理由を付して許可しない旨の通知を送付する
ものとする。
【ポイント】
・許可する場合はその条件を付して、許可しない場合もその理由を付して、審査結果の
通知を申請者に送付することとする。
（活動報告）
第7

許可を受けた者は、毎年度 2 月末日までに、活動実績・計画報告書（様式 2 ）

を人事［総務］課長に提出しなければならない。
なお、許可期間終了を迎え、再度許可申請をする場合は、
活動実績・計画報告書（様
（様式 1 ）を提出しても差し支えないものとする。
【ポイント】
・許可期間は年度単位が基本となり、許可を受けた者には、毎年度末に活動実績・計画
の報告を義務付けるととともに、許可申請を再度行うことで、人事当局として活動の
状況を常に把握しつつ、継続的に活動することを妨げないこととする。
（活動内容の変更）
第8

許可を受けた活動の内容等に変更が生じた場合は、速やかに営利企業等従事

許可申請書（兼変更許可・許可取下申請書）（様式 1 ）を提出すること。
【ポイント】
・活動内容等の変更についても、都度申請を義務付けることで、状況を把握できるよう
にする。
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式 2 ）の提出に併せて、営利企業等従事許可申請書（兼変更許可・許可取下申請書）
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（活動の中止）
第9

許可を受けた活動を中止する場合は、速やかに営利企業等従事許可申請書（兼

変更許可・許可取下申請書）（様式 1 ）を提出すること。
【ポイント】
・活動の中止についても、都度申請を義務付けることで、状況を把握できるようにする。
（許可の取消）
第10

任命権者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、直ちに許可の取消を

行う。
（ 1 ）活動開始後の人事評価が中位未満になったとき。
（ 2 ）職務の遂行に支障を来たすおそれがあるとき。
（ 3 ）職務の公正性を失う又はそのおそれがあるとき。
（ 4 ）法令に違反したとき。
（ 5 ）信用失墜行為を行ったとき。
（ 6 ）虚偽の申請・報告があったと認められたとき。
（ 7 ）活動先の団体と市［町村］との間に特別な利害関係が生じたとき。
（ 8 ）その他任命権者が適切でないと判断したとき。

第5章

【ポイント】
・許可の対象職員の要件や許可基準に照らして、条件を満たさなくなった又はそのおそ
れがあると判断された場合には、申請者からの変更・中止の申請を待たずして、任命
権者が直ちに許可の取消を行えるように、具体的な基準を示して規定する。
（その他）
第11 活動は法令を遵守して行うこと。
2

活動にあたり、許可の範囲内であるか疑義がある場合は、適宜人事［総務］課長
を経由して任命権者に相談すること。

3

本運用について疑義が生じた場合は、その都度任命権者が決定するものとする。

【ポイント】
・法令を遵守して行うことと念押しするとともに、疑義が生じた場合の対応について規
定する。
・許可を超えて活動を行った場合や法令に違反した場合などに、許可の取消を行うとと
もに、懲戒処分の指針に則り取り扱うことを明示することで、抑止力を働かせること
も考えられる。
・退職後に活動団体等で引き続き活動を継続する場合には、職員の退職管理に関する条
例等を遵守することを規定することも考えられる。
・確定申告について、各自行うことを明示することも考えられる。
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■多摩・島しょ地域における広域的な取組の可能性
〜「多摩・島しょ地域版 地方公務員の副業・兼業における共通モデル基準」の提案
以上のように、地方公務員における「副業・兼業」の制度化に向けては、
「スキルアッ
プ型」と「地域貢献型」に大きく類型化できるとともに、基準モデルの各項目に記載
したポイントを踏まえて、各自治体の状況に応じてアレンジをして制度の内容を検討
し、導入・活用することが望まれる。
ただし、本来は地方公務員法の趣旨に則って、共通の基準で運用されるべきもので
あり、自治体によって基準の中身や解釈が異なっていれば、混乱をきたす原因になり
かねないともいえる。ましてや、自治体間における人の流動性が高く、生活圏・通勤
圏が広域にまたがっている多摩地域においては、共通のルールとすることで、行政域
を越えた広域的な連携が促進され、一層の「副業・兼業」の活性化につながる可能性
がある。
そこで、本基準モデルをベースに、多摩・島しょ地域の各自治体の担当者で協議・
調整することにより、「多摩・島しょ地域版

地方公務員の副業・兼業における共通

モデル基準」を作成し、共同で導入・運用することも考えられる。

第5章
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様式例 1

営利企業等従事許可申請書（兼変更許可・許可取下申請書） ※生駒市の例

௵ᶒ⪅                        ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
     Ẋ
ᡤ

ᒓ          

㸦⏦ㄳ⪅㸧  ⫋ ྡ       
Ặ

ྡ            ༳

ᆅ᪉බົဨἲ➨㸱㸶᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊୗグࡢႠᴗ➼ᚑ㛵ࡍࡿ
チྍࢆ⏦ㄳ ࣭ ኚ᭦チྍࢆ⏦ㄳ ࣭ チྍྲྀୗࢆ⏦ㄳ   ࡋࡲࡍࠋ
㸦ヱᙜࠐ㸧
Ⴀᴗࠊᅋయ➼ࡢྡ⛠
Ⴀᴗࠊᅋయ➼ࡢᡤᅾᆅ
Ⴀᴗࠊᅋయ➼ࡢᴗᙧែ
⫋ ࡢ ྡ ⛠
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ᚑࡍࡿᴗົ
㸦ኚ᭦チྍ⏦ㄳ

⫋ົࡢෆᐜ
㈐ ௵ࡢ ⛬ᗘ
    ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ   ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛

ࡢሙྜࡣࠊኚ᭦
ᚋࡢᴗົෆᐜ

ᮇ

㛫

➼
㸯㐌 ࣭ 㸯᭶  ᖹᆒ    ᪥㸦㸯᪥ᖹᆒ    㛫㸧

➼㸧
ሗ

㓘

 ↓⤥
 ᭷⤥㸦ᖺ㢠࣭᭶㢠࣭᪥㢠࣭㛫  㸧

Ⴀᴗ➼ᚑࢆᚲせࡍ
ࡿ⌮⏤
ᮏົ࠼ࡿᙳ㡪
ࡑࡢഛ⪃
㸦ኚ᭦チྍ⏦ㄳࡢሙྜࡣࠊᙜึ
ࡢチྍ㏻▱ࡢᖺ᭶᪥ᩥ௳␒ྕ
ࢆグ㍕ࡍࡿࡇ㸧
ᡤᒓ㛗ࡢពぢ
ᡤᒓ㛗           ༳
ͤ㛵ಀ㈨ᩱࡀ࠶ࢀࡤῧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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様式例 2

活動実績・計画報告書（表面）

※生駒市の例

௵ᶒ⪅                        ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
     Ẋ
ᡤ ᒓ
㸦ሗ࿌⪅㸧⫋ ྡ
Ặ ྡ
ᆅ᪉බົဨἲ➨㸱㸶᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾࠊチྍࢆཷࡅࡓ㸦ࡲࡓࡣチྍ⏦ㄳ୰ࡢ㸧Ⴀᴗ➼
ࡢᚑ࣭άື㛵ࡋ࡚ࠊୗグࡢ࠾ࡾሗ࿌ࡋࡲࡍࠋ
㸯 チྍ㏻▱ࡢᖺ᭶᪥࣭ᩥ௳␒ྕ㸦ࡍ࡛チྍࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡢࡳ㸧

㸰 άືᐇ⦼ࡘ࠸࡚
࣭┤㏆㸯ᖺ㛫ࡢάືෆᐜࡢヲ⣽㸦άື᪥࣭άືሙᡤࡶᚲࡎグ㍕ࡍࡿࡇ㸧

㸦㔠㢠ࡢグ㍕ձ᭶⤥ࠊەەղ⤥ەۑۑ㛫ە᪥㸻᭶ᙜࡓࡾەە㸧

࣭άືࡢᡂᯝ㸦࠸ᆅᇦ㈉⊩ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡞㸧

㸱 ᚋࡢάືィ⏬࣭ぢ㎸ࡳࡘ࠸࡚
࣭άືෆᐜ㸦ணᐃ㸧ࡢヲ⣽㸦άື᪥࣭άືሙᡤࡶᚲࡎグ㍕ࡍࡿࡇ㸧
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様式例 2

活動実績・計画報告書（裏面）

※生駒市の例

࣭ሗ㓘ࡢᨭᡶ⪅࣭ぢ㎸㢠࣭⣼ィぢ㎸㢠㸦㔠㢠ࡢグ㍕ࡣ๓㡫ࡢࡢ࠾ࡾ㸧

࣭άື࡛ぢ㎸ࡲࢀࡿᡂᯝ㸦࠸ᆅᇦ㈉⊩ࡘ࡞ࡀࡿぢ㎸ࡲࢀࡿ࡞㸧

㸲 άືక࠺⫋ົࡢ㐙⾜ࡢᨭ㞀ࠊ⫋ົࡢබṇࡢ☜ಖ࣭⫋ဨࡢရࡢ☜ಖ➼ࡘ࠸࡚
࣭ᮏ᮶ࡢ⫋ົࡢ㐙⾜ࡢᨭ㞀ࡢ᭷↓ࠊࡑࡢ⌮⏤
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7．
「副業・兼業」の促進に向けた運用のポイント
先進事例をもとに、
「副業・兼業」の促進に向けた制度の運用上のポイントについても
整理する。
■まずやってみて、状況を見ながら基準をつくるスタンスで
「副業・兼業」は、前例のない取組であり、どういった内容の申請がどのくらい出て
くるのか見込みが立てづらい面がある。職員による不適切な活動や失敗などが逆に新た
な問題を生む危険性もある。
そのため、導入に際しては慎重になり、許可基準や申請手続等も厳格に検討・設計し
ようとせざるを得ない面がある。しかしながら、すべての状況を想定して周到に対策を
立てた制度設計をしようとすれば、検討の時間・手間が膨大にかかり、制度を整えるに
は何年もの期間を要してしまうであろう。
先進事例では、制度をつくってまず実践し、状況を見ながら柔軟に制度を変更し、実
際に出てくる申請内容の審査・検討結果を積みかねることで、徐々に基準を作り上げて
いくスタンスで、迅速に取組を推進している。いずれも制度導入後に大きな問題は発生
せず、短期間の試行ですぐに基準を緩和し、副業・兼業をさらに促進する方向に舵を切っ
ている。社会や住民における「働き方の多様化」に向けた意識の広がりが先行しており、
ラッシュアップするスピーディな取組を推進する必要がある。
■制度の認知・活用を広げる工夫
先進事例を見ると、制度の導入直後には、実際に申請があがってくる件数は少なく、
混乱をきたすことなくじっくりと対応し、制度の改善につなげられるが、庁内における
制度の認知・活用をさらに広げることも並行して注力していく必要がある。
職員にとってもこれまでにあまり経験のない取組であることから、職員による「副業・
兼業」としてどのような活動が申請・許可され、どのような実績や成果を生んでいるのか、
具体的な事例が増えていくことにより、職員の認知度や制度活用の気運が高まっていく
ことが想定される。
先進事例では、制度導入後 3 年目くらいから活動の幅と数が広がり始める状況が見ら
れている。こうした活動実績をわかりやすく紹介するとともに、庁内の経験者による報
告会等を開催したり、具体的なイメージとともに制度のPRをしたりすることで、認知・
活用を広げる工夫・取組を行うことが重要である。
■人事評価には直結させないまでも、人材戦略に位置づけ
「副業・兼業」を人材育成や人材戦略に結びつけて、その取組を促進していくための
効果的な方法の一つとして、人事評価の中に組み込むことも考えられる。
しかしながら、
「副業・兼業」はあくまでも業務外の活動であり、通常業務の状況や
業務以外のさまざまな事情により、誰もが「副業・兼業」を行えるとは限らないことから、
先進事例においても人事評価に「副業・兼業」の取組状況を直接取り込んでいるケース
は見られなかった。人事評価は本業において行うことが基本であり、
「副業・兼業」に
よる効果は職員のキャリア生活そのものが豊かになり、それが巡り巡って本業に好影響
を与える、という間接的な効果として捉えるべきであると考えられる。
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ただし、今後の地方公務員のあるべき姿として、地域に飛び出す公務員像は一つの形
として重要となっていくと想定される。人事評価の直接的な対象とはしないまでも、人
材育成方針等の中にその趣旨を反映させ、人材戦略の一環として「副業・兼業」を促進
することは、今後の方向性として検討する必要性が高まると考えられる。

8．
「副業・兼業」による民間人材を活用した人材戦略の必要性
公務員が副業することで、自治体の認識が変わり、新たに民間の副業を受け入れる土壌
ができる。実際に、民間の人材サービス会社を通じて、副業・テレワークを前提とした民
間人のキャリア採用の動きが広がりつつある。福山市、余市町、能勢町、福井県、生駒市
などの先進事例では、いずれも想定を大幅に上回る民間人材からの応募があり、民間人材
から大きな注目を集めている状況である。
このことは、官民を越えて人材の獲得・確保の競争が、今後一層激化していく可能性を
示唆しているといえる。
「副業・兼業」の促進は、労働市場のオープン化・流動化の側面
があり、現在のところは少数の先進自治体が優秀な民間人材の獲得・活用につながる「勝
ち組」となっている。しかしながら、今後「副業・兼業」を前提とした人材募集等の取組
が多くの自治体に広がっていけば、単に「副業・兼業」を制度化しているだけでは優秀な
民間人材を引き寄せることはできず、働く場としていかに魅力的な組織であるかが問われ
第5章

るようになる。さらにそれが、官民の境なく競われる時代が来ることが予想される。
生駒市は、2019年10月に 7 分野で副業・テレワークを前提とした外部人材の募集を行っ
たが、その対象には民間人材のみならず、国家・地方公務員も対象としており、自治体間
での人材の奪い合いを先取りしているともいえる。
これを自治体の人事当局サイドから見れば、
「副業・兼業」は職員のスキルアップや地
域貢献の促進という側面だけでなく、自治体としての外部人材の活用・確保という人材戦
略としての視点も重要となる。その際には、「副業・兼業」により何を実現しようとする
のか、ミッションの切り出し方が重要となる。地域経営における課題を、どのような人材
を確保・育成することで解決していくのか、という人材戦略に置き換えて、短期間でいか
なる人材に何の効果を求めるのか、を明確にし、採用戦略に反映させることが重要である。
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おわりに
地方公務員の社会貢献活動に関する副業・兼業については、総務省の第32次地方制度調
査会においても、今後人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据
えて、「公共私の連携」によって地域コミュニティを支えていくために重要な視点として、
議論が行われているところである。
公務員の副業・兼業の許可に関する基準については、地方公務員法や総務省通知、さら
には国家公務員法に関する内閣人事局通知において、相当程度具体的に記載されているも
のの、許可基準を設定・公表している自治体が少ないことから、職員が副業・兼業が可能
か判断する手掛かりが乏しく、躊躇するケースが多いことが課題とされている。
そこで、今後必要とされる対応として、各自治体において、許可基準を具体化・詳細化
し、公表することが求められるとし、
「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関
する実態調査」の結果や好事例を自治体に周知していくこととしている。また、副業・兼
業による弊害を未然に防止するため、副業・兼業先の業務の把握や定期的な許可の更新等
を併せて行うよう、自治体に助言していく予定ともしているところである。
このように、時代背景から、国の要請・助言により、副業・兼業の許可基準の明確化な
ど、制度化の動きが全国的に進んでいくことが想定される。こうした時代の流れを積極的
かつ先取的に捉えて、社会貢献の側面だけでなく、職員のスキルアップと人材戦略と地域
持つことが重要である。また、副業・兼業は、官民を超えて、さらには官官を含めて、労
働市場を流動化させ、人材の獲得競争を激化させる側面もある。自治体としての人材戦略
における危機意識を高め、迅速かつ強力に取組を推進することが求められる。
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1 ．多摩・島しょ地域の市町村アンケート集
計結果一覧
2 ．多摩・島しょ地域の市町村職員アンケー
ト集計結果一覧
3 ．多摩・島しょ地域の住民アンケート集計
結果一覧

5 ．ワークショップ開催記録
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ၥ㸬㠀ᖖ≉ู⫋➼࡛Ẹ㛫ேᮦࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୍⯡ⓗ࡞ጤဨࡢጤဨ➼



μ˳

ׅሉ







ྜࠊࡢࡼ࠺࡞࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

ཎƴƳƍ

Ƌǔ



ၥ㸬௵ᮇ௵⏝➼࡛Ẹ㛫ேᮦࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡀ࠶ࡿሙ



μ˳

ׅሉ

ƦƷ˂

ݣᝋᎍƷؕแȷСᨂǛᚨƚǔ࣏ᙲࣱ

ѣϋܾƷؕแȷСᨂǛᚨƚǔ࣏ᙲࣱ

ѣئƷؕแȷСᨂǛᚨƚǔ࣏ᙲࣱ

ᎰՃƷဇǍʴᄩ̬ƷСࡇƱƷᡲѣǛǔƜƱ

ᎰՃƷʴᏋǍʴʙᚸ̖ƷСࡇƱƷᡲѣǛǔƜƱ

ӓλǛࢽǔƜƱƴƭƍƯ˰ൟƔǒƷྸᚐǛࢽǔƜƱ

ஜಅǁƷૅᨦƷႆဃ

ᎰՃƷਃƷفь



ၥ㸬⫋ဨ࠾ࡅࡿᴗ࣭වᴗࡢไᗘ㛵ࡋ࡚ࠊㄢ㢟ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦0$㸧


資料編

μ˳



Ჟ









151







5





ׅሉ

μ˳













ƦƷ˂

ƬƨᎰՃƕ᠃ᎰƠƯƠǇƏƷưƸƳƍƔƱƷভࣞƕƋǔ

иಅȷψಅǛᡫơƯࢽǒǕƨೞ˟ȷʴᏦǛဇƠƯŴиಅǛᘍ

ᎰѦɥஊႩƳʴᏦƷᄩ̬ƕࢳưƖǔ

ƕࢳưƖǔ

؏עƴݣƢǔྸᚐƕขǇǔƜƱƴǑǓŴᎰѦᏡщӼɥǁƷᝡྂ

ࢳưƖǔ

иಅȷψಅǛኺ᬴ƠƨᎰՃƕٶ᩿ႎƳ࣬ᎋǛ៲ƴƭƚǔƜƱƕ

















Ჟ

資料編

ၥ㸬ேᮦ⫱ᡂ⟇ࡋ࡚ࡢᴗ࣭වᴗࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡈពぢࢆ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧








ཎƴƳƍ

ׅሉ





Ƌǔ



ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡿሙྜࠊලయⓗ࡞ෆᐜࢆ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧










Ჟ

















Ɩƨƍŵ




6

ǕƯƍƘᙸᡂǈƕസࣞƳƕǒǇƩᙸƑƯƖǇƤǜŵ

ȷᎰՃƷဇᲢཎƴᧉݦᎰᲣƴᒊॾƠƯǔƷƕᩉƷྵཞưŴиಅȷψಅƴƭƍƯ౨᚛ƞ

ᲶʻࢸƷиಅȷψಅƴ᧙Ƣǔ౨᚛ƷᙸᡂǈᲸ



ȷǍிʮᣃƳƲƴƓƚǔŴᢃဇƴ᧙Ƣǔ૰Ტᚩӧؕแȷʙ̊ሁᲣƕƋǕƹ੩̓ƍƨƩ

ȷиಅȷψಅǛᚩӧƢǔᨥƷଢᄩƳؕแŵ

ཞඞưƋǔƜƱŵ

ȷᚩӧؕแƕǍᣃƴƓƍƯǋୱଭưƋǓŴƦǕƧǕƷʙకƝƱƴ̾КƷЙૺƕ࣏ᙲƳ

ƋƨǓŴ˓ԡೌᎍƷᚩӧƕ࣏ᙲƱƳǔƜƱƴွբǛज़ơǔŵ

ȷɧѣငᲢɧѣင˟ᅈƴሥྸǛۀᚠƠƯƍǔǱȸǹᲣƕٶƍƕŴƜǕƕиಅȷψಅƴ

ƕƋǔǋƷƱᎋƑǇƢŵ

ƯƖƨψಅᚩӧకˑǍբ᫆ʙకƳƲƷӲʙ̊ƴƭƍƯǋӲ˳ׇưσஊ҄ƠƯƓƘ࣏ᙲ

ƠƯƓƘǂƖᛢ᫆ƕٶƘƋǔƱᎋƑǒǕǇƢŵǇƨŴƜǕǇưƴμႎƴᆢǈɥƛǒǕ

ƷཎܭǍМܹ᧙̞ƕƋƬƨئӳƷࣖݣƷ૾ඥƳƲŴψಅᚐᅠƴӼƚƯʙЭƴଢᄩƴ

ȷψಅƴ࣏ᙲƳ᧓ƷоЈƷƨǊƷСࡇನሰƷǄƔŴψಅǛᘍƏƏƑưƷМܹ᧙̞Ʒር

ƍǔŵ

ȷψಅȷиಅƴݣƢǔƷ૾ᤆሁƕ٭ǘǓƭƭƋǔƳƔưŴؕแƷૢͳƷ࣏ᙲࣱǛज़ơƯ

ᲶؕแƷૢͳƷ࣏ᙲࣱᲸ

せᮃࡋࡓ࠸ࡇࡀ࠶ࢀࡤࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦)$㸧

ၥ㸬ࡑࡢࠊ⫋ဨ࠾ࡅࡿᴗ࣭වᴗ㛵ࡋ࡚ࠊࡈពぢࡸᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊᅜ࣭㒔࡞

μ˳

ׅሉ

ভࣞƕƋǔ

иಅǛᘍƬƨᎰՃƕ᠃ᎰƠƯƠǇƏƷưƸƳƍƔƱƷ
ƦƷ˂ 



иಅȷψಅǛᡫơƯࢽǒǕƨೞ˟ȷʴᏦǛဇƠƯŴ

ƨƳᎰՃƷဇƴƭƳƛǔെƱƠƯஊјưƋǔ





ᎰՃƴᧈƘƍƯǋǒƏƨǊƷെƱƠƯஊјưƋǔ
иಅȷψಅǛᡫơƯࢽǒǕƨೞ˟ȷʴᏦǛဇƠƯૼ





ΟᅵƳʴǛဇƢǔƨǊƷെƱƠƯஊјưƋǔ

ၥ㸬ࡢ⮬యᑓ㛛ⓗ࡞⫋ဨ➼ࢆඹ᭷ࡋࡓࡾࠊ⫋ဨࢆ┦ὴ㐵ࡋࡓࡾࡍࡿேὶ









Ჟ



ၥ㸬ேᮦ☜ಖ⟇ࡋ࡚ࡢᴗ࣭වᴗࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡈពぢࢆ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧



μ˳





ཎƴƳƍ

ׅሉ





Ƌǔ



࠶ࡾࡲࡍࠋ࠶ࡿሙྜࠊලయⓗ࡞ෆᐜࢆ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

ၥ㸬Ẹ㛫ࡢᴗࡸᅋయ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࡓࡾࠊ⫋ဨࡢὴ㐵ࢆཷࡅධࢀࡓࡾࡍࡿேὶࡣ

資料編

 

 

ࣱڡ

μ˳

 

 

 

Ჟ

152

 

 

 

᳸ ബ

᳸ ബ

 ബˌɥ

 

 

 

 

 

 

Ჟ

μ˳

7

 

 

 

 ɭˊɭ࠘Ტ܇ƲǋƱӷއᲣ

ƦƷ˂Ʒɭ࠘

 

 ɭˊɭ࠘ᲢᚃƱӷއᲣ

 

 

 ɭˊɭ࠘ᲢۡپƷǈᲣ

 ɭˊɭ࠘ᲢᚃƱ܇ƲǋƱӷއᲣ

 



 ʴɭ࠘



 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬࠾Ꮿࡢୡᖏᵓᡂࡣࠊࡇࡢࡼ࠺ศ㢮ࡋࡓሙྜࢀᙜࡓࡾࡲࡍࠋ㸦6$㸧

 

 

᳸ ബ

μ˳

 



 ബˌɦ



ၥ㸬࠶࡞ࡓࡢᖺ㱋ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

 



ဏࣱ



ၥ㸬࠶࡞ࡓࡢᛶูࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

 پਯக峕峎岮峐峙岝৵ਯਡਸ਼ڮਜ਼峼ຽো峁峉க峼ൕൗ峁峐岮峵峉峫岝়ੑக岶 峒峔峳峔岮ৃ়岶岬峵岞
峘ହ峕੶ൗ岿島峐岮峵岣6$岤峙௦峘ਝਖ岝岣0$岤峙ളਯ௦૭峘ਝਖ岝岣1$岤峙ਯக峕峲峵௦峘
ਝਖ峼ં峃岞峔岴岝岣0$岤峘ਝਖ峕岴岻峵岣৸৬岤峘க峙岝௦ਯ峑岬峴岝௦ਯ峑峔岮岞

資料編

㸰㸬ከᦶ࣭ᓥࡋࡻᆅᇦࡢᕷ⏫ᮧ⫋ဨࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ⤖ᯝ୍ぴ

 
 
 
 

᭗ఄဃᲢ᭗ݦǛԃǉᲣ
ܖٻဃȷܖٻᨈဃȷჺٻဃȷܖᧉݦఄဃᲢුʴဃǛԃǉᲣ
ƦƷ˂Ტᅈ˟ʴŴƢưƴҡಅŴɶᡚƳƲᲣ
ᲢӷއƠƯƍǔᲣ܇ƲǋƸƍƳƍ

 

ݱʟࠊ

 

ிٻԧࠊ







 

 

ཪ൶ࠊ

ฌແࠊ

 

 

 

 

 

ᅦဃࠊ

ᇌࠊ

Ўࠊݢ

ிࠊޛ

ଐࠊ

 

 

ထဋࠊ

ࠊݱ

 
 

 

ࡅɶࠊ

ᛦࠋࠊ

 

᩷పࠊ

ଯࠊ

 

 

 

 



ɤᰛࠊ

നᔺࠊ

ᇌ߷ࠊ

οྛࠊ܇

ࠊထӸ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ



 

 ƋƖǔࠊ

 
 
 

 οɣထ
 ᩷ȶ
 ݱᇵҾ

8

 

 

 μ˳

 
 ࣂᔺ

 

 

 

 

 

 ɤܡ

 ᅕ

 ૼ

 М

 ٻထ

 ٶښઊထ

 

 

 ଐƷЈထ
 ೮Ҿ

 

 ࿎ᆞထ

 

 

 ፶ࠊ

 ᙱிʮࠊ

 

 ᆖ؉ࠊ

 

 

 നᔺࠊޛ
 ٶઊࠊ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

 ிʁသࠊ

ࠊထӸ

ၥ㸬ࡕࡽࡢᕷ⏫ᮧົࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦6$㸧

 

 

ɶܖဃ

μ˳

 

ܖݱဃ


 

࠸ࠋ㸦0$㸧

ܖݼЭᲢʐ࠷δᲣ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬ྠᒃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾Ꮚࡉࢇࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢ୰ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆࡍ࡚ᣲࡆ࡚ࡃࡔࡉ
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ƦƷ˂ᲢᣃٳᲣ

μ˳

 

 

ƍƍƑ

μ˳

 

 

 

Ჟ

 

 

 

 

 

Ჟ

153

 

 

 

 ࠰ˌɥ

μ˳

 

 

 

 

 

Ჟ

 

9

 

ƦƷ˂

μ˳

 

 

ᧉݦᎰᲢ̬ᏋٟȷٟȷჃᜱࠖƳƲᲣ

ྵಅᎰᲢဇѦՃȷᢃ᠃ƳƲᲣ

 

 



২ᘐᎰᲢםஙȷሰȷᩓൢƳƲᲣ

ɟᑍʙѦᎰ



 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬⫋✀ࡣୗグࡢ࠺ࡕࠊࢀ࠶࡚ࡣࡲࡾࡲࡍࠋ
㸦6$㸧

 

 ࠰ˌɥ  ࠰ச

 



 ࠰ˌɥ  ࠰ச

 ࠰ச



ၥ㸬ᆅ᪉බົဨࡋ࡚ࡢົᖺᩘࡣఱᖺ࡛ࡍࠋ㸦6$㸧

 



Ƹƍ



ၥ㸬㌿⫋ࡢ⤒㦂ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦6$㸧

 

 

ƦƷ˂ᲢٶઊȷƠǐ؏עᲣ

ƦƷ˂ᲢᣃғᢿᲣ

 



ѮѦע



資料編

ၥ㸬ࡕࡽࡢᕷ⏫ᮧ࠾ఫࡲ࠸࡛ࡍࠋ
㸦6$㸧

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ჟ

μ˳

ឱƠƯƍƳƍ

ƋǇǓឱƠƯƍƳƍ

 

 

 

 
 

ƲƪǒưǋƳƍ

 



ǍǍឱƠƯƍǔ

ឱƠƯƍǔ



10

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬බົဨࡢ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦6$㸧

μ˳

ॖᜤƠƯƍƳƍ

ƋǇǓॖᜤƠƯƍƳƍ

ƲƪǒưǋƳƍ

ǍǍॖᜤƠƯƍǔ

ॖᜤƠƯƍǔ



ၥ㸬ࢫ࢟ࣝࢵࣉࡸ࢟ࣕࣜࢹࢨࣥࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦6$㸧

資料編

154

ൟ᧓˖ಅƷǢȉȐǤǶȸƴƳǔᲢஊΝᲣ

ܖٻሁưዒዓႎƳ᩼ࠝѮᜒࠖƱƳǔᲢஊΝᲣ

021ȷ0)1 ƷˊᘙྸʙƴƳǔᲢஊΝᲣ

021ȷ0)1 ƷȡȳȐȸƴƳǔᲢஊΝᲣ

ෞ᧸ׇƷׇՃƱƠƯѣƢǔᲢஊΝᲣ

ൟ᧓˖ಅƷǢȉȐǤǶȸƴƳǔᲢΝᲣ

021ȷ0)1 ƷˊᘙྸʙƴƳǔᲢΝᲣ

021ȷ0)1 ƷȡȳȐȸƴƳǔᲢΝᲣ

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƸɧᙲᲣ

ӧᏡᲢᚩӧ

 

μ˳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƹӧᏡ

ᚩӧǛࢽǕ

˓ԡೌᎍƷ

ᩊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǔƜƱƸ

ǓᚩӧǛࢽ

ɧᢘЏưƋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɧӧᏡ







































㸺┬␎㸼























































ɼᙲ
0

 
 
 
 

ʴᏦǛ࠼ƛǔƜƱ
ኺ᬴ǛπѦƴƔƢƜƱ
ஜಅƷॖഒƕ᭗ǇǔƜƱ
ᡚᎰࢸƷǭȣȪǢ࢟

μ˳

 

 

 

ǹǭȫǢȃȗ

 

 

ᙻǛ࠼ƛǔƜƱ

ȡȪȃȈǛज़ơƳƍ

 

؏עǛࣱ҄ƢǔƜƱ

ƦƷ˂

 



12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦0$㸧
؏עƴᝡྂƢǔƜƱ



ၥ㸬↓ሗ㓘࡛ࡢάືࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࡸ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣ



ၥ㸬άື࣭⤌⧊ྡࢆ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦)$㸧



ཎƴƳƍ

ƦƷ˂

ᎰՃӷٟƷʩ්ȷգႆѣ

ؓᇿ

ᜒȷᜒࠖ

ܼಅƷˡƍ





ئעငಅȷՠಅ
ᠾ൦ငಅ





ᚇήȷܿජŴಅ

᧸ȷ᧸ཛƷਖ਼ᡶ





܇ƲǋƷܖ፼ȷǹȝȸȄƷૅੲ
ᅦᅍȷҔၲŴ᭗ᱫᎍૅੲ





μƯ
0

؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷˡƍ

μ˳

 

ྵࡴ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢ୰࡛せ࡞ࡶࡢࡶ୍ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦6$㸧



ၥ㸬බົဨࡋ࡚ࡢົ௨እ࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞↓ሗ㓘࡛ࡢάື㸦ᐇ㈝ᘚൾࡢࡳࡢάືࢆ

ࡘ࠸࡚ࠊࢀࡀ㐺ษࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡒࢀṇࡋ࠸ᛮ࠺ࡶࡢࢆ  ࡘࡎࡘ࠾㑅

資料編

ၥ㸬௨ୗࡢࡼ࠺࡞άືࡘ࠸࡚ࠊබົဨࡀᴗົእ࡛άືࡍࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠺
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ܼଈƷྸᚐ

ᝧ˓ज़ǛਤƪƴƘƍ

ਤƪЈƠƷਃƕٻƖƍ

ʴɧឱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

155

 

 

 

 

 

ƲƪǒƔƱƍƑƹᘍƍƨƍ

ƲƪǒưǋƳƍ

ƋǇǓᘍƍƨƍƱ࣬ǘƳƍ

ᘍƍƨƍƱ࣬ǘƳƍ

μ˳

 

 

 

 

 

 

Ჟ

 

 

 

ƲƪǒưǋƳƍ

ƋǇǓ࣬ǘƳƍ

࣬ǘƳƍ

 

 

ǍǍ࣬Ə

μ˳

 



࣬Ə



 

 

 

 

 

 

Ჟ

13

ၥ㸬↓ሗ㓘࡛ࡢάືሗ㓘ࡀฟࡓ᪉ࡀࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦6$㸧

 



ᘍƍƨƍ



ၥ㸬ᚋ㸦ࡶ㸧ࠊ↓ሗ㓘࡛ࡢάືࢆ⾜࠸ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦6$㸧

μ˳

 

 

ͤࡍሥྸ

ᛢ᫆ƸƳƍ

 

᧓ᛦૢ

 

 

ᎰئƷྸᚐ

ƦƷ˂

 



πѦƱƷɲᇌ



ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

資料編

ၥ㸬↓ሗ㓘࡛ࡢάືࡘ࠸࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡸࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᙜ࡚

୍ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

14





ƦƷ˂





᠃٥ȷ࠼ԓӓλ

ཎƴƳƍ





ఇࡸ৲ȷ(:
ٽᨗήႆᩓ৲ȷᝤ٥



ɧѣငƷဇȷ৲





ؓᇿ
ᎰՃӷٟƷʩ්ȷգႆѣ



ᜒȷᜒࠖ



ᠾ൦ငಅ
ܼಅƷˡƍ













0





































μƯ

ئעငಅȷՠಅᲢփМ˖ಅưƷჺ᧓ѮѦƳƲᲣ

ᚇήȷܿජŴಅ

᧸ȷ᧸ཛƷਖ਼ᡶ

ᅦᅍȷҔၲŴ᭗ᱫᎍૅੲ

܇ƲǋƷܖ፼ȷǹȝȸȄƷૅੲ

؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷˡƍ

μ˳

 



































0





































ɼᙲ

ࡾࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ୰࡛せ࡞ࡶࡢࡶ

වᴗྵࡳࡲࡏࢇ㸧බົဨࡋ࡚ࡢົ௨እ࡛ࠊ᭷ൾࡢᴗ࣭වᴗࢆࡋࡓࡇࡣ࠶

ࡃࡣ⮬ࡽႠࡴࡇࢆࠕවᴗࠖࡋ࡚ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᐇ㈝ᘚൾࡢࡳࡢሙྜࡣᴗ࣭

ࡍࡿࡇࢆࠕᴗࠖࠊ
㸦ูࡢᮏᴗࡋ࡚㸧Ⴀࢆ┠ⓗࡍࡿ♫➼ࡢᆅᑵ௵ࡶࡋ

ၥ㸬ᮏㄪᰝ◊✲࡛ࡣࠊᆅ᪉බົဨࡀࠊ
㸦ᮏᴗ௨እ㸧ሗ㓘ࢆᚓ࡚ᴗࡶࡋࡃࡣົᚑ

資料編

資料編

 

 

 

ƦƷ˂ᲢٶઊȷƠǐ؏עᲣ

ƦƷ˂ᲢᣃғᢿᲣ

ƦƷ˂ᲢᣃٳᲣ

 

 

 ࠰ˌɥ  ࠰ச

 ࠰ˌɥ  ࠰ச

156

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

 

 

 

உƴ  ׅ

࠰ƴૠׅ

ƦǕˌɦ

 

 

உƴૠׅ

μ˳

 



ᡵƴ  ˌׅɥ



 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬ࡢ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛ࡍࠋ
㸦6$㸧

μ˳

 

 

 ࠰ˌɥ  ࠰ச

 ࠰ˌɥ

 



 ࠰ச



ၥ㸬ࡢ⛬ᗘࡢᮇ㛫࡛ࡍࠋ
㸦6$㸧

 

 

ѮѦέǛᨊƘע˰އ

μ˳

 



15

 

 

 

 

 

 

Ჟ

 
 
 

 ɢόˌɥ  ɢόச
 ɢόˌɥ  ɢόச
 ɢόˌɥ
 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

㸦6$㸧

 

μ˳

 

 

 

 

 

Ჟ

μ˳

16

 

 

 

ᡚᎰࢸƷǭȣȪǢ࢟ƴࢫᇌƭ

 

 

ஜಅƷॖഒƕ᭗Ǉǔ

ȡȪȃȈǛज़ơƳƍ

 

ኺ᬴ǛπѦƴƔƢƜƱƕưƖǔ

ƦƷ˂

 

ʴᏦǛ࠼ƛǔƜƱƕưƖǔ

 

 

ᙻǛ࠼ƛǔƜƱƕưƖǔ
ǹǭȫǢȃȗƕưƖǔ

 

؏עƴᝡྂưƖǔ



 

ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧
إᣛǛࢽǒǕǔ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬ᴗ࣭වᴗࡢᡂᯝࡸ࣓ࣜࢵࢺࢆࡢࡼ࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚

 
 

ჷǒƳƍ

 

 



ƋǇǓჷǒƳƍ

ݲƠჷƬƯƍǔ

ჷƬƯƍǔ



ၥ㸬ᴗ࣭වᴗ㛵ࡍࡿつᐃ㸦ㄆྍࡉࢀࡿάືࡢ᮲௳ࠊ⏦ㄳ᪉ἲ➼㸧ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸺┬␎㸼

ၥ㸬㸦௵ព㸧άື࣭⤌⧊ྡࢆ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦)$㸧

 

 

 ɢόˌɥ  ɢόச

μ˳

 

 



 ɢόˌɥ  ɢόச

 ɢόச

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ѮѦέƷࠊထ





ၥ㸬ᖺ㛫ࡢሗ㓘ࡣࡢࡃࡽ࠸࡛ࡍࠋ㸦6$㸧

 ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇ࡛άືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧ

ၥ㸬ᴗ࣭වᴗࢆ⾜ࡗࡓࡇࡢ࠶ࡿ᪉ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕせ࡞ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊḟࡢၥ 㹼ၥ

資料編

 

ȇȡȪȃȈǛज़ơƳƍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

157

17

 

ǍƬƯǈƨƍƱ࣬ǘƳƍ

μ˳

 

 

ƋǇǓǍƬƯǈƨƍƱ࣬ǘƳƍ

 

 

ƲƪǒưǋƳƍ

 



ƲƪǒƔƱƍƑƹǍƬƯǈƨƍ

ǍƬƯǈƨƍ



 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬ᚋ㸦ࡶ㸧ࠊᴗ࣭වᴗࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦6$㸧

 

 

ƦƷ˂

μ˳

 

 

ͤࡍሥྸƕᩊƠƍ

ܼଈƷྸᚐǛࢽǒǕƦƏƴƳƍ

 

 

 

πѦƴૅᨦƕဃơǔऀǕƕƋǔ

᧓ƕƱǕƳƍ

 

ᙹЩƷᚐƕᩊƠƘŴϼፘƷऀǕƕƋǔ

ᎰئƷྸᚐǛࢽǒǕƦƏƴƳƍ

 



Сࡇ҄ƕɧҗЎưŴϼፘƷऀǕƕƋǔ



࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

資料編

ၥ㸬ᴗ࣭වᴗࡢㄢ㢟ࡸࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆࡢࡼ࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ

 

иಅȷψಅƷǬǤȉȖȃǯƕƋǕƹǍƬƯǈƨƍ

μ˳

ཎƴƳƍ

ƦƷ˂

18

إᣛǛࢽǔƜƱưѣǛዜਤȷႆޒƞƤǒǕǔƷưƋǕƹǍƬƯǈƨƍ

̔᫂ƞǕǕƹǍƬƯǈƨƍ

җЎƳإᣛƕࢽǒǕǔƳǒǍƬƯǈƨƍ

 

 

 

 

 

 

 

 

иಅȷψಅǛᘍƬƨʙ̊ƕƋǕƹǍƬƯǈƨƍ

иಅȷψಅǛ៲ᡈƳʴƕᘍƬƯƍǔƷưƋǕƹǍƬƯǈƨƍ

 

 

 

 



иಅȷψಅƕʴʙᚸ̖ƴӒପƞǕǔƷưƋǕƹǍƬƯǈƨƍ

иಅȷψಅǛᬍᧈƕਖ਼ڜƢǔƷưƋǕƹǍƬƯǈƨƍ

иಅȷψಅǛᛐǊǔСࡇƕ؏עƴ࠼إȷԗჷƞǕƯƍǕƹǍƬƯǈƨƍ

иಅȷψಅǛᛐǊǔСࡇƕƋǕƹǍƬƯǈƨƍ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬ࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡛࠶ࢀࡤᴗ࣭වᴗࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ ࠸ࡃࡘ࡛ࡶ 㸦0$㸧

資料編

資料編

 

 

 

 

 

ᅦᅍȷҔၲŴ᭗ᱫᎍૅੲ

᧸ȷ᧸ཛƷਖ਼ᡶ

ᚇήȷܿජŴಅ

ئעငಅȷՠಅᲢփМ˖ಅưƷჺ᧓ѮѦƳƲᲣ

ᠾ൦ငಅ

 

 

 

ᎰՃӷٟƷʩ්ȷգႆѣ

ɧѣငƷဇȷ৲

ఇࡸ৲ȷ(:

158

 

 

ཎƴƳƍ

μ˳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

 
 

ע˰އȷѮѦέˌٳƷཎКғ

ע˰އȷѮѦέˌٳƷࠊထᲢᣃٳᲣ

 
 

ཎƴƳƍ

μ˳

19

 

ע˰އȷѮѦέˌٳƷࠊထᲢٶઊȷƠǐ؏עϋᲣ

 

 

˰އƠƯƍǔࠊထᲢע˰އƱѮѦέƷࠊထƕီƳǔئӳᲣ

ƦƷ˂

 



ѮѦέƷࠊထ



ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ၥ㸬ᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠺ሙᡤࡋ࡚ࠊᮃࡲࡋ࠸ሙᡤࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚

 

 

ƦƷ˂

᠃٥ȷ࠼ԓӓλ

 

 

ؓᇿ

ٽᨗήႆᩓ৲ȷᝤ٥

 

ᜒȷᜒࠖ

 

 

܇ƲǋƷܖ፼ȷǹȝȸȄƷૅੲ

ܼಅƷˡƍ

 



؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷˡƍ



࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ၥ㸬ᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠺άືࡋ࡚ࠊ⯆ࡀ࠶ࡿάືࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ

 

 

 

 

Ჟ

࠸ࠋ㸦0$㸧

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ჟ

˟ᅈሁƷעˮƴ˓ݼǋƠƘƸᐯǒփǉƜƱᲣ

ψಅኺ᬴ᲢᲢКƷஜಅƱƠƯᲣփМǛႸႎƱƢǔ

ƸʙѦƴࢼʙƢǔƜƱᲣ

иಅኺ᬴ᲢᲢஜಅˌٳƴᲣإᣛǛࢽƯʙಅǋƠƘ

ሥྸᎰኺ᬴

πѦՃኺ᬴

˟ᅈኺփኺ᬴

20



0 



0 



0 



0 



0 



0 

μ˳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ƌǔ

ࡣࠕ࡞࠸ࠖࡢ࠸ࡎࢀࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

᠃Ꮀኺ᬴



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ƴƍ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⫋ົ⤒㦂ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡑࢀࡒࢀࡢࡇࡘ࠸࡚ࠕ࠶ࡿࠖࡲࡓ

μ˳

ƦƷ˂Ტᅑ༵ŴᣐͪᎍƷᚃǍΩࢂڶڻƳƲᲣ

Ωࢂڶڻ

܇

ᚃ

ᣐͪᎍ



ၥ㸬࠶࡞ࡓࡽぢ࡚ࠊ࡞ࡓࡀᆅ᪉බົဨ࡛ࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ

μ˳

 

 



ࡢ⫋ဨ㸧ࡢேࡣ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ  ࡘࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

ƍƳƍ

ƍǔ



ၥ㸬࠶࡞ࡓࡢࡈᐙ᪘ࠊ୪ࡧぶ᪘㸦 ぶ➼௨ෆ㸧ᆅ᪉බົဨ㸦㒔㐨ᗓ┴ࡲࡓࡣᕷ༊⏫ᮧ

㸱㸬ከᦶ࣭ᓥࡋࡻᆅᇦࡢఫẸࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィ⤖ᯝ୍ぴ

資料編

 

 

ჷǒƳƔƬƨ

μ˳

 

 

 

Ჟ

 

 

 

 

 

 

Ჟ
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ƍƣǕǋᛐǊǒǕƳƍ

μ˳

21

 

ɧཎٶܭૠƷ˰ൟƕӖႩᎍƱƳǔѣ

 

 



ཎܭƷ؏עƷ˰ൟƕӖႩᎍƱƳǔѣ

ӖႩᎍƱƳǔѣ

ǰȫȸȗȷǵȸǯȫƳƲཎܭƷ˰ൟƕ

ᎰՃ̾ʴƴМႩƕ࠙ბƢǔѣ



࠸㸦0$㸧

 

 

 

 

 

 

Ჟ

資料編

ෆᐜࡢάື࡛࠶ࢀࡤㄆࡵ࡚ࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢᆅ᪉බົဨࡀᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠺ࡋࡓሙྜࠊ௨ୗࡢࡢ

μ˳

᧓СኖƳƲɟܭƷவˑǛƨƢርư
иಅȷψಅǛᘍƏ૾ƕǑƍ
иಅȷψಅƸᘍƏǂƖưƸƳƍᲢஜಅƴ
ᎰѦࣞݦƢǂƖᲣ

ᆢಊႎƴиಅȷψಅǛᘍƏ૾ƕǑƍ



ࡢ࠾⪃࠼᭱ࡶ㏆࠸㑅ᢥ⫥ࢆ  ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࢆࡍࡿࡇࢆ࠺⪃࠼ࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓ



 



ჷƬƯƍƨ



ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ  ࡘࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦6$㸧

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀࠊ㤳㛗㸦ᕷ⏫ᮧ㛗㸧ࡢチྍࢆཷࡅࢀࡤᴗ࣭වᴗ

 

 

 

 

 

 

Ჟ

 
 

μ˳

 

 

 

ƍƣǕǋᛐǊǒǕƳƍ

ᨂǓᛐǊǔ

ɟܭ൦แˌɥƷžᎰѦᘍѣᚸ̖ᲢʴʙᎋᛢᲣſƷᎰՃƴ

ɟˌܭɥƷᎰˮƴᨂǓᛐǊǔ

ᛐǊǔ

ɟܭ᧓ˌɥƷž૾עπѦՃƱƠƯƷנᎰ᧓ſƴᨂǓ

 



 

 

 

 

 

 

Ჟ






 

μ˳

22

 

ƍƣǕǋᛐǊǒǕƳƍ

ƱƠƯӖƚӕǔئӳ

 

 
ܱᝲࡰΝᲢᝲƳƲܱᨥƴƔƔƬƨᝲဇЎᲣ

 
ѣƢǔ˳ׇƷӓλƱƠƯӖƚӕǔئӳ



ࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ᎰՃ̾ʴƷࢽƱƠƯӖƚӕǔئӳ



 

 

 

 

 

Ჟ

௨ୗࡢࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡢཷࡅྲྀࡾ᪉࡛࠶ࢀࡤㄆࡵ࡚ࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢᆅ᪉බົဨࡀᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠸ࠊሗ㓘ࢆཷࡅྲྀࡿሙྜࠊ



ࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ᎰՃƷኺ᬴ȷᚸ̖ሁƷவˑƸբǘƣƴᛐǊǔ



௨ୗࡢࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡢཷࡅྲྀࡾ᪉࡛࠶ࢀࡤㄆࡵ࡚ࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢᆅ᪉බົဨࡀᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠸ࠊሗ㓘ࢆཷࡅྲྀࡿሙྜࠊ



 
 

μ˳

 

 

ƍƣǕǋᛐǊǒǕƳƍ

ᎰՃƕѮѦȷ˰އƢǔˌٳƷࠊထϋ
ᲢᣃϋᲣ
ᎰՃƕѮѦȷ˰އƢǔˌٳƷࠊထϋ
ᲢᣃٳᲣ

 

ᎰՃƕ˰އƢǔࠊထϋ


 

ࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ᎰՃƕѮѦƢǔࠊထϋ



ሙᡤ࡛ࡢάື࡛࠶ࢀࡤㄆࡵ࡚ࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡚ࢆ࠾㑅ࡧࡃࡔ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢᆅ᪉බົဨࡀᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠺ࡋࡓሙྜࠊ௨ୗࡢࡢ
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˰؏עൟƱƷʴᏦȷȍȃȈȯȸǯƕفƑǔ

 

 

μ˳

 

 

؏עѣƷਃƍƕفƑǔ

؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷᢃփǹǭȫƕ᭗Ǉǔ

ൟ᧓˖ಅǍ᩼փМኵጢƷᢃփȷѣǁƷྸᚐƕขǇǔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ



   

μ˳

23

 

ஜಅưࢽƨऴإƷƴƭƳƕǔ

 

 

 

ஜಅƴƓƚǔπࣱƴૅᨦƕဃǇǕǔ

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ஜಅƷإᣛƱиಅȷψಅƷإᣛƷৢƍᲢዴࡽƖᲣƕୱଭƴƳǔ

 

 

ஜಅưƷዬ࣯ʙ७ȷᙲᛪƴࣖݣưƖƳƍǱȸǹƕفƑǔ

иಅȷψಅƴݣƢǔᎰئƷྸᚐƕࢽǒǕƣŴƖƮǒƘƳǔ

 
 

иಅȷψಅư᧓ƷСኖƕفƑŴ˷ୗ᧓ᲢܼଈƱƷ᧓ሁᲣƕถǔ



иಅȷψಅư᧓ƷСኖƕفƑŴஜಅƕျƔƴƳǔ



ࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ  ࡘࡲ࡛࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋͤୗグࡢ୰ࡽᚲࡎ  ࡘ௨ୖ࠾㑅ࡧࡃ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ㄢ㢟࡞ࡿࡇࡋ࡚ࠊ



 

 

ီƳǔኵጢưƷኺ᬴ƕᎰՃƷᧈƴƭƳƕǔ

 

 

ᎰՃƷஜಅưৼƑǔᛢ᫆ƷᚐൿƴƭƳƕǔ

˰؏עൟƱƷʩ්ǍңƢǔƷƕɥƴƳǔ

 



ᎰՃƷஜಅƷॖഒƱႻʈјௐƕࢳưƖǔ



ࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ  ࡘࡲ࡛࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋͤୗグࡢ୰ࡽᚲࡎ  ࡘ௨ୖ࠾㑅ࡧࡃ

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨࡀᴗ࣭වᴗࡍࡿࡇ࡛ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇࡋ࡚ࠊ

 

μ˳

 

 

Ღ όᆉࡇᲩᲢᲦ όᆉࡇଐᲣ

ႻࣖƷ̖ݣưƋǕƹإᣛƷ᫇൦แƸբǘƣᛐǊƯǑƍ

 

 

Ღ όᆉࡇᲩᲢᲦ όᆉࡇଐᲣ

 όᆉࡇᲩᲢᲦ όᆉࡇଐᲣ

















 

ئעငԼǍཎငԼሁƷႆȷᙌԼ҄

μ˳

ƦƷ˂

؏עǛࠇƖᡂǜƩπσᚨƷᎊ҄ݣሊƷਖ਼ᡶ

؏עเƷஊјဇ

˰؏עൟƴƓƚǔǇƪƮƘǓॖᜤƷӼɥ

؏עƷٳݣႎƳ 24 Ʒ̟ᡶ

؏עƴఌ˄ƘܼಅƷዒ১ᲢࢸዒᎍɧឱƷᚐෞᲣ

ңƷʴɧឱƷᚐෞ

ᠾಅƷጛࣕƷਃƍɧឱƷᚐෞ

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᚇήǷȸǺȳƴǑǔጛ᧑Ʒᛦૢȷࣖݣ

עΨൟ᧓˖ಅȷʙಅƷƖɧឱƷᚐෞ

 

ᚇήƷӖλ७ѬȷਗໜƮƘǓ

 

 

ܹƷ᧸؏ע˳СƷዜਤȷࢍ҄
؏עƴƓƚǔ᧸ཛ˳СƷዜਤȷࢍ҄

 

 

᭗ᱫᎍƷဃૅੲȷᅦᅍƷΪܱ
ٶɭˊƕʩ්Ƣǔؾȷೞ˟ƷΪܱ

 
 

܇ƲǋƷᝢȷܔᇌݣሊ

 

 

 

 



ఋܼଈƳƲƷ܇ᏋƯܼଈǁƷૅੲ

܇ƲǋƷǹȝȸȄѣƷૅੲ

܇ƲǋƷܖ፼ؾȷೞ˟ƷΪܱ

؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷዜਤȷዒ১

؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷਃƍɧឱƷᚐෞ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦0$㸧
Ჟ

ࢆ  ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦6$㸧



άື㸧ࡼࡾࠊ≧ἣࡢᨵၿࢆᮇᚅࡍࡿᆅᇦㄢ㢟ࢆࠊḟࡢ㑅ᢥ⫥ࡽࡍ࡚࠾㑅



ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡢ⮬ⓗ࡞άື㸦↓ൾࡢ࣎ࣛࣥࢸ

௨ୗࡢࡢࡼ࠺࡞㔠㢠Ỉ‽࡛࠶ࢀࡤㄆࡵ࡚ࡼ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ

資料編

ၥ㸬࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢᕷ⏫ᮧࡢᆅ᪉බົဨࡀᴗ࣭වᴗࢆ⾜࠸ࠊሗ㓘ࢆཷࡅྲྀࡿሙྜࠊ
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؏עǛࠇƖᡂǜƩπσᚨƷᎊ҄ݣሊƷਖ਼ᡶ

μ˳



 

؏עเƷஊјဇ

25

 

 

 

˰؏עൟƴƓƚǔǇƪƮƘǓॖᜤƷӼɥ

ƦƷ˂

 

؏עƷٳݣႎƳ 24 Ʒ̟ᡶ

 

עΨൟ᧓˖ಅȷʙಅƷƖɧឱƷᚐෞ

 

 

ئעငԼǍཎငԼሁƷႆȷᙌԼ҄

 

 

ᚇήǷȸǺȳƴǑǔጛ᧑Ʒᛦૢȷࣖݣ

؏עƴఌ˄ƘܼಅƷዒ১ᲢࢸዒᎍɧឱƷᚐෞᲣ

 

ᚇήƷӖλ७ѬȷਗໜƮƘǓ

ңƷʴɧឱƷᚐෞ

 

؏עƴƓƚǔ᧸ཛ˳СƷዜਤȷࢍ҄

 

 

ܹƷ᧸؏ע˳СƷዜਤȷࢍ҄

ᠾಅƷጛࣕƷਃƍɧឱƷᚐෞ

 

ٶɭˊƕʩ්Ƣǔؾȷೞ˟ƷΪܱ

 

 

ఋܼଈƳƲƷ܇ᏋƯܼଈǁƷૅੲ

 

 

܇ƲǋƷǹȝȸȄѣƷૅੲ

᭗ᱫᎍƷဃૅੲȷᅦᅍƷΪܱ

 

܇ƲǋƷܖ፼ؾȷೞ˟ƷΪܱ

܇ƲǋƷᝢȷܔᇌݣሊ

 

 



؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷዜਤȷዒ১

؏עƷᘍʙȷǤșȳȈƷਃƍɧឱƷᚐෞ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჟ

ᚅ࡛ࡁࡿᛮ࠺ࡶࡢࢆ㸱ࡘࡲ࡛࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦0$㸧

資料編

ၥ㸬ඛ㑅ᢥࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡼࡾࠊㄢ㢟ࡢゎỴࡀᮇ

✄⥅⿱Ặ㸦᪩✄⏣Ꮫᨻ⤒῭Ꮫ⾡㝔 ᩍᤵ㸧

,GHDSDUWQHUV ৻ ম

岿岮峉峨৩ැ 132 ১যූ৯峘ඵ崿嵕崠崏崗崰崯崞崌崲嵤 ਣিਫ

ᙜ᪉㸸ᮾிᕷ⏫ᮧ⮬ㄪᰝ ⛅㔝ࠊᓊ㔝ࠊ㰻⸨ࠊMURC すᑿࠊᒣᮏὒࠊ∦ᖹ

x

x

x

x

26

᪉බົဨᑐࡋ࡚ࠊࠕᆅᇦ㣕ࡧฟࡍබົဨࢆᛂࡍࡿ㤳㛗㐃ྜࠖࡀタ❧ࡉࢀࡓࡾࠊ᪥

࠸࡛ᗈࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋᆅᇦᑾࡃࡋࡓ࠸ࡀࠊᡭࡏ㊊ࡏࡀ࠶ࡗ࡚ືࡁࡃ࠸࠸࠺ᆅ

ࡑ࠺࠸ࡗࡓ୰࡛ࠊᆅᇦ㣕ࡧฟࡍබົဨࢆᚋᢲࡋࡍࡿ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡀࠊࡇࡇ 10 ᖺࡃࡽ

࠸ࠊ࠸ࡗࡓⅬࡣẼࢆࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᖹ᪥ࡁࡕࢇᴗົࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊᐖ┦ࡣ࡞࠸ࠊᙺᡤධᮐࡍࡿᴗ⪅࡛࡞

ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡲࡾᴗ㉮ࡾࡍࡂࡿࠊ⫋ົᑓᛕ⩏ົࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ

࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࠕᆅᇦࠖࡘ࠸࡚ࡣᕷእࡶ OK ࡍࡿ᪉ྥ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢⅬ␃ព

࠸࠺ᯟࢆࡣࡵ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦேᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇᑐࡍࡿάືࡀㄆࡵࡽࢀ࡚

ࢫ࣮ࣃ࣮ࡸ㢼ᗑ࡞࡛ࡶാ࠸࡚ࡼ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕබ┈┠ⓗࠖ

ࡓࡔࡋࠊ
ࠕᆅ᪉බົဨࡢᴗゎ⚗ࠖ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡣ࣑ࢫ࣮ࣜࢻࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࡓ࠸࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡣ࠶ࡿࠋ

ᆅᇦࡢ NPO ࡞࡛ࡣࠊ⤒⌮ࡢ࡛ࡁࡿேᮦࡀ࡞࡞࠾ࡽࡎࠊᙺᡤࡢேධࡗ࡚ࡶࡽ࠸

࡞ཷࡅྲྀࡗ࡚ࡼ࠸ࡢ㏞࠺ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ✀ࡢࠕ㋃ࡳ⤮ࠖࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ࢀࡤチྍࡣฟࡿࡀࠊ㌋㌉ࡍࡿࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࠋ↓ൾ࡞ࡽࡤၥ㢟࡞࠸ࡀࠊᘚᙜࡀฟࡓࡁ

ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᆅᇦࡢᢸ࠸ᡭ㊊ࡢ῝้ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶබົဨࡢᴗࡣࠊㄳồࡍ

Ẽ࡞ࢀࡤ᥎㐍࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ࡢࡀ⌧⾜ἲࡢゎ㔘࠸࠼ࡿࠋ

ࡋ࡚ᆅ᪉බົဨࡢᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᆅ᪉බົဨࡢᴗࡣࠊࡑࡢ

⫋ࢆව⫋ࡍࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊࡲ࡛㏻ࡾࡢゎ㔘࡛ࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ୍⎔

ဨࡢᴗᑐࡍࡿἲᚊୖࡢゎ㔘࣭ᐃ⩏ࡣࠊ᫇ࡽఱࡶኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ㐣ཤࡣᑎࡢఫ

ゎࢆၥ࠺ࡓࡇࢁࠊ⌧⾜ไᗘୗ࠾࠸࡚ၥ㢟࡞࠸ࡢ⟅ᘚࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋබົ

ᅜ࠾࠸࡚ࠊᆏಙᙪ㆟ဨࡀ㉁ၥព᭩࡛⚄ᡞᕷࡢᴗไᗘࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊᨻᗓࡢぢ

యⓗ࡞ࢺࣞࣥࢻࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡣാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢὶࢀࡀ࠶ࡿࠋᖹᡂ 29 ᖺ 6 ᭶ࡢ➨ 193

㸯㸬ᆅ᪉බົဨࡢᴗ㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢືࡁࡘ࠸࡚



થ
ଫഏিপ৾৽ੋ৾ ઇ౸ ഏಲඥೣ

᪥㸸2019 ᖺ㸵᭶ 16 ᪥㸦ⅆ㸧13:00~14:00

ձ

 ফڳা  

 ফڳা  

 ফڳা  

ৰ

 ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࡓ᭷㆑⪅ࡣୗ⾲ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬᭷㆑⪅ࣄࣜࣥࢢㄪᰝグ㘓

資料編

ࡿࠋ᮶ᖺᗘࡽィᖺᗘ௵⏝⫋ဨไᗘࡀጞࡲࡿࡀࠊィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࡢ࠺ࡕࣃ࣮ࢺࢱ
࣒௵⏝ࡢሙྜࡣᴗࡢไ㝈ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸦Ⴀᴗࡢᚑ➼ࡢไ㝈ࡢᑐ㇟እࠊࡓࡔࡋ⫋

࣮ࢡࡣ AI ࡸ RPA ⨨ࡁ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡁᆅ᪉බົဨࡢࡀ࠺࡞ࡿࠊ

࠸࠺ࡇࢆᒎᮃࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ

ࢆཷࡅ࡚ࠕDoࠖࡍࡿࡇࡀᆅ᪉⮬యࡢᙺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡀ 2000 ᖺᆅ᪉ศᶒ୍ᣓἲࡀ⾜ࡉࢀࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊ⮬యࡣ⊂⮬᮲ࢆࡘࡃ

ࡕࡀ㣕ධࡾཧຍࡋࡓࡇࢁࠊࡓ࠸ࢇ႐ࡤࢀࡓ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡗࡓࠋ

162

170 ே㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊṇつ⫋ဨࡣࡉࡽῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡀῶᑡࡍࡿ୍᪉࡛ᴗົࡀ
ቑ࠼ࠊᆅ᪉බົဨࡣࢵࣉࢵࣉࡢ≧ែ࡛ᛮ⪃Ṇ㝗ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊ
PDCA ࡣồࡵࡽࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
༢⣧సᴗࡣ AI࣭RPA ⨨ࡁ࠼ࡽࢀࠊఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖ࣭ఫẸ⚟♴ࡢྥୖࡢ┤⤖ࡍ

ሙ࡛㘫࠼ࡽࢀࡿᶵࡀῶࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᚋࡣᐃᆺⓗ࡞ᴗົࡣ AI ࡸ RPA 

⨨ࡁ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡁࠊᆅᇦࡢ᥋Ⅼࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

⇃ᮏᕷ࡛ࡣࠊ༊ࡈࡢᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ᆅᇦᢸᙜ⫋ဨࢆ 40 ேࡃࡽ࠸㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᗇ

ࡑࢀࢆぢ㉺ࡋ࡚ࠊᆅᇦᢸᙜ⫋ဨไᗘࡼࡾ⫋ဨࢆ㘫࠼࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

ࣥࢸࢼࢆᙇࡾࠊᆅᇦࡢࡇࢆᩄឤឤࡌྲྀࢀࡿ⫋ဨࡢ㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

x

x

27

⌧≧࡛ࡣࠊᆅ᪉බົဨࡣ㏻ᖖᴗົࡀᡭ୍ᮼ࡛ᅇࡽ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡾࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆ࠸

సࡗ࡚᫂ᩥࡋࡓ᪉ࡀືࡁࡸࡍ࠸ࡢࡣ☜࡛࠶ࡿࠋ

28

௨ୖ

ࡿࠋ

ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ†༡ᕷࡢ㇂⏿ᕷ㛗࡞ࡶࠊࡁࡃᐉఏࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕᆅᇦ㣕ࡧ

ฟࡍබົဨࢆᛂࡍࡿ㤳㛗㐃ྜࠖࡢ୰ᚰே≀ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊせ⥘࡞ࢆ

⫙࡛ឤࡌࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࠊᴗົእࡢᴗ࡞ࡢ⤌ࡳࢆά⏝ࡍࡿព⩏ࡶ⪃࠼ࡽࢀ

ᴗไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊࢽ࣮ࣗࢫ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡔࡅ࡛ࠊ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ⮬యࡣࡶ࠶

୰࡛⫋ဨࢆ⌧ሙฟࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ୰࡛⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬࢆ

୍᪉࡛ࠊ≉ᕷ⏫ᮧࡣࠊᚲࡎࡋࡶ⫋ဨࢆ⌧ሙฟࡏ࡞࠸ࡶከࡃᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊᴗົࡢ

࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡣఫẸࡢヰࡀࢸ࣏ࣥࡼࡃ⥆ࡃ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⇃ᮏᕷ࡞ࡣࠊ

ᆅ᪉බົဨࡀࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡋ࡚࠸ࡿ࠸ࢃࢀࡿ୰࡛ࠊᆅᇦ࡛ఱࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢࠊ

x

ࡿᴗົࡢ⨨࡙ࡅࡀቑࡋ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋఫẸࡢಶࠎࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡇࡀ㔜せ࡛

ෆ࡛ࡶඃ⚽࡞⫋ဨࢆ࠶࠼࡚㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

x

320 ேࡽ 270 ேࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㠀ᖖ࣭⮫⫋ဨࡢྜࡀ㧗ࡲࡾ

ࣥࣂ࣮ᑐᛂ࡞⮬ົ࠸࠸࡞ࡀࡽ⩏ົ㏆࠸ᴗົࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡣከᛁ࡛ࠊ⌧

ࡑࡢ୰࡛ࠊᆅ᪉⾜㠉ࡋ࡚㞟୰ᨵ㠉ࣉࣛࣥࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᆅ᪉බົဨࡢᩘࡣ 9㸣๐ῶࡉࢀࠊ

㞟୰ᨵ㠉ࣉࣛࣥࡼࡾᆅ᪉⮬య࠾ࡅࡿ⫋ဨῶࡀ࡞ࡾ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ࣐ࢼ

ᅇࡍࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
x

ࡣ࡞࠸ࠋ

ᴗホ౯ࡢྲྀ⤌ࡀጞࡲࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⮬య࠾࠸࡚ࠕPlanࠖ
ࠕDoࠖ
ࠕSeeࠖࡢࢧࢡࣝࢆ

ᆅ᪉බົဨࡀᆅᇦฟ࡚࠸ࡗ࡚ࠊᆅᇦࡽ㢗ࡾࡉࢀࢀࡤࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞ࡿࡢ࡛

㸲㸬ᆅ᪉බົဨࡢᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿไᗘࡘ࠸࡚

x

x

x

x

ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࠊᨻ⟇ἲົࡀ㔜せࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ1995 ᖺ୕㔜┴࡛ົ

௧࣭┬௧ࢆ࠸ㄞࡳ㎸ࢇ࡛᮲ᫎࡍࡿࠊ࠸࠺⬟ຊࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᅜࡢ᪉㔪

㐍Ꮫᆅඖࡽⱝ⪅ࡀฟ࡚࠸ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ᵓ㐀ࡀ࠶ࡾࠊⱝ⪅ࡀᑡ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᏛ⏕ࡓ
x

ࡉࢀࡿ㏻㐩㏻ࡾࡢົࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕࡦ࡞ᙧ᮲ࠖ࡞࠸ࢃࢀࠊᨻ

௦ࢆࡉࡢࡰࢀࡤࠊ1955 ᖺయไࡢ௦ࡣ୰ኸ㞟ᶒ♫࡛ࠊ㟘ࡀ㛵ࡽྛ⮬యฟ

ࣜࣥࢢࡢࡓࡵᆅ༊ධࡗࡓ㝿ࠊࡕࡻ࠺ᆅ༊ࡢ㐠ືࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㧗ᰯࡢ

x

㸳㸬⥲ᣓ

࠶ࡿࠋ

✄⥅◊✲ᐊ࡛ࡣࠊ⨾ᓮ⏫㸦ᒸᒣ┴㸧ᥦᦠࡋࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ⏕ࡀࣄ

ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁࡀከ࠸ࠋ

࠶ࡿࠋᑠࡉ࡞ NPO ࡞࡛ࡶࠊ⤒⌮➼ࡢேᮦ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ┘ᰝᑐᛂ࡛

ᆅᇦࡽⱝ࠸ேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬ࡸᾘ㜵ᅋ࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞⤌⧊࡛ࢽ࣮ࢬࡀ

㸱㸬ᆅ᪉බົဨࡢேᮦ⫱ᡂ࠸࠺ほⅬࡽぢࡓᴗࡘ࠸࡚

x

x

㸰㸬ᆅ᪉බົဨࡢᴗᑐࡍࡿᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡘ࠸࡚

වᴗࢆ๓ᥦࡋࡓ㠀ᖖ≉ู⫋ࡢ⫋ဨࢆເ㞟ࡋࠊᐃࢆࡁࡃୖᅇࡿᛂເࢆ㞟ࡵ࡚࠸

ࡍࡿࡢࡀࡼࡾ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋᚋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ࣮ࣝࢸࣥ࣡

ົᑓᛕ⩏ົࡸಙ⏝ኻቒ⾜Ⅽࡢ⚗Ṇ➼ࡢ᭹ົつᚊࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ㸧ࠊືࡁࡀᗈࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ

ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞άືࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆࡾࡋ࡚ࠊᛂເ⪅ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⚟ᒣᕷࡣ

ྜࡀ㧗ࡃࠊ⫋ဨࡀᨻ⟇ࢆࡸࡾࡓ࠸ᛮࡗ࡚ࡶ࡞࡞࡛ࡁࡎࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢ

࡞࠾ࠊᆅ᪉බົဨࡢேᮦ㊊࣭ᛂເ⪅㊊ࡢ≧ἣࡀᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ⏕㥖ᕷࡣ SPI ࢆ
ᑟධࡋ࡚ᕷእࡽ࡛ࡶཷ㦂ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡶࠊᴗไᗘ࡞ࡼࡾධᗇࡋ࡚ࡽ

ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡾࠊࡸࡿẼࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡃࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ⇃ᮏ┴ᗇࡢ⫋ဨヰࢆࡋ

ࡓࡀࠊ┴ᗇࡣࡲࡔᨻ⟇❧ࡢࡀከ࠸ࡀࠊᕷ⏫ᮧࡣఫẸᑐᛂ࡞࣮ࣝࢸ࣮ࣥ࣡ࢡࡢ

ほⅬࡽᴗไᗘࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ

ᙺᡤࡣඃ⚽࡞ேࡀከࡃࠊࡣࡌࡵࡣࡸࡿẼ‶ࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮ࣝࢸ࣮ࣥ࣡ࢡࡤࡾ࡛ࣔ
x

㐍ࡵࡿࠊࡀ୍᪉࡛㔜せ࡞ࡿࠋゝ࠸࠼ࢀࡤࠊබົࡢ㨩ຊࢆ࠸㧗ࡵࡿࠊ࠸࠺

ᮏ㒔ᕷࢭࣥࢱ࣮ࡽࠕᆅᇦබົဨ࡞ࢁ࠺ࠖ࠸࠺᭩⡠ࢆฟ∧ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

資料編

x

資料編
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ᅇྍ⬟ᛶ㸧ࡸኚࢃࡾࢆぢࡘࡅࡿࡇࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞㸦௦᭰ྍ⬟ᛶ㸧ࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ↓ᙧ㈨⏘ࡣࠊ᧔ᅇྍ⬟ᛶࡸ௦᭰ྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸ࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ
㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡃࡁࡔ⪃࠼ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢࡇ⮬ศࡔࡅࡀẼ࡙࠸࡚ࡶ᪉ࡀ࡞࠸ࠋ࢟ࣛ࢟ࣛ

ࡋ࡚࠸ࡓ᪂ධᗇ⫋ဨࡀࠊᩘᖺ࡛ࡃࡍࢇ࡛ࡋࡲ࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋ⮬ศࡀㄢ㛗࡞ࢀࡤኚ࠼⤌

⧊ࢆኚ࠼ࡽࢀࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊㄢ㛗࡞ࡿࡲ࡛ࡢ 20 ᖺ㛫ࡣࡑࢀࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ

ࢹࢨࣥࢫࢱࢪ࢜㸦CDS㸧ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋ

⫋ဨࢢ࣮ࣝࣉࡢ SNS ࡛ᡭࢆᣲࡆࡓࡇࢁࠊ4 ே㈶ྠ⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊ
ࠕබົဨ࢟ࣕࣜ

ࡑࡇ࡛ࠊබົဨࡀ⮬ࡽࡢ࢟ࣕࣜࢆࢹࢨࣥࡍࡿࡓࡵࡢάືࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸┴ෆࡢ

x

x

x

ࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡓࠋ

29

ࡋ࡚ࠊಶேࡋ࡚ࡢᆅ᪉බົဨࠊᆅᇦ࡛ࡢᅔࡾࡈ࣭ㄢ㢟ࡢゎỴࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࢀ

ࡍࡿࠋࡑࡇࢠࣕࢵࣉࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢேᮦ౪⤥※

࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞♫ㄢ㢟ࡢゎỴᴗົእ࡛ᣮᡓࡋࡓ࠸࠸࠺♫ேࡀከࡃᏑᅾ

ࡀ࠾ࡽࡎࠊࡸࡗ࡚ࡃࢀࡿேࡶ࠸࡞࠸࠸࠺୍᪉࡛ࠊ㒔ᕷ㒊ࡣ NPO ἲேᯛ┠ࡢࢧ࣏

ෆ㛶ᗓ௦ࡣࠊᆅ᪉⏕ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᆅᇦࢆάᛶࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡶࠊᆅᇦேᮦ

ሙࢆࡘࡃࡿࡇ࡞ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡇࡑࡀࠕᯛ┠ࡢྡ่ࠖࡢάື࠸࠼ࡿࠋ

ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ࠼ࡤㄢ㛗ࡢỴࢆࡶࡽࢃࡎࠊ⤌⧊ࡢእ࡛⮬ࡽ

⮬యࡢ⫋ဨࡀ⮬ศࡢ࢟ࣕࣜࢆ⪃࠼ࡿࡣࠊ⫋ဨ୍ேࡦࡾࡀ⮬ศ࡛యⓗ⪃࠼

ࡽࡼ࠸ࡢࢆ⪃࠼ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡶᡭࡅ࡚࠸ࡿࠋ

࢙ࢡࢺࠖࠊࡑࡢࡢሙ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊබົဨࡀᯛ┠ࡢྡ่ࢆᣢࡘࡣ࠺ࡋࡓ

NPO ➼ᅋయ♫ேࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿ࣋ࣥࢺࡸࠊࡑࡇࡽጞࡲࡿࠕࢧ࣏࣮ࢺࣉࣟࢪ

ἲேࠕᯛ┠ࡢྡ่ࠖฟ࠸ࠊ᥋Ⅼࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋάືࡋ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞

ࣜࢹࢨࣥࢫࢱࢪ࢜ࠖ㸦https://kcds.jimdo.com/㸧ࢆタ❧ࡋࡓࠋࡑࡢ㸯ᖺᚋࠊNPO

ᖹᡂ 26㹼27 ᖺᗘෆ㛶ᗓฟྥࡋ࡚࠾ࡾࠊฟྥᮇ㛫୰ୖグࡢ௵ពᅋయࠕබົဨ࢟ࣕ

୍ᐃࡢ౯್ࢆ⏕ࡴάື࠾࠸୍࡚ᐃࡢሗ㓘ࢆཷࡅྲྀࢀࡿࡇࡣᮃࡲࡋ࠸࠸࠼ࡿࠋ

ࡋ࡚άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࡣࡁ࠸ࠋࡦ࠸㉥Ꮠ࡞ࡿάືࢆ⥆ࡅࡃ࠸ࡢ࡛ࠊ

ᐇ㈝ᘚൾ࡛ࡉ࠼ࡶཷࡅྲྀࡿࡇࡣᏳࢆឤࡌࡿ⫋ဨࡣከ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓᏳ࡞ࡃᏳᚰ

᩿ࡿ≧ἣࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡣᣢࡕฟࡋ࡛άືࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࡀࠊ

⏕㥖ᕷ࣭⚄ᡞᕷࡢ࡛ࡼ࠸ᛮ࠺Ⅼࡣࠊ࠾㔠ࢆࡶࡽ࠺ࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚άືࡢཧຍࢆ

ุ࡛᩿ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋᮏ᮶ࡣࠊሗ㓘ࢆࡶࡽ࠺άື࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᴗᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍ࠺

࣒ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽࡣつไࡢᑐ㇟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊᮏᴗᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍྍ

⫋ົᑓᛕ⩏ົ㐪ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊ࠼ࡤኪ୰ࡢ 3 ࡲ࡛ࢫ࣐࡛࣍ື⏬ࢆぢࡓࡾࢤ࣮

ࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࣕࣜࡸᮏᴗࡼ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿάືࢆࠊ࠾㔠ࡀࡶࡽ࠼ࡿ࠺ࡼࡽࡎㄆࡵ࡚࠸ࡅ

ࢀࡿ⾜Ⅽྰࢆุ᩿ࡍࡿ࠸࠺⥺ᘬࡁࢆぢ┤ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡾࠊ⫋ဨࡢ࢟

ゎ⚗ࡍࡿࡇࡣᮏ㉁ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࠾㔠ࢆࡶࡽ࠼ࡿ࠺࡛⚗Ṇࡉ

࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊሗ㓘ࢆࡶࡽ࠺࠺࡛ࡋ⥺ᘬࡁࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗ⮬యࢆ✚ᴟⓗ

࠼ࡿࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ௨እࡢ↓ᙧࡢሗ㓘ࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡢ᪉ࡀࡁ࡞ືᶵ࡞ࡗ࡚

άືࢆ⾜࠺❧ሙࡽ࠸࠼ࡤࠊ࠼ࡤᆅᇦ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሙ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࡢࡣࠊ࠾㔠ࡀࡶࡽ

ࡽ࠺࠺ࡀࠊබົဨ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗࡋ࡚ࡢ⥺ᘬࡁ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ

බົဨࡢᴗ⮬యࡣࠊᚲࡎࡋࡶ✚ᴟⓗゎ⚗ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣࠊ࠾㔠ࢆࡶ

x

30

ᴗ࡞ࡢእ㒊ࡢάືࡼࡗ࡚ࠊᕷᙺᡤࡢ୰ࡔࡅ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࢆᚓ࡚࠸ࡿᐇឤ

㸺ࡇࢀࡽࡢᆅ᪉බົဨࡢேᮦീ࣭࢟ࣕࣜᙧᡂࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㸼

x

x

x

㸺ᆅ᪉බົဨࡢᴗᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㸼

ࡿࠋ⌧㔠ࠊື⏘࠸ࡗࡓ᭷ᙧ㈨⏘ࡢᢞ㈨ࡣࠊỴᐃࡢࡸࡾ┤ࡋࡀࡃ㸦᧔

ࡿࡢࠊ࠸࠺ၥࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ⤌⧊㢗ࡽࡎࠊ⮬ศࡢ࢟ࣕࣜࡣ⮬ศ࡛ࢹࢨࣥࡋ࡚

࡞ࡿࠋ

ࡶࡢࡀྵࡲࢀࠊ┤᥋ⓗᩘ್ィ⟬ࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸㈨⏘ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸

ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㓄ᒓඛࡣࠊࡑࢀᑓᨷࢆάࡏࡿࡀ࡞ࡗࡓࠋ

ୖグࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⤌⧊ࡢேࡀࠊಶேಶேࡢ࢟ࣕࣜࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸

ͤ↓ᙧ㈨⏘㸸ࠕLIFE SHIFTࠖ࠾࠸࡚ࠊேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸࠊᖾ⚟ᗘࠊᗣ࠸ࡗࡓ

ࢥࢵࢺ 2016㸧ࡢࠕ↓ᙧ㈨⏘ͤࠖࡢ⪃࠼᪉ࡀ㏆࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ேࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸࢫ࢟ࣝࠊ⮬ᕫㄆ㆑࡞ࡢࠕ↓ᙧࡢሗ㓘ࠖࢆᚓࡿάືᴫᛕࢆᣑᙇ

ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࠕᴗࠖࢆࠊ௨እ࡛ࠕ᭷౯ሗ㓘ࠖࢆᚓࡿάື㝈ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ

ࠕᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊேࡼࡗ࡚ᤊ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇࡀከࡃࠊࣇ࣮࣒ࣞࡢᩚ⌮ࡀ㞴ࡋ࠸

ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕLIFE SHIFTࠖ
㸦ࣜࣥࢲ࣭ࢢࣛࢵࢺࣥࠊࣥࢻ࣮࣭ࣜࣗࢫ

x

Ꮫ௦ࡢຮᙉෆᐜࢆάࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ⫋ሙࢆᚿᮃࡋࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢᏛᢏᖌ࡞

㸰㸬ࠕᯛ┠ࡢྡ่ࠖࡢάືࡘ࠸࡚

x

x

㸱㸬ᆅ᪉බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡢᚋࡘ࠸࡚
㸺ᴗࡢᐃ⩏ࡘ࠸࡚㸼

Ꮫ௦ࠊ᭷ᶵᏛࢆᑓᨷࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷࡣࠊᏛᢏᖌࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

資料編

x

㸯㸬ᓥ⏣Ặࡘ࠸࡚

ᙜ᪉㸸ᮾிᕷ⏫ᮧ⮬ㄪᰝ ⛅㔝ࠊᓊ㔝ࠊ㰻⸨ࠊMURC すᑿࠊᒣᮏὒ

᪥㸸2019 ᖺ㸵᭶ 18 ᪥㸦ᮌ㸧18:00㹼19:30

ղ ᓥ⏣ṇᶞẶ㸦ࡉ࠸ࡓࡲᕷ⫋ဨව NPO ἲேᯛ┠ࡢྡ่ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢹࢨࢼ࣮㸧
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㸦ྠୡ௦㸧ࡸࢼࢼ࣓㸦ࡢᴗ⏺㸧ࡢ㛵ಀ࡛ࢫ࢟ࣝࢆ㌟ࡅࡿࡋ࡞࠸ࠋ

ࡣᑡ࡞ࡽࡎ࠸ࡿࠋ

࡚ࡋࡲ࠺ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡛ᙺᡤᑐࡋ࡚ᮇᚅࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠶ࡁࡽࡵ࡚࠸ࡿேࡶᆅᇦ

ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙺࢆ⮬ࡽᢸ࠺ࡼ࠺࡞ࡾࠊࠕᆅ᪉බົဨࡣᚲせ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖゝࢃࢀ

ேᮦࡀᆅᇦᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ࠺࠺ࡋ࡚࠸ࡿຊࢆࡅࡓᆅᇦࡢேࡓࡕࡀࣇ

ᙺࢆᢸ࠸ࡸࡍ࠸㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࡑࢀࡣࠊ⌧ᅾࡢࡇࢁࠊࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆᢸ࠺

ᕷᙺᡤࡢ⫋ဨࡋ࡚ࡢྡ่ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࡢಙ⏝ຊ࡛ᆅᇦ࠾ࡅࡿࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ

್ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᚋࡣᆅᇦࡢ୰࡛ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ

ᆅᇦࡢ㛵ಀ࡛࠸࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣᙺᡤࡽ▱㆑࣭ሗࢆ୍᪉ⓗఏ㐩ࡍࡿࡇࡶ౯

ࢢࡋ࡚ᐇࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡞ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

୍᪉ࠊ㒔ᕷࡢሙྜࡣᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡀほ ࡋ࡙ࡽ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋᆅᇦࡢᙜ⪅ࡀ࣐ࢵࢳࣥ

⾜࠸ࡸࡍ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋᑠつᶍ࡞⮬య࡛ࡣ㢦ࡀぢ࠼ࡿࡢ࡛ࡸࡾࡃ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ࡉ࠸ࡓࡲᕷᙺᡤࡣ⫋ဨࡀ 1 ே࠾ࡾࠊ༏ྡᛶࡀ࠶ࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊᆅᇦ࡛ࡢάືࢆ

x

x

31

ࡧࠊ⤌⧊ࡢ HR ᡓ␎ࡢほⅬࡽぢ࡚౯್ࢆᣢࡘࡼ࠺࡞ࡇࢆ♧၀ࡍࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿࠋ

࠸ࡇࠖࢆ⫋ဨࡀ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⫋ሙࡢእ࡛ࡢάືࢆࠕ㉺ቃᏛ⩦ࠖ

ேㄢࡀチྍࢆฟࡏࡤࡸࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡲࡎࡣࠕࡸࡗ࡚ࡼ࠸ࡇࠖࠕࡸࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞

࠼࡚࠸ࡃ᥎㐍ຊࡣ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿άືࡍࡿ㝿ࡣᑠࡉ࡞ᦶ᧿ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࢆࡾ㉺

⤌ࡴࡢࡣᒃᚰᆅࡀᝏ࠸㠃ࡶ࠶ࡿࠋᴗྥࡅࡓࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡲ࡛࡞ࡿ࠺ࡣ

㤳㛗ࡽᴗࢆ᥎ዡࡉࢀࢀࡤᚰᙉ࠸ࡀࠊࡔࡽ࠸ࡗ࡚ࡑ࠺࠸࠺ᚋࢁ┪࡛ᴗྲྀࡾ

㸺ᆅ᪉බົဨࡢᴗࢆಁ㐍ࡍࡿไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㸼

x

x

32

௨ୖ

࡞ࡗࡓࠋ

ࡶᐃࡉࢀࡿࠋ⤌⧊ෆࡢࢱࢸࡢ࡛ࣛࣥᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࣚࢥ

ဨࡢᴗࡀࡢ⛬ᗘㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡘ࠸࡚ࡢㄗゎࡀ୍ᐃ⛬ᗘᏑᅾࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ

ͤᖺᗘࠊᯛ┠ࡢྡ่ࡢ⮬ㄪᰝࡋ࡚ࠊᅜᐙබົဨ࠾ࡼࡧᆅ᪉බົဨ 1,200 ྡࢆᑐ

࣮ࣞ࣡ࢡ࡞ࡀࡶࡗ᥎㐍ࡉࢀࠊᚲࡎࡋࡶᕷᙺᡤ࡛ᗙࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡼ࠺ࡍࡿ

ࡉࡽࡣ AI ࡸ RPA ࡞ࡼࡾබົဨồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡀࡁࡃኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ

ࡇ࡛࠶ࡾࠊࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡃࡼ࠺࡞⫋ဨࡀ࠸࡞࠸ࠋከᵝ࡞ാࡁ᪉㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡀቑ࠼ࡿ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᚋࡣࢸ

ୖࡢୡ௦ࡢ೧࠸ேࡀᩍ࠼ࡿࢫ࡛࢟ࣝࡣࠊⱝ࠸ୡ௦ࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡅ࡞࠸௦࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࡞࠸ㄗㄆࡋ࡚࠸ࡿࡀ࡞ࡾከ࠸ͤࠋࡇ࠺ࡋࡓㄗゎࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇࡣࡍࡄ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ

බົဨࡣࠊ⫋ဨࡢᤊ࠼᪉࣭ാࡁ᪉ࡢࠕ⢏ᗘࠖࡀ⢒࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㐌 10 㛫ࡔࡅാ

㇟ࡋࡓࠊᴗ࣭වᴗᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋㄪᰝ⤖ᯝࡋ࡚ࠊබົ

ࡗࡓࡾẸ㛫ᴗࡢࢻࣂࢨ࣮࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣㄆࡵࡽࢀ

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓᆅ᪉බົဨἲ 38 ᮲ุ࡛᩿ࡍࡿࠊ↓ൾ࡛࠶ࢀࡤ NPO ࡢ௦⾲⌮࡞
ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓᆅ᪉බົဨἲ➨38᮲ุ࡛᩿ࡍࡿࠊ↓ൾ࡛࠶ࢀࡤNPOࡢ௦⾲⌮࡞

ࢀࡤࠊእ࡛άືࡋࡑࡢᡂᯝࢆᣢࡕᖐࡗ࡚ᕷᙺᡤࡢᴗົ⏕ࡑ࠺ࡍࡿὶࢀࡀ࡛ࡁࡿ

㸺㒔ᕷࡢつᶍࡼࡿ㐪࠸ࡘ࠸࡚㸼

x

x

x

ࡃࡘࡶࡢ◊✲࡛♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢁࡀᐇ㝿ࡣࠊࡸࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡢࡸࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸⫋ဨࡀᡭᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࡞ࡾ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊႠᴗ➼ᚑࡢไ㝈

࡛ࠊ⫋ဨࡀ⮬㌟ࡢࢫ࢟ࣝࢆ㧗ࡵࡼ࠺ࡍࡿືᶵ࡙ࡅࢆࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࡞

⤌⧊ෆࡢ OJT ࡸ Off-JT ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࢫ࢟ࣝࡀ࠶ࡾࠊ⤌⧊እ࡛ࡢᏛ⩦ࡢ㔜せᛶࡣ࠸

ࡿࡇ

ᩱࡀࡶࡽ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡀ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷᙺᡤ࠾࠸࡚ࡶࠊࡢᡂᯝࢆ

資料編

ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡀࠊᕷᙺᡤࡢࡀࠊᗙࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛⤥
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ࡋ࠸ࡶࡢࢆ㣗ࡿ࡞㸧
ࠊ
ࠕἐ㢌ࠖ
㸦㛫ࢆᛀࢀࡿࣇ࣮ࣟ≧ែ㸧
ࠊ
ࠕே㛫㛵ಀࠖࠊ
ࠕពࠖ
㸦
ࡢࡼ࠺࡞౯್ࡀ࠶ࡿࡢ㸧ࡢ㸳ࡘࡢせ⣲ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋୖࡢୡ௦ࡣࠕ㐩ᡂࠖࡸࠕᛌ
ᴦ࡛ࠖືᶵ࡙ࡅࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ࠸ࡲࡢⱝ࠸ୡ௦ࡣࠕἐ㢌ࠖࡸࠕព࡛ࠖືᶵࡅࡉࢀࡿ
ࡼ࠺ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕLIFE SHIFTࠖࡢ㔠㖹㈨⏘ࠊ⏕⏘ᛶ㈨⏘ࠊάຊ㈨⏘ࠊኚ㌟㈨⏘ࡢ㸲ࡘࡢ㈨⏘ࡀࠊ」ᴗ

ࡋࠊ㧗ᗘ࡞ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ⌧ᅾࡢ⮬యࡢᜳⓙ◊ಟ࡛⫱ࡴࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ

ࡲ࡛ᑵά⏕ேẼࡔࡗࡓᆅ᪉බົဨࡢಸ⋡ࡶࣆ࣮ࢡẚࡓࡽపୗഴྥ࠶ࡾࠊᮏ᮶

ཷ㦂ࡋ࡚ࡋ࠸ඃ⚽࡞ே≀ࡀබົဨࢆᚿᮃࡋ࡞࠸ഴྥࡀᙉࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘཷ㦂⪅ࡶ

Ᏻᐃᚿྥࡀᙉࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓබົဨࡀ㏆ᮍ᮶ࡢ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ

࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡼࡗ࡚ࠊබົဨࡀᆅᇦฟ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡸࠊ㏫ࣃࣈࣜࢵࢡ࣐ࣥ

ㄢ㢟⮬యࡀᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ༴ᶵឤࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

࠸࠺タᐃࡢࢹࢯࣥࢆ⾜࠸ࠊ㛤ᨺⓗ࡞⤌⧊࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤᑗ᮶ࡢ」㞧ࡍࡿ

᪂₲࡛ࡣබົဨྥࡅࠕOMO vol.2ࠖ࠸࠺ࠊᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ NPO ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ

つᶍࡢ⮬య࡛ࡣࠊ୍้ࡶ᪩ࡃᑟධࡍࡁ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࢆᚓ࡚㧗ᗘ࡞ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊࢆⓎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊ࡢࡁ࠸ᩘ༑

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᒙࡢᡭࡢᒆ࡞࠸እࡢ♫࡛⬟ຊࢆⓎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ20-30 ᖺᚋ࣏ࢫࢺ

㸦ࣃࣛࣞࣝ࢟ࣕࣜ㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢡ࢚ࣜࢸࣅࢸ࠶ࡩࢀࡿࠕࡽࡋࡃ࡞࠸ࠖබົဨࠊ

࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼㎡ࡵࡓබົဨࡣ㌟㏆ࡶ」ᩘᒃࡿࠋࡇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡶ」ᴗ

ࡃࠊඃ⚽࡞බົဨ㎡⫋ࡋ࡚ࡺࡁࠊ⮬య࠸࠺⤌⧊ࡢ↓⬟ࡀ㐍ࡴࠋᐇ㝿ඃ⚽

⫋ဨࡀ⮬㌟ࡢฟࡋࡓᥦࡀࡡࡌ᭤ࡆࡽࢀࡓࡾࠊ⌮ᑾ༷ୗࡉࢀࡿ࡞⩻ᘝࡉࢀ࡚࠸

ࣥࢡࡢᥦၐࡋࡓࠕࣆ࣮ࢱ࣮࢘ࢺࡢἲ๎ࠖ࠸࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢᵓ㐀ࡼࡗ࡚ࠊⱝ࠸

ิ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊ⬟ຊ౫ࡽ࡞࠸ฟୡࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓࠊࢲࢽ࢚࣭ࣝࣆ

⮬య࠸࠺⤌⧊ࡣࠊኻᩋࡋ࡞࠸࠸࠺ῶⅬ᪉ᘧ࡛ᐇ⦼ࢆ✚ࢇࡔࡾࠊᪧែ౫↛ࡢᖺຌᗎ

⬣ࡍඃ⚽࡞㒊ୗࡢᥦࢆᣄྰࡍࡿ࡞ࡢၥ㢟⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࠊ⤌⧊ࡀ↓⬟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࡛ࡣ⮬ศࡢ⬟ຊࢆ㉸࠼࡚ฟୡࡍࡿ⮬ศࡢ⫋ࢆᏲࢁ࠺ࡍࡿẼᣢࡕࡀാࡁࠊ⮬㌟ࢆ

x

33

ࣜࣥࢲ࣭ࢢࣛࢵࢺࣥⴭࠕLIFE SHIFTࠖࡸᑠ⣸⏕㥖ᕷ㛗ࡢⴭ᭩࠶ࡿࡼ࠺ࠊබົဨࡶࠊ

x

x

x

ࡇࢀࡀࡲ࡛ࡢᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠕἐ㢌ࠖࡸࠕពࠖࢆぢฟࡍୡ௦ࡀቑ࠼

㢟ゎỴ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࡇᐤࡍࡿࠋ

34

ᶵࡋ࡚ά⏝ࡍࡿᛮࢃࢀࠊᏛ⏕ࢆ᥇⏝ࡍࡿ㝿ࡶዲ༳㇟ࢆ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᴗࢆゎ⚗ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⇕ពࡢ※Ἠࢆᣢࡗࡓඃ⚽࡞ⱝ⪅ࡣࠊᴗไᗘࢆ⬟ຊ㛤Ⓨࡢ

ㄡ㈉⊩࡛ࡁࡿ࠸࠺ᐇឤࢆᢪࡃᶵ࡞ࡾࠊ⮬ᕫᐇ⌧ḧồࢆ‶ࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࠋ⪃࠼᪉ࡼࡗ࡚ࡣࠊᴗࡀබົဨࡋ࡚ࡢᮏᴗࡔࡅ࡛ࡣ⋓ᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ

࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓࡿᶵࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⮬ᕫᐇ⌧ḧồࡀ‶ࡓࡉࢀࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

⫪᭩࡛‶ࡓࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㒊⨫ࡼࡗ࡚ࡣẸ㛫ࡢႠᴗ⫋ࡢࡼ࠺㢳ᐈࡽࡢࣇ

࣐ࢬ࣮ࣟࡢḧồẁ㝵ㄝබົဨࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࠊᢎㄆḧồࡣබົဨ࠸࠺

ࡁ࡞࠸ࠕἐ㢌ࠖࠕពࠖࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡢࠕᴗࠖ
ࠕ」ᴗࠖ
ࠕ⚟ᴗࠖ⮳ࡾࠊ⫋ဨࡼࡗ࡚ࡣබົဨࡋ࡚ᮏᴗ࡛ࡣᚓࡿࡇࡢ࡛

࡞ࡾධࡲ࡛ᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿ࡞ࠊධཱྀࡣࡢࠕࡩࡃᴗ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㸱ศ㔝

ࢻࣅࢪࢿࢫ࡛ே⬦ࡸἐ㢌࡛ࡁࡿࡀᚓࡽࢀࠊ࣍ࣅ࣮ࢆᴟࡵ࡚⪅ᩍ࠼ࡿ㈉⊩

⩏ࠖࢆᚓࡽࢀ࡚ᖾ⚟ឤࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿ࠸࠺⤖ᯝࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࢧ

ࣃ࡛ࣛࣞࣝ࢟ࣕࣜᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠊ࠸ࡎࢀࡣ㔠㖹ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊാࡃࠕព

ࠊዲᙳ㡪ࡢᚠ⎔ࢆࡘࡃࡿࡇ࡛ࠊ
ࠕኚ㌟㈨⏘ࠖࡸࠕ⏕⏘ᛶ㈨⏘ࠖࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࡛༠ຊ⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡁᙺ❧ࡕࠊNPO ࡢே⬦ࡀබົ࡛ㅮ₇ࢆ౫㢗ࡍࡿࡁᙺ❧ࡘ࡞

ࡢࡀ」ᴗ㸦ࣃࣛࣞࣝ࢟ࣕࣜ㸧࡛࠶ࡿࠋࣃ࡛ࣛࣞࣝ࢟ࣕࣜࡣࠊබົဨࡢே⬦ࡀ NPO

ᴗ㸦ࢧࢻࣅࢪࢿࢫ㸧⚟ᴗ㸦࣍ࣅ࣮㸧ࡢ࠺ࡕࠊබົဨࡐࡦྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡶ

࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊᴗࡢᐃ⩏ࡶᣑᙇࡍࡁᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ」ᴗ㸦ࣃࣛࣞࣝ࢟ࣕࣜ㸧

ࢻࣅࢪࢿࢫࡣᚲࡎࡋࡶࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㔠㖹㈨⏘ࢆᚓࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊ

ཷࡅධࢀࡿࡇࡣࠊಶே༢࡛ࡢேᮦὶࢆ⏕ࡳࠊ⤌⧊ෆࡢྠ㉁ᛶࡀୗࡀࡾࠊ㧗ᗘ࡞ㄢ

࣮ࣟࣞࣥࢫ࣭J࣭ࣆ࣮ࢱ࣮ࡢࠕࣆ࣮ࢱ࣮ࡢἲ๎࡛ࠖࡣࠊ⬟ຊ⩏ࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻᵓ㐀ࡢ୰

㸦ࣃࣛࣞࣝ࢟ࣕࣜ㸧ᴗ㸦ࢧࢻࣅࢪࢿࢫ㸧⚟ᴗ㸦࣍ࣅ࣮㸧㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧ

ࢻࢆᣢࡕබົဨࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ⤌ࡵࡿẸ㛫ேᮦࢆࠕ㐌୍ࠖࠕ᭶୍ࠖබົဨࡋ࡚

x

㧗ࡵࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿせ⣲ࡋ࡚ࠊࠕ㐩ᡂࠖ㸦♫ࡢ୰࡛ฟୡࢆࡍࡿ࡞㸧
ࠊࠕᛌᴦࠖ㸦࠾࠸

࣏ࢪࢸࣈᚰ⌮Ꮫࡢᥦၐ⪅࡛࠶ࡿ࣐࣮ࢸ࣭ࣥࢭࣜࢢ࣐ࣥࡣࠊே㛫ࡀᣢ⥆ⓗᖾ⚟ឤࢆ

Ỵ⬟ຊࢆᣢࡘබົဨࡀᗇෆṧࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ」㞧ࡍࡿၥ㢟ࢆゎỴࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ

ࢺࡢࡼ࠺࡞㧗ᗘ࡞ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋࡇࡢࠊᙺᡤ㧗ᗘ࡞ㄢ㢟ゎ

ࡓክࡢᐇ⌧࡞ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬ᴗᑐࡍࡿබົဨࡢࢽ࣮ࢬࡘ࠸࡚

x

x

x

ࡿࢣ࣮ࢫࢆᐃࡋࡓ㑅ᢥ⫥ࡢᐇ㦂ࠊ᪩ᮇ㏥⫋࣭ᐃᖺᚋࡢ࢟ࣕࣜ㛤ⓎࠊᏛ⏕௦ㅉࡵ

බົࡶほගࡸᗈሗ࡞ࢮ࣮ࣟ࣋ࢫ࡛ఱࢆ⏕ࡳฟࡍࡀὶ࡞ࡾࠊࢥࣥࢧࣝࢱࣥ

ࡅࡿࡇ࡛ࠊබົဨࡣ୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿ࢟ࣕࣜࢆ⠏ࡃࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊබົဨࢆ㎡ࡵ

20-30 ᖺᚋࡢ♫࡛ࡣࠊேཱྀῶࡸ AI ࡢⓎ㐩ࠊRPA ࡼࡾࠊᐃᆺࡋࡓࡣᗫࡉࢀࠊ

資料編

x

㌟ྜࡗ࡚࠸ࡓᴗົࡽ㞳ࢀࡿሙྜ࡛ࡶࠊNPO ࡸ୍⯡♫ᅋἲே࡞࡛ほගᦠࢃࡾ⥆

ࣙࣥධࢀࡿࡼ࠺ㅮ₇࡞࡛ࡣఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊே࣮ࣟࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥほග࡞⮬

㸯㸬ᴗᑐࡍࡿ⮬యࡢࢽ࣮ࢬࡘ࠸࡚

࡞ࡃ࡞ࡿࡢࡓࡵࠊබົဨᑐࡋ࡚ே⏕ 100 ᖺ࠸࠺≀ᕪࡋࢆ⮬㌟ࡢ࢟ࣕࣜࣅࢪ

ᙜ᪉㸸ᮾிᕷ⏫ᮧ⮬ㄪᰝ ⛅㔝ࠊᓊ㔝ࠊ㰻⸨ࠊMURC 㜿㒊ࠊᒣᮏὒࠊ∦ᖹ

≉ᾘ⁛ྍ⬟ᛶ⮬య࡛ࡣ⤊㌟㞠⏝ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⤊㌟㞠⏝ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ

᪥㸸2019 ᖺ㸵᭶ 10 ᪥㸦Ỉ㸧16:00~17:00

ճ ᒣᮏ୍㍤Ặ㸦Ideapartners ௦⾲㸧

資料編

166

x

x

x

x

x

Ẹ㛫ࡢᴗ࡛ࡣ⚾⮬㌟ࡢࢆྵࡵࠊࢇࡀಶேⓗ࡞㠃㆑ࡽࠊᴗࢆࡍࡿ⪅ࡢຊ

ົဨࡢᴗᮇᚅࢆࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀᬑ㏻ࡢ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
ぢࡏ᪉ࢆ㛫㐪࠼ࡿ㤳㛗ࡽࡢᢲࡋࡅ⫋ဨᫎࡾࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๐࠸࡛ࡋࡲ

ࢀࠊẸ㛫ᙜࡓࡾ๓ാࡃබົဨ࠸࠺ឤぬ㣴ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᴗゎ⚗ࡢᅵተࢆస

ᮃࡲࡋ࠸ࠋ

බົဨẸ㛫ᅋయࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࠾࠸࡚ࡣࠊẸ㛫࡛ാࡃ㛫ࡀබົဨࡋ࡚ࡢᴗົ

㛫㔜」ࡍࡁ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ⮬యࡣࠊຓᡂ㔠ࡸ⿵ຓ㔠ࡼࡾࠊNPO ࡢάືࢆ

㒊㛗࣭ㄢ㛗ࡢୡ௦ᴗࢆᙉせࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊᴗᾘᴟⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࢀࡤᚰࢆ㛢ࡊࡋ

⬟ຊ⫱ᡂࢱࣉࡣ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࢆཷࡅࡿࡁࡔࠋ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥ

36

ࣃࢫࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞ࠊᙎຊᛶࡢ࠶ࡿ⤌ࡳࡢ᪉ࡀ⫋ሙࡢάᛶࡶ⧅ࡀࡿࠋ

࡞ᙧែࢆ᳨ウࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ

35

ࣉఏ࠼ࡿ⤌ࡳࡸࠊ⬟ຊ⫱ᡂࢱࣉ࡛ᐇ⦼ࢆṧࡋ࡚ᆅᇦ㈉⊩ࢱࣉ⮳ࡿ࢟ࣕࣜ

㥖ᕷࡢࡼ࠺࡞㠃ゎ⚗࡞ࠊ⮬యᆅᇦ♫ࡢ㛵ಀᛶࡼࡗ࡚ࠊ⛬ᗘࡢ␗࡞ࡿᵝࠎ
x

࡛㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢱࣉࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦ㈉⊩ࢱࣉࡢࢼࣞࢵࢪࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⬟ຊ⫱ᡂࢱ

ࡇࢀࡽࠕ㐌୍ࠖࠕ᭶୍ࠖබົဨࡢཷࡅධࢀࡸࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࠊ
ࠕ㒊άືไᗘࠖࠊ⚄ᡞᕷࡸ⏕

ᴗࡶᙎຊᛶࡀ࠶ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋᆅᇦ㈉⊩ࢆ┠ⓗࡋࠊ୍ᐃࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡾไ㝈ไ⣙ᩘࡀᑡ

࣓࣮ࢪࡋ࡚ࠊ⮬యࡀබົဨࡢேᩘᛂࡌ࡚⮬యࡢ⮬◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡼ࠺࡞ᶓ᩿

ࡽάືࢆᛂ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

ࣥࢺᣦᶆࢆ࠼ࡿࡇ࡛ㄆࡵࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣜࢡ࣮ࣝࢺࡸࢧ࣎࢘ࢬ࡞ࡢẸ㛫ᴗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕ㒊άືไᗘࠖࢆ

࡞ࡃࢭࣝࣇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆせồࡉࢀࡿࢱࣉࠊᖺḟࡀⱝࡃ⬟ຊ⫱ᡂࢆᆅᇦࡢ༠ാ

ືࡀศࡗࡓࡾࠊ㒊ୗࡢᡂ㛗ࡸㄢࡢᗈሗ࣭PR ᑐࡍࡿ㈉⊩ᗘ࡞ࢆ⟶⌮⫋ࡢ࣐ࢿࢪ࣓

⌧ᅾබົဨࡣ♫㈉⊩άືࢆࡍࢀࡤࡍࡿࠊ㏻㈝࡞ࡢ㈇ᢸ࡛㔠㖹ⓗⱞࡋࡃ࡞

ⓗ⤌⧊㈝⏝ᘚൾ࡚ࡽࢀࡿண⟬ࢆᨭฟࡍࡿࡇ࡛ࠊ⫋ဨࡢ⮬ᛶࢆᘬࡁฟࡋ࡞ࡀ

ฟࡿࡇࡶㄆࡵࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡿᗇෆᗈሗ࡛㒊ୗࡢά

࡛࠶ࢀࡤࠊ⟶⌮⫋ᒙࡶ␗ㄽࢆᣳࡳࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

x

࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࠊ⮬㌟ࡢ⟶⌮࡛ࡁ࡞࠸㡿ᇦ࡛㒊ୗࡀάືࡍࡿࣜࢫࢡࢆᜍࢀ࡚ࠊ㒊ୗࡀ♫

ࡋ࡚ࠊ⮬యࡶ PR ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ㏻ࡌࡓ⮬యබㄆࡢᴗ

x

㸺ᙺᡤ࣭ᙺሙ㸦ୖྖ㸧ࡋ࡚チྍࢆฟࡋࡸࡍࡃࠊேᮦ⫱ᡂࡶຠᯝⓗ࡞ᴗไᗘࡘ࠸࡚>

࠸࡚࠸ࡿᵓ㐀ࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿ⠇ࡶ࠶ࡿࠋࣁࣥࢬ࢜ࣥᆺࡢᨭࡋ࡚ࠊண⟬ࢆࡤࡽᧈࡃ௦

ࢃࡾබົဨࢆὴ㐵ࡋࡓ᪉ࡀࠊNPO ࡢᙜ⪅ព㆑ࡸయᛶࡢ⥔ᣢࡶ⧅ࡀࡿᨭ⟇

ᨭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᨭ⟇ࡼࡾࠊ⿵ຓ㔠ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ㈗㔜࡞ࣜࢯ࣮ࢫࡢ༙ࢆ

❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡢ⮬యࡶྵࡵ࡚άᛶࡍࡿࡇ࡛⮬⮬యࡶάᛶࡍࡿࠋࡢ⮬య
࡛ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚⏕⏘ᛶࡢୖࡀࡗࡓබົဨࡀ⮬⮬య㈉⊩ࡍࡿ࠸࠺⪃࠼᪉ࡢ᪉ࡀ

ศࡢ㛵ᚰࡀ࣐ࢵࢳࡋࡓබົဨࢆὴ㐵ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࠸࠺Ⓨࡣ๓௦ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤ୰᰾㒔ᕷࡣ࿘㎶ࡢ࣋ࢵࢻࢱ࢘ࣥࡀ࠶ࡿࡽࡇࡑᡂ

ᴗࡢ⠊ᅖࢆ⮬⮬యෆࡔࡅ㝈ᐃࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ⮬⮬యࡔࡅࢆάᛶࡍࡿ

⚄ᡞᕷࡢࠕࡘ࡞ࡄㄢࠖࢆ࣓࣮ࢪࡋࡓࠊࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆᑓ㛛ᢸᙜࡍࡿ㒊⨫ࡀࠊබົ

ဨẸ㛫ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿࡓࡵࠊබົဨࢆḧࡍࡿẸ㛫ᅋయࢆເ㞟ࡋࠊࡑࡢᅋయ⮬

࠺ࡀࠊᶵ⬟ࡍࢀࡤ࡚ࡶຠᯝⓗ࡞ேไᗘ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᡓ␎ⓗᑟධࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

ࡿࡇ⧅ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
x

ᇦ㈉⊩ࢆᥖࡆ࡚࠸࡚ࡶࠊ㢦ࡀぢ࠼ࡿಶேⓗ⧅ࡀࡾࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ⏕㥖ᕷࡢࡼ࠺ᕷẸࡣබ

୍ࠖබົဨࡋ࡚ཷࡅධࢀࡓࡾࡍࡿࡇࡽጞࡵࠊࡑࡇ࡛ಶே༢࡛ࡢேᮦὶࡀ⏕ࡲ

㔞ࢆศࡗࡓୖ࡛ᮇᚅࡀ⏕ࡲࢀࠊࡀ⏕ࡌࡿࠋබົဨࡢᴗࡶࡇࢀྠࡌ࡛ࠊᕷࡀᆅ

ࣃࣈࣜࢵࢡ࣐ࣥࢻࢆᣢࡕබົဨࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ⤌ࡵࡿẸ㛫ேᮦࢆࠕ㐌୍ࠖࠕ᭶

㸺බົဨࡢேᮦ⫱ᡂ╔║ࢆ⨨࠸ࡓᙎຊⓗ࡞ᴗไᗘࡢ㸼

x

ࡎ⮬ᑛᚰࡸ⪅ࡽࡢホ౯ࠊᑛཝࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢẁ㝵ࢆ㋃ࡴࡇࡀ࡛

x

㛫ࡋ࡚ࡢḧồࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛ࠊ♫ฟࡿάືࢆࡋ࡚࠸࡞࠸⫋ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊࡲ

බົဨࡽぢࢀࡤࠊẸ㛫ࡽࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡇ࡛ࠊ⮬య࡛ࡣᇶ♏ⓗ࡞ࣜࢸࣛࢩ࣮

ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡀ㔜ᐆࡉࢀࡿ㦫ࡁࡀ࠶ࡿࠋ

ࡁࢀࡤࠊᆅᇦ㈉⊩ពḧࡀࡃẁ㝵ࡲ࡛⮬↛⮳ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࠸ᆅᇦࡸ♫㈉⊩ࡋࡓ࠸࠸࠺⮬ᕫ㉸㉺ࡢẁ㝵⮳ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋබົဨࡶே

ࢆᛂࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡋ࡚ཷࡅධࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
࣐ࢬ࣮ࣟࡢḧồẁ㝵ㄝᇶ࡙ࡅࡤࠊ⮬ᕫᐇ⌧ḧࡢḧồࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚ึࡵ࡚ࠊ⮬ศ࡛ࡣ࡞

άືሗ࿌ࡢ㐠Ⴀࡸ⌮㈨ᩱࡢసᡂࠊ㆟ྠᖍࡋ࡚㆟㘓ࢆసᡂࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡔࡅ

࡛ࡶ㠀ᖖ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋ

ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿ᪉ࡀࠊ⫋ဨࡶ㤳㛗ࡽࡢᢲࡋࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ศ⮬㌟ࡢ࢟ࣕࣜࢵࣉ

࢙ࣥࢫ⬟ຊ㛗ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊẸ㛫ࡽࡳ࡚ࡶ㠀ᖖ࠶ࡾࡀࡓ࠸ேᮦ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤ
x

ࠊࢫ࢟ࣝࢵࣉࡸ⮬ᕫᐇ⌧ࡘ࡞ࡀࡿᴗࢆゎ⚗ࡋࠊࡑࡢἼཬຠᯝࡋ࡚ᆅᇦࡢάᛶ

⬟ຊࡀప࠸ഴྥ࠶ࡿࠋබົဨࡣົ⬟ຊࢫ࢟ࣝࡀ㧗ࡃࠊἲ௧ࡢ▱㆑ࡶ᫂ࡿ࠸ࢹࣇ

⏕㥖ᕷࡸ⚄ᡞᕷ࡞⌧ᅾᴗࢆゎ⚗ࡋ࡚࠸ࡿ⮬యࡣᆅᇦάᛶຊⅬࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ୍⚾ேࡋ࡚⮬ศࡀఫࡴࡲࡕ࡛ࡢࡼ࠺ᬽࡽࡋࡓ࠸࠸࠺ᕼᮃࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ

x

࡛ࠊࣂࢵࢡ࣮ࣖࢻᴗົࡸ⏦ㄳ᭩࣭ሗ࿌᭩ࡢసᡂ࡞ົ⬟ຊࢫ࢟ࣝ࡞ࡢࢹࣇ࢙ࣥࢫ

㸲㸬⫋ဨࡀጞࡵࡸࡍࡃࠊ⮬యࡀᚋᢲࡋࢆࡋࡸࡍ࠸ᴗไᗘࡘ࠸࡚

x

㸺ࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆᴗࡢ┠ⓗࡋ࡚ᥖࡆࠊබົဨࡀᚿᮃࡋࡸࡍ࠸ไᗘࢆࡘࡃࡿࡇࡘ࠸
࡚㸼

ࢡࢺࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ☻ࡁࠊⓎಙࡍࡿ࡞ࡢ࠸ࢃࡺࡿ࢜ࣇ࢙ࣥࢫ⬟ຊࡣ㛗ࡅ࡚࠸ࡿ୍᪉

࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊㅰ㔠࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ⛬ᗘᨭᡶ࠸ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ≉ࣉࣟࣃ࣮⫋ဨࡣࠊࣉࣟࢲ

Ẹ㛫ࡢ NPO ࡸ♫ᅋἲேࡣண⟬つᶍࡀᑠࡉࡃࠊࣇࣝࢱ࣒ࡢ⫋ဨࢆ㞠࠺ࡇࡣᐜ᫆ࡣ

㸱㸬ᴗࢆ⾜࠺බົဨᑐࡍࡿẸ㛫ࡢࢽ࣮ࢬࡘ࠸࡚
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ࡤࠊࡋ࡚ᆅඖᡠࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ㛵ಀேཱྀ⟇ࡶ⧅ࡀࡿࠋ
௨ୖ

㛫ࡽぢࡓሙྜࠊᴗඛࡋ࡚⮬య࡛ാࡃࡇࢆ㨩ຊⓗ࡞㑅ᢥ⫥ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࢀ

Ẹ㛫࡛ࡶࣃࣈࣜࢵࢡ࣐ࣥࢻࢆᣢࡗ࡚ࠊ㛵ಀேཱྀࡋ࡚ᆅᇦ㛵ࢃࡾࡓ࠸ேࡣ࠸ࡿࠋẸ

ࡃ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

๓ᥦ㛗࠸㛫ാࡃࡇࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊ୍ⓗ࡞ᴗඛࡣ࡞ࡗ࡚ࡶ㌿⫋ඛࡣ࡞ࡾ

Ỵࡉࢀࢀࡤࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡣᙺ┠ࢆ⤊࠼࡚ゎᩓࡍࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊே⏕ 100 ᖺ௦ࢆ

࡞࠾ࠊᴗඛࡢ୍ࡘࡋ࡚ᐃࡉࢀࡿ NPO ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏑᅾ┠ⓗ࡛࠶ࡿ♫ㄢ㢟ࡀゎ

ࡋ࡚㎡ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡣ࡞᪂㝞௦ㅰࡶ࠸࠼ࡿࠋ

ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓࠊ⤌⧊ࡢᏑᅾ┠ⓗඹឤࡋࡓ⪅ࡀධᗇࡋࠊඹឤ࡛ࡁ࡞࠸⫋ဨࡀ⤖ᯝ

ᐁẸࢆ࣮࢜ࣂ࣮ࣛࢵࣉ㸦ᴗ㸧ࡋ࡞ࡀࡽᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿேᮦࢆ☜ಖࡍࡿࡇ

యࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺࢆᥖࡆ࡚࠾ࡅࡤࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥඹឤࡍࡿ⪅ࢆ᥇⏝ࡋࠊ

⧊࡞ࢀࡤࠊᴗࢆࡁࡗࡅࡋࡓ⫋ဨࡢὶฟࣜࢫࢡࡣୗࡆࡽࢀࡿࠋ᥇⏝ࡢẁ㝵ࡽ⮬

ࡽᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣅࢪࣙࣥࡸ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢඹឤࢆඹ㏻㡯ࡋ࡚⫋ဨࡀࡘ࡞ࡀࡿ⤌

ࢆࡵࡊࡋ࡚⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸ࡗࡓࣅࢪࣙࣥࡸ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᡴࡕฟࡍࡇࡣࡇࢀ

⮬యࡢሙྜࡶᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵᙜࡓࡾ๓Ꮡᅾࡍࡿ⤌⧊࡛ࡣ࡞ࡃࠊఱ

࡚࠸ࡿࠋ

⤌⧊ࡽࡢಙ㢗ឤࢆឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊඖ♫ဨࡢ❧ሙ࡞ࡗࡓ࡛ࡶࡼ࠸༳㇟ࢆᣢࡗ

ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗࡶ⮬⏤ㄆࡵࡽࢀࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡾࠊ

࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㌿⫋ࡋࡓேࢆ༞ᴗ⏕ࡪࡼ࠺࡞ᩥࡀ㔊ᡂࡉࢀࠊ㌿⫋ᚋࡶࢆࡶ

௨๓ാ࠸࡚࠸ࡓࣜࢡ࣮ࣝࢺࡣࠊ♫ࡋ࡚࣑ࢵࢩࣙࣥࢆࡆࠊඹឤ࡛ࡁࡿேࢆ᥇⏝ࡋ
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x

㸳㸬ᴗࢆࡁࡗࡅࡋ࡚࢟ࣕࣜ㛤Ⓨࡋࡓ⫋ဨࡀ⮬యࢆ㎡ࡵࡿࣜࢫࢡࡘ࠸࡚

ࡗ࡚ࡶࠊᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࢱ࣑ࣥࢢ࡛㌿⫋ࡉࢀࡿࡼࡾࡶࡼ࠸ࡣࡎࡔࠋ

ࡿࡇ࡛ࠊୖྖࡢᑐヰࡽጞࡵࡿᴗ௨ୖ⬟ຊ㛤Ⓨᑐࡍࡿຠᯝࡀ㧗ࡲࡿࠋᙺᡤ

‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ḧồᑐࡋ࡚⢭ᗘࡢ㧗࠸ᴗඛࢆ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡽ⤂ࡉࢀ

ࡅࡓ࠸⬟ຊࢆ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ㠃ㄯࢫ࢟ࣝࡼࡗ࡚ゝㄒࡋࠊබົဨ࡛ࡣ

ࣉࡢሙྜࡣࠊ࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡢ㠃ㄯࢆ⩏ົࡅࠊ⮬㌟ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡸ㌟

࡛ࡁࡎࠊᮏேࡶせᅉࢆ᫂☜ゝㄒ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋᴗࡢヰ࡛ࡣࠊ⬟ຊ⫱ᡂࢱ
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μ˳


ƋǔᆉࡇƸྸᚐưƖƨ

0
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ၥ㸬බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࠊไᗘࡸᇶ‽ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ



ׅሉ
μ˳



ƦƷ˂





ಅѦƴƸ᧙ᡲƸƳƍƕŴ᧙࣎ƕƋƬƨƔǒ
ѰǊǒǕƨƔǒ



0

ಅѦƴ᧙ᡲƕƋƬƨƔǒ



ၥ㸬ࡇࡢㅮ⩦ཧຍࡋࡓ⌮⏤ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸





 ᳸ ബ

μ˳



0

 ബˌɦ



ၥ㸬ࡈ⮬㌟ࡘ࠸࡚ࡈグධࡃࡔࡉ࠸

㸦㸱㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇᚋࡢࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ୍ぴ
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ƦƷ˂

ׅሉ
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Сࡇ҄ƴӼƚƨ౨᚛ƴბƢǂƖ



ƢƙƴСࡇǛૢƑƯŴǇƣƸؕแǛଢᄩƴƢǂƖ

0

ƢƙƴСࡇǛૢƑƯŴиಅȷψಅǛ̟ᡶƢǂƖ



















ၥ㸬㈗⮬య࠾࠸࡚ࠊ⫋ဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡁᛮ࠸ࡲࡍࠋ






ƲƪǒƔƱƍƑƹ࣏ᙲưƸƳƍƱ࣬Ə

μ˳



ƲƪǒƔƱƍƑƹ࣏ᙲƩƱ࣬Ə

0



ࡍࠋ

࣏ᙲƩƱ࣬Ə



ၥ㸬බົဨࡢᴗ࣭වᴗࡘ࠸࡚ࠊ⮬య࡛✚ᴟⓗ࠾㏻ࡋࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲ
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公益財団法人 東京市町村自治調査会
1986 年 10 月に、市町村の自治の振興を図ることを目的に東京都多摩・島しょ地域の全
市町村の総意により設立された行政シンクタンクです。
多摩・島しょ地域の広域的課題や共通課題に関する調査研究・普及啓発のほか、市町
村共同事業、広域的市民活動への支援などを行っています。
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