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刊行にあたって 

 

本研究は、広域的な行政課題について調査・研究し、その対策等の企画立

案を行うことにより、職員の課題発見能力、課題解決能力及び政策形成能力

の向上を図ることを目的とし、千葉大学と千葉県自治研修センターとの地域

連携事業として平成１８年度から実施しています。 

 本年度は、社会全体として推進することが求められている働き方改革につ

いて、地方公共団体としての取り組みを検討するため、「地方公共団体にお

ける働き方改革－人材育成とワーク・ライフ・バランス－」を研究テーマと

しました。 

研修生は、９市町村から１１名が参加し、３班に分かれ、平成３０年７月

からテーマに対して、各班それぞれの視点で、７か月にわたり、通常業務と

の両立を図りながら、調査研究に取り組んでまいりました。 

 この冊子は、その成果を取り纏めたものです。各自治体において、この研

究成果を今後の行政運営の参考としていただければ幸いです。 

 最後に、参加された研修生の熱意と努力に敬意を表するとともに、指導教

員である千葉大学大学院社会科学研究院 大塚成男教授、関谷昇教授をは 

じめ、ご講義いただきました講師の方々、調査等にご協力いただいた皆様、

さらには長期間にわたり研修生を派遣してくださった所属団体の皆様に厚

く御礼申し上げます。 

 

 平成３１年３月 

 

千葉県自治研修センター 
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－平成 30 年度 行政課題調査研究の狙い－ 

 

  平成 30 年度の行政課題調査研究のテーマは、「地方公共団体における働き

方改革－人材育成とワーク・ライフ・バランス－」とした。 

  わが国においては今後も少子高齢化・人口減少という社会変化が続くと見

込まれている。その結果として、わが国の経済成長は鈍化し、わが国経済が

全体として低迷する危険性が高い。それゆえわが国経済の再生を図ろうとす

るのであれば、出生率の向上による労働人口の増加を目指すとともに、労働

人口が少ない中でも働き手の拡大を図り、労働生産性の向上を実現させるた

めの取り組みが行われなければならない。そのためには、わが国における従

来からの「働き方」の中から、働き手の拡大や労働生産性向上に対する阻害

要因を取り除くための抜本的な改革が求められる。そこで政府は、平成 28

年の内閣改造で新たに「働き方改革担当相」を設け、「働き方改革実現会議」

を設置して、わが国における「働き方改革」を積極的に推し進めてきた。そ

して、平成 30 年 6 月には、政府は「働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律（働き方改革関連法）」を国会において可決・成立させ

ている。 

  「働き方改革」を進めるうえでは、地方公共団体はまず民間企業における

改革を推進・支援する役割を担う。しかしながら、地方公共団体自体も多く

の公務員にとって働く場である。したがって、職場としての地方公共団体に

おける「働き方改革」も推し進められなければならない。そこで総務省は「地

方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会」を設け、

平成 29 年 2 月には同研究会による報告書を公表した。そしてその報告書で

は、人事評価制度の人材育成への十分な活用、公務を支える多様な職員の人

材育成、および働き方の見直しがすべての地方公共団体に対して求められて

いた。それゆえ、それらの要請に応えるために具体的にはどのような取り組

みを行うべきかが、個々の地方公共団体における検討課題となっている。 

  平成 30 年度行政課題調査研究のテーマ決定に先立って行われた千葉県内

各地区の地方公共団体からの意見募集でも、「働き方改革」のためにどのよ

うな取り組みを行うべきかをテーマとすることを希望していた地区が多か

った。それらの意見から読み取ることができたのは、地方公共団体の職場と

して「働き方改革」が必要であることを認識していても、現実にどのような

取り組みを行うべきかに戸惑っている地方公共団体の実情であった。そこで

平成 30 年度の行政課題調査研究では、地方公共団体における「働き方改革」

をテーマとして取り上げ、現実に地方公共団体の職場で勤務している公務員

の目線から検討・議論を行うことで、具体的にどのような取り組みを行うべ
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きかを提案することを目標とした。 

  ただし、「働き方改革」の構成要素でもある人事評価制度の見直しについ

ては、今年度における行政課題調査研究での直接的な検討の対象からは除外

した。「働き方改革」を進めるためには職場における職員評価の仕組みを見

直すことは必要である。しかしながら、人事評価制度自体の妥当性を職員が

評価することは難しい。また、人事評価制度には「働き方改革」以外の政策

的・組織的な要素も多く影響するため、表面的な検討を行うだけでは適切な

提言を行うことはできない。そこで今年度の行政課題調査研究では、提言の

中で人事評価制度自体の見直しを求めることはせず、「働き方改革」を進め

るうえで職員の評価にあたって考慮すべき要素があれば、その要素の内容を

提言の中に示すに止めた。それゆえ、本報告書の中で示されている研修成果

においては、人事評価制度自体の現状分析やそれに対する改善の提案は直接

には取り上げられていない。この点は、研修にあたっての当初からの方針で

あったことをあらかじめご理解いただきたい。 

  したがって、「働き方改革」をテーマとする本年度の行政課題調査研究で

は、主として地方公共団体の職場における人材育成・人材活用のための方策

や、職場環境を改善するためのライフ・ワーク・バランスの問題が取り上げ

られた。 

  多岐にわたる行政サービスを継続して地域住民に提供していくためには、

地方公共団体の職場で多様な職員の育成・活用が図られなければならない。

上述した「地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研

究会」の報告書では特に女性職員の計画的育成が課題として取り上げられて

いるが、男性職員も含めた人材活用のための取り組みが行われなければなら

ない。そしてその取り組みは、地方公共団体の現場の実情を踏まえたもので

ある必要がある。 

  また、地方公共団体において職員の意欲や士気を向上させ、それぞれの職

員の能力を高めていくためには、適切なワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）の実現が求められる。ワーク・ライフ・バランスが実現された

社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

（内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」）である。

その実現のためには、健康で豊かな生活のための時間が確保でき、多様な働

き方が選択できるような職場を確立するための取り組みが必要となる。本年

度の行政課題調査研究では、そのための具体的な取り組みを職員が自らの経

験を踏まえて検討する。 
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  以上のように「働き方改革」に関連して検討すべき要素は多岐にわたる。

そこで今年度の行政課題調査研究では研修生を 3 つの班に分け、それぞれに

異なる視点からの調査研究を行った。 

  第 1 班は、特に地方公共団体で求められる「働き方改革」の内容を明らか

にすることをテーマとした。民間企業と地方公共団体では、果たすべき役割

が異なり、求められる「働き方改革」の内容も異なると考えられる。たとえ

ば、民間企業では労働負担を軽減するための勤務時間の短縮や事業内容の取

捨選択を行うことができるが、地域住民に対して継続して行政サービスの提

供を行わなければならない地方公共団体では単純な勤務時間の短縮や業務

の縮小は行い得ない。したがって、地方公共団体としての「働き方改革」と

は何かが、あらためて検討されなければならない。そこで第 1班に対しては、

地方公共団体として「働き方改革」が求められる理由を調査したうえで、民

間企業ではなく地方公共団体において推進されなければならない「働き方改

革」とは何かを提示することを求めた。 

  第 2 班がテーマとしたのは、地方公共団体における職場環境を改善し、労

働生産性を向上させるための具体的な取り組みである。職場環境の改善は人

材の育成・活用のためには不可欠であり、望ましいワーク・ライフ・バラン

スを確立するための条件ともなる。地方公共団体においても職員が勤務を過

大な負担として感じている限り、「働き方改革」は進まない。第 2 班ではそ

の調査研究の出発点として、班のメンバーのこれまでの勤務経験に基づいて、

現実の地方公共団体の職場環境における問題点の洗い出しを行った。その結

果として第 2 班のメンバーが問題としたのは、女性職員の活用が進まないこ

とと長時間労働であった。そこで第 2 班に対しては、長時間労働と女性職員

の活用状況の実態を踏まえて、それらの問題を解決するための具体的な方策

に関する提言をまとめることを求めた。 

  そして第 3 班は、職務上の負担の軽減ではなく、職務に臨むうえでの職員

の意欲を高めるための取り組みを検討することをテーマとした。望ましいワ

ーク・ライフ・バランスを確立するためには、内閣府による定義にもあるよ

うに、職員の一人ひとりがやりがいや充実感を持つことが求められる。やり

がいや充実感は、勤務の中で高められるものである。したがって、職員のや

りがいや充実感を高めるための取り組みは、勤務上の負担軽減とは異なる視

点から検討されなければならない。さらに、やりがいや充実感は人材を育成

するうえでも大きな要素となり得る。ただし、やりがいや充実感は個々の職

員の内面に関わるものであり、外部から論じることは難しい。しかし、行政

課題調査研究の研修生はすべて地方公共団体の職員であり、研修生自身の経

験に基づくやりがいや充実感は他の職員にとっても意味を持ち得る。そこで
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第 3 班に対しては、研修生が自らの経験に基づいて、やりがいや充実感を高

めることができる仕組みを提案することを求めた。 

  行政課題調査研究は、座学を通じて知識を得ることを目的とした研修では

ない。研修生が相互にこれまでの地方公共団体職員としての経験を発表・共

有するとともに、テーマに関する調査を独自に行い、他の研修生との討論を

通じて調査結果に対する理解を深め、今後の地方公共団体職員としての活動

の基盤となる視座を得ることが目的である。それゆえ、研修時間の多くは、

班内でのフリー・ディスカッションに割かれた。また、研修生が自らの所属

する団体で行った調査の結果も盛り込まれている。さらには、研修生が自ら

の理解や考え方を外部に発信する機会を持つこともこの研修の大きな特徴

である。本報告書は、平成 30 年 7 月から平成 31 年 1 月までの研修生による

そのような熱心で真摯な調査や討議の産物である。単に外部の識者による提

言を取りまとめるのではなく、地方公共団体の職員が自らの経験に基づいて、

自ら考え、自ら発信しようとした調査結果や提言がこの報告書にまとめられ

ている。それゆえ、議論において粗い点は残るものの、地方公共団体が直面

している「働き方改革」という課題に対して、意味のある研究成果が示され

ていると考えている。 

  本報告書をまとめることができたのは、第一に、今回の行政課題調査研究

に参加した研修生の皆さんの多大な努力によるところが大きい。通常の業務

だけでも多忙を極める中で、研修のための調査や考察を行い、毎月行われる

班ごとの討議は長時間にわたった。さらには、どの班も当初予定されていた

研究日以外にも自主的に集まって討議を行っていた。そのような熱心な討議

に参加されてきた研修生の皆さんには、本当に頭が下がる思いである。また、

本研修への参加を認めていただいた研修生所属団体の皆様、及び研修生を力

強く支援していただいた千葉県自治研修センターの皆様に心より御礼を申

し上げる。 
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第１班
小　沢　智　之（佐倉市人事課）
櫻　井　陽志弥（匝瑳市市民課）
田　中　千　歳（長生村企画財政課）

地方自治体版の

「働き方改革」とは何か
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《要約》 

少子高齢化が進み、労働力人口も今後減少していく見込みが出ている中で、

政府が打ち出している「働き方改革」は、地方自治体としても有効な改革と言

えるのかを一つのテーマとした。 

我が１班では、地方自治体としての特徴を再認識し、地方自治体版の働き方

改革とはどんなものかについて調査研究を行った。 

そして、民間とは違う地方自治体ならではの改革を模索し、民間の働き方改

革の注意点を踏まえ提言とした。 
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【はじめに】 

 

 平成 30 年度行政課題調査研究の研究テーマは、「地方公共団体における働き方改

革－人材育成とワーク・ライフ・バランス－」であった。 

第３次安倍内閣は、「未来チャレンジ内閣」として、「未来への責任」を果たす

ことを使命とした。その中において、「最大のチャレンジ」と位置づけられている

のが「働き方改革」である。つまり、国を挙げて取り組むべき課題として位置づけ

られていると言えるだろう。 

研修生は、基調講義や関連講義を受講した後、３つの班に分かれ、指導教員によ

る指導の下で研究計画の策定を行った。 

 我々１班では、「地方自治体版の『働き方改革』とは何か」という総論的なテー

マにおいて、研修生間での討議を重ね、具体的な検討を行った。地方自治体におけ

る「働き方改革」とは、そもそもどういったものなのかということを研究し、地方

自治体において「働き方改革」が求められる背景、その現状、民間事業者との比較、

今後の取り組み、提言を取りまとめた。 

 本研究報告の構成は以下のとおりである。 

 

〈研究報告の構成〉 

第１章 現状分析と課題 

 第１章では、主に、「なぜ、今日、地方自治体において『働き方改革』が求めら

れてるのか」を考えた。日本の人口減少や生産年齢人口に焦点を当て、他国との比

較をしつつ、今日の地方自治体が直面している課題を分析した。 

 

第２章 民間事業者と地方自治体の違い 

 第２章では、地方自治体と民間事業者との相違点に注目しつつ、主に民間事業者

で取り入れられている具体的な手法について、地方自治体に取り入れ可能か否かを

検討していった。その中で、様々な要因から取り入れられない手法があるのであれ

ば、逆に「地方自治体ならでは」の改革もあるのではないかという視点を導き出し

た。 

 

第３章 地方自治体版の働き方改革に向けた提言 

 第３章では、「地方自治体ならでは」の改革について、①地方自治体間（他の地

方自治体と）の連携、②国や県における内部連携、③住民との連携（市民協働）と

いう３つ改革手法を深堀りした上で、提言をまとめた。 
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第１章 現状分析と課題 

 

１－１ 働き方改革が求められる背景 

 地方自治体版の「働き方改革」について検討していく前に、まずはなぜ働き方改

革がここまで叫ばれるようになったのか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の人口は 2008 年をピークに減少の一途をたどっている。とりわけ深刻なの

が、少子高齢化である。将来的には以下のような状況に直面すると予測されてい

る。 

 

・2025 年問題：団塊の世代が 75 歳以上（後期高齢者）に。人口の３割が 65 歳以上

になる。 

・2050 年問題：人口の約４割が 65 歳以上になる。 

・2060 年問題：働き手となる 15 歳〜64 歳（生産年齢人口）は、人口の約半分まで

減少。 

 

特に、生産活動の中核をなす年齢の生産年齢人口の減少が顕著である。 

このような状況のなかで、日本で慣習化している長時間労働や残業といった働き

方が日本経済の低下につながると指摘されている。 

 

図１ 日本の将来推計人口 

出典：総務省「平成 28 年版 情報通信白書のポイント」 
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次に、働く意思と能力を持つ人の総数である「労働力人口」についてみていく。 

図２は 15 歳から 64 歳（生産年齢人口）の労働力人口の推移グラフ（左）と 65 歳

以上の労働力人口の推移グラフ（右）である。 

 

 

 

 

 

 

2017 年における 15 歳から 64 歳の労働力人口については、2000 年に比べて、男性

は 400 万人ほど減少している。女性は目立った増減はしていないが、ここ５年は増

加傾向にある。少なからず女性の労働参加が増えてきていると思われる。ただ、そ

れでも人口減少の波には逆らえず、2020 年には減少に転じると見込まれている。 

一方で、生産年齢人口とは対照的に、65 歳以上の労働力人口は増加しており、

2017年から2030 年までの間におよそ212 万人増加すると予想されている。これは、

男女とも高齢化の影響で、高齢者の人口が増加し続け、それとともに労働参加率も

上昇するためである。 

こういった高齢者や、先ほどみたように女性、さらには外国人など、労働者やニ

ーズの多様化に対応するために、就業機会の拡大や一人一人の状況に合わせた、よ

り多様な働き方の実現が要求されるようになっている。 

 

 このように人口が減っていく中で経済的な豊かさを実現するには、一人当たりが

生み出す経済的な成果を増やすことが必要となってくる。これを表す指標の１つと

して「労働力生産性」が用いられる。一般に、就業者１人あたり又は就業１時間あ

たりの経済的な成果と定義される。図３の場合は１人あたりの経済的な成果となっ

ている。 

労働力生産性の国際的な位置付けをみると、日本は OECD 加盟 35 カ国（2017 年時

点）の中では 21 位、G7 各国の中では 1970 年以降常に最下位となっている。例えば

図２ 日本の労働力人口の推移 

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「2030 年までの労働力人口・労働投入量の予測」 
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アメリカの労働力生産性（122,986 ドル）と比較すると、日本（81,777 ドル）は概

ね３分の２程度の水準となっている。 

 

 

 

 

そのような状況でもGDP（国内総生産）は、アメリカ、中国に次いで世界第３位と

なっている。経済大国としての立場は、習慣となってしまっている長時間労働によ

って守られていると考えられる。その長時間労働ゆえに、生産性が低くなっている

というジレンマを抱えている。 

 

では、生産性を改善するためにはどうしたらよいのか。 

ひとつは、付加価値を減らさずに、という前提ではあるが、働く時間を少なくす

ることが考えられる。例えば、職場によっては、依然として帰れない雰囲気のよう

なものが存在しているという声が聞かれる。それに押されて、何となく残業してい

ることや、急ぎでもない仕事を残業してまで行っていることがあるのではないだろ

うか。雰囲気や職場風土の改善は取り組む余地はあるように思われる。 

もうひとつは、生産、成果を大きくすることである。そのためには、技術革新や

新しい手法の取り入れ等のイノベーションが必要になる。それを引き起こすために、

多様性が重要だといわれている。「新しい発想は多様性から生まれる。」という格

言があるように、組織内での多様性が高まれば高まるほど、いろいろな意見がぶつ

図３ 労働力生産性の国際比較 

出典：総務省「日米比較を通して日本の労働生産性向上の方策を考える」 
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かり、そこからイノベーションへの可能性が高まっていく。 

様々な価値観を持つ、様々な人が働ける、働きやすい職場を作っていくための

「働き方改革」が必要となる。 

 

 

１－２ 地方自治体において働き方改革が求められる背景 

 ここまで一般的に働き方改革が求められている理由を確認してきたが、われわれ

地方自治体の現状も確認しておく。 

まず採用者数は、平成５年と比べると、その数自体には大きな変化はないように

見える。しかし、途中の数字を見ていくと、平成10年から25年に回復するまで、採

用者数が少ない期間が続いている。 

また、人口が減っている現状から鑑みるに、採用者数の確保も難しくなってくる

ことが考えられる。後にも述べるが、地方自治体の仕事は、権限移譲やニーズの多

様化により増加する一方であり、採用者数の減少は望まれざる状況である。 

 

 

 

 

一方で退職者数については、わかりやすく増加している。 

図５は、全地方公共団体の年代別の退職者数の推移である。これを見ると、全年

代とも平成５年度に比較し、平成 28 年度は増加していることがわかる。そのなかで

出典：総務省「平成 29 年度地方公務員給与の実態」 

図４ 団体区分別，職員区分別４月１日採用者数の推移 
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も特筆すべきは、20 代の退職者数が多いことである。出生数が減っていて、若者が

減っているなか、退職者数が増えている。それほど多くの若い職員が公務員をやめ

ているということがわかる。実感としても、１班の３市村では、若い職員の突然の

退職が毎年あるという意見が出た。他の地方自治体でも同じことが言えるのではな

いだろうか。 

 

 

 

 

 

 

採用者数が増えていないにも関わらず退職者数は増加しているので必然的に職員

数は減っている。また、行政改革による定員数の削減などの影響も重なり、地方公

共団体の総職員数は、平成６年度と比べると、平成29年度は、約50万人減少してい

る。（図６） 

更に、平成 12 年４月１日の地方分権改革（地方分権一括法の施行）以降、千葉県

では毎年、市町村への権限移譲が行われ、平成 30 年度４月１日時点で 1,005 の事務

が移譲されている。これはこれからも増えていく。 

地方自治体は少ない職員で多種多様な業務をこなし、今後の人材確保にも苦慮す

る状況にあると言える。 

 

 

 

 

 

 

図５ 全地方公共団体・年齢別退職者数の推移 

出典：総務省「平成 29 年度地方公務員給与の実態」 
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また、日本の公務員数は、世界的に見ても少ないと言われている。 

図７「人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較」では、2016 年の数

字で、人口千人当たりの職員数は、フランスが 89.5 人であるのに対して、日本は

36.7 人とフランスの約４割ほどである。 

 

 

 

 

図６ 地方公共団体の総職員数の推移（平成６年～平成 29 年） 

出典：総務省「平成 29 年度地方公共団体定員管理調査結果の概要」 

図７ 人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較 

出典：人事院「平成 30 年度 人事院の進める人事行政について」 
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国際的に公務員数が少ない日本の中でも、千葉県は特に職員が少ない状況となっ

ている。図８「人口 100 人当たりの地方公務員数」をみると、47 都道府県のうち 44

位と、全国ワースト４位。１位の島根県に比べると、半分ほどとなっている。千葉

県こそ特に働き方の見直しが求められているのではないだろうか。 

 

 

１－３ 課題 

民間と変わらず、地方自治体においても労働力不足が深刻であることは確かであ

る。この状況に対応するためには、必然的に働き方改革が求められてくる。しかし、

後に詳述するが、地方自治体は公務組織という特性から、民間に比べると制約が多

く、なかなか働き方改革が進んでいないのが現状である。そこで、地方自治体が働

き方改革を進めるためにどうすれば良いのか、民間と同じ手法を進めて良いのかを

民間との違いを検討していく中で、地方自治体版の働き方改革とは何かを研究して

行きたい。 

 

図８ 人口 100 人当たりの地方公務員数（都道府県別） 

出典：都道府県別統計とランキングで見る県民性 「地方公務員数ランキング」 一部抜粋 
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第２章 民間事業者と地方自治体の違い 

 

２－１ 地方自治体の特性(民間事業者との比較) 

 これから、地方自治体と民間事業者の働き方の相違点を挙げながら、それらを検

証していく。 

 

 まず、地方自治体と民間事業者のあり方(存在意義)から考えていく。そうすると、

大前提として、両者は組織の目的が根本的に異なっている。地方自治体が住民福祉

の増進を目的としているのに対して、民間事業者は利益の追求を目的としている。

端的に述べると、非営利と営利の違いということになる。 

 また、民間事業者との相違点としては、主に以下のものが考えられる。 

 

・法定受託事務や自治事務といった、必ず行わなくてはならない決まった事務が

あること。 

 ※法定受託事務：国や県から、地方自治体に法令によって委託される事務。 

  自 治 事 務：法定受託事務以外に地方自治体が行う事務。 

 

・開庁時間、閉庁時間が条例で定められていること。 

 

・地域住民と一緒に活動する協働事業があること。(住民協働) 

  ※民間事業者では、お客さんと一緒になって、何かに取り組むということは、

それほど多くないと推測される。 

 

 ・業務内容が大幅に異なる(もはや転職と言っても差し支えないような)人事異動

があること。 

  ※民間事業者では、営業の対象が変わるレベルの人事異動が多いと推測できる。 

   (車の営業→家の営業) 

 

 ・他の地方自治体や各種団体との連携が可能であること。 

  (営利目的でないため、他の自治体は競争相手ではない。) 

 

 ・災害発生時などの非常事態においては、勤務時間に関係なく、参集して、住民

の救助作業やライフラインの復旧作業等を行わなくてはならないこと。 

  ※民間事業者では、勤務時間外に特別な対応を行うとは限らない 
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 いくつかの相違点を挙げてきたが、そこから地方自治体の特性を導き出していく。 

大前提として、地方自治体の活動の全てに言えることは、公共性があるという点

である。 

その他の点について、「業務」、「組織」、「活動領域」という三つのカテゴリ

ー分けを行い、地方自治体の特性に注目していく。 

まず、業務というカテゴリーでは、法定受託事務という、需要の多寡に関わらず、

行わなければならない業務がある。そのため、民間事業者では効率性が低く、採算

が合わずに撤退するようなケースであっても、地方自治体ではそういった選択肢は

取ることができない。 

同様に、災害対応等も、住民福祉を目的としており、民間事業者とは異なる地方

自治体特有のものと考えられる。 

また、公共性とは少々離れるが、地方自治体が手掛ける業務は、非常に多種多様

な分野にわたっている。そのため、業務内容は、各所属によって大きく異なってお

り、民間事業者で例えるのであれば、他業種に近い違いがあるといっても過言では

ない。これも地方自治体特有のものであると考えられる。 

次に組織というカテゴリーにおいては、開庁時間(勤務時間)は、条例などで定め

られており、民間事業者のように繁忙期、閑散期などによって、臨機応変に対応す

ることはできない。 

また、地域の暮らしは 24 時間動いており、必要に応じて、時間外にも業務を行う

ことがある。 

国、県との関係では、国や県へと繋がっており、民間事業者とは違う地方自治体

特有のものと言える。親会社・子会社という関係ではなく、かといって完全に対等

とはとても言い難いものであり、民間にはみられない特殊な関係性があると考えら

れる。 

別業務への人事異動は、ゼネラリストを育成しようとする方針、適正を判断する

必要性から、全く別の業務を行う部署への異動がある。蓄積してきたノウハウが通

用しない場合も多くあり、ほぼゼロからの再スタートになるというケースもある。

この点も地方自治体の特性と言えるだろう。 

最後に活動領域(顧客)というカテゴリーについて、地方自治体は、全ての住民が

対象であり、ターゲットを絞ったり、顧客を選ぶということはできない。これに対

して、民間事業者では、商品のターゲットに対してのみ対応すればよく、地方自治

体とは異なっている。 

しかし、ただ単に顧客としての一方通行な関係ではなく、地域住民との協働事業

などがある。地域を盛り上げたり、支えるといった、地域のためという共通の目的

から、住民と共に活動することも可能である。 
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以上が地方自治体の特性であると考えた。 

 

このような特性を考慮した上で、地方自治体の改革を考えていきたい。業務にお

いては、利用者が少ないからと言って、事業の削減や住民対応する人員が一時的に

でも減るような改革は困難、かつ、効果的でない場合が多い。また、人事異動等が

あった場合、多種多様な業務へ早期に適応する必要があることから、研修などで効

率的な人材育成を推進する改革が必要と考える。 

続いて、組織としては、やはり勤務時間を縮小するような改革は難しい。ただ、

他団体との連携などが可能であり、地方自治体ならではの改革もありうると考えら

れる。 

最後に、活動領域では、住民福祉の増進を目的とした組織であるため、利益を追

求する必要はなく、住民の満足度を上げるために住民と手を取り合うことも可能で

ある。 

以上の事から、地方自治体においては、住民に求められればまずは対応せねばな

らないという事象が日々発生している。当初は想定していなかった非定型の対応が

求められる場面が一般の民間事業者よりも多く存在している。そして、地方自治体

から見た業務の対象は、住民の暮らしであり経済活動である。そのため、一日中行

政運営は、地域で行われているということになる。つまり、24 時間 365 日、住民の

生命や財産に悪影響を及ぼす事象が発生し、地方自治体として対応する必要が生じ

る可能性があるということである。この点は「働き方改革」を考える上で、一般の

民間事業者とは違った独特な部分となっている。 

 

 

２－２ 「働き方改革」の手法 

それでは、民間で行われている（よく挙げられている）代表的な手法を取り入れ

た場合について考察した。以下に、主な手法を例として挙げる。 

 

・育児・介護休暇の取得促進 ・人材育成 ・人事評価 ・勤務時間の短縮  

・テレワーク ・フレックスタイム制度 ・ABW（アクティビティ・ベースド・ ワ

ーキング） 

 

その他にも、 

 

・有給休暇の取得促進 ・長時間勤務の解消 ・勤務時間インターバル制度  
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・会議時間の短縮 ・子連れ出勤制度 ・人材育成(OJT、Off-JT) 

 

・ワークシェアリング ・官民交流 ・定年の延長 ・外国人の雇用 

 

・副業許可(地方自治体職員への許可) ・副業許可(民間企業からの受け入れ)  

 

・非正規職員、派遣社員の活用 ・障害者の雇用促進 ・高齢者の就業促進 

 

・プレミアムフライデー ・裁量労働制 

 

・昇任試験の実施 ・人事異動における希望する部署の調査の実施 

 

といった改革の具体的な手法もある。 

 

それを地方自治体の特性を踏まえ、地方自治体として取り入れるべき手法と考え

ると、・育児介護休暇の取得促進 ・人材育成(OJT、Off-JT) ・人事評価 などは

取り入れられると思われる。(ただ、現状としては、これらの取り組みが順調に進ん

でいるわけではない。) 

その理由としては、これらの手法は、ライフスタイルの変化に対応しながら雇用

状態を継続するために効果的であること。 

育児介護休暇の取得促進は、積極的に進める必要性がある。それは、家庭と仕事

を両立させて、職員に長く働き続けてもらうためである。これらの促進により、離

職率の増加も抑制できるものと思われる。 

また、業務を通じて得られるスキルには、一般的なスキル(汎用性が高く、応用し

やすい)と専門的なスキルに分けられる。専門的なスキルは、異動先でほぼ使えなく

なる。そのため、人事異動があった場合は、異動先での専門的なスキルの取得が急

務となる。それに対応するため、効果的な人材育成が必要となる。 

そして、人事評価では業務の達成度だけでなく、いかに時間外勤務(残業)をせず

に目標を達成したかを評価することで、時間外勤務の抑制に効果的と考える。 

 

一方で、地方自治体には馴染まない手法もある。・短時間勤務 ・テレワー

ク ・フレックスタイム制 ・ABW（アクティビティ・ベースド・ ワーキング）な

どである。 

(ただし、所属部署によって、取り入れ可能なケースもある。) 
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開庁時間が定められていることや、開庁して職員が張り付いていなければならな

い部署も多いため、短時間勤務やテレワーク、フレックスタイム制の導入は全庁的

には効果が薄いと思われる。 

また、ABW(アクティビティ・ベースド・ ワーキング)は業務内容に応じて、場所

や机を選ぶ働き方である。事務やミーティング、電話対応など専用の部屋があり、

状況に応じて働く場所を選ぶことになり、基本的に自分の席というものがない。そ

のため、地方自治体で実施すると課の設置自体が難しくなることから実施は不可能

と考えられる。 

具体的手法の中には、地方自治体の規模や業務内容によって、ある程度の効果は

あるものもあるが、全体的な意見としては、就業時間の短縮や人員の削減が伴う改

革、部署などの設置場所の固定すら難しい改革は、地方自治体には馴染まないと言

えるだろう。 

そこで、地方自治体の特性も踏まえた上で、地方自治体「ならでは」の改革につ

いて、検討していく。 

 

 

２－３ 地方自治体ならではの「働き方改革」 

ここで、１班では、地方自治体に馴染まない改革があるのであれば、逆に地方自

治体だからこそ出来る改革もあるのではないかと考えた。 

地方自治体には、時間や人員といった制約が多くあるが、その最大の特性は、営

利目的ではないということである。営利目的ではないからこそ出来ることが、他者

との(営利目的である民間事業者では難しい)連携であると考えた。 

 

具体的には、①地方自治体間（他の地方自治体と）の連携、②国や県における内

部連携、③住民との連携（市民協働）の３つである。この連携こそが地方自治体の

働き方改革のポイントだと考えた。 

 

1 地方自治体間の連携は、お互いが営利目的ではないことから、他の地方自治体

は、競争相手や商売敵ではなく、共通の目的を持った仲間である。優良事例の

共有や職員の合同研修といった、組織的にも職員個人のスキルアップやモチベ

ーションアップという観点からも、非常に効果的な手法だと言える。 

 

2 国、県が横(国の各省間、県庁内の各部署間)の連携をとり、調査依頼の方法等

を見直してもらうことである。内容が重複する不要な調査を削減したり、調査

項目を減らすことで、仕事量の削減に繋がるものと思われる。 
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3 住民協働は、住民(いわゆる「お客さん」)と協働するというものである。民間

事業者にはない考え方であり、地方自治体ならではの手法と言える。 

※住民協働：住民と地方自治体がより良いまちをつくるということを共通の目

的として、それぞれの役割と責任を自覚し、共に考え、協力し、地域の課題

解決や活性化を行っていくこと。 

 

 

第３章 地方自治体版の働き方改革に向けた提言 

 

 それでは、３つのポイントについて、それぞれ深掘りしていき、最後に提言とし

たい。  

 

３－１ 地方自治体間の連携 

 全国 1,741（市町村及び特別区の合計。2018年 12月 31日時点）の地方自治体が、

各自の住民福祉向上のため、効率的かつ効果的な行政運営を行うべく、試行錯誤し

ながら日々研鑽に励んでいる。その成果は、住民福祉向上を追い求める地方自治体

にとって、財産であると同時に他者に隠すような秘密ではなく、より多くの地方自

治体に普及させることで、多くの住民福祉の向上に繋がる。民間では会社経営にお

いて機密事項のような情報も、地方自治体では優良事例として共有し、そこから更

に進化させることが出来ればそれをまた地方自治体間で共有するなど、単独では無

く、共に協力しながら行政運営を進化させていくことが出来る。また、先進事例の

共有だけでなく、職員研修の観点からも前任者からのレクチャーや県等の主催によ

る研修会の他にも、近隣地方自治体など同じ業務に携わっている人と情報交換をす

ることによって、様々な事例を基にした対応策などを入手することもできる。更に

は、地方自治体同士で広域的な連携事業を行うことで、単独の地方自治体では難し

い事業も複数の地方自治体が集まることで、効果的な事業となることもある。 

（１）事例 

観光事業を例にあげると、１地方自治体では提供できる観光資源が少なくても、

広域連携をすることで、バリエーションが増え、魅力的な観光 PR が可能となる。例

えば、文化財などの資源はあっても宿泊施設がない地方自治体や、レジャー施設は

あっても食事処がない地方自治体など、１つの地方自治体では不十分でも複数の地

方自治体で連携することで、魅力的なツアーが完成する可能性もある。また他にも、

広域連携ということから、ごみ処理に関する事業や上下水道といった日々の生活に

欠かせない事業は既に一部事務組合などにより実施している場合も多い。今後は、

広域連携事業や一部事務組合などとの連携も視野に入れ、事業の実施を検討してい
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くことも必要になると考える。 

これらの事例は、民間にはない、地方自治体ならではの取り組みと言える。特に、

民間の転職のような業務内容の変化がある地方自治体の人事異動では、研修体制の

充実が必要と言える。その為にも、民間でも行っている業務マニュアルの整備や職

場内の相談しやすい環境づくりなど、地方自治体としても行うべきものは沢山ある

が、それに加え、地方自治体ならではの取り組みも同時に行っていくべきである。 

（２）注意点 

しかし、ここで１つ注意する点がある。働き方改革を進める中で、よく会議や研

修時間の短縮が挙げられるが、無駄のない効率的な会議や研修に越したことはない

が、時間を意識し過ぎて身にならない研修を行っても意味がない。時には時間を掛

け、じっくりと腰を据えて認識を深め、事業の目的を理解し、やりがいを持って業

務に取り組むことが、職員の成長そして組織の成長に繋がり、最終的には住民福祉

の増進に繋がることになる。やりがいを持つには達成感を感じる必要があると言わ

れている。達成感を感じるには、時には時間外勤務を行う時もあろうと思うが、今

進めている働き方改革は、多種多様な人材による多種多様な働き方の実現、これは

一概に労働時間の削減を進めるだけではなく、長時間勤務になろうとも達成感を得

たいと思う人には、長時間勤務を認め、職員の状況に合った働き方が可能な体制が

必要ではないか。ただ、特定の人ばかりに偏った業務量を与えるのは間違いだが、

時には必要な場合もあることを認識する必要がある。 

 

 

３－２ 国、県との連携 

 働き方改革を考える中で、１番に想像する事は、長時間労働の削減ではないか。

現に、経済協力開発機構による労働時間の国別ランキングをみると、日本は、38 カ

国中 22 番目に長く、先進７カ国のうちでは３番目に長い結果であった。近年の長時

間労働に対する意識の変化からか、日本の労働時間は年々短くなってきているが、

先進国の中ではまだまだ長いと言える。 
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世界の労働時間 国別ランキング     時間（h）/年 

1 メキシコ 2,257 20 イタリア 1,723

2 コスタリカ 2,179 21 スロバキア 1,714

3 韓国 2,024 22 日本 1,710

4 ギリシャ 2,018 23 カナダ 1,695

5 ロシア 1,980 24 スペイン 1,687

6 チリ 1,954 25 イギリス 1,681

7 ポーランド 1,895 26 オーストラリア 1,676

8 イスラエル 1,885 27 スロベニア 1,655

9 ラトビア 1,875 28 フィンランド 1,628

10 ポルトガル 1,863 29 オーストリア 1,613

11 アイスランド 1,858 30 スウェーデン 1,609

12 エストニア 1,857 31 スイス 1,570

13 リトアニア 1,844 32 ベルギー 1,546

14 トルコ 1,832 33 ルクセンブルク 1,518

15 米国 1,780 34 フランス 1,514

16 チェコ 1,776 35 オランダ 1,433

17 ニュージーランド 1,753 36 ノルウェー 1,419

18 ハンガリー 1,740 37 デンマーク 1,408

19 アイルランド 1,738 38 ドイツ 1,356

・OECD の 2017 年の統計を利用 

 

今までも、業務の効率化や効果の薄い事業を削減といった、行財政改革による削

減を進めてきたが、今までは１つの地方自治体単独としての改革であったと言える。

しかし、地方自治体の特徴からも事業を削減するにも限界があり、これからは地方

自治体単独ではなく、国や県とも協力し業務改善に取り組む必要があると考える。 

（１）業務改善の提案 

例えば、国の行政機関が政策の立案等その業務の遂行に必要な基礎資料を得るた

めに、地方自治体への調査・照会業務が多数ある。中には、同じ内容の調査を地方

自治体へ依頼するケースも存在する。これは調査を依頼する国の府省庁が違うため

起こる事象であると考えられる。そこで、１班では、各部署間で横の連携を取り、

調査内容に重複がないよう情報の共有を図ることで仕事量の削減が可能ではないか

と考えた。確かに取りまとめる府省庁は全国から膨大な量の数値が集まり、他の府

省庁と情報共有するとなると一時的には事務量が増加することになるだろう。しか

し、一度スキームを作ってしまえば、その後は情報共有も難しくないと考える。そ

うすることで、県や市町村の負担が減り、全国的な長時間労働の削減に寄与する事

- 25 -



 
 

ができ、働き方改革を強力に推進することに繋がると考えられる。 

（２）国の取り組み 

国も調査・照会業務については、改善すべき認識を持っており、平成18年３月 31

日付け各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議で決定された「地方公共団体に対す

る調査・照会業務の業務・システム最適化計画」によって、調査・照会業務をシス

テム化し重複した調査を廃止、業務の合理化・効率化の推進を図り、年間約 3.1 億

円の経費削減と年間約 3.3 万時間分の業務時間の短縮が見込める試算を出した。し

かしながら、平成 20 年７月に地方公共団体に対する調査・照会業務システム整備に

関する「平成 20 年度事後事業評価書」によると、調査・照会業務システムの開発を

行わないという評価結果が出ている。内容を見ると、次の３点から最適化効果が認

められないとあった。 

まず１点目、各府省が行っている一連の業務の中から「調査・照会業務」機能を

共通機能として切り出し、府省共同利用型システムとして整備するためには、既存

システムとのシステム連係機能が新たに必要となり、また、業務が分断されるなど

コストや業務処理時間が逆に増加すること。 

２点目は、地方自治体においては、報告用のデータを地方自治体側の業務システ

ムから自動出力している場合があり、調査・照会業務システムへの移行を行う場合、

報告用のデータ形式の変更に伴う地方自治体側の業務システムの改修が必要となる

こと。 

３点目は、各府省の既存システムのデータ形式が統一されておらず、統一する場

合には、調査票の開発経費などの莫大な移行経費がかかること。 

以上の事から、調査・照会業務システムの開発は行わず、各府省が必要に応じて

個別に業務システムの最適化等を進めることとなった。 

（３）考察 

 国も 10 年程前に検討していたようだが、システムによる統一を計画し、廃案とな

った。しかし、方法はともかく発想は我々と一致しており、多種多様な方法を模索

する必要はあると思う。ましてや、当時から 10 年以上も経っているので、技術的に

も可能なことは増えているはずである。現在、国が進める働き方改革は、少子高齢

化が進む日本にとって必要な改革であり、一時的な費用の増額や業務の増加があっ

たとしても、その効果は、全国的に広がり、全国約 274 万人の地方公務員の業務改

善に繋がると考える。 

 

 

３－３ 住民協働（住民との連携） 

最後は、住民との連携、協働である。近年、地方自治体がやるべきことが増え過
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ぎていないかという感覚がある。困ったら役所へ言えば何とかしてくれるという状

況を変える必要があると考える。そこで目指すべきところが、シビルミニマムであ

る。これは、最低限の生活環境基準を役所と住民とで検討し、自助、共助で行える

部分について話し合い、公助部分の見直しをすることである。自助、共助部分が増

えることで、効率的かつ効果的に住民サービスの向上を図り、今まで手が回らなか

った住民サービスが実施出来るようになる。また、今後労働力が減少していく中で

サービス水準の確保などにも繋がる。 

（１）住民との対話 

その為には、住民との対話が必要となる。行政側の状況を住民にも理解してもら

うため、何度も意見交換の機会が必要となることから、初めのうちは業務量がかな

り増加すると予想される。しかし、意見交換の中で、既存の行政サービスについて、

住民が真に望んでいるサービスと現行のサービスに差異がないか、過剰な行政サー

ビスとなっていないかなど、見直しを行う中で、ピンポイントで住民の要望に支援

する質の向上が見込めると考える。また、今までの「住民はお客様」果ては「お客

様は神様」とまでの対応をしている地方自治体もあるかもしれない。しかし、地方

自治法第 10 条に「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団

体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」

とある。これは、全ての住民は平等にサービスを受ける権利を有しているという事

であり、一部の住民に過剰なサービスを行うようなことがあってはならないし、過

剰なサービスを全ての住民に提供していては、財政を圧迫し過ぎてしまい、他のサ

ービス水準を維持できない事態になりかねない。また、その負担を分任する義務を

負うとあるが、これは納税を意味していると読めるが、地方自治体の財源を超える

行政サービスを提供する場合は、サービスそのものを住民と行政とで負担を分け合

い請負うとも読み取れるのではなかろうか。協働とは、住民同士や住民と行政がお

互いの信頼と理解のもと、それぞれの特性や能力を活かしつつ、さまざまな主体が

対等な立場で、相互の役割と責任を果たし、地域の課題を解決していくことである。 

（２）行政改革との違い 

行政改革は、事業の削減や効率化をほぼ一方的に進め、経費削減を図ってきたが、

働き方改革では、サービスを提供する側と受ける側、お互いが納得しながら進めて

行く改革と考える。住民との協働は、まさに地方自治体ならではの働き方改革と言

える。協働は、住民との対話という効率化という観点では必ずしも最良とは言えな

い手法かもしれないが、行政改革で削減できない部分にメスを入れる手法ではなか

ろうか。長時間労働の削減が、働き方改革の本丸であるとするならば、協働によっ

て結果的にではあるが、仕事量の削減に繋がるこの手法は地方自治体が進めるべき

働き方改革と考える。 
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（３）事例 

住民協働の主な例としては、以下のようなものが考えられる。 

・１つ目の例は、自主防災組織である。地域の防災力の強化を担ってもらい、自主

的な訓練や役割分担を地域として決め自助、共助部分を強力に推進している。地

域として強化できない部分を行政が支援する。 

・２つ目の例は、空き家の把握である。近年、増加傾向にある空き家について、行

政側として空き家バンクなどの施策を展開してはいるが、実態把握するにも地方

自治体全域を網羅する事は容易ではなく、専門業者へ委託するケースも見受けら

れる。そこで、地域の情勢に精通している地域住民に空き家の把握を手伝っても

らうことで、業者への委託料が削減される。 

・３つ目の例は、公園等の清掃の補助をしてもらう。不特定多数が利用する公園だ

が、地域で管理する事で常に清潔さを保ち、道具やごみの処分など行政の方が効

率的な部分と、日々の管理という人の目と手が必要な部分のすみ分けをすること

で、行政としては、清掃委託費の削減と住民としては、定期的にしか清掃しない

管理体制からの改善という効果が期待できる。  

 

行政が主体となるよりも、地域の情勢を把握している住民が担うほうが望ましい

と思われる業務に関しては、住民と協働する形で進めていくべきである。そうする

ことで、行政の仕事量の削減にもつながる。 

 

 

３－４ 提言 

地方自治体が行う働き方改革は、民間が行っている働き方改革をそのまま実施し

ようとすると、一部馴染まない改革があるため、地方自治体の特性に注意し実施す

る必要がある。また、民間では実施できない地方自治体ならではの改革も存在する。

そこで、地方自治体版働き方改革について、注意点を踏まえ、地方自治体ならでは

の改革を次のとおり提言する。 

（１）適正な人員配置 

地方自治体の業務は、いつ何時如何なる人が来ようとも住民サービスを提供でき

る体制を整えておかなければならない。その為には、サービスの低下とならない人

員配置を考慮すること。特に小規模地方自治体では、１人の職員が担当する業務が

複数あり、改革として一時的にでも人員が減少した場合、他の職員が居ない職員分

をカバーすることは難しいと懸念されるためである。地方自治体の規模など職員間

のサポート体制を確認のうえ、改革を進めるよう提言する。 

（２）地方自治体ならではの仕事量の削減 
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地方自治体単独での業務の効率化や事業の削減には限界が来ている。しかし、長

時間労働の削減のため、人員の増員は現実的ではないとすると、住民との連携や国

の各府省間の連携により、業務自体のあり方を再確認し、連携による仕事量の削減

及び効率化に努めることで、長時間労働の削減に繋げること。他者との連携は、営

利目的ではない地方自治体ならではの手法であり、対話や調整、衝突など一時的な

業務の増加はあるが、勇気を持って一歩踏み出し、新たな働き方改革を進めること

を提言する。 

（３）やりがいの創出と人材育成 

今まで長時間労働の削減を常に謳ってきたが、長時間労働の削減を意識し過ぎる

あまり、一律的な改革を進めてしまうと、職員の成長の機会を奪うことになりかね

ない。働き方改革とは、単に長時間労働を削減し、生産性を向上させるだけが目的

ではなく、多種多様な人材の起用やワーク・ワーク（仕事中心な考え）の職員から

ワーク・ライフ（仕事と生活を両立する）職員への意識改革も含まれている。それ

らはつまり、職員自身が納得した仕事の仕方ができる職場環境である必要があると

言える。例えば、家庭の事情により残業ができない職員は残業をせず、残業してで

も達成感を感じ、自身の成長に繋げたい職員は長時間労働も実施できる、働き方を

自身で選べる体制整備に努めることを提言する。 

 

以上になるが、地方自治体版の「働き方改革」は、これまで述べてきたような地

方自治体ならではの改革を進め、そして、以前の行革にはない、相手との対話や納

得を得ながら、職員１人１人の事情に合わせた働き方を目指す改革である。その為

のキモとなるのが連携だと強調し、１班からの提言とする。 
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【おわりに】 

 

 １班では、「地方自治体版の『働き方改革』とは何か」をテーマに検討を進め、

まず行った検討は、民間事業者との比較だった。そこで感じたことは、地方自治体

も民間事業者も住民（顧客）からのニーズに対するサービスの提供により、住民福

祉の増進（利益）という目的のために動いている組織という共通点と、非営利と営

利目的という真逆の相違点を有しているということであった。今回の研究は、特に

民間事業者との違いと言う観点に注目して進めてきたが、PPP・PFI などの官民連携

事業が進められている時代となっており、これからの行政運営は、民間事業者との

共通点と相違点に注視し、賢い立ち回り方が求められていると感じた。 

 働き方改革を研究していく中で、多種多様な人材の雇用つまり女性の活躍の推進

や、高齢者の雇用など、様々な考え方や経験に裏付けられた知識を活かしたイノベ

ーションの創出が求められていることが分かった。その為には、多種多様な人材が

働ける職場の整備、つまり従来の様なワーク・ワーク（仕事中心の考え方）のよう

に家庭を犠牲にしても仕事を優先する環境ではなく、ワーク・ライク（介護や育児

など様々な家庭環境に合わせた働き方）ができる環境の整備が必要である。今は育

児も両親２人で行うことが当たり前になっており、長時間労働が当たり前の環境で

は成り立たない。これらすべての要因は、急速な少子高齢化の現状であり、出生率

の低下が根底にある。働き方改革を推進する目的の１つに、少子化対策があるが長

時間労働の削減よりも重要な目的と感じた。これらは、非正規雇用の推進により、

経費削減と低所得者の増加を引き起こし、婚姻率の低下から出生率の低下につなが

っている。今や男女共働きが当たり前の時代になっており、必然的に育児も両親で

行う。仮に仕事をせずに家庭に入り、家事育児に専念したい人がいた場合、その選

択肢を選ぶこともできる改革でなくてはならないと感じた。 

 最後に、働き方改革は、経営者側が行った非正規雇用の推進などの経費削減策か

ら労働者個人の意思を尊重する職場へ改善するための改革ではないか。そして、地

方自治体版の『働き方改革』は、人と人、組織と組織、そして人と組織がお互いを

尊重し、理解し、連携することで、民間事業者にはできない効果を発揮する事がで

きる改革であり、住民サービスを維持させる重要な改革であると言える。今回、研

究を重ねていく中で地方自治体の置かれている状況や今後の取り組むべき課題が見

えてきたことは、これからの行政運営に役立つ貴重な経験であったことに感謝し、

第１班の報告書としたい。 
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《要約》 

地方自治体における働き方改革について、「女性の活躍推進」と「長

時間労働の削減」の２つのテーマを取り上げ、課題解決に取り組んだ。

班員の所属する４市町職員の時間外労働時間の調査や、長時間労働・育

児休業の取得等についてアンケートによる職員意識調査を行うことで

課題を分析した。その結果、２つの異なるテーマから１つの共通する課

題が浮かび上がった。それは「個人化」の問題である。 

地方自治体は、長時間労働の削減や女性の活躍推進を阻む問題の根底

にある「個人化」の課題を、個人や家庭内の問題ではなく組織の問題と

して捉え直すことで解決の方向性を見出すことができる。今回の研究で

はその具体的な解決策について提言する。 
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はじめに 

 
地方自治体において、女性の活躍推進と長時間労働の削減は古くからある

課題である。近年、ワーク・ライフ・バランスの重要性に対する意識は高ま

りつつあり、その実現のために「地方自治体における職場環境の改善と労働

生産性の向上」と題して、調査研究を行った。 

 

◇調査研究の背景、問題提起 

今回取り上げるテーマである「女性の活躍推進」と「長時間労働の削減」

について、どのような問題が生じているのかを検証する。 

 

１．女性の活躍が進まないことがもたらす問題 

今回の研究において、女性の活躍推進を「家事・育児と仕事を両立さ

せること」、「働きがいをもってキャリアを積んでいくこと」と定義する。

家事・育児を顧みずに仕事をすることは、女性の活躍推進とはいえない。

また、子育て中だからといって単純な事務作業や責任の伴わない業務だ

けを担当させられるのでは、働きがいやキャリアにつながらず、これも

女性の活躍推進にはならない。よって、これら２つの要件を満たしてい

くことが必要である。 

では、女性の活躍が進まないことで生じる問題はどのようなものだろ

うか。ここでは２つの問題を挙げる。 

１つ目は、育児休業の取得が女性に固定化してしまう点である。これ

が女性職員のキャリアの遅れを引き起こし、ひいては「男性は仕事、女

性は家庭」という性別役割意識を助長してしまう。 

２つ目は、組織の中で女性の視点が活かされにくくなることである。

行政サービスにおいてはもとより、行政組織としても女性を管理職へ配

置する機会が減り、結果として男性中心の視点となり、地域生活や子育

てなど女性の視点を活かした行政運営が展開されにくくなってしまう。 

地方自治体における女性職員の比率は増加傾向にあり1、こうした女性

活躍推進の問題に取り組んでいくことが職場環境の改善につながる。 

 

 

２．長時間労働がもたらす問題 

行き過ぎた長時間労働がもたらす問題として、次の３つを挙げる。 

                                                       
1 総務省自治行政局公務員課『地方公務員月報（2016 年３月号）』／第一法規 
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１つ目は、家事や育児、介護に使う時間が奪われてしまうことによる

個人の生活（ライフ）への影響である。こうした影響がワーク・ライフ・

バランスの不均衡を生じさせる。 

２つ目は、職員の療養休暇や過労死を引き起こすといった健康被害で

ある。長時間労働による過労が脳疾患や心臓疾患、精神障害を引き起こ

すことについては、因果関係が認められている2。 

３つ目は、法令遵守の問題である。平成 31 年４月１日から改正労働

基準法等が施行されることに伴い、時間外労働の上限が条例及び規則で

規定されることで、組織への影響も生じるようになる。 

今回の研究では特に１つ目の個人の生活への影響が大きいものとし、

これを解消することが労働生産性の向上につながるものと考え、解決へ

の方向性を明らかにしていく。 

  

                                                       
2厚生労働省「平成 29 年度 過労死等の労災補償状況」による  
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第１章 市町における長時間労働の現状と課題 

 
１．長時間労働の位置づけ 

長時間労働の定義については、法律による具体的な定義はなく、今回

の研究では、「労働基準法に定められた労働時間を超過して勤務するこ

と」とした。 

地方公務員の勤務条件は各自治体の条例で定められており（地方公務

員法第 24 条第５項）、労働基準法上の最低基準を下回ってはならないと

されている。労働時間の上限規制は現在、原則週 40 時間、１日８時間

を超えないこと、休憩、休日、年次有給休暇の保障などが規定されてい

る。また非現業公務員の場合、労働基準法第 33 条第３項により「公務

のために臨時の必要がある場合」労働基準法第 32 条以下の労働時間を

延長し、労働基準法第 35 条の休日に労働させることができることにな

っており、公務員も同様に時間外・休日労働の常態化が課題となってい

た。 

 

 

２．４市町の時間外労働の実態 

習志野市、佐倉市、八街市、横芝光町の４市町（表１）における時間

外労働について調査した結果は図１のとおりである。実際に時間外手当

を支給した平成 28 年度、平成 29 年度の月別の時間数を見ると、増減は

あるものの、時間外のない月はなく、一年を通して時間外労働が行われ

ている実態が明らかになった。 

 

表 1 ４市町の職員数と女性職員の比率 

 人口（人） 職員数（人） 女性職員の比率（%）

習志野市 172,731 1,435 41.4

佐倉市 176,059 1,131 41.3

八街市 70,460 549 50.1

横芝光町 24,099 206 39.8
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図 1 ４市町の時間外労働の実態（平成 28・29 年度） 

 

 

３．職員意識調査における長時間労働の課題 

（１）職員意識調査の実施と回答結果 

長時間労働と、女性の活躍推進に関する調査をするため、４市町全

職員 3,189 人に対してアンケート調査を実施した結果、全職員の 60.5%

から回答が得られた（表２）。 

年代別の回答者の状況は図２のとおりで 40 代が一番多く、次いで

50 代、30 代、20 代の順となっている。これは、各自治体の職員の年

齢構成と概ね一致している。 
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表 2 ４市町職員意識調査の実施内容と回答状況 

項 目 内 容 

調査期間 平成 30 年 11 月２日～11 月 30 日 

調査対象市町 習志野市、佐倉市、八街市、横芝光町 

対象者数 3,189 人 

実施方法 庁内 WEB のアンケート機能を活用（習志野市・佐倉市）、

紙媒体（八街市、横芝光町） 

回答者数 1,928 人 

回答率 60.5％ 

市町別回答率 習志野市 44.9% 佐倉市 67.5% 

八街市 78.2% 横芝光町 88.2% 

   

 

 

 
図 2 性別・年代別回答者数 単位（人） 

 

 

まず、「長時間労働が多いと感じるか」という質問の回答結果では、

男女合計した割合でみると「感じる」「やや感じる」と答えた割合が横

芝光町で 62.2%と一番多く、次いで佐倉市 51.0%、八街市 50.2%、習志

野市 44.3%の順であった（図３）。 
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図 3 「長時間労働が多いと感じるか」市町別回答結果 

 
   しかし、男女別でみると「感じる」「やや感じる」は４市町の合計で

男性が 44.2%、女性は 58.8%で、長時間労働が多いと感じている割合は

女性の方が高いという結果であり、男女で長時間労働の意識に差がある

ことがわかった（図 4）。 

 

 
図 4 「長時間労働が多いと感じるか」男女別回答結果 

 

また、年代別に見てみると男性では「感じる」「やや感じる」の割合

が 40 代で 48.9%と一番多い（図５）が、女性では 30 代が 65.2%と一番

多く、すべての年代の女性の半数以上が長時間労働を感じていると回

答した（図６）。女性は 30 代以上になると出産や育児、介護等に係る

時間が増加し、男性と比較して家事労働にとられる時間が多くなるこ
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とが関係していると考えられる。 

 

 
図 5 「長時間労働が多いと感じるか」年代別結果（男性） 

 

 
図 6 「長時間労働が多いと感じるか」年代別結果（女性） 

 

次に「長時間労働の原因として考えられることは何か」について、

７つの項目について複数回答で実施した結果、回答は次のようになっ

た（図７）。 
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図 7 長時間労働の原因（１位～４位） 

 
また、長時間労働の原因として最も感じにくいものは「職場環境と

して帰りづらい雰囲気がある」21.7%であったが、それでも２割以上が

回答していた（図８）。 

 
図 8 長時間労働の原因（５位～７位） 

 

その他、「人員不足によって一人当たりの業務が多い」「業務と人員
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配置が適正でない」「職員間に改善の意識が乏しい」「専門的な業務に

おいて仕事の分担ができない」「長時間労働を是とする風潮がある」「休

日出勤の代休が平日の業務を圧迫している」などの自由記載があり、

全体として、個人が受け持つ業務そのものに関する原因が大半であっ

た。 

 

（２）職員意識調査結果から見た長時間労働の要因 

職員意識調査の結果から、長時間労働が減少しない要因を４つにま

とめた。 

 

①新しい行政課題の増加 

地方自治体では、国・県からの権限移譲や人口減少など、地域社

会の変化に伴い、地方創生や、DV、空き家問題などの新たな行政課

題が生まれている。職員意識調査の結果でも「業務の難易度が高く、

処理に時間がかかる」が第１位の原因であり、また「専門的な業務

において仕事の分担ができない」など、業務そのものが増えたこと

や高度な解決能力を求められる課題が増えたことが長時間労働につ

ながっていることがわかる。また、女性職員は育児休業等の取得や

同じ部署に長く勤務することが多かったなどの理由により、男性に

比べ仕事の経験が少なくなり、新たな行政課題に対応する困難さを

強く感じていると考えられる。このことが、長時間労働を多いと感

じる女性の割合が高くなった一因であるといえる。 

 

②職員定数の削減 

地方自治体の職員数は一番多かった平成６年度の約 328 万人と比

べ、平成 29 年度は 274 万人と減少していることや3、職員意識調査

の結果から「人員配置が適正でない」「人員不足によって一人当たり

の業務量が多い」などから、新たな業務は増えているのに職員数は

減っている状況があり、男女ともに長時間労働が減らない結果とな

っている。 

 

③業務の一人担当制 

現在では、ほとんどの職場で一人一台のパソコンで作業が進めら

れていることや、業務自体も一人担当制の部署が多く、そのため業

                                                       
3 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査結果」による 
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務の内容や進捗状況が他の職員にわかりづらく、情報の共有や分担

がされにくくなっている。そのため、職員意識調査の結果でも「業

務を個人で抱え込み組織内で分担・共有がない」ことや、「専門的な

業務において仕事の分担ができない」など、仕事が大変であっても

一人で対応し、長時間で処理をせざるを得ない状況が生まれている。 
 

④非効率な行政運営 

新しい行政課題の増加や、国・県からの新たな施策の実施により、

組織横断的な会議や打ち合わせ、研修等が増加し、組織としての業

務の優先度が示されないことが、長時間労働につながっている。「会

議・打ち合わせ、出張、現場業務等でデスクワークの時間がとれな

い」ことが長時間労働の原因として考えられていることは、職員意

識調査結果からも明らかである。また、組織として業務マニュアル

を整備し、業務の効率化を図っている佐倉市のような取り組みを行

っている地方自治体はまだ少ない現状である。 

  

（３）長時間労働の要因から捉えた解決すべき課題 

長時間労働の４つの要因から、何が解決すべき課題であるか探求し

た結果、その中で根底にある課題を「仕事の個人化」として捉えた。

仕事の個人化とは、パソコン導入による効率化を図った結果、反対に、

個人レベルの業務が増加したこと、ほとんどの業務がメールや庁内ネ

ットワークのように電子化され、他人の仕事が見えなくなってしまっ

たことをいう。これによって職場でのコミュニケーションが不足し、

仕事が終わらなければ個人の責任とされる。つまり、組織全体でタス

クを進捗するというフォロー体制や進捗管理が弱くなっているといえ

る 4。  
以上から、長時間労働の削減には、仕事の個人化を解消する必要が

あると考えた（図９）。  

                                                       
4 参考文献：行政マネジメント研究所（2018）『地方自治体版「働き方改革」職場実践

ガイド』／ぎょうせい  
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図 9 問題の個人化の関係図 
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第２章 市町における女性の活躍推進の現状と課題 

 
１．女性活躍推進における県内の現状 

まず、女性の活躍推進の現状と課題を考える上で、千葉県内における

女性の社会進出の状況について検証する。総務省の調査によると、表３

に示すとおり、平成 24 年から平成 29 年にかけて、夫婦共働き世帯の割

合は、42％から 45％へ３ポイント増加し、育児中の女性の就業率につい

ては、46％から 61％へと 15 ポイント増加している。逆に、出産・育児

を理由に離職をした女性の割合は７％から６％と１ポイント減少して

いるなど、この５年間で千葉県における女性の社会進出は進んでいるこ

とがわかる。 

 

表 3 千葉県内女性の社会進出状況5 

 平成 24 年 平成 29 年 差 

夫婦共働き世帯の割合 42% 45% 
3 ポイント 

増加 

育児中の女性の就業率 46% 61% 
15 ポイント 

増加 

出産・育児を理由に 

離職した女性の割合 
7% 6% 

1 ポイント 

減少 

 

   

しかし、それとは逆行するようなデータも存在する。表４は、４市町

の女性職員数及び女性管理職の比率を調査した結果である。どの自治体

も女性職員が組織の全職員のうち約 40％を占めているのに対し、女性管

理職は 20％に満たないという結果であった。職員の性別構成から考える

とその比率に応じた女性管理職がいるべきであるが、現状では４市町と

もにその比率が低いことがわかった。 

  

                                                       
5 総務省「平成 29 年就業構造基本調査」による 

- 51 -



表 4 ４市町における女性職員及び女性管理職の比率 

 女性職員の 

比率（%） 

女性管理職の 

比率（%） 

女性管理職（うち

一般行政職） 

の比率（%） 

習志野市 41.4 16.8 13.8 

佐倉市 41.3 13.8 13.6 

八街市 50.1 15.0 16.7 

横芝光町 39.8 0.0 0.0 

 

女性管理職の比率が低い現状から、女性の管理職登用が進まない一因

として、男女の性別役割意識の固定化が背景にあると考えた。 

近年は『イクメン』という言葉が生まれたように、男性の家事や育児

に対する意識は徐々に変わってきている。しかし、この日本ではいまだ

に家事や育児は女性が行うものという意識が根強く残っている。そのよ

うな性別役割意識のもと、子を出産した後の長期的な育児休業を夫と妻

どちらが取得するかという話になると、妻である女性が産前産後休暇に

続けて取得することが多い。長期的な育児休業で職場を離れることで、

男性よりも業務の経験が不足し、仕事に対する自信や部下をまとめてい

く自信がつかないという事態が生じる。 

また 30 代後半から 40 代にかけての昇格のタイミングにおいても家

事・育児に多くの時間を費やしている女性は、子どもにまだまだ手がか

かるため責任の重い役職には就きたくないというような理由から、昇格

に対し消極的になってしまっている。 

 

 

２．女性の活躍推進にかかる４市町の職員意識調査 

女性の活躍推進が進まない要因として、性別役割意識の固定化が背景

にあると考えたことから、実際に職員にどのような意識があるか、４市

町の全職員に女性活躍に関する職員意識調査を行った（資料１）。  
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資料 1 ４市町の全職員に女性活躍に関する職員意識調査 

問１ 年齢【①２０代以下 ②３０代 ③４０代 ④５０代以上】 

問２ 性別【①男性 ②女性 ③左記に該当しない】 

問３ 育児休業（休暇）を取得できる制度があることを知っていますか。 

【①知っている ②知らない→問５へ】 

問４ 育児休業を取得できる期間を知っていますか。 

【①よく知っている ②まあまあ知っている ③あまり知らない ④まったく知らない】 

問５ 育児休業中に共済組合から育児休業手当金が支給されることを知っていますか。 

【①知っている ②知らない→問７へ】 

問６ 育児休業手当金が支給される期間、支給金額を知っていますか。 

【①よく知っている ②まあまあ知っている ③あまり知らない ④まったく知らない】 

問７ 今までに育児休業に該当する機会はありましたか（子の出産等）。 

【①ある ②ない→問１０へ】 

問８ そのときにどの期間で育児休業を取得しましたか（近いものをお答えください）。 

【①１か月未満 ②１か月～半年未満 ③半年～１年未満 ④１年～２年未満 ⑤２年以上

⑥取得していない】 

問９ 問８の選択肢を選んだ理由があれば教えてください（自由記述）。 

【                                       】 

問１０ 今後、あなたに育児休業の機会があった場合、取得したいと思いますか。 

【①思う ②思わない】 

 

（１）４市町の職員意識調査から見た育児休業制度における認知度つい

て 

４市町の職員に「あなたは育児休業を取得できる制度があることを

知っていますか」という制度の認知度に関する問いと「あなたは育児

休業を取得できる期間を知っていますか」という取得要件・期間の認

知度に関する問いの結果は、図 10、図 11 のとおりである。 

女性職員は 99%が育児休業の制度を知っていると回答し、取得要

件・取得期間についても「知っている」「やや知っている」の回答が

80%を超えていた。 

ところが、育児休業の制度についての男性職員の認知度は女性とほ

とんど変わらなかったものの、取得要件や期間の認知度については「よ

く知っている」「やや知っている」が 50%に満たない結果となった。こ

のことから、男性職員は女性職員と比べて、育児休業制度の取得要件

や期間について認知度が低いことが明らかになった。以上により、男

性は女性に比べて育児休業制度に対する関心が低いといえる。 
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図 10 育児休業制度の認知度（４市町女性） 

 
図 11 育児休業制度の認知度（４市町男性） 
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（２）４市町の職員意識調査から見た育児休業の取得状況 

 

◇用語の説明 

 

育児休業 子が３歳になるまで取得することができる休業のことで、地方公

務員の育児休業等に関する法律により規定されている。 

部分休業 地方公務員の育児休業等に関する法律にて規定された制度で、子

を養育するために認められ、子が就学するまでの期間、一日の勤

務時間の中の一部について勤務しないことを承認するものであ

る。なお、部分休業で休んだ分の時間は給与が減額して支給され

る。 

育児短時間勤務 

地方公務員の育児休業等に関する法律に定められているもので、

子の就学前までの期間において、週に 2.5 日や１日に４時間とい

うような時短勤務が認められるものである。なお、決められた時

間を超えて勤務をする場合には、時間外勤務の手続きが必要とな

る。 

 

これらは、各自治体の条例や規則で定められており、家庭の事情に

よって育児休業、部分休業及び育児短時間勤務を選択できるようにな

っている。 

 

４市町の女性職員の育児休業の取得状況では、取得率が一番低い横

芝光町でも 75.7%、他の 3 市は 94%以上の取得率であった（図 12）。 

 
図 12 ４市町 女性職員の育児休業の取得率 
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しかし、男性職員の育児休業の取得率は、女性職員と比較すると取

得状況が逆転している（図 13）。取得率が一番高い佐倉市でも 11.6%

と、女性職員と比べて著しく低くなっていた。このことから、育児休

業の取得率は女性職員よりも男性職員の方が低く、男性職員の制度認

知度、取得状況の低さの実態が明らかとなった。 

 
図 13 ４市町 男性職員の育児休業の取得率 

 

（３）４市町の職員意識調査から見た育児休業の取得期間と理由 

女性職員の育児休業の取得期間については「半年～１年」「１年～２

年未満」が多く、２年以上取得する職員も取得者全体の 15％あり、取

得期間が半年から２年以上の長期に渡っていた（図 14）。しかし、男

性職員の取得期間は「１か月以上半年未満」の割合が最も多く、女性

ではほとんどいなかった１か月未満の短期取得が少なからずあった

（図 15）。男性は出産後の配偶者の体力が回復するまでの短い期間で、

家事や育児を主担当として行うために取得するなど、それぞれの家庭

の状況により育児休業の期間を選択していると推測される。 
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図 14 育児休業の取得期間の状況（女性職員） 

 
図 15 育児休業の取得期間の状況（男性職員）  

 

育児休業を取得した人は、その期間を決めた理由として「保育園の

入園に合わせて調整した（半年～１年未満）」「子どもとの時間を大切

にしたい（２年以上）」「経済的な理由による（半年～１年未満）」「制
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度上その当時は１年しか取得できなかったため（半年～１年未満）」と

回答している。  

また、制度上取得可能な範囲で子どもを自分で養育したいと考える

人は、長期で育児休業を取得する傾向があり、経済的な理由や保育所

の入所の都合で育児休業の期間を調整する人は、子の出生時期にも違

いはあるが比較的短期で取得をする傾向があることがわかった。さら

に、年代が高い職員では、地方公務員の育児休業等に関する法律施行

前であり、当時の制度では１年以上は取得できなかったという回答も

あった。  

次に、育児休業を取得しなかった人の理由としては、「配偶者が取得

したため（夫婦共働き世帯）」「自分の他に育児をサポートする親族が

いたため」「経済的な理由による」「男性は育休を取りにくいと感じた

ため」等があり、男性の回答が多かった。  

しかし、夫婦共働き世帯では「配偶者が取得したため」「自分や配偶

者の親などに世話をしてもらった」という回答の他に、「経済的な理由

や、男性は育児休業を取りにくい雰囲気を感じて取得しなかった」と

いう声もあった。この背景には、育児休業手当金の制度を知らなかっ

た可能性もあると考えられる。  

なお、今回の調査は、出産・育児のために離職した職員の回答を含

んでおらず、出産後も就業を続けている職員が対象となっていること

から全ての職員の意識を網羅したものではなかった。  

 

（４）育児休業手当金制度の認知度 

育児休業の取得の有無や、期間の長短を職員個人が選択した理由と

して「経済的な理由がある」と回答する職員を想定し、共済組合から

支給される育児休業手当金の認知について、「あなたは育児休業中に共

済組合から育児休業手当金が支給されることを知っていますか」とい

う手当金支給制度の認知度と、「育児休業手当金が支給される期間、支

給金額を知っていますか」という支給金額・期間の認知度について調

査を実施した。図 16 は女性職員、図 17 は男性職員の回答結果である。 

この結果から、手当金支給制度の認知度は女性 80.1%、男性が 56.1%

と半数以上であったが、支給金額や支給期間については、「よく知って

いる」「やや知っている」の割合が、女性 41.1%、男性 32.5%であり、

知っている割合が半数以下であることがわかった。また、「育児休業を

取得すると経済的に厳しくなりそう」という回答があるなど、男女と

もに、実際にどの程度の手当金が支給されるか理解されていない現状
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が明らかになった。  

 
図 16 育児休業手当金の認知度（４市町女性職員） 

 

 
図 17 育児休業手当金の認知度（４市町男性職員） 
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３．女性の活躍推進に関する課題 

職員意識調査の結果から、女性の活躍推進に関して、当事者以外は出

産・育児について他人事であり、制度の活用は個人や家庭の問題とされ

る「個人化」が課題となっていることが考えられる。育児の制度に関す

る男性職員の認知度や、育児休業の取得率が女性職員と比べて男性職員

は低いこと、また、男女ともに育児休業手当金などの経済的な支援制度

の理解が乏しいことからも、組織的な制度の周知が足りず、出産・育児

が個人や家庭の問題として捉えられていることがいえる。  

このことから、女性が出産・育児と仕事を両立させ、キャリアを積ん

でいくための職場づくりには、組織として制度の周知を行い、フォロー

する体制を整えていく必要がある。  

 

 

４．男性職員の育児休業取得事例 

（１）茨城県龍ケ崎市における男性職員の育児休業取得促進の取り組み 

茨城県龍ケ崎市では、市長が率先して育児休業を取得し、首長自ら

のリーダーシップにより男性職員の育児休業取得促進を行っていた6。

特に、イクメン座談会の実施や育児休業メンター制度を設けるなど、

休業に関する相談がしやすい環境づくりの構築を図っていた。また、

経済的に制度を活用したモデルケースを提示し、１か月未満の育児休

業の取得であれば、大幅な収入減にはならないといった制度活用イメ

ージの「見える化」に取り組んだ。その結果、平成 27 年度には、男性

職員の育児休業取得率 100%を達成した。 

 

（２）４市町における男性職員の育児休業等取得事例 

具体的なケースとして、４市町で実際に育児休業と部分休業を取得

した男性職員２名に対し、育児休業制度の活用や配偶者との役割分担、

休業中の給与や仕事の調整について、インタビューを実施することが

できた。  

 

ケース A）30 代男性 家族構成：妻（短時間勤務）、子ども２人  

制度の活用については、育児休業を５日間取得した。配偶者との役

                                                       
6 龍ケ崎市 HP より

（https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/shisei/kyuyoteisu/oshirase/201308150

6031.html）  
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割分担では、休業中は率先して家事・育児を行い、配偶者の負担を減

らすことができた。給与については、育児休業手当金があったのでほ

とんど影響がなかった。また、上司が休業中の業務を他の班員に割り

振ってくれるなどの調整を行ってくれたため、休業に至るまでの事務

引継ぎはスムーズだった。  

 

ケース B）40 代男性 家族構成：妻（フルタイム勤務）、子ども３人  

制度の活用については、育児休業では給与や昇格に影響が出てしま

うため、より影響の少ない部分休業を選択した。  

育児短時間勤務よりも部分休業の方が給与に影響が少なく、勤務時

間についても融通が利く。業務終了後には子どもの迎えや家事全般を

行っており、配偶者との役割分担もできている。上司との相談を経て、

上司が部分休業に伴う業務の割り当ての調整を行うなど、部分休業の

取得もスムーズであった。  

 

ケース A、ケース B のインタビューから、育児休業、部分休業のど

ちらの制度を活用するかは、給与面や昇格を考慮し、夫婦間でメリッ

トの大きい制度を選択し活用していたことがわかる。配偶者との役割

分担では、配偶者の産後に集中して休業を取得し、家事・育児を担っ

ていたケース A や、毎日の時間帯で部分休業を活用し、保育所の送迎

や、家事全般を担っていたケース B など、家族の状況や配偶者の勤務

形態や役割分担で有利な制度を活用できていた。 

また、休業中の業務については、どちらも上司が業務引継ぎ等の調

整を行い、組織として育児を担う職員を支援していたことが、職員の

負担軽減と継続勤務に現れており、組織の中の管理職が重要な役割を

果たしていたことがわかった。 

このことから、課題である「個人化」の解消には、育児休業制度の

活用を組織として支援する職場環境が重要であるといえる。 
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第３章 女性の活躍推進と長時間労働の削減に向けた政策提言 

 
◇「個人化」の解決に向けた方向性 

女性の活躍推進と長時間労働削減、どちらにおいても「個人化」が共通

の課題であることがわかった。女性の活躍推進であれば、育児休業はそれ

ぞれの家庭の問題であるという意識や、女性が取得するものであるという

「性別役割意識」が根強くあること、長時間労働であれば、業務の一人担

当制のように仕事を個人で抱え込んでしまう状況にあるため、それぞれの

問題が、より「個人化」していく結果となっている。 

この「個人化」を解消するために、これらの問題を「組織の問題」とし

て捉え直すことが重要である。組織として問題に取り組むことで、職員の

仕事量の見直しや、家庭で家事・育児に追われる職員のキャリアなどへの

不安を取り除くことが可能となる。そのことが、職員の健康保持や男女の

差なく働きがいをもってキャリアを重ねられる職場環境につながり、自治

体の目的である住民サービスの保持や住民福祉の向上に職員が取り組め

るようになると考えた。 

そこで、女性の活躍推進と長時間労働の課題を解決するため、３つの提

言を示す。  

 

提言（１）  

業務の特性に応じた長時間労働の要因に対する具体的な取り組みの

実施 

今まで個人に偏っていた業務のあり方を見直し、仕事の定型化を行

うことで業務の平準化を図り、個人にかかる負担を軽減する。ここで

は「仕事の見える化」と「仕事の脱・個人化」の２つについて提言す

る。  

 

①仕事の見える化 

日頃の業務について、職員意識調査では「業務の難易度が高い」「デ

スクワークの時間が取れない」という意見が多くあった。これらを改

善するために、業務フローやマニュアルを職場全体で作成し、整備す

ることが必要である。このことで、個人の業務の処理の手順等が平準

化し、日々の業務の負担軽減につながる。また、業務進行管理表を作

成し、組織全体の業務の進捗状況を「見える化」することで、個人が

各業務の進捗を容易に把握できる。これにより組織として職員の仕事

の状況を知ることができるため、仕事の割り振りの見直しや業務ごと
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の人員配置を効率的に運営することが可能となる。また、個人への仕

事の集中といった個人化を未然に防ぎ、個人の業務と組織全体の業務

を、バランス良く遂行できると考える。  

さらに、職員意識調査でも会議の負担について問題視する声があっ

た。これは、会議の数が多いだけでなく、終了時間が明確でないこと

で次の予定が立てられず、業務への影響が出てしまうためである。し

たがって、会議の目的や着地点、終了時間をあらかじめ設定し、それ

を参加者に周知して「見える化」することで、個人が次のスケジュー

ルを立てやすくなり、負担軽減につながると考える。これが「仕事の

見える化」である。  

 

②仕事の脱・個人化 

職員意識調査で多く寄せられていた長時間労働に関する意見には、

「組織内で分担や共有がされていない」「窓口・電話の突発的な対応が

多い」があった。これらの問題は、一人担当制等によって個人が仕事

の全部を抱え込む状況に陥っているためと考えられる。これを改善す

るためには、主担当の職員の他に副担当の職員を置く「副担当制」が

有効である。副担当を置くことで、主担当の職員がいなくても業務の

遂行が可能となり、またそれが広がっていくことで、一人の職員が複

数の業務を共有できる「多能工化」につながり、効率的かつ円滑に仕

事を進めることができるようになる。  

また、組織内での情報共有を進めることも重要である。例えば、朝

礼や庁内ＬＡＮなどの組織内で共通して使えるツールを活用し、問題

点や伝達事項を全員で把握できる職場環境を整備する。業務を組織全

体で共有することで、個人で業務を抱え込むことを防ぎ、常にお互い

が協力できる職場環境となる。  

 

以上から、「仕事の見える化」と「仕事の脱・個人化」を進めること

で、今まで個人に偏ってきたものを組織として「見える」「わかる」状

態にすることができる。これにより、個人の業務の遂行と、組織全体

の業務の遂行との進捗のバランスを取りながら、個人が長時間労働に

偏らない環境づくりを進めていくことができる。 

 

◇長時間労働を削減した事例～鳥取県庁の取り組み～ 

長時間労働削減に成功した地方自治体の事例では、平成 23 年に鳥取
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県庁が行った取り組みとして「しごとダイエット 2011 運動」がある7。

この運動は仕事の進め方を根本から見直すことを目的とし、業務の手

順やスケジュールを業務フローとしてまとめ、今まで職員ごとに行っ

ていた業務進行管理を、組織として把握できるようにした。また、時

間外勤務の状況を把握し、必要に応じて応援体制を構築できるよう、

組織・人事における柔軟な対応も行っていた。また、それ以外にも、

一斉退庁日・ウィークの設定や 16 時以降の新規照会・依頼を禁止し、

残業の原因となるものを減らすことを目的とした「早期退庁ｄｅグッ

ジョブ運動」を並行して行った結果、平成 21 年度から平成 23 年度の

２年間で総時間外勤務が 44%減少、月 60 時間の時間外勤務をした職員

が６割以上減少、年 360 時間の時間外勤務をした職員が５割以上減少

という成果を出していた。鳥取県庁の行った対策は「仕事の見える化」

と「仕事の脱・個人化」に通じるものがあり、このような組織全体の

取り組みが長時間労働削減に結び付くと考える（図 18）。 

 

 
図 18 鳥取県庁の取り組みの図 

                                                       
7 総務省 HP より 

（www.soumu.go.jp/main_content/000422975.pdf）  
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提言（２） 

男性の育児休業・部分休業・育児短時間勤務の取得希望者が 100%取得

できることを目指した組織での取り組みの実施 

４市町の職員意識調査結果でも顕著であったように、育児休業関係

の取得が女性に偏っていることから、そのバランスの是正を図り、男

女の差なく安心してキャリアを積み重ねていける環境を目指す必要が

ある。さらに、育休取得に関心のある職員が経済的な不安により取得

に至らなかったという意見もあったことから、職場の環境づくりと同

時に、育休取得に対する不安をなくすための３つの対策を提言する。  

 

①モデルケースの提示 

育休等を取得した際の給与や昇格に及ぼす影響についてのモデルケ

ースを示すことで、職員の不安を取り除き、育児休業等の取得のハー

ドルを下げることができる。龍ケ崎市の事例や実際に育児休業・部分

休業を取得した男性職員の事例からも、その取得の方法により給与等

に大きな影響を与えないことは明らかである。  

 

②子育てハンドブックの作成とメンター制度の導入 

制度の内容や給付金など支援制度そのものについて男女ともに職員

の認知度が低かったことから、制度に関する支援内容をまとめた「子

育てハンドブック」の作成と配布が有効である。また、職場内で育児

休業を取得した経験のある職員をメンターとして配置し、相談できる

ようにする「メンター制度」をつくることで、育児休業等に関する周

知の促進が期待できる。  

 

③管理職への育児休業制度等に関する庁内研修の実施 

育児休業を有効に活用するためには、職場全体が育児休業等に対す

る理解を深め、制度を活用できるようにする必要がある。そのために、

庁内研修を継続して実施することで、管理職の意識の醸成を図る。こ

れは、育児休業・部分休業を取得した男性職員のインタビューにおい

て、上司の協力が大きな助けとなっていたことからも明らかである。

つまり、制度の周知を職員個人だけではなく、管理職など組織全体へ

行っていくことが重要である。制度の理解を深める機会を設けること

で、男性職員であっても育児休業等の取得しやすい職場環境となる。 

また、取り組みによって男性が育児等の家庭に関わる時間が増える

ことで、男女の家庭での役割分担が進み、「性別役割意識」の解消にも
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つながっていくことが期待できる。  

 

提言（３） 

育児をする職員の支援体制の創設 

特に女性の場合、育児休業から職場復帰するときに、ブランクがあ

ることを不安に感じることが多い。このような不安から自身の仕事の

スキルについても自信を持てず昇進をためらい、組織側も負担の少な

い職場へ回そうという意識が働くため、同じような部署ばかりを回る

こととなってしまい、昇進に結び付かないという現状があった。  

結果として女性の管理職の比率は伸びず、組織の中で女性の視点が

活かされない状況が生じている。これらの問題を改善するために、２

つの対策を提言する。  

 

①育児休業取得者や経験者を集めたメンター制度の設立 

男女関係なく育児休業を取得した職員に対し、育児休業やそれに伴

い支給される手当金等の制度の説明や休業中の職場復帰訓練の実施、

復帰前後のフォロー面接といった支援体制を構築することが有効であ

る。また、産休前に上司や人事関係部署によるヒアリングを実施する

など、育児休業取得経験者によるメンター制度の設立を行い、職場で

気軽に相談できる環境づくりを実施する。  

 

②女性管理職の育成のためのポジティブアクションの実施 

今まで女性が負担の少ない部署ばかり回される問題については、採

用直後から色々な部署を経験させる、いわゆるポジティブアクション 8

を行っていくことで、女性の管理職登用や女性の視点を活かした組織

運営が期待できる。このような対策を取ることによって、休業から職

場復帰、その後のキャリア形成に至るまでを、組織が積極的に関与し

て職員を育成していく。このことが、個人化の解消や女性の管理職登

用、女性の視点を活かした組織運営へ結びつき、女性の活躍推進につ

ながる。 

  

                                                       
8ポジティブアクション（厚生労働省）…女性が男性よりも能力を発揮しにくい環境に

置かれている場合に、その状況を是正していく取り組みのこと。  
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おわりに 

 
 女性の活躍推進・長時間労働削減の問題を解決するためには、どちらにお

いても「個人化」から脱却する必要がある。そのためにはこれらの問題を「組

織の問題」として捉え直し、組織が率先して関与していくことが重要である。 

そうすることで、職員の職場環境が改善し、男性も育児などの家庭への参加

が増え、生活が充実していくと考える。このことが職員のモチベーションに

良い影響を与え、行政サ－ビスの向上、さらには行政における生産性の向上

へと波及していき、行政の目的である住民福祉の増進へとつながっていく。 

これからの地方自治体の職場環境が、個人化の解消の取り組みにより、長

時間労働の削減や女性活躍推進の動きが広まり、組織全体の好循環（図 19）

につながることを確信し、今後、各地方自治体での組織の取り組みに活かし

ていきたい。 

 

 
図 19 組織における好循環 
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《要約》 

平成 30 年７月６日の働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法

律の成立より現在まで、地方公共団体において「時間外労働の是正」を目的とし

た取り組みが も多い。しかし、労働時間の削減の取り組みだけでは、職員が意

欲的に働き続けることができないのではないかと考えた。 

その理由は、縦割り組織であり他部署と協力した業務改善が起こりづらいこと

や、季節的な業務量の増加に対して、柔軟に人員の配置転換ができないことによ

り、業務量負荷が偏り、それが平準化できないまま、一律で無理な労働時間の削

減を強いられているからである。 

そこで私たち３班では、「自治体職員の意欲を高める『働き方改革』のための

効果的な方法論」として、互いに組織を越えて助け合えるプラットフォーム「お

たすけ瓦版」制度を提案する。この制度では、他部署で依頼したい仕事を全庁的

に公開し、それに対して職員一人ひとりが得意分野や、やりたい仕事に自ら手を

挙げて実行することができるため、職員の意欲を向上させるとともに、部署を越

えて業務量の平準化を図ることができる仕組みである。 
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はじめに 

 

「働き方改革」は、国が掲げる一億総活躍社会の実現をするため、非正規雇用労

働者の処遇改善や長時間労働の是正など、労働制度の抜本的な改革を行うものであ

る。その施策が も重視しているのは、労働者が働きやすい環境を整備することで、

低迷する日本経済を立て直すことにある。そのような点からして、地方公共団体の

視点で考える働き方改革は、国が推進している働き方改革の施策で目指すものとは

違うものになる。地方公共団体という組織が働き方改革の取り組みで目指すものは、

国主体で掲げている働き方改革に同調しながらも、政策の質や行政サービスの向上

を図るという「労働生産性の向上」である。 

また、今まで全国の地方公共団体で取り組まれてきた働き方改革の取り組みは、

長時間労働の是正に関する事例などが多く、組織メリットが重視されてきた印象が

あった。働き方改革では、個人の生活を豊かにすることも目指すものの一つである。

私たち３班では、個人にとって１日の時間の中でも大きな割合を占める仕事の時間

を充実して過ごすことは、生活の豊かさにつながるものと考え、「自治体職員が意

欲高く仕事をする」ことも働き方改革の取り組みで目指すべきものであるとし、調

査研究を行った。 
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第１章 働き方改革の取り組みの現状と課題設定 

 

１－１ 「労働の生産性の向上」と「職員の仕事に対する意欲」の両立 

 

(１) 組織における働き方改革の取り組みで多い事例 

日本企業において、働き方改革の取り組み内容で、一番多い事例は「長時間労働

の是正」に関する取り組みであるという調査結果がある(図１参照)。地方公共団体

においても「時間外勤務の縮減」を目的にした取り組み事例が多いという調査結果

もあり、日本の組織が行う働き方改革においては、「時間縮減」の取り組みが多いこ

とが分かった。理由としては、組織の経営側からしたら、「時間の削減」が労働生産

性の向上の効果が分かりやすいためと考えられる。 

 

【図１】 

 
出典：「特別企画：働き方改革に対する企業の意識調査」(株式会社帝国データバンク) 

 

(２) 「労働の生産性の向上」と「職員の仕事に対する意欲の向上」の両立 

長時間労働の是正に関する取り組みが、多くの組織で行われている中、労働時間

の削減だけが先行してしまい、従業員に負担がかかってしまう事例も多く見受けら

れる。組織が現場の業務量を把握することや、要求する成果の見直し等を行わない

で、時間縮減だけを従業員に求めることで、個人のモチベーションは大きく低下し

てしまう。 

労働生産性に影響する資源は、時間だけではなく、人、モノ、お金、情報と様々

であり、その中でも人的資源を 大限活用することが、私たち３班が考える「労働

の生産性の向上」と「職員の仕事に対する意欲の向上」の両立が達成できると考え

た。 
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１－２ 課題設定 

 

(１) 人的資源の固定化 

 地方公共団体においては、地方分権の一層の進展や地方創生の必要性等により

その役割が増大しており、また、厳しい財政状況や行政の効率化を背景に職員数

が減少している中で、高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応していかなけ

ればならない。地方公共団体を取り巻く状況の変化に対応していくためには、自

ら考え、企画・行動し、困難な課題を解決する能力と高い業績を挙げることがで

きる自治体職員を育成・確保していくことが必要である。 

そのため、地方公共団体における人事管理については、人事異動のみならず、

モチベーション向上を目指した給与等の処遇や人材育成などを含めて、総合的に

取り組んでいくことが求められる(地方公共団体における多様な人材の活躍と働

き方改革に関する研究会報告書 2017）。 

 

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)により、地方公共団体の長の権限に属する事

務の一部を担任させる内部組織の設置及び事務分掌については条例で定めること

とされている(地方自治法第 158 条)。 

そのため地方公共団体には、行政組織条例等により部や課などが設置され、ほと

んどの職員はいずれかの部署に属することなり、所属した部署の事務分掌範囲の一

部を事務担当者として担当するということが地方公共団体における職員の立場で

ある。  

 

そして職員は、所属した部署において、その部署の目的や目標のために部署内で

情報共有を行ったり、お互いの担当業務を協力し合ったりしながら事務を進めてい

くことは日常的に行われていることと思われる。 

しかしながら、所属の部署の枠を超えて他部署の業務を協力して事務を行ったり

するということは、日常的にはあまり行われていない。 

地方公共団体で働く職員にとっては自分の事務分掌が優先であり、その担任して

いる事務を担当することが職員に課せられた命題となっている。 

そのことにより人的資源が固定化し、人的資源を適切な時に適切な業務に人的資

源を活用しきれないという問題を抱えているものだと考える。 
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【参考】佐倉市行政組織条例（抜粋） 

 

(２) 縦割り意識 

地方公共団体は、子育て・教育、介護、医療、まちづくり等、住民生活に密着し

た行政を担っているが、厳しい財政状況の下、複雑・多様化する住民ニーズにいか

に応え、行政サービスの質の向上を確保していくかが課題になっている。 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づ

き、市長の権限に属する事務を処理するための行政組織について必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（部及び室の設置） 

第２条 市に次の部及び室を置く。 

（１） 企画政策部 

（２） 総務部 

（３） 税務部 

（４） 市民部 

（５） 福祉部（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条に規定する福祉に関する事

務所（以下「福祉事務所」という。）がつかさどる事務（健康こども部がつかさどる事

務を除く。）を含む。） 

（６） 健康こども部（福祉事務所がつかさどる助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係

る事務を含む。） 

（７） 産業振興部 

（８） 環境部 

（９） 土木部 

（１０） 都市部 

（１１） 危機管理室 

（１２） 資産管理経営室 

（１３） 契約検査室 

（企画政策部の事務分掌） 

第３条 企画政策部においては、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１） 秘書及び渉外に関すること。 

（２） 広報及び公聴に関すること。 

（３） 市の基本計画及び総合調整に関すること。 

（４） 市の予算その他の財務に関すること。 

以下（略） 
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この課題に対応するため、職員の多様な視点や発想の活用が求められている

(地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会報告書 

2017)。 

 

行政は縦割り組織であると様々な場面で耳にする機会も多いが、窓口で役所内の

様々な別の窓口へ出向くよう促される、いわゆるたらい回しは縦割り行政の典型的

事例と言えるだろう。 

また、職員同士が部署間を超えて他部署の業務改善案について議論をする機会は

あまり多くない。地方公共団体においては、他部署の仕事には介入しないのが暗黙

のルールとなっていることも少なくないのではないか。 

実際に地方公共団体内部には、窓口でのたらい回しだけではなく、先ほどの(１)

人的資源の固定化で紹介した自分の所属部署の事務分掌範囲について、他部署の介

入を好意的に捉えられなかったり、他の人の事務分掌範囲を侵してはならないとい

う役所内の暗黙のルールにより、本来であれば課題解決に知識を出し合って協力す

ることが合理的であるにも関わらず、異なる部署同士が密に連携しあって協力し事

業を成功に導いたという事例はあまり聞かない。 

どちらかといえば、職員が所属部署と他部署との事務のすみ分けの議論に終始し、

問い合わせ先として多くの部署名が列記され、問い合わせ先を間違えると聞きたい

ことを聞くまで長く待たされたといった住民の声が多く上がるのが現状ではない

かと思われる。 

 

【図２】 
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(３) 人員配置 

このように、所属部署に依存して働く勤務形態は地方公共団体の特徴であると考

える。 

多くの地方公共団体では、人員配置はあくまでも４月１日に想定されるその所属

ごとの年間の事務量に対してのものであり、大きな仕事が終了したからといって、

年度の途中で人事異動が行われるケースは少ないのではないか。 

まさにこのことが、地方公共団体において働き方改革を推進する上での一番の課

題ではないのかと考える。 

つまり、地方公共団体においては所属部署内での事務を行うことが第一優先であ

り、所属部署内の人員をいかに効率的に担当事務に配置するかに所属長のマネジメ

ントが傾注している。一方で、部署を横断しての人的資源の交流は少ないのではな

いか。 

また、地方公共団体の職員には必ずといっていいほど、人事異動がある。人事異

動の効果や目的は様々あるだろうが、そのデメリット部分についてほとんど注目さ

れていない。それは、人事異動により職員は新たに異動先での業務に対応できる知

識やスキルの習得が必要となるということである。 

そして、人事異動等により職員の一人ひとりのスキルが常に 100％活かせる部署

で働くことは現実的には困難であり、職員の得意のスキルを活かせないことは生産

性向上という面においては不利に働く部分もある。この点について高嶋1は以下の

ように指摘している。 

 

自治体の人事は組織内転職と言って良いほど広範な人事異動が頻繁にありま

す。新しい仕事に着くと当面はスキルが不十分で慣れるまで仕事の処理に時間が

かかるのは当然です。人事異動は人財育成にとってメリットがあるのは確かです

が、生産性にとってはデメリットです。将来 適のために現在 適を犠牲にして

いるという言い方が出来ます。日々時間を使って人を育成しているとも言えます。

働き方改革によって、時短が求められるならば、これまでの頻繁な人事異動、ジ

ェネラリスト養成を主眼とした育成方針についても議論が必要です(高嶋 

2017)。 

 

(４) 地方公共団体の組織・事務の特徴 

地方公共団体の事務には、例えば税務課における税の賦課や、国民健康保険証の

                         
1 高嶋直人(2017)．『平成 29 年度「自治体職員の働き方改革研究会」報告書 職員が主役の

働き方改革！～多様な働き方を実現するために～』 

公益財団法人大阪府市町村振興協会おおさか市町村職員研究センター 
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更新処理など事務処理の時期に制約があり、基準日以降その期間内に完結させなけ

ればならないという類の事務が多数存在する。 

そのために担当職員は、その時期の前後に勤務が集中し長時間労働化となりやす

く、職員の健康被害を引き起こす可能性も高くなる。高嶋は以下のように公務員組

織の独自の制約を指摘している。 

 

公務組織独自の制約はまだあります。民間企業では処遇とポストを切り離して

組織をフラット化したり、企業内に敢えて重複した機能を持った自律的な組織を

複数作ったりして意思決定を速やかに行うよう組織構造に状況に応じて大胆に

変えられます。しかし、公務組織は、法律、条例を変えない限りこのような選択

肢が取れません。職務給によって、職員の処遇はポストと切り離すことができず

フラット化しようとすると職員の処遇を切り下げざるを得ない。 

また、組織には分担管理原則があり、重複した機能は徹底的に排除される。そ

のため、競争も起こりにくく、階層的組織構造が作られて意思決定が遅くなると

いった構造的制約があります(高嶋 2017)。 

 

 

(５) 課題の本質 

地方公共団体の仕事の特長について、嶋田(2018)2と太田(2013)3は自らの著書の

中でそれぞれ次のように指摘している。 

 

多くの自治体の現場では、「みんなで仕事をしあう」という「大部屋主義」の

内実は崩れ、各仕事について主・副担当は一応決めるものの、各職員にとって

は「主担当の仕事だけで精一杯」という状況が生じている。職員相互のつなが

りは希薄化し、同じ課に属してはいても、互いの仕事の現況や現在ぶつかって

いる悩みについても情報共有されない(嶋田 2018)。 

 

従来の仕事というのは、与えられた業務を粛々とこなすということでした。

ところが、そのような仕事の多くはＩＴ化、民間委託、民営化などによって減

ってきています(太田 2013)。 

 

                         
2 嶋田暁文(2018).『都市問題第 109 巻第７号』公益財団法人後藤・安田記念東京都

市研究所 
3 太田肇(2013).『地方自治京都フォーラム 119 号』特定非営利活動法人京都地方自

治総合研究所 
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以上、見てきたように地方公共団体においては、その取り巻く諸制度により人

的資源を内部で必要なときに必要な場面で活用することがほとんど行われてこな

かった。 

予算や人員が減少するなかで、これまで以上に意欲や能力を引き出そうとす

ると、従来のような組織のあり方では不可能です(太田 2013)。 

   

 組織が職員の働き方を一律に強制するのは、基本的に間違っていると考えま

す。時短には成功したが、働き方改革の目的の一つである多様性の尊重は犠牲

になったということになり兼ねないからです(高嶋 2017)。 

 

 様々な疑問の根底には、働き方の主導権は組織にあるのか、職員にあるのか

と疑問があります。これは、働き方改革を考える際の大きな分岐点と言えます

(高嶋 2017)。 

 

すなわち地方公共団体において、生産性を向上させるためには、人的資源を今

以上に活用し、一人ひとりの職員の力をより発揮させるような制度の構築が必要

ではないのかと考える。 

地方公共団体という組織の中で職員一人ひとりの主体性を高める制度があれ

ば、地方公共団体全体として生産性が向上し、またそこで働く職員一人ひとりの

意欲が高まることと考える。 

そのためには職員一人ひとりの意識改革が必要であり、これは女性か男性かで

あるか、管理職であるか一般職員であるかに関わらずすべての地方公共団体の職

員が取り組むべき課題である。  
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第２章 政策提言 

 

２－１ 「おたすけ瓦版」制度 

 

(１) 提案制度 

第１章でみてきたように社会変化に対応し、地方公共団体における働き方改革を

進め地方公共団体として生産性を向上させ、住民ニーズに応えるための政策として

「おたすけ瓦版」制度を提案したい(図３参照)。この制度は職員が自発的にお互い

の業務を助け合うことができるようにするプラットフォームである。 

 

【図３】 

 

 

(２) 制度導入の目的 

「おたすけ瓦版」制度の導入目的は、地方公共団体の人的資源を適切なときに適

切な場所で活躍できるようにすることにより、結果として生産性を向上させること

を目的として導入するものである。 

第１章でみてきたように、地方公共団体では業務の内容により人的資源の必要性

が時期により変動するにもかかわらず、年度内の人的資源の適正化はほとんど行わ

れていない。多くの地方公共団体においては不足する時期に不足する人的資源を補

うために、外部委託や業務の発注などにより対応している。 

しかし、地方公共団体内にも多彩な人材が存在し、現状より横断的に業務を捉え

ることにより有効的に人的資源の活用が地方公共団体内で図ることができるので

はないか。働き方改革により長時間労働の是正のための取り組みが多くの地方公共

- 90 -



団体でも行われていることと思われるが、長時間労働の原因の一因として時期的な

業務の過重があり、それが長時間労働を引き起こしているなら人的資源の横断的な

有効活用により、長時間労働の削減にも繋げることが可能である。 

また、「おたすけ瓦版」制度はトップダウンの業務調整という方向性ではなく、職

員一人ひとりが自発的に他の業務を行える自律性を重要視している。 

 

高嶋(2017)は働き方改革における政策について次のように指摘している。 

 

内部マネジメントの変革の成果を出すには、 終的には一人ひとりの個人の価 

値観、行動を変えなければいけません(高嶋 2017)。 

 

どんなに素晴らしいものでもプロセスとして上から押し付ける政策というの

は大体失敗します(高嶋 2017)。 

 

私は、自律的にモチベーションが上げられるような職場環境を整備するマネジ

メントを行うことを働き方改革の施策の柱に捉えるべきだと考えます(高嶋

2017)。 

 

高嶋(2017)が指摘するとおり、働き方改革という名の下のトップダウンで相互協

力を強制されても、やらされ感などによる反発を引き起こす可能性が非常に高い。

働き方改革はトップダウンやボトムアップいずれかの働きかけだけで達成できる

ものではない。政策提案ではプラットフォームの提供と職員一人ひとりの意識改革

の両方が必要となってくるのである。 
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(３) 「おたすけ瓦版」制度の概要 

この制度は各地方公共団体で導入されている庶務システム等の電子掲示板に代

表される情報共有ツールを利用して、依頼したい仕事の掲載などを行う(図４参照)。

紙媒体での回覧等でなく庶務システム等を利用することで緊急性の高い案件に対

しても対応できるという利点がある。 

また各職員は事前に人材データベースに得意スキルや取り組んでみたい具体的

な業務などを登録しておく。人材データベースとはここでは、職員の人事記録等で

はなく、職員一人ひとりが得意分野や過去取り組んできた業務など「おたすけ瓦版」

制度により協力できそうなものを掲載しておくことを指す。 

そして、掲載された応援依頼に取り組むかどうかは職員の自主性に基本は任せる

ことになるが、どうしてもこの業務はあの人に応援してほしい、こういう技能をも

った人に応援してほしいといった依頼する側からお願いするということもできる

制度である。 

他の業務を応援する時間は、当然勤務時間として扱うこととし、週休日の勤務に

応援することとなれば、週休日の振り替えの対応や時間外勤務手当により対応する

など、協力する側に過度の負担がかからないようにすることが必要である。 

 

【図４】 
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(４) 「おたすけ瓦版」制度の利用の流れ 

「おたすけ瓦版」制度の利用は、具体例を示せば次のとおりである(図５参照)。 

 

ステップ１ 応援の依頼又は人材データベースへの登録 

ａ．担当部署は応援を依頼したい業務を電子掲示板などに投稿 

 

ｂ．各職員は電子掲示板上で検索可能となる人材データベースに得意分野や

携わりたい仕事を登録 

 

ステップ２ 相互協力の実施 

各職員は、応援要請に応じ実際に他の課の業務の応援を行ったり、得意分野

を活かして他部署業務の効率化を図る支援をしたり、相互協力を行う。 

 

ステップ３ 評価 

地方公務員に導入されている人事評価制度を利用した評価を実施すること

で、継続的な取り組みとなるように、そして協力した職員にもメリットある

ものとする。 

 

【図５】 
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(５) 「おたすけ瓦版」制度の利用の具体例 

＜４か国語対応パンフレットの翻訳＞ 

ある市役所の観光課では、インバウンド観光の推進のために４か国語対応の観

光マップを作成することとした。観光マップの作成印刷は印刷業者に委託し試作

版が完成してきたが、試作版の観光施設や施設紹介文の翻訳が適切であるかの確

認方法がない。そこで、「おたすけ瓦版」制度を利用して、各言語の翻訳を確認す

る仕事の依頼を電子掲示板に掲載し、同時に人材データベースを検索し、４か国

語それぞれの言語に対応できる職員が自治体内に存在するか否かの確認を行った。

その結果、４か国語それぞれに対応できる職員を見つけることができ、観光課職

員は試作版のデータを協力する職員に送付し、校正作業を依頼することとした。

それぞれの言語の校正を担当する職員は、過去に留学経験があったり、前職で商

社勤務であったり様々な理由ではあるが、自分の持っている知識を自治体のため

に役立てたいという気持ちで校正作業にあたることとした。その結果、それぞれ

の言語では普段利用しない言い回しを修正したり、よりわかりやすい表現に変更

したり、観光課職員が辞書等を用いて確認するだけでは発見できない問題まで事

前に修正することができた。 

 

＜市道の早期復旧応援＞ 

ある市の道路課では、台風通過時の強風に巻き上げられた海岸の砂が海岸付近

の市道に巻き上げられ市道に堆積し通行できない状態となった。当該市道は主要

な生活道路であり通行止めが続けば市民生活に多大な支障をきたしてしまう。通

常期であれば業者に発注や道路課職員で対応するところであるが、業者も台風の

他の被害対応に追われすぐには取り掛かることは難しく、また道路課職員で対応

するには広範囲であるため復旧まで何日かかるかわからない状況であった。そこ

で「おたすけ瓦版」制度により緊急に作業応援してくれる職員を探すこととした。

その掲示を見た多くの職員は自分の業務のやりくり等を行い、作業を応援した。

その結果、想定よりかなり早く市道の通行ができるようになった。 

 

＜アンケート集計に係るエクセルのマクロを使ったシステム構築＞ 

ある市の健康増進課では、健診の際に受診者向けに健康増進取組みアンケート

を実施した。アンケートは日ごろの生活や食習慣、運動習慣などに関してであっ

たが、各項目の関係性などをより精緻に、多くのデータの関連性を分析するため

エクセルのマクロによる解析ツールを構築し分析することとした。しかし、アン

ケート項目数が多くマクロの設計が単純ではないため「おたすけ瓦版」制度によ

りマクロのマクロを使ったシステム構築を得意とする職員の応援を依頼した。 
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(６) 人事評価制度の活用 

 能力・業績に基づく人事管理の徹底を図る「地方公務員法及び地方独立行政法

人法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 34 号)が平成 28 年４月に施行され

た。これにより、各地方公共団体は、能力・業績に基づく人事管理の徹底を図る人

事評価の導入が義務付けられることとなった。 

「おたすけ瓦版」制度を有効的なものとして活用するために欠かせないのは、い

かに魅力的な仕事の応援依頼が掲載できるのかと、協力してくれる職員を継続的に

確保できるのかという点であると考えられる。 

そのためには、他の業務を応援した職員には正当な評価が必須であると考える。

職員を評価する方法としては、ほとんどの地方公共団体で導入されている人事評価

制度により評価をすることがよいと考える。 

能力・業績評価の指標として「おたすけ瓦版」制度の取り組みを組み入れること

で勤勉手当における加算対象とすることも可能となるのではないか。 

第１章でみてきたように地方公共団体で働く職員にとっては、自分の事務分掌で

ある仕事をすることが一番の命題である。その中で他の業務の応援をするというこ

とは、少なからず協力する側の職員からすれば負担が増えるだけととらえられがち

である。しかしながら人材資源を有効的に活用し生産性を地方公共団体として向上

させるというためには、人材の有効活用がかかせない。そのため同じ方向性をみて

取り組む職員については正当に評価をすることが必要なのである。 

 

２－２ 事例紹介 

 

(１) 人的資源の有効活用事例 

ここでは、今回政策提案する「おたすけ瓦版」制度の参考にした事例を紹介する。 

「おたすけ瓦版」制度はこれらの事例を参考にしつつ、今、現在における地方公

共団体の働き方改革における本当の問題点は何なのか課題の深堀りを班員で行っ

た結果アイデアを形にした制度として提案している。 

このため、既に完成形という形でどこかの地方公共団体や企業で全く同じ制度が

運用されているというわけではない。 

この「おたすけ瓦版」制度により目指すものは、人的資源の有効活用による生産

性の向上であり、そのためには今ある資源、特に人的資源については地方公共団体

において行政改革や定員適正化計画などに簡単に増加させることができる資源で

はないため、今ある人的資源をいかに有効的に活用できるかが生産性を向上させる

鍵となると考える。 

そこで、民間企業の事例となるが人的資源を有効的に活用している取り組み事例

を紹介する。 
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①＜丸紅株式会社＞ 

丸紅株式会社は、イノベーションを促進し新たなビジネスモデルの創出を図る

ための取り組みとして勤務時間の 15％を担当業務にかかわらず、新たな事業や

業務プロセスの企画立案に向けた活動に充てられる人事制度を導入している。 

いくら人材と仕掛けが揃っていても、新しいことや業務改善に取り組む時間が

なければ、それらには取り組めないとの考え方から導入している。さらにこれは、

社員一人ひとりの自発性を高める効果があり、一人ひとりの社員が業務改善など

を自発的に考えることで主体性を持つことを促進するという側面も併せ持つも

のであると考えられる。 

「おたすけ瓦版」制度は、職員一人ひとりの自発的な協力により制度が保たれ

ることからこの事例の様に取り組むためにいかに時間を創出させるかが「おたす

け瓦版」制度においても制度の成否を左右する課題であると考えられる。 

そのためには、自己の業務時間に関する管理が今以上に必要となり、客観的に

自己の業務時間に対する評価を行うべきであると思われる。 

 

②＜オリックス株式会社＞ 

オリックス株式会社では、他部署に興味がある社員を対象に、希望する部署で

５営業日以内勤務することができる社内インターンシップ制度を導入している。

他部署の業務に興味・関心のある社員が、より詳細な業務内容などについて理解

を深め今後のキャリア形成に役立てることを目的としている制度である。 

同時に、自己申告制度といわれる本人が望む異動先を直接人事に申告する制度

も導入しており、年に一度、全社員に申告する機会があり、自身のキャリアを考

えるきっかけとして活用している制度である。いずれも、自発にキャリアを考え、

自律した社員の希望を形にしやすくするための制度であると考えることができ

る。 

 

(２) 地方公共団体における先行事例 

次の事例紹介では、実際に地方公共団体内で他部署の職員の応援を得て、地域振

興や事務を行っている事例を紹介したい。 

 

①＜イメージキャラクターの運営、運営補助の例＞ 

１つ目の事例は、職員の自発的な協力により地域振興に寄与している事例であ

る。八千代市では、八千代市イメージキャラクター「やっち」がイベント等に参

加する際の応援職員登録を行っている。制度ができる前は担当職員や同じ部署の

職員が交代でイベント等に参加していたが、開催日は土日祝日やその前後が多く、

市外で行われることも多いため、担当職員への負担が大きかった。制度を定めた
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ことにより、所属する部に関係なく職員がシティプロモーションや地域まちづく

りに参加できるようになった。なお、登録には毎年「やっち応援職員協力届」を

担当課に提出する。担当課からの要請で応援職員が土日祝日に業務に参加したと

きは、時間外勤務として取り扱い、交通費等は担当課が負担するようにしている。

佐倉市でも佐倉おもてなしキャラクター「カムロちゃん」でも同様の制度がある。

どちらの例も、このようなイメージキャラクターの出番はイベントが多く開催さ

れる土日祝が多く、担当部署の職員のみ対応することとなれば、イベントが重な

る時期などは毎週末同じ職員が対応しなければならない。しかし、両市のように

他部署の職員の協力を得ることで、担当部署の職員の負担も軽減され、平日の業

務に支障をきたすことや、担当部署の職員のワーク・ライフバランスの確保にも

大きく寄与することが可能となる。 

 

②＜選挙管理委員会の例＞ 

２つ目の事例は、地方公共団体では必ず行う選挙事務である。選挙管理委員会

の所管する選挙の執行に関する事務などは、どうしても短期間の内に大量の事務

が必要であり、また同時に選挙日当日の投票所・開票所には多くの人員が必要と

なることから、市町村によっては全庁体制により多くの職員が事務執行を担う市

町村も多いのではないだろうか。選挙期日は日曜日に設定されることが多く、勤

務時間も午前７時の投票開始前から深夜の開票作業終了まで長時間の勤務が必

要である。地方公共団体の事務の中でも選挙に関する事務はある種特異の事務で

あり、間違いが許されないのはもちろんであるが、事務を行うべき期間などが公

職選挙法などによって厳密に定められているのである。このことにより、選挙管

理委員会所属の職員のみでは物理的にも対応することが難しく、全庁体制などで

以前から協力して事務を行う習慣が、どの地方公共団体にもあるのではないだろ

うか。 

 

(３) 地域社会における人材の活用事例 

続いて、職員が地域で報酬を得て活動できるように地方公務員法に基づく営利企

業等従事制限の許可を活用している事例を紹介したい。 

 

＜奈良県生駒市＞ 

奈良県生駒市は、奈良県の北西端に位置し大阪府と京都府に接し、人口約 12 万

人の市である。生駒市では、平成 29 年８月１日より職員の地域活動への積極的

参加を促進し、公共性のある組織での副業に就きやすくするため、職員が職務外

に報酬を得て地域活動に従事する際の基準を定め、職員の地域貢献活動の後押し

をしている。生駒市では、今後予想される少子高齢化社会時代にあって、持続可
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能なまちづくりを進めていくためには、市民と行政が互いの立場を認識し、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との

考えから職員が、地域の NPO 活動やスポーツ指導などの地域活動への促進を行っ

ている。生駒市の基準では、営利企業等の従事制限を許可する対象の活動として

以下の２ついずれにも該当することとされている。 

 

【参考】奈良県生駒市 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(抜粋) 

 

実際に地域貢献活動として活躍している職員の例として、中学校のバレーボー

ルコーチや少年サッカーチームのコーチ、NPO 法人が小学４年生を対象にいのち

の大切さについて考えるために開催している「いのちの授業」の出前授業の講師

が紹介されている。 

 

(４) 外部での人的資源活用の可能性 

(３) 地域社会における人材の活用事例で紹介したように、地方公共団体の外部

で職員の資源を活用しようとする地方公共団体もある。そのことは太田(2013)も次

のように評価している。 

 

給料やポストなどの、意欲や能力を引き出す資源がだんだんと先細りになって

いるため、発想を変えて、外部資源で動機付ける。外を向いて仕事をし、そこで

評価されるようなモデルに変えていく。それが、住民サービスを向上させること

にもつながり、行政に対するイメージアップにもつながる(太田 2013)。 

 

しかしながら、まだまだその制度は全国的に広がりをみせていない。それは、職

員にとってはいきなり地域で報酬の受取れる類の活動をするのはハードルが高い

からではないだろうか。前例が少ないため、職員側からの要望等も少ないためにな

かなか全国的に制度が広まらないのではないかと思われる。であるからして、まず

今回提案する「おたすけ瓦版」制度は、異動すれば全く別の仕事と言われる、地方

公共団体の内部で労働力の適時の 適化を行うことで、職員の取り組みのハードル

を下げ、まずはやってみられるようにすることを主眼に検討した。ただし、「おたす

２ 対象となる活動 

 次の要件をすべて満たす活動であること。 

(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。 
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け瓦版」制度を施行するうえで、以下の２つの要因から利用する職員が増えないこ

とが想定される。 

 

ａ．積極的に「おたすけ瓦版」制度で他部署の業務を支援する職員への、上長・

同僚からの反発、嫌味など足を引っ張る行為 

ｂ．現状の業務で手一杯であり、他部署の業務の支援に充てる時間がない 

 

そこで「おたすけ瓦版」制度と同時に、職員一人ひとりがタイムマネジメントを

し、他課業務の支援に充てる時間を創出し、図６の様なタイムスケジュールを上長

や同僚と共有することで、堂々と他課支援を行えるように工夫することを提案する。 

 

【図６】自己タイムマネジメントの例(朝・夕５分) 

 

 

自己タイムマネジメントは、毎日朝と夕それぞれ５分を要するが、以下にその手

順を示す。 

 

① 朝５分を利用し一日の業務計画を立て、上長と同僚と共有する。図６では 30

分単位で予定を記しているが、組織内で話し合い適切な単位として差し支え

ない。 

② 業務を実施する。業務の進捗により、上長に確認の上変更可能。 

③ 夕刻５分を利用し一日の業務実績を振り返り、上長と同僚と共有する。 

 

これによって創出した時間を、図６の太字部分の様に、「おたすけ瓦版」制度にお

ける他課支援に充てる。こうすることで、自身の業務はしっかりと遂行しているこ

とを上長や同僚に示すことができるため、理解を得られると考える。さらに、計画

と計画の振り返りにより、時間効率を意識するようになるため、自ずと業務の効率

化が図れ、「おたすけ瓦版」制度の他課業務の支援に充てる時間の創出が期待され
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る。また、副次的効果として、上長から職員一人ひとりの業務内容が見えるように

なるため、職員間の業務の偏りや、遅延している業務を把握できるようになる。マ

ネジメントにより、業務量の平準化に繋げることができる。 

 

２－３ 「おたすけ瓦版」制度から想定される効果 

 

(１) 地方公共団体における効果 

 「おたすけ瓦版」制度を導入することによって、地方公共団体における も大き

な効果は必要な時に必要な労働力を強化できることにある。専門的な技能が必要な

場合だけでなく、大量の封入作業のようにとにかく人手が必要な場合も制度を活用

することで労働力を補充することが可能である。また、第２章の具体例で紹介した

ように、外国語の知識を持つ職員の応援を得てパンフレットを翻訳するような場合

は、翻訳業者に外部委託する必要がなくなり、経費削減も見込める。ほかにも他部

署からの応援職員と仕事を進めることで、担当職員とは異なる視点からの気付きが

得られ、仕事の改善点が見えてくるのではないだろうか。「おたすけ瓦版」制度が広

く活用されることにより、役所内におけるコミュニケーションが円滑になり、職員

同士が仲間意識を持つことができる。「おたすけ瓦版」制度の活用により、人事異動

よりも緩い人材シャッフルが期待できるため、職員の適性を見て人事異動のヒント

にすることも可能になると想定される。 

 

(２) 職員一人ひとりにおける効果 

 協力する職員は、自分の持つ技能を活かすことができる。また、普段と異なる業

務に携わる経験ができる。通常業務から離れ、普段と異なる業務に取り組むことは、

一種のリフレッシュにもなるのではないだろうか。他部署の職員と一緒に業務に取

り組むことで、自分が所属している部署や仕事の立場や、業務の改善点が見えてく

る。多くの職員と一緒に働く機会を得ることで、役所内での人脈づくりができ、一

緒に働いた職員から自分が持つ技能や存在を認められることで、モチベーションア

ップにつながると想定される。 
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第３章 まとめ 

 

地方公共団体における働き方改革には生産性の向上が必要であり、生産性の向上

のためには今いる職員が意欲高く働くことが必要である。そして、職員が意欲高く

働くためには、職員が持っている技能や努力を認め活かしていく地方公共団体の存

在が必要である。つまり、働き方改革にとって地方公共団体と職員は車の両輪のよ

うな存在で、どちらが欠けてもうまくいかないと言える。 

今回、私たち３班が提案した「おたすけ瓦版」制度を導入することによる効果を

比較すると、地方公共団体における効果の方が分かりやすく、効果も高いように感

じられる。協力した職員の技能を活かすことができた、普段と異なる業務の経験と

いった効果は、職員個人の満足度に大きく左右されるため、数値などで明確に表す

ことが難しい。また、技能を持つ一部の職員に業務が集中することよる、その職員

の通常業務への影響も大きく、職員間で不公平感が生じる可能性が高い。「おたす

け瓦版」制度を導入し、円滑に運営していくためには、今いる人材を活かし、職員

同士が協力し合える地方公共団体を目指す必要がある。 

 

３－１ 自治体が取り組むべきこと 

新たな制度を導入することは難しく、先進自治体を参考に、他市町村の動向を見

ながら検討する、ということはどこの自治体でも往々にしてよくあることではない

だろうか。私たち３班が提案した「おたすけ瓦版」制度は、今ある仕組みを組み合

わせ、なるべく導入しやすい方法を模索しているが、この制度を円滑に運用してい

くための準備として自治体が取り組むべきことは、「おたすけ瓦版」制度が職員に

受け入れやすい環境を整えることである。 

 

(１) 部署における仕事を見える化する 

業務依頼する前に、業務を見える化する必要がある。誰が見ても業務の応援が必

要だということを明らかにすることで、役所内での応援を受けやすくなる。 

 

(２) 職員が所属にとらわれず応援できる仕組みを作る 

地方公共団体の業務を進める上で事務分掌は必要な制度である。また、どこの自

治体でも部内で職員が業務応援することは実施しているのではないだろうか。例え

ば八千代市では、健康福祉課が春に市内各地で行う狂犬病の集団予防接種の受付業

務を、健康福祉部内の職員に手伝いとして参加してもらい実施している。このよう

に今まで部内で調整を行ってきた業務の応援を役所内全体に広げるのが「おたすけ

瓦版」制度である。 
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(３) 協力した職員へ正当な評価を行う 

協力した職員に対し、正当な評価を行うことで、他部署の応援することに対する

職員の満足度を上げることができる。これは、人事評価制度の自発的な自己研鑽と

同様に評価したり、職員の職務行動記録に取り入れたりすることにより、正当な評

価を行うことができると考えられる。多くの自治体で人事評価制度は取り入れてい

るため、評価基準を定めることで統一された評価を行うことができるのではないだ

ろうか。 

 

(４) 協力することは当然という組織風土を育てる 

他部署の業務を応援することによって、協力した職員やその周りの職員への影響

があると想定される。協力した職員やその周りの職員が自分たちだけ協力している、

と不公平感を感じないような環境を整えることが重要である。今回は他部署の応援

をするが、別の機会に業務依頼をすることになるかもしれない、役所内で困ってい

る部署があるなら応援するのは当然という組織風土を育てていく必要がある。 

 

３－２ 職員一人ひとりが取り組むべきこと 

 自治体が「おたすけ瓦版」制度という仕組みと制度が受け入れられる環境を整え

ることを目指すのであれば、職員一人ひとりは「おたすけ瓦版」制度を理解し、他

部署への業務応援することを目指す必要がある。役所内で困っている部署があれば

手を貸すのが当たり前、困ったときはお互い様、という意識を持つ職員が増えれば、

「おたすけ瓦版」制度の導入へのハードルも下がるのではないだろうか。 

 

(１) 自分のスキルアップを図る 

 働く人間として、職務に関するスキルアップを図るのは当然である。同時に自分

の持つ技能のスキルアップも図る必要がある。 

 

(２) 自分の仕事を見える化しマネジメントする 

他部署の業務を応援してばかりで、通常業務がおろそかになっては本末転倒であ

る。自分の仕事を見える化し、マネジメントすることにより、周囲からの理解を得

ることができる。 

 

(３) 他部署への業務を応援し、協力して得た経験・知識を周りと共有する 

他部署への業務を応援することで、協力した職員は新たな経験や知識、気づきな

どを得ることができる。ここで得た経験や知識を周りの職員と共有することで、一

人の職員の応援が多くの人に影響を及ぼし、他部署への業務を応援することによる

影響は通常業務のマイナスだけではなく、プラスの効果もあることを実感できるよ
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うになる。 

 

(４) 他部署への業務を応援することは当たり前という意識を持つ 

自分が困っているときにだけ業務依頼を行い、他部署への業務応援はしない、と

いうのは虫が良すぎる話である。困っているときはお互い様という意識を持ち、他

部署で困っているなら手を貸すことが当たり前という意識を職員一人ひとりが持

つことで「おたすけ瓦版」制度を円滑に運営できるのではないだろうか。 
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今後の課題 

 

地方公共団体においては、過去にも行財政改革等において、業務の平準化を図る

などの取り組みがなされてきた。今回の働き方改革の大きな特徴の一つは、企業や

地方公共団体といった組織だけではなく、働く人一人ひとりにも意識改革を求めら

れていることではないだろうか。 

働き方改革において、地方公共団体が取り組むべき課題は生産性の向上であり、

そのためには職員一人ひとりの技能を認め、必要な場で活かしていくことである。 

「おたすけ瓦版」制度を構築するためには職員一人ひとりが持つ技能をデータベ

ース化して誰が管理するのか、人事評価制度に加えて評価するなら、どの業務・ど

のくらいの時間を評価とするのかなど、細かな制度設定が必要である。 

しかしながら、役所内や職員同士のコミュニケーションを活発にすることで、部

署にとらわれない仕事の仕方があることについての周知が可能になる。また、事務

分掌にがんじがらめになって他部署への応援ができないと決めつけるのではなく、

他部署へ業務応援することは特別なことではないという意識を共有していくこと

で、役所内の一体感が生まれることを期待する。働き方改革の第一歩として、困っ

たときはお互い様という組織風土を育てることを目指していくことで、将来的に

「おたすけ瓦版」制度の導入につながると言えるのではないだろうか。 

同時に職員一人ひとりも「働き方改革」とは何かを考えなくてはならない時に来

ていると言える。ワーク・ライフバランスと一言でくくられているが、ワーク(仕

事)とライフ(日々の生活と自分の人生)について、どのようなバランスを目指すの

かは職員一人ひとりが考えるべき内容である。「公務員は休まず・遅れず・働かず」

と言われ、住民同士がお互い様で助け合っていた時代は過ぎ、現在は核家族化など

近隣住民とのつながりが弱くなったことと併せて地方公共団体の職務は増大して

いる。今後も地方公共団体の職務が減ることはないと想定される中、職員として、

働く人間として働き方改革について主体的に考えていく必要がある。 

 

１ 地方公共団体における課題 

 

(１) 職員の技能を認め必要な場で活かしていく 

技能を持つ職員にはその技能を活かせる場の提供を行い、応援を申し出た職員が

活躍できる場を提供していく。「おたすけ瓦版」制度の特徴の一つに職員が自発的

に応援を申し出る仕組みが挙げられる。技能がある一部の職員だけが協力するので

はなく、例えば特記できるような技能がなくても自発的に応援を申し出た職員が活

躍できるような業務を積極的に依頼していくことが必要である。 
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(２) 業務依頼を行う部署は、仕事の見える化とフィードバックを行う 

業務が大変だ、助けてほしいと言うだけでは、協力した職員の満足度は上がらな

い。自分たちの仕事をきちんと振り返り、誰にでも見えるような状態にしておくこ

とで業務依頼する際の仕事の精査が容易にできるようになり、協力する職員も集ま

りやすくなる。また、業務の応援を受けたら終わりではなく、職員と職員の所属部

署の双方に感謝を込めたフィードバックを忘れずに行い、次も応援したくなる部署

となるような努力が必要である。 

 

(３) 協力する職員を特別視しない 

他部署を協力する職員を特別視せず、業務依頼を受けたら快く送り出す組織風土

を育てていく。また、技能がなくても自発的に応援すると申し出た職員を部署全体

で支えていく。 

 

(４) 協力した職員の通常業務が過重にならないような仕事配分を行う 

職員が他部署の応援に行くことにより、所属部署の仕事が進まなくなる可能性も

ある。そのような時は所属部署で調整し、他部署に協力した職員の業務が過重にな

らないような配慮を行う。 

 

(５) 協力した職員に正当な評価を行う 

自分の業務をやりくりし、時間を作って他部署の業務に協力した職員に対し、正

当に評価を行う。評価指標を新たに作り出すことは難しいが、多くの市町村で行わ

れている人事評価制度において、自発的な自己研鑽と同様の評価を行ったり、職務

行動記録に記録したりすることで評価指標とできるのではないだろうか。自発的に

協力した職員やそのフォローを行うなどの影響を受けた職員に不公平感を感じな

いような評価を行うべきである。 

 

２ 職員一人ひとりにおける課題 

 

(１) 自己研鑽を怠らない 

 働く人間として、仕事のスキルアップは不可欠である。加えて、自分の好きなこ

とを活かした技能の研鑽に励み、オンリーワンな職員を目指す必要がある。 

 

(２) 自分の持つ技能を活かす機会を探し提供していく 

 自己研鑽して修得した技能を持っているだけでは意味がない。自分が持つ技能を

活かす機会を探し、提供していくべきである。自分から技能を持っているとアピー

ルするのが難しい場合は、周囲の職員や役所内で円滑なコミュニケーションを図っ
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ていくことも重要である。 

 

(３) 自分の仕事を見える化し仕事配分をマネジメントする 

 自分の好きなことを活かした技能を活かして、他部署の応援ばかりしていたら、

周囲の職員の理解を得られるだろうか。自分の通常業務を見える化し、仕事配分を

マネジメントすることで「おたすけ瓦版」制度への協力も、所属部署の理解も得ら

れるのではないだろうか。 
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おわりに 

 

私たち３班は、自治体職員の意欲を高める「働き方改革」のための新たな方法論

として調査研究を行った。やりがいを持って働くとかモチベーションを上げる、職

員が生き生きと働くということは、具体的な数値で示せる指標がなく、全て個人の

感覚に過ぎないため、万人に有効な方法論というものはない。毎回の調査研究の中

では、班員が調べたり考えたりしてきた様々な方法論を検討した。対話による人材

育成方法や、メンター制度、戦略的休息など、いずれも興味深い方法論ばかりだっ

たが、 終的にはどこの自治体でも今ある制度を少し工夫することで取り入れるこ

とができると考えた「おたすけ瓦版」制度を提案した。 

調査研究を進める中で、やりがいを持って働いている職員像について話し合った

とき、入所して数年で退職していく若手職員がわずかながらいる、という話になっ

た。自治体職員の退職理由についての統計はないので、班員の経験でしかなかった

が、もし彼らがやりがいを持って働いていたら、退職とはならなかったかもしれな

い。人材育成は時間とお金がかかるため、退職していく若手職員がいることはそれ

だけで地方公共団体にとっては大きなマイナスである。今いる人材を活かしていく

ことは、退職していく若手職員の数を減らすことにもつながるのではないだろうか。 

「働き方改革」は始まったばかりである。改革と名がついている以上、地方公共

団体にも職員にも多少の痛みが生じる可能性がある。しかしながら、自治体版の「働

き方改革」を進めることにより、多様な職員を受け入れることができる自治体の組

織風土が育ち、その中で生き生きと主体的に働く職員が増えることを願う。 
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全体講評 

 

 今年度の研究テーマは、「地方公共団体における働き方改革－人材育成と

ワーク・ライフ・バランス－」であった。自治体行政の大きな転換期にある

現在、行政業務を的確に遂行し、地域住民の福祉を具現化していくためには、

その前提として、自治体職員が働く職場環境の充実、多様な職員の育成、そ

して個々の職員が活躍できる働き方が問われてくる。総じて、自治体職員に

とってのワーク・ライフ・バランスの実現が、行政活動における生産性向上

の重要な条件になってくる。 

 本研修の焦点は、社会全体における働き方改革が求められるなか、自治体

職員にとってのワーク・ライフ・バランスを考えることであった。行政活動

は、人口減少や少子高齢化の本格化に伴って、抜本的な変革が求められてい

るところであるが、民間との大きな違いは、その労働生産性の向上が、つね

に公共性に照らされなければならないという点である。市民の公共の福利を

具現化することが行政にとっての最重要課題である以上、それらを損なう働

き方は認められない。また県や中央省庁との関係や様々な法的拘束を踏まえ

るならば、基礎自治体のみで自己完結する働き方を追求していくことも難し

い。それどころか、行財政改革の一環として職員数が大幅に削減されている

ものの、業務量が必ずしも減少していないことから、職員の業務負担はむし

ろ増加の一途を辿っているのが実情である。 

 

 こうした問題状況を踏まえ、行政職員に可能な働き方改革を総論的に展望

しようとしたのが 1 班であった。基礎自治体は、単独で働き方改革を進めて

いくべきではなく、基礎自治体間・県や国との間・市民との間において、積

極的な連携や業務内容の見直しを図っていくことが求められている、という

視点が基本的な提言であった。所与の業務を自明の前提とするのではなく、

その量と質の双方を問う必要があるとの視点は、極めて重要であると言える。

基礎自治体間では、情報共有や研修といったことから広域連携による政策連

携まで、その可能性は大きなものがある。また、県や国との関係も、地方分

権や自治体の自立の観点から業務移管を問うべきである。さらに市民との関

係で言えば、行政資源の縮減に応じて行政の守備範囲をあらかじめ定めてし

まうのではなく、市民協働によって連携の裾野を開くことが必要である。こ

れは、いわば補完性原理に照らした考え方でもあり、所与の業務を多角的に

とらえ直していくものとして、自治体職員の働き方改革に通底させていくべ

き視点であると言うことができるであろう。 
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 次に、自治体職員の働き方にとって大きな制約となっている職場環境の問

題がある。2 班が焦点を合わせたのは、そのなかでも長時間労働の克服と女

性職員の活躍という点であった。班員が所属する組織におけるアンケートの

調査結果は、組織における労働環境の中では長時間労働を余儀なくされてし

まうこと、育休や時短など子育て支援をめぐる諸制度があるにも関わらず十

分な活用がなされていないことなど、現在の職員の置かれた状況を如実に示

すもので極めて興味深いものであった。しかも、この両方の問題に共通して

見られたこととして、「個人化」の問題が指摘されたことは優れた分析であ

った。組織内において職員が携わる業務は、原則として個人に委ねられるこ

とが多く、効率化を求めようとすればするほど職場でのコミュニケーション

や仕事の共有化は後退していかざるをえない。また出産・子育てについても、

それは個人（家庭）の問題であるとの認識が強いことから、職場の生産性に

おいては支障になるといった位置付けになってしまいがちである。そうであ

るがゆえに、この「個人化」を意識的に超えて、仕事の見える化や業務の共

有、各職員のライフスタイルの尊重を徹底していくという提言は、今後に向

けて必要不可欠の条件となってくると思われる。 

 こうした職場環境の改善を、さらに職員個人の視点からとらえ、仕事にお

ける職員の主体性を積極的に引き出していこうという点に着目したのが 3班

であった。自治体における働き方改革は、どうしても組織全体における生産

性向上という観点と密接不可分であることから、職員個人にとってみれば、

仕事に対する主体性を引き出すところまで徹底して結びついていないとこ

ろがある。つまり、単に職務負担を軽減するというだけでは、やりがいのあ

る働き方改革にはならないのであって、職員個人にとって魅力ある働き方に

なっていかなければ、結局は組織の都合という構図に回収されていってしま

うというわけである。そこで提案されたのが、個人の興味・関心・特技・力

能を職場内部において共有していくという個性的なしくみであり、通常業務

と並行して、そうした人材の可能性を幅広く活かしていくというものであっ

た。固定化した業務を職員にあてがうのではなく、逆に職員の主体性を業務

のなかで活かしていくという発想は、職員のやりがい創出にとって大きな可

能性を秘めていると言える。 

 

 こうしてみると、いずれの班にも結果的に共通していたことは、「共有」

という視点であった。業務・職員の生活スタイル・職員の力能といったこと

を職場環境のなかで共有し、コミュニケーションを図っていくことによって、

職員個人にとっての望ましい働き方が見出されてくるということである。効

率性や合理性のみにとらわれない視点こそ、職員個々人と組織との関係性を

- 118 -



健全にしていく一つのキーポイントであると言える。個人が先か、組織が先

かではなく、開かれた職場環境のなかで一人ひとりの可能性を育んでいくこ

とこそ、これからの働き方改革の不可欠の条件になっていくことであると思

われる。 

 

 いずれにしても、3 つの班において実に質の高い議論ができたのではない

かと思われる。正規の研修時間以外にも作業を続け、少しでも深みのある調

査・研究にしようとした研修生たちの姿勢には、改めて敬意を表するところ

である。この経験を、ぜひ各自の業務に活かしていって頂きたいと思う。 

 また本研究報告書には、これから働き方改革を進めていく上で貴重なアイ

デアや事例が豊富に盛り込まれている。いま何が問われているのか、幅広い

検討がなされているだけに、この研修に留められてしまうのではなく、幅広

い議論に活用されていくことを強く願う次第である。 
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