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３月11日―。大地震、大津波、そして原発

事故の発生で、かつて経験したことのない

未曾有の大惨事となった東日本大震災。さ

らには風評による被害や経済の低迷、政治

の無力など、五重苦、六重苦ともいえる、

世界の歴史上でも極めて稀な大災害へと発

展してしまいました。

ある本に「国が本当に衰えるのは、所得の

低下によってではない。精神の荒廃によっ

てである。今、日本が失いかけていて、し

かし決して失ってはいけないものがある。

それはどのような国難にもくじけない自立

の心と将来への希望である。なぜならば一

人一人の心を取り戻すことが、日本社会や

経済を立ち直らせる唯一の道だからである」

とありました。

希望を持ち続けることが、その希望を達成

するただ一つの方法なのです。志の高さと

は、これを指すのではないかと考えます。

国民が力を結集し、力強く歩んでいかなけ

ればならない今こそ、行政のあり方を考え

直し、改革するチャンスなのです。

芝山町は、成田国際空港に隣接した町です。

さまざまな問題や課題を抱えながらも、昭

和53年に空港が供用開始され、以来「共

生・共栄」への道を歩んできました。現在

は地の利を生かし、「農業・空港・観光」を

基幹産業の三本の矢として位置づけ、さら

なる飛躍を目指しています。

今日、地方自治体は、地方分権から地域主

権への変化の真っ只中にあります。そのた

めに、行財政改革や規制緩和をはじめ、業

務の「量の増大」・「範囲の拡大」・「質

の向上」が求められています。それらを踏

まえ、さらなる住民のニーズに応えるため

に、本町では現在11課２局２室ある組織を、

本年10月１日から５課２局１室に改編する

機構改革を進めています。住民の信頼と期

待に応えるためには、職員一人一人の力が

不可欠であり、職員が住民と同じ目線で改

革を進めていかなければなりません。今後

は、職員との意見交換を重ねることで互い

に理解し合い、将来に向けた「持続可能な

基礎自治体」を目指して進んでいきたいと

考えています。
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職員力の強化・機構改革
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1955年北海道生まれ。札幌南高校卒業。東京教育大農村経済学科卒。
1989年から英国で開発されたセルフマネジメント手法「A Time」の極東での普及に着手。
その後「セルフマネジメントスキルBook」「ザウルスで仕事革命」「続・ザウルスで仕事革命」

（共にTBSブリタニカ）を上梓し、独自のマネジメント理論と手法を、出版・セミナー等で展開。
企業経営者、ビジネスパーソンはもちろんのことコンサルタントや同業他社からの問い合わせ
も多い。
1998年「仕事を科学する」（東洋経済新報社）を出版後、いち早くWebでのセミナーにも着手。

日本で数少ないタイム・セルフマネジメントをデータで紹介できる専門のコンサルタント。近
著に『金融機関支店長のための仕事力養成講座』や、ロングセラーとして『図解　仕事ができ
る人のタイムマネジメント』など十数冊の著作がある。

特　集　「効率よく仕事をするには」特　集

　働きながら私生活も充実させられるように、職場や社会環境を整える「仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」とその行動指針が政労使の合意の上、平
成19年12月に策定されました。 
　ワーク・ライフ・バランスの推進は、中長期的・持続的発展につながる「未来への
投資」であり、着実に進めていくことが重要です。それを実現するためには「仕事の
効率化を上げる」、「残業を当たり前と考えている体質を改善する」などと考えてい
る人が多いようです。 
　行財政改革で人員が削減され、かつ高度情報化社会が進み、住民ニーズも複雑・
多様化して業務量が増加している状況の中、どのように仕事を進めていけばよいの
でしょうか。 
　東日本大震災に伴う電力不足に対応するため、地方自治体では節電対策の一環とし
て、ノー残業デーやサマータイムの導入など時間の使い方に着目しています。今回の
特集では、限られた時間の中で有効に時間を使い、仕事の効率を上げるためのタイム
マネジメントについて理解を深めると共にその手法を学び、実践している民間企業の
事例を紹介します。 

NPO法人日本タイムマネジメント普及協会 理事長 行　本　明　説（ゆきもと　あきのぶ）

PART 1 ちょっとの努力で大きな成果を出す
タイムマネジメントの導入

PART 2 NECネットワークプロダクツ㈱
「タイムマネジメントを導入して」
事業計画室グループマネージャー 渡　邊　幸　平（わたなべ　こうへい）

●株式会社仕事の科学研究会　代表　URL：http://www.450.co.jp
● NPO法人日本タイムマネジメント普及協会　理事長
URL： http://www.jtime.or.jp E-MAIL： info@jtime.or.jp
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NPO法人日本タイムマネジメント普及協会
理事長 行本　明説

ちょっとの努力で大きな成果を出す
タイムマネジメントの導入

第一部

――――――――――――――――――――――

「個人、チーム、組織で取り組む

タイムマネジメント」

――――――――――――――――――――――

蘆誰にでも、どんな仕事にもあてはまる仕事の

原理・原則

タイムマネジメントの指導を始めてから今年

で23年目になります。この間ずうっとタイムマ

ネジメント一本ですから、ひょっとすると日本

で一番古いタイムマネジメント専門のコンサル

タントかもしれません。

この20数年間、日本はホワイトカラーの生産

性向上だとか、時短だとか、昨今ではワークラ

イフバランスとか言われ続けていますが、正直

なところ一向に成果が出ていません。

今回事例紹介で登場いただいた旧東北日本電

気さんは稀有
け う

な事例といって良いと思います。

日本はモノづくりの世界ではリーディングカ

ンパニーですが、一人あたりの生産性ではホワ

イトカラーも入れると世界ではG7ではビリ、

OECD参加国30国中20位前後です。つまり、ホワ

イトカラーの生産性が著しく低いということに

なります。

本題に入る前に、今回のテーマである、タイ

ムマネジメントについての認識を読者の方々と

共有しておきたいと思います。

タイムマネジメントを直訳すると「時間管理」

です。しかし、この言葉は実は極めて非論理的

です。多くの人が、「時間管理」と聞けば時間を

コントロールし自在に操る術と考えると思いま

すが、一日24時間、一年365日を変える事は不可

能であり、一分を長くする事も短くする事も不

可能です。つまり、時間管理という言葉は、極

めて具体性に欠ける観念のみで成立している言

葉と言えます。

しかし、私達は日常の中で、何の気なしにこ

の非論理的な「タイムマネジメント=時間管理」

と言う言葉を多用しています。結果、非論理的

な言葉を、仕事をする上で使う事で、仕事その

ものも非論理的な状態になっていると考えられ

ます。その上、「タイムマネジメントを学ぶ前に、

仕事というものを明確にしなければ前には進め

ない」という状況に置かれている事に、気付け

ていないという状態になってしまっています。

現に、私がタイムマネジメントのコンサルタ

ントをはじめた23年前から、現在までホワイト

カラーの生産性向上は常に叫けばれています。

ですが、ホワイトカラーの生産性が劇的に向上

したと言う話は、聞いたことがありません。つ

まり、日本のビジネス界が非論理の呪縛
じゅばく

から抜
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けきれてないと私は考えております。

そこで、この呪縛から解き放たれ、劇的に生

産性を向上させる為に、非論理的な「タイムマ

ネジメント＝時間管理」のイメージを排除し、

今一度「タイムマネジメントとは？」と考えて

みましょう。

まず、タイムマネジメントとは、時間の管理

ではなく、「時間の使い方」の事だと言うことは

皆さんも理解されたと思います。「時間の使い方」

という発想に立った時に当然のように何の為に

「使うのか？」という疑問が生じます。そして、

ビジネスの世界で、それは、仕事を効果的・効

率的に進めるために使う、と言う答えにつなが

ります。

つまり、タイムマネジメントは「時間管理」で

はなく、「仕事の管理」と言うことになります。

この認識に立つ時に、はじめて、ホワイトカラー

の生産性の具体策が見えてくると言えます。この

考え方を具体的なスキルに落とし込んだ時、例

えば、１日の仕事をスタートさせる時にその日

の仕事をリストアップしてから始める人と、た

だ漠然と始める人とでは1日の成果に大きな差が

生じることは、容易に想像できます。前者は、

間違いなく「仕事の管理」を行っていると言え

ます。自分の仕事をリストアップすることを小

協会では、仕事のさばき方のスキルの一つとし

て「仕事の棚卸し」と呼んでいます。

ここまで読んで、タイムマネジメントは「時

間の管理」ではなく「仕事の管理」だと言う認

識に立ってもらえたと思います。そこで、次に

「仕事とは？」と言う点でも共通の認識に立って

いただこうと思います。管理すべき対象である

仕事の捉え方がマチマチだと、その管理手法も

マチマチになるのは当然の事です。現に企業変

革等の取り組みが目覚しい成果をあげえない背

景には、取り組みをしている個々の仕事に対す

る捕らえ方の相違が原因であると言うことが、

今までの企業指導等での経験から言うことが出

来ます。

では、「仕事」についての共通の認識を得るた

めの作業をして行くと同時に、本稿の元となっ

ている考え方についても説明させていただき

ます。

まず、「両極併存」という考え方、物事の捉え

方です。両極併存とは、対極（局）にある二つ

のものによって、１つの事が成り立っていると

いう見方です。例えば、電気は「＋」と「－」

で成り立っていますし、磁石は「Ｓ極」と「Ｎ

極」で成り立っています。もっと身近な例を挙

げれば、100円玉は「表」と「裏」があって初め

て100円玉として認識されます。この両極併存と

いう考え方は、人や状況などで、時々刻々と変

化するために実態を捉えるのが難しい複雑系の

物事を簡単明瞭に捉えるのに大変適しています。

では複雑系である「仕事」を、この両極併存で

捉えてみましょう。まず、「何をやるか？」で仕

事を捉えると、「事前に分かる仕事」／「突発的

な仕事」の両極となります。同様に「誰が？」

という切り口で仕事を考えると、「自分一人でや

る仕事」／「他人と共同でやる仕事」となりま

す。また、「どのように？」と考えた時には、

「継続的にやる」／「企画・単発的にやる」の二

つになります。最後に「何の為に？」と考えれ

ば、「パフォーマンス（売上・サービス提

供）」／「リソーセス（組織維持）」となります。

両極の二つのセット以外の仕事がないことがわ

かります。すべての仕事を上記の両極で捉える

ことが可能です。この考え方・捉え方は仕事そ

のものを定義したものではないのですが、仕事

の実態は十分に把握することが出来ます。

つまり、分類法として論理的なのです。また、
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論理的なだけではなく、この分類法は社長から

新入社員までにいたるまで、すべての人の仕事

に共通にあてはまる分類法でもあります。すべ

ての人に当てはまるという事で、当社ではこれ

をパソコンのOSになぞらえて「仕事のO

（Operating＝進め方）S（Standard＝標準）」と呼

ぶことにしています。これが、マチマチになり

がちな仕事の捉え方を、ある一つのルールで共

通認識するための手法です。実はこの分類法に

タイムマネジメント、つまり時間という切り口

を重ね合わせると、実に興味深いデータを得る

ことが出来ます。それは、両極にあるそれぞ

れの２つの仕事に対する投下時間の割合とい

うデータです。例えば、「自分一人でやる仕事」

と「他人と共同でやる仕事」の割合は、40：60

となるのが一般的（業種・業態・規模にかかわ

らず、各社近似してくる）です。また、同様に

「事前に分かる仕事」と「突発の仕事」の割合は、

75：25となるのが一般的です。

この「仕事のOS」による仕事の分類は、私達

の仕事を単純化して、分かりやすくし、結果、

仕事の改善策も容易に分かるようにすることが

できます。

蘆仕事の成果を出す三つのスキル

仕事の「OS」でわかるように仕事は誰がやっ

たかでみると、実はたったの二つの仕事しかあ

りません。そのひとつが「自分一人でやる仕事」

と「他人と共同でやる仕事」です。これは新入

社員にも社長にもあてはまる仕事の原則といえ

るものです。「自分一人でやる仕事」とは、書類

作成やPC入力などのデスクワークです。一方、

「他人と共同でやる仕事」とは、会議、打合せや

商談などです。

次に、この二つの仕事をやるためのスキル

（技術）を考えてみます。「自分一人でやる仕事」

を上手にやるには、その仕事の専門知識（ナ

レッジ）は是非とも必要です。一方、「他人と共

同でやる仕事」は、会議や商談など、必ず目の前

に相手がいる仕事なので、意思疎通のための、コ

ミュニケーションの技術はとても重要です。

このようにみると、仕事には二つの仕事があ

り、その仕事を上手にやるための技術としてナ

レッジとコミュニケーションは不可欠だとわか

ります。しかし、この二つの技術がいくら長け

ていても、本当の意味で、仕事を上手にこなす

ことはできません。この二つの技術を最有効に

活用するための、パソコンでいえば、OSのよう

な技術が必要です。この技術を小協会では「さ

ばき方」の技術と呼ぶことにしています。

さて、この三つのスキルと、個人と組織の関

係を考えると、図１のようになります。

図１
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各個人は、三つのスキルの修得に取り組むこ

とになります。チーム、組織は、この三つのス

キルを各個人が存分に発揮できる環境整備を行

うということになります。

では、三つのスキルを見ていきましょう。コ

ミュニケーションについては後述します。

次にナレッジですが、チーム・組織では情報

の共有化に力を入れていますが、一向に成果が

出ていないのが実情でしょう。その理由は、一

人一人にナレッジの蓄積が少ないからと考える

ことができます。少ないので共有化もできない

といえます。一人一人にナレッジを蓄積する方

法も実は、簡単です。一日の仕事の中で一番大

事だった仕事について、うまく行った点と、改

善すべき点の双方を一日の終りにまとめるとい

うことです。まとめるだけで、自分の長所・弱

点がわかります。わかるだけでなく、スキルア

ップの情報が入りやすくなります。いわば、心

の中にパラボラアンテナが立てられた事になり

ます。３ヶ月もすれば各個人のナレッジの蓄積

は増大し、それがチームの情報の共有化に良い

結果をもたらすことになります。

３つ目のさばき方については、仕事のしくみを

捉えるということです。具体的には仕事には「は

じめ」と「おわり」があります。「はじめ」は一

人一人の個人にしか管理できませんが、「おわり」

は管理者が管理することができます。一人一人は、

仕事の「はじめ」を手帳やスケジュール帳に書く

などの開始のマネジメントに力を注ぎ、管理者は

仕事の「おわり」を明確に部下に伝えるというこ

とが成果を出す簡単な方法です。

蘆原理・原則をはずした成果の出ない取り組み

どんな仕事にも、誰がやる仕事にも共通する

仕事の原理・原則があることはご理解いただけ

たと思います。では、実際のビジネス現場で取

り組まれている様々な生産性向上の取り組みを

この原理・原則で判定してみましょう。

まずは各自のモチベーションを維持させるた

めの制度としてのジョブローテーションについ

て考えてみましょう。みなさんも経験があると

思いますが、人事異動で新しい職場に赴任する

と長時間労働になったり、スキル不足からスト

レスになったりと様々な問題を引き起こすこと

が良くあります。これらが発生する根本原因は

新しい職場の仕事を遂行するのに必要な専門知

識（ナレッジ）が不足、欠乏していることによ

ります。実務経験が長くなるとナレッジの欠乏

をコミュニケーションスキルと仕事のさばき方

のスキルで補うわけですが、この二つも未熟な

スキルだと長時間労働にまっしぐらということ

になります。情報化社会でかつ行財政改革で人

員が減っている状況でのジョブローテーション

はいたずらに長時間労働とストレス過多を誘発

することになっているかもしれません。

次は、一日の一定時間を集中して事務作業に

あたる「頑張るタイム」を見てみましょう。１

時から３時まで私語禁止、社内電話禁止で集中

して事務作業を行えば、残業が「０」になりま

すという手法です。日本では20年近く前に某化

粧品会社が導入し１年持たずに取り組まなくな

りました。某銀行も導入を試みましたが結局定

着させることはできませんでした。ただ、例外

的に某アンダーウエアメーカーは定着したと言

われています。現場をみていないのですが、仕

事の原理・原則から考えると非常に危険な取り

組みと私には思えます。理由は、仕事のスター

ト時間（１時から…）を会社、上司から指示さ

れて、やる気を持って楽しく仕事が出来るかとい

うことです。上司にこの仕事は１時から、あの仕

事は３時からと指示、命令されて平常心でいら

れる人はそうはいないはずです。つまり仕事の
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スタートは各自に任されているということです。

この点を組織が管理することでモチベーション、

やる気は一気に低下することになります。

この他に水曜ノー残業デーやフレックスタイ

ムの導入など様々な仕事の原理、原則を逸脱し

た取り組みが溢れかえっています。これでは生

産性を向上させるどころか逆の結果に著しい生

産性の低下を招いてしまいます。

蘆仕事の 6 割以上はコミュンケーション

さて、ここで先ほど簡単にふれたコミュニケー

ションについてちょっと掘り下げてみましょう。

私たちの仕事は主に「ナレッジ」を駆使する

「自分一人の仕事」とコミュニケーションを駆使

する「他人と共同の仕事」の二つしかありませ

んでした。そしてこの二つの割合は一般的に

40：60です。部下が多かったり、対人業務の多

い人は30：70とか20：80と「他人と共同」が多

いということになります。

ここで重要なことは私たちの仕事の６割以上

がコミュニケーション絡みだという事実です。

つまりコミュニケーションに支障が生じると仕

事もうまくいかないということになります。ま

た、仕事を「はやく」するとは、コミュニケー

ションを「はやく」すると置き換えることもで

きますし、仕事の「量を増やす」とは、コミュ

ニケーションの「量を増やす」ことに、仕事の

「精度をあげる」のはコミュニケーションの「精

度をあげる」ことにつながることもわかります。

逆に情報化社会でコミュニケーションの量が増

えたことにより結果として仕事（業務量）が増

大しているとも言えます。

またメールや携帯電話などのITツールの発達

により、従来はブラックボックスだったホワイ

トカラーの仕事が計測できる、見える状態にも

なってきていることにもなります。

つまり月間のメールや業務で使っている携帯

電話の受発信数はコミュニケーションの量の把

握を可能にしてくれています。メールなどの受

発信数が少なくて業績が良い人はよほど要領が

良いか、裏で良からぬことをしているかもしれ

ません。小協会ではメールなどの受発信数と業

績の相関に注目しデータ収集もしています。

では次にコミュニケーションの基本的なスキ

ルを考えてみましょう。コーチングやプレゼン

テーションスキル、会議のファシリテーション

など昨今コミュニケーション絡みのトレーニン

グや書籍がたくさん出ていますが、成果は出て

いるでしょうか？

コミュニケーションスキルを向上させるにも

データからアプローチしてみましょう。私たち

のコミュニケーションスキルは原則的に「聞く」

「話す」「読む」「書く」の四つから成り立ってい

ます。そしてこの四つの使われる頻度は45：

30：15：10です。

これをもとに両極併存で考えみましょう。「聞

く」「話す」は音声情報、「読む」「書く」は文字

情報です。そしてその使われる頻度は75：25と

いうことになります。全職員にメールアドレス

を持たせてもコミュニケーションが良くならな

いのはこれで説明がつきます。メールは25％の

文字情報を担保しています。大半を占める音声

情報はカバーしていません。また、「聞く」「読

む」は受信といえますし、「話す」「書く」は発

信といえます。

そしてその割合は60：40です。私たちのコミュ

ニケーションの半分以上は受信だということで

す。受信能力（聞く力、情報収集能力など）が弱

いと仕事がうまくいかないことにつながります。

では、ここで次の二つの文章を読んでどちら

がわかりやすいかチェックしてください。
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１．「美しい国日本」

２．「所得倍増計画」

両方とも６文字の日本語です。多分ほとんどの

方がわかりやすいのは「下」と答えるだろうと思

います。もし仮に「上」と考えたあなた、その素

敵な感性は宝物です。大事にしてください。

なぜ「下」がわかりやすいかを考えると、コ

ミュニケーションの達人に近づくことができま

す。「下」には客観情報（誰が見ても同じ認識）

が入っています。それは「倍増」です。この国

では倍増は「２倍」で意義をはさむ人はいませ

ん。では、「上」には客観情報はあるかというと

ありません。その代わり客観情報の対極の主観

情報（人によって認識が異なる）が入っていま

す。それは「美しい」です。ということでビジ

ネス情報は客観が大事と一般的には思われてい

ますが、もう一度「下」の文字列をじっくり読

んでください。客観情報だけですか？主観情報

はありませんか？所得倍増かあ、給料が倍だあ、

そうなったら「うれしいなあ」という気分にな

りませんか？実は「下」の文字列は客観情報だ

けでなく巧みに隠された主観情報を誘発する仕

組みが組み込まれています。政治家のステーツ

メンツとしては珠玉の名作だと私は思います。

つまり、コミュニケーションスキルのポイン

トは主観と客観のバランスにあると小協会では

考えています。

蘆ちょっとの努力で大きな成果を出すには？

さていよいよ本稿のメインテーマである

「ちょっとの努力で大きな成果を出す」方法に

ついて説明したいと思います。まずは、成果をしっ

かりと定義してみましょう。成果は生産性とも置

き換えることができますので、小協会が独自に

開発した（昨今異常なほど小協会の考え方ノウ

ハウが模倣されていますので独自開発を強調）

生産性の方程式を紹介します。

生産性＝質×量／投下時間

となります。この方程式から生産性の向上は三

つの取り組みから成り立っていることがわかり

ます。ひとつは分母である投下時間を少なくす

る取り組み。二つ目は量を増やす取り組み。三

つ目は質を向上させる取り組みです。簡単にい

えば、「少ない時間で処理する」「より多く処理

する」「より上手に処理する」の三つです。

そしてこの三つには難易度をつけることが可

能です。一番簡単なのは過去にやった経験があ

れば投下時間を少なくする取り組みです。これ

をステップ１とするとステップ２は量を増やす

取り組みです。そしてステップ３は質を向上さ

せる取り組みとなります。つまり生産性の向上

の取り組み、ちょっとの努力で大きな成果を出

す取り組みは、技術のレベルがあるということ

です。上手な人もいれば下手な人もいることに

なります。みなさんは現在どのステップになり

ますか？ステップ１の人は、早いとこ卒業して

ステップ２、３とスキルアップしてください。

ちょっとの努力で大きな成果を出すには、今

までよりちょっと少ない時間で、今までよりち

ょっと多めに、今までよりちょっと上手に仕事

をさばくことによりもたらされます。そしてそ

れを実現するために、「ナレッジ」「さばき方」

「コミュニケーション」のスキルを各自は日々向

上させると同時に、チームや組織は各自がスキ

ルアップできるような環境整備もしなければい

けないことになります。

チームや組織は強制的に生産性向上の取り組

みを個人にさせるのではなく、この三つのスキ

ルを個人がスキルアップできる環境を整備する



ちょっとの努力で大きな成果を出すタイムマネジメントの導入

クリエイティブ房総　第82号 9

ほうが良いと小協会では考えています。

第二部

――――――――――――――――――――――

「大分県班長研修の風景」

――――――――――――――――――――――

小協会では全国の県庁職員の方々や市町村の

職員の方々にちょっとの努力で大きな成果の出

る方法を研修でお伝えしています。本稿では６

月に実施した大分県の事例を紹介させていただ

きます。

蘆研修実施の背景

大分県でタイムマネジメント研修を実施する

のは今年で二年目です。今年も昨年と同様に多

くの職員の方にご参加いただきました。

参加対象者は新任班長さんで業務多忙で長時

間労働の改善だけでなく部下、後輩指導などの

OJTも実施しなければならない立場なので、それ

らを上手にさばくための研修として実施されま

した。実は小協会の研修、トレーニングコース

は責任指導を標榜し定員などもあるのですが、

今回は定員をはるかにオーバーする参加者の申

し込みに研修の事務局もびっくりという状態で

した。それだけ今回の研修の内容に期待がもた

れていたということになります。

当日はその期待に応えるために襟をただして

壇上に立たせていただきました。

蘆カリキュラム案

当日の研修のあらましをカリキュラムとして

紹介します。

１） オリエンテーション：本稿でお伝えしたよ

うな概論をお伝えしました。９時開始。

２） ワークスタイル：仕事への積極性が「質」

に現れているか「量」に現れているかを確認

し、そこから生じる業務処理上の問題点を整

理しました。

３） 遅延対策：ワークスタイルの対極である仕

事への消極性を仕事の遅れで確認しました。

遅延が生じるしくみを学びその対処方法をお

伝えしました。

４） お昼休み宿題：10分程度の作業でできる一

日の業務をリストアップしていただき投下時

間もシートに記入していただきました。通常

は食事の後に宿題作業をするのが一般的です

が、大分県庁職員の方々は宿題を処理してか

ら食事に行かれたのでびっくりしました。早

くも遅延対策講義の成果？!

５） 四つの時間：仕事の原理・原則から導かれ

る上手な仕事のさばき方の例として勉強しま

した。「自分一人」と「他人と共同」さらには

「はじめ」と「おわり」をかけわせると四つの

時間になります。「自分一人」のはじめとおわ

り、「他人と共同」のはじめとおわり。この四

つの時間を日々どのように管理しているかを

グループ討論すると同時に、現状のグループ

ウエアの問題点や、上手なスケジュール管理

の方法をお伝えしました。

６） 効果的な優先順位：モノづくり現場の定番

は「ムダとり」ですが、ホワイトカラーでは

「無駄」の対極「大事」がはっきりしないと成

果がでないことを学び、その大事な仕事の見

つけ方をお伝えしました。と同時にお昼休み

にリストアップした業務を勉強した優先順位

別に集計し、改善ポイントや仕事の進め方の

どこに問題があるか、さらには人材不足にど

う対応するかまで勉強しました。

７） 魔法のシート活用：一日勉強したことを明

日から現場で実践できるように、小協会が開

発した仕事の成果がみるみる上がるシートの
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活用法と、活用法の中で本稿でもご紹介した

コミュニケーションについて掘り下げて勉強

しました。（シートとその活用方法は本稿の末

尾のドメインにアクセスしてください。ダウ

ンロードができます。）

８） おさらい：一日のおさらいをし、４時半に

終了しました。

蘆参加者の感想紹介

以下に参加者の生の声を紹介します。

＊時間が短かったのが残念です。できれば２日

間研修を受けたいです。

＊もっと深く学習してみたいので、HPのeラー

ニングに取り組んでみたいと思っています。

＊２日間のセミナーをぐっと凝縮していただい

たが、真髄を理解するまでには至っていない

と思う。WEBを使った事後指導を是非利用さ

せていただきたいと思います。

＊２日間コースをじっくり受講したい。

＊フラット化のデメリットを少しだけ伺ったが、

今後の行政組織はどうあるべきか伺いたい。

ファイル術も伺いたかった。

＊講義を聴いて実践できるような気になったけ

ど、実際職場で部下にもやってもらおうとす

ると、納得してもらえるかなと少し疑問です。

特に、仕事の質には個人差があると思うので、

どこまで求めるかが難しいと思います。

＊仕事の仕組みなど、考えたこともありません

でした。行き当たりばったりの仕事のやり方

と終止符が打てるかもしれないと思える貴重

な講演をありがとうございました。

＊ひとつでも二つでも、今日の研修で教えてい

ただいたことを実践していけるように取り組

んでみたいと思います。

＊巧みな話術についひきつけられる感があり、

とても良かった。

＊勉強になりました。

＊ボリュームがありすぎです。

＊研究生の考えと講師の答えがかみ合わないと

ころが興味深い。

＊実務にすぐ使える内容で、大変勉強になった。

＊本日はありがとうございました。2日間で実施

していただきたかったです。

＊初めて知る内容が多く、有意義でよかった。

＊もっと若い時期に聞きたかったです。

＊楽しかったです。

＊短時間での学習は難しいところがあった。

＊これまで「仕事術」等の書籍を参考としてき

たが、８割が否定され、不安になった。

最後に本稿を更に深めたい方のためにeラー

ニングのドメインをお伝えします。無料ですの

でどんどんアクセスしてスキルアップに役立て

てください。

http://www.jtime.or.jp/wbt/chiba.htm

厳しい時代になりました、次の世代に豊かな

国を残すためにも、本稿が少しでもみなさまの

お役にたてば幸いです。
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１．はじめに

NECネットワークプロダクツ㈱はNECの生産子

会社であるNECワイヤレスネットワークス㈱（福

島市）、東北日本電気㈱（一関市）、NECアンテン

㈱（府中市）の３社が統合し、今年４月に設立さ

れました。本誌では旧東北日本電気㈱（以下、

NEC東北）が５年間にわたり取り組んだタイムマ

ネジメントについてご紹介いたします。

２．タイムマネジメント取り組みの背景

NEC東北は1994年から生産効率向上を目指し、

製造部門を中心に生産革新活動に取り組んでき

ました。全製造ラインを対象にした精力的な取

り組みにより、年々着実な成果が出ました。製

造部門の革新が進んだことにより、目は事務部

門に向けられ、事務部門の革新活動に着手する

こととなりました。活動は2000年に開始し、事

務部門も製造部門同様に、効率向上の目標値を

掲げ展開しました。しかし、製造部門のような

成果を出すことは難しく、当初の目標を達成す

ることはできませんでした。

“なぜ、事務部門は製造部門のように成果を

出せないのか？”プロジェクトを組織し検証し

たところ、“日々何が大事な仕事なのかがはっき

りしている製造部門”と、“大事が日々変化する

事務部門”では根本的に異なることが分かりま

した。製造部門と同じような取り組みでは成果

を出すことは難しいとの結論に至りました。そ

こで、事務部門に適した取り組みはないものか

とインターネットで検索したところ、ホワイト

カラーの時間管理から仕事の進め方等のマネジ

メントスキル向上を開発・普及している日本タ

イムマネジメント普及協会に辿り着きました。

３．業務診断による課題提起

同協会では、ホワイトカラーの業務診断を実施

していることから、早速、事務職全員を対象に業

務診断を受けました。診断は90問のアンケート

（五者択一）にチェックするだけの簡単なもので

した。アンケート実施後、さらに診断の深堀を図

るため、部門長９名と任意に選出した主任･担当

者22名を対象に、同協会コンサルタント陣によ

るヒアリングが実施されました。

アンケート結果およびヒアリングに基づく診

断の結果、NEC東北事務職の「仕事の進め方」

としては

①仕事の優先順位が混乱している。

②仕事の棚卸ができていない。

③仕事を抱え込む傾向がある。

の３点が課題であるとの報告をいただきました。

NECネットワークプロダクツ㈱「タイムマネジメントを導入して」 PART 2
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４．まず総務部門で取り組み開始

３点の課題を克服すれば業務効率向上が図れ

ると確信し、取り組み案を検討しました。具体

的な取り組みとしては“今日、自分が取り組む

大事な仕事”を１つ掲げ、業務遂行するという

簡単なしくみを考えました。しくみのシートは

エクセルで作成（図１）し、トライアル部門と

して総務部門を指名し、2006年12月に取り組み

を開始しました。

この取り組みは、個々人の作業スタイルに入

り込むことから、展開には静かな抵抗が予想さ

れました。そこで、展開に当たっては、いきな

り全社展開は行わず、まずはトライアル部門を

指定して、施策の有効性を検証するとともに成

功体験を作り、全社展開を行うことにしました。

「今日の大事」シートは、メンバー全員が見るこ

とができるようにもしました。これは一種の

“見える化”の取り組みでもありました。

総務部門における取り組み当初は、“大事な仕

事”の特定ができない者もおり、部下が記入した

「今日の大事」を上司が確認し、「本当に大事な仕

事は何なのか」を、対話を通してすり合わせを行

いました。簡単なしくみでの取り組みでしたが、

月を追う毎に各人の業務効率が進み、成果として

長時間残業者の改善や休暇取得増に現れました。

（図２）

５．全社展開へ

総務部門における成功を機に、次年度、全社

展開を決断しました。展開にあたりタイムマネジ

メントツールもエクセルシートから、グループ

ウエアのスケジューラ活用（図３）にシフトし

ました。

【図１】「今日の大事」シート
【図２】総務部門の取り組みと時間外推移

【図３】スケジュールの登録画面（カスタマイズ前）
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スケジューラには、大事な仕事の場合、画面

の「重要」をチェックすると太文字に表示され

る機能があり、“今日の大事な仕事”を特定する

ことに役立ちました。

また、予定区分も「定例業務」や「プロジェ

クト業務」の項目を追加するなど、システムを

カスタマイズして使い勝手を改善しました。

全社展開の目標としては、自主的取り組みを

基本とし、事務職一人ひとりの「仕事の進め方」

スキルを向上させることと、2007度末までにス

ケジューラ活用率80％を掲げました。まずは、

システムに慣れ親しんでもらうことを優先し、

最初は入力内容について特に言及せず、各人の

予定を各人の判断で自由に入力することにしま

した。

６．目標達成に向けて

スケジューラ活用と併行して、「仕事のしくみ」

（理論）を理解することも重要なことから、月１

回のセミナーを６ヶ月間にわたり実施しました。

セミナーは管理職のリーダーシップを期待し、

まず部課長を対象に、日本マネジメント普及協

会の行本氏を講師に実施しました。受講後は、

部課長自らが率先してタイムマネジメントを実

践し、さらに自部門でのリーダーシップが図ら

れ、当初目標にしていたスケジューラ活用率

80％は、12月時点で達成することができました。

しかし、中には頑なに自分スタイルを貫き、

全く取り組みに参加しない者もいました。

本取り組みは自主性を尊重し、強制しないこ

とを当初から掲げていたことから、何が取り組

み難いのか、何が障害になっているのか、改善

すべき要望・提案を真摯に聞く場の必要性を感

じ、全課長を対象にした懇談会を開催しました。

この懇談会では本音の意見や要望を聞くことが

できました。意見・要望を大別すると

①他人に公開したくないスケジュールがある。

② タイムマネジメントの取り組み主旨が、まだ

よく分からない。

③スケジューラ機能についてよく知らない。

という３点に集約されました。

意見・要望の対応として、公開したくないス

ケジュールを、他人には「…」で表示されるよ

うに追加のカスタマイズを行いました。さらに

主任・担当者対象に“仕事の進め方”セミナー

と併せ、取り組み主旨・スケジューラ機能操作

の説明会を実施しました。

７．取り組み成果検証

トライアルで取り組んだ総務部門では、顕著な

成果が見られましたが、全社展開ではどうかとい

うことで検証を行いました。特に“スケジューラ

NECネットワークプロダクツ㈱「タイムマネジメントを導入して」
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特　集　「効率よく仕事をするには」

を上手く活用している部門は、取り組み以前よ

り残業時間や休暇に変化が見られるはず”とい

う仮説のもと検証を行いました。具体的に2008

年度データで検証したところ、スケジューラ活

用率の高い部門では、残業時間の改善が図られ

ており、逆に活用率の低いところでは残業時間

に変化のないことが確認できました。（図４）

さらにスケジューラ活用率の高い部門は、休

暇取得が取り組み以前より増加傾向にあること

もデータで確認することができました。単年度

データでの検証ではありましたが、タイムマネ

ジメントはワーク・ライフ・バランス施策とし

ても一定の効果が望めることも分かりました。

８．定着に向けた取り組み

2009年４月、NEC東北は大規模な組織改正を

行いました。この機に乗じ「09年度さらなるル

ール定着で文化・風土へ」のキャッチフレーズ

を掲げ、タイムマネジメントの新たな目標を設

定しました。これまでは、ただスケジューラの

活用率だけを目標にしてきましたが、ステップ

アップとして「今日の大事」入力率を目標に追

加しました。（図５）

従来、手帳などに記入していた会議・打合せ

や来客のスケジュールは、誰もが入力し易いもの

ですが、個人として取り組む「今日の大事」入力

は、予想した通り苦戦し、数ヶ月は多くの部門が

【図４】スケジューラ入力と時間外削減の相関図

活用度と時間外削減の関係がある程度認められる。
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2009年４月組織改正で、各部リセットでスタート 【図５】2009年度全社目標 

【全社目標】 
他人との共同入力 ： 60％（４月）、70％（５月）、80％（６月） ＋ 今日の大事入力 ： 60％（７月）、70％（８月）、80％（９月） 

（自分一人の仕事） 
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NECネットワークプロダクツ㈱「タイムマネジメントを導入して」

目標未達となりました。タイムマネジメントの取

り組みが定着しだしただけに、ここにきての目

標未達は活動にブレーキがかかる恐れがあるこ

とから、間髪入れずフォローアップセミナーを

実施しました。

９．目標達成

フォローアップセミナー実施により、個々人

にとってこれまでの整理とさらなる理解が深ま

り、９月末には「今日の大事」入力の目標を全

部門が達成しました。タイムマネジメントの取

り組みを理解しながら、且つ「仕事の進め方」

を実践した成果であり、2011年３月には98.9％に

達し、ほぼ全員が“今日の大事”を入力するに

至り、一つの企業文化になりつつあります。

10．むすび

タイムマネジメントの取り組みは、新会社に

なり現在でも継続し取り組んでおります。

対象者がタイムマネジメントの理論・ノウハ

ウを理解し、共通のツールで情報共有すること

は、個人の仕事力を向上させるだけではなく、

会議メンバーの時間調整や役員を含む社員間の

コミュニケーションにも大いに役立っています。

電話をかける際にも、相手のスケジュールを確

認して、会議や来客の場合は、電話を控える等

の行動変化も生まれています。このレベルまで

に到達したのは、行本氏のご指導と種々の取り

組みがあったからこそではありますが、一番の

要因は、社長を始め会社トップ層の深い理解と

力強い支援があったからであります。それも社

員の自主的取り組みを尊重し、短期間での成果

を求めなかったことにあります。

今年４月、３社が合併し新会社として約半年

が経過しました。新会社としては今、旧３社の

良い活動を全社として取り組もうと種々の施策

を企画しています。タイムマネジメントについ

ても、ツールの全社展開を進めています。

タイムマネジメントの究極的ねらいは、会社

の永続発展と、社員が元気で明るく会社生活を

送れるようにすることにあると思っています。

今後もNECネットワークプロダクツの発展と社

員一人ひとりの幸せに向け、タイムマネジメント

を継続推進してまいります。
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県内情報

柏市議会では、「命を守る２条例」として平成

23年第１回定例会で「柏市がん対策基本条例」

を、平成23年第２回定例会で「柏市自殺対策推

進条例」を超党派議員による議員提案条例とし

て上程・成立させました。昨年の夏ごろから制

定に向けた準備を進めてきましたが、この間、

各分野の専門家や市民活動として積極的に取り

組んでいる方々等をお招きした勉強会を行い、

議員同士で議論を重ねながら条例の条文を練り

上げてきました。１つの会派が主導したり、ま

たは全議員が参加するのではなく、超党派議員

のワーキンググループという「緩やかな集合体」

で条例を作り上げた点が柏市議会の大きな特徴

であると考えています。

「柏市がん対策基本条例」は、10条からなる

条例です。がん診療連携拠点病院が市内に２つ

あるという地の利を生かし、がん検診受診率の

向上等、自治体の枠組みの中で可能な対策を推

進していこうとするものです。この分野の専門

家や、実際にがんに罹患している方などのお話

を聞きながら、試行錯誤の中で条文を書きまし

た。「柏市自殺対策推進条例」も10条からなり、

今後５年間、集中的に自殺対策に取り組むとい

う趣旨から５年の時限条例にしました。事前予

防、発生危機への対応、及び自殺が発生した

後・未遂に終わった後の事後対応を網羅的に盛

り込み、この分野で活動している市民団体、医

療関係者、自死遺族の方などから実体験に基づ

いたご意見をいただき、ワーキンググループ内

で悩みながら条例を作り上げました。両条例と

もに多分野にまたがる施策が求められますの

で、担当者からの積み上げよりも、議会が主導

する形で条例を制定する方が効果的であると考

えます。

議員提案の政策条例を制定する際に執行部と

の関係を気にする方が多いと思います。執行部

の意見を取り入れたのでは議員提案条例の意味

が無くなってしまいますし、議会が勝手に政策

の方向性を定めてしまうのも問題があります。

この点で柏市議会は議会運営委員会において議会

改革を継続的に議論する中で、執行部に一定の

「拒否権」を与えた上で、会派・議員と共同で条

例制定作業を行うことができるように申し合わせ

をしました。実際に作業をしてみて線引きが難し

いと感じる部分もありましたが、執行部の政策

立案機能を高める意味では、議員との共同作業

は刺激を与えたのではないかと思います。

「命を守る２条例」が理念条例であることか

ら実効性を疑問視する声もありますが、条例成

立後に、超党派議員主催で執行部との意見交換

会を開き、踏み込んだ議論を交わしました。議

会では議員に配慮した答弁をしていた担当者が

生の意見をぶつけてきたので、我々にとっても

実りのある機会でした。議会は合議体ですので、

議員個人でパフォーマンスをするのではなく、

日頃から信頼関係を構築しながら、議員同士の

ダイナミックな議論を通じて政策をまとめ上げ

ていくことが議会に求められている本来の機能

であると考えます。

【問い合わせ】

議事課　蕁 04―7167―1451（直通）

柏市議会

市議会議員　古川 隆史

命を守る２条例の制定
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１　実施の経緯
船橋市では、団塊の世代の大量退職、市外出

身職員の増加、業務の細分化などの要因により
歴史や過去の出来事に起因する現状、船橋市の
歩み、他の職場の仕事等、職員として知ってお
くべき知識を得る機会が減少しています。
このような状況の改善を目的とした「市職員

におけるコンセンサス形成とそれを担保するた
めの研修制度の導入について」という提案が平
成21年度の政策実現研修において採択されまし
た。この提案は、職員として求められる基礎的
な知識のコンセンサスを全庁的に図ろうとする
ものでした。
この提案を具体化するために人材育成室で検

討した結果、職員を対象にし、そのクイズの名
称を「ふなばしクイズ」として実施することに
なりました。

２　ふなばしクイズの目的
平成22年７月、「職員に知っておいてもらいた

い」「職員として知っていなければならない」「市
民からよく聞かれる」といった視点で各課から問
題を募集したところ、178問が集まりました。
クイズを通して“船橋に関する知識”を職員に

確認してもらい、職員全体の知識の底上げを図る
こと、また新たな発見や気付きを促し、さらに知
識を広げてもらうことを目的として平成23年２月
から実施しました。

３　ふなばしクイズの概要
出題する問題は、職員向けポータルサイトに

毎回５問ずつ、毎月１日、11日、21日の３回出
題します。

また、答と正答率、各問題の解説は次回の出
題時に公表します。間違いやすい傾向を知り、
職員の多くが不正解だった項目を復習すること
で、職員同士が他課の業務等を理解し、市民か
らの問い合わせなどに適確に対応できるようレ
ベルアップを図っています。
さらに、職員からクイズのキャラクターを募

集し、解答・解説時に紹介することでクイズの
親しみやすさにも配慮しました。

４　今後の動き
２月１日から開始し、６月までに14回、延べ70

問出題してきました。延べ回答者数は3,670人で１
回につき約262人の回答があり、正答率は約65％
となっております。
これからは、問題の内容や出題のタイミングに

ついて、課税時や季節のイベント等も考慮してい
く予定で、職員の様々な情報提供の場としても活
用し、職員全体の知識の向上に結びついてくれる
ことを期待しています。

【問い合わせ】

総務部職員課人材育成室　蕁 047―435―8642

船橋市

総務部職員課人材育成室

職員全体の知識の底上げを図る

「ふなばしクイズ」

地域情報

 平成21年４月に「公共建築物保全課」が発足し、公共施設の一元
管理と民間戸建木造住宅の耐震診断費および耐震改修費の助成、
分譲マンションの耐震診断費の助成を行っています。 
　耐震診断も耐震改修も「委託・工事契約締結前の申請」が必要で
す。まず最初に「公共建築物保全課」への問い合わせを優先するよ
う市民の方に伝えてください。 

今回のキャラクター 
「フナちゃん」 

（北部保健センターのみなさん、
ありがとうございました！） 

建築指導課と答えた人が、119人いました！ 

自宅の耐震（診断・改修）について知りたい市民の方を案内
する先はどの課でしょうか？　（公共建築物保全課　出題） 

○　建築指導課 
○　宅地課 
○　住宅政策課 
●　公共建築物保全課 
○　防災課 

正答率 
○○％ 
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1 事業の目的

本市では、高齢化、核家族化、近隣関係の希

薄化などにより高齢者の孤立が問題とされる中、

親（高齢者）と子と孫を基本とする三世代家族の

形成を促進し、高齢者の孤立防止と家族の絆の再

生を図るため、今年度から三世代同居等支援事業

を開始しました。

2 事業の内容

離れて暮らしていた三世代の家族が、同居ま

たは近隣１km以内に居住するために必要となる

費用について、以下の内容で助成を行います。

（１）基本条件

「親が65歳以上で１年以上千葉市に居住してい

ること」、「孫が18歳未満であること」、「同居また

は近隣に居住している状態を３年以上継続する見

込みであること」等が基本的な条件となってい

ます。ただし、対象者の所得制限等は設けてお

りません。

（２）助成内容

【１年目】

住宅の新築、改築（建て直し）、増築（10㎡を

超える増築）、購入、賃貸借契約に要する費用、

転居に係る引越費用などが助成対象となり、対

象費用の合計額の２分の１と助成限度額50万円

を比較して、いずれか低い額を支給します。

ただし、住宅の新築、増改築、購入について市

内に本店がある事業者と契約して施工等を行った

場合は、市内業者育成の観点から、助成限度額を

100万円としました。

【２年目・３年目】

市内に住む親（高齢者）と同居または近隣に

居住するために、子ども世帯が市外から転入し

た場合は、２年目と３年目の追加助成として、

固定資産税・都市計画税相当額または年間の家

賃相当額と助成限度額15万円を比較して、いず

れか低い額を支給します。

3 事業の効果

次のような事業効果を期待しています。

①高齢者の孤立防止と家族の絆の再生が図れる。

②高齢者が孫と接することで、生きがいにつながる。

③孫世代に高齢者を大切にする意識が芽生える。

④家庭での介護や保育が可能となる。

⑤子育て世代の就労促進につながる。

⑥人口の増加につながる。

⑦市外から働き盛りの世代が転入することによ

り、市税の収入増加につながる。

⑧市内の建築業者の仕事が増え、新たな経済効

果を生む。

4 今後について

本事業は、県内初の試みであり、全国的にも

東京都北区で類似事業がある他は、ほとんど例

がありません。

高齢者が、少しでも安心して暮らせるように、

この制度について、特に市外に住む子ども世帯

に対し、重点的にPRを行い、事業の浸透と利用

者の増加を図りたいと考えております。

【問い合わせ】保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

蕁 043―245―5168

HP：http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/

koreishogai/korei/sansedai.html

地域情報

千葉市

高齢障害部高齢福祉課

三世代同居等
支援事業の開始
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自治体史には、その地域の歴史に関する情報

資源が凝縮されており、それは非常に多くの労

力と公費を費やして編さんされます。しかしな

がら、これまで全国各地で作られた自治体史は、

作った後の利用・活用が充分に行われずに多く

の在庫を抱えてしまう実情がありました。自治

体史は、市民が自らの地域を知ることで、誇り

を持ち、これからの地域の将来像を描いていく

ために存在するもので、様々な状況下で利用さ

れなければ、せっかく編さんした自治体史の存

在価値がなくなってしまいます。「存在価値を

高めるためにはどうすればいいか」という課題

に対し、亀山市ではインターネット上で亀山市

域の歴史に関する情報資源が利用できれば、膨

大な史資料が様々な場所で利用できるのではな

いかと考え、「ITを利用した亀山市史」という、

全国初の自治体史のかたちのイメージが生まれ

ました。

また、ITを利用するメリットは、利用機会が

増えるだけではありません。昔や今の亀山市域

の暮らしぶり、例えば今も受け継がれる年中行

事や祭礼は文字だけでは言い表せません。ITを

利用することによって、そのような年中行事や

祭礼などの動画情報や音声情報も自治体史に組

み込めるようになりました。

しかしながら、問題点も数多く発生しました。

書籍として所有したい市民の方やインターネット

環境がない市民の方がいること、美術工芸編に

おいて不特定多数の人がアクセスできる環境で

はセキュリティー上問題があること、執筆者の功

績や典拠文献としての位置付けが確立されていな

いこと等、様々な立場から、数多くの問題点が発

生したため、その対策としてWEB版の他に、書籍

版割付PDFデータの作成や、オンデマンド印刷の

検討、書籍版のみの公開など検討を行ってきま

した。

また、史資料データには、差別的な表現等、人

権の問題に関する事柄や個人情報、史資料の所有

権に関する内容が多く含まれています。インター

ネットという利用環境の利便性や様々な特性を

考慮したとき、刊行物と同じ公開方針では充分で

はなく、それらの事柄に配慮したインターネット

独自の公開方針が必要となり、多くの時間を割

き何度も議論し、作成しWEBページに掲載しま

した。

ドッグイヤーやマウスイヤーと言われるよう

な、日々変化し続けているIT環境下で、データ

を管理・維持・運営していくには、その業界の

動向に絶えず耳を傾け、セキュリティー対策・

データ管理メディア・サーバー機器などIT亀山

市史を構成している全てのハードウェアやソフ

トウェアをその時代時代の最適な「かたち」に

更新していかなければなりません。そのため、

完成後もランニングコストや技術が必要となり

ますが、前例がなく、様々な問題・課題を乗り

越え、試行錯誤を繰り返し作り上げた亀山市史

であるからこそ、永続的に進化し続ける自治体

史として、守っていく使命が発生したと考えて

います。

【問い合わせ】三重県亀山市歴史博物館

蕁 0595－83－3000

【亀山市史ホームページ】

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/index.html

県外情報

三重県亀山市

亀山市歴史博物館

I Tを利用した
亀山市史のこれから
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

地方公共団体による職員派遣とその給与の支出

（Ｂ子） 先日の大震災で、多くの職員の方が被災地団体の応援に派遣されているようですね。

（Ａ夫） そうだね。こうした地方公共団体間の派遣ばかりでなく、以前から地方公共団体の職員が社団法人や

財団法人に職員を派遣されることもよく行われていたんだ。派遣先の第三セクターが公共的な性格を有

するものであれば、そこで地方公共団体の職員の知識、経験を活用することによって、派遣元である地

方公共団体の施策の推進を図ることができたりもするからね。

（Ｂ子） 他の団体へ地方公務員を派遣する場合、もともとどのような方法がとられていたのですか。

（Ａ夫） 他の地方公共団体への派遣（地方自治法252条の17）のように、法令に定めがある場合の外、①任

命権者が職員の職務専念義務を免除する方法、②任命権者が職員を分限休職処分にする方法、③任

命権者が職員に第三セクターへの派遣を命じる方法、④職員が地方公共団体を退職する方法がある

とされてきた。

（Ｂ子） 地方公務員が他の団体に派遣される場合、給与についてはどのような取扱いとなっていたのですか。

（Ａ夫） 派遣をした職員の給与については、その多くが派遣元の地方公共団体が給与支払者となって支出し

ていたんだ。

（Ｂ子） 地方公務員を派遣する場合、先ほどの①から④のどの方法をとっても、職員の派遣が許される場

合や派遣職員の給与の支払い方法についての具体的な基準は法律上ありませんよね。

（Ａ夫） そうだね。しかし最高裁判所は、平成10年に、地方公共団体の長が、職員

の職務専念義務免除をした上で、その職員を他の団体（商工会議所）に派遣

して、その給与を支払っていた事案について、①派遣職員に適法な給与を支

給するには、職務専念義務の免除と給与条例上の勤務しないことの承認が適

法に行われることが必要であること、②職務専念義務の免除は地方公務員法

30条、35条の趣旨に違反する場合に、勤務しないことの承認は同法24条１項の趣旨に違反する場合に、

それぞれ違法となること、③その判断に当たっては、派遣目的、派遣先の性格及び具体的な事業内容、

派遣職員が従事する職務の内容のほか、派遣期間、派遣人数等諸般の事情を総合考慮し、行政目的達

成のために派遣をすることの公益上の必要性を検討すべきとし、さらにこの公益上の必要性について

は地方公共団体側が立証すべきこととした（平成10年４月24日判決（判例時報1640号115頁））。

これは、従来行われてきた職員派遣の実情からすると、①職員の派遣が許される要件、及び②派遣

した職員の給与を地方公共団体が支払うことができる要件のいずれについても、かなり限定的に判断

したということができる。

（Ａ夫は人事担当課長、Ｂ子は同課課員）
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（Ｂ子） その後、どのような対応がなされるようになったのですか。

（Ａ夫） この最高裁判決を契機として「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関

する法律（平成12年４月26日法律第50号）」（以下「派遣法」）が制定された。この法

律は、第三セクターへの職員の派遣が許される場合と、派遣職員の給与を地方公共団

体が支給することが許される場合について、かなり厳格な要件を定めている。

例えば、職員を派遣できる団体については、「その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務

又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため

人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの」（２条１項）に限定され、派遣され

た職員が派遣先で従事できる業務にも制限がある（２条４項）。さらに、派遣元である地方公共団体

は、原則として派遣した職員の給与を支給できないものとされ、例外的に支給を認める場合が定め

られている（６条２項）。

（Ｂ子） 派遣法の施行で、これまで行われてきた職務専念義務免除などの方法による職員の派遣はできな

くなったのですか。

（Ａ夫） 法律を作った際には、直ちに従来の方法による派遣を否定することまでは考えていなかったよう

だ。しかし、最近になって、派遣法が地方公務員派遣の統一的ルールであるとして、これ以外の方

法による派遣は認められず、派遣職員に対する派遣元による給与支給は原則禁止され、例外的な場

合に限って条例で定めることを条件に派遣元による給与支給が許され、それ以外の場合は派遣元に

よる給与支給は許されないと判断する高等裁判所判決があった（大阪高等裁判所平成21年１月21日

判決・判例地方自治318号75頁）。そして、最高裁判所は、実質的な理由は示していないものの、こ

の高等裁判所の判断を是認した形になっている（平成21年12月10日決定）。

さらにこの事案では、給与の支払者が派遣先団体となっていたものの、派遣元である地方公共団

体がその支給原資の全部又は大部分を補助金（地方自治法232条の２）の形で支出しており、このよ

うな方法をとることも違法と判断された。

（Ｂ子） この判決は、職員派遣の実務上、どのような影響を与えるのでしょうか。

（Ａ夫） 派遣法は、先ほど述べたような団体に業務を特定して職員の派遣ができるとしているが、その外

にも、派遣元となる地方公共団体が条例で派遣先団体を指定し、地方公共団体と派遣先団体との間

で取り決めをした上で、派遣方法を条例で定めることが求められている（２条１項）。さらに、派遣

期間の制限（３条１項）なども定められていることから、こうした条項に違反した状態になってい

る派遣については、早急な改善が必要となる。

したがって、現在の職員派遣の状況を調査した上で、派遣法の目的に合致しない状態になってい

るのであれば、まず、派遣法２条に定められた取り決めの締結や、条例による団体の指定、派遣方

法に関する条例の制定が必要になるだろう。

（Ｂ子） これまで地方公務員が派遣されてきた団体の中には、独自の収益事業を持たないものもあります

よね。そういった団体に職員を派遣しても派遣法６条２項による派遣職員に対する給与支給ができ

ない場合、どういった対応をとることになるのでしょうか。

（Ａ夫） 厳しいようだが、そのような団体に対する職員の派遣は断念せざるを得ないということになるか

もしれないね。

自治判例情報
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地方公共団体の組織及び運営の自由度を拡大するための改正や直接請求制度の適正な実施を図るため、

地方自治法が改正されました（平成23年５月２日公布、平成23年８月１日施行）。その中でも今回は、行政

機関等の共同設置、全部事務組合等の廃止といった行政組織に関する改正点を紹介したいと思います。

１　行政機関等の共同設置

これまでも地方公共団体は協議により、委員会又は委員や付属機関などの共同設置を行うことができる

とされていました。さらに今回の法改正により共同設置を行うことができる対象が拡大され、議会事務局、

保健所などの行政機関、部や課などの長の内部組織、委員会又は委員の事務局、議会の職員についても共

同設置を行うことができることになりました。

このような改正がなされた理由は、市町村の状況や課題は様々であることから、それぞれの市町村が実

情に応じた適切な事務処理をできるようにするための選択肢を増やすことにあります。また、これらの行

政機関等の共同設置により事務の共同処理方式をとることで、市町村合併によらなくても、周辺市町村等

との広域連携が可能となり、事務処理の効率化や住民のニーズに応える行政運営が期待できます。

２　全部事務組合等の廃止

特別地方公共団体のうち、全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、活用されてい

ないことを理由に廃止されることになりました。事務の全部を共同処理するために設けられる全部事務組

合と役場事務を共同処理するために設けられる役場事務組合は、合併の前段階としての役割が期待される

ものでありましたが、それぞれ昭和30年代を最後に存在しておらず、平成の大合併の時期にも活用例は全

くありませんでした。また、地方公共団体が共同して大規模建設事業を実施しやすいように設けられた地

方開発事業団も、積極的な地域開発が難しい社会情勢のため昭和46年以降新設されたものはなく、現存す

るのも一団体のみとなっています。以上のような状況から、今後の活用が期待されないものとして、これ

らの制度が廃止されました。なお、全国的にも設置例の多い一部事務組合と広域連合については、今回の

廃止の対象とはなっていません。

３　今後の動向

以上のような行政組織に関する改正に加え、例えば市町村基本構想の策定義務といった地方公共団体に

対する義務付けの廃止、議員定数の法定上限の撤廃及び議決事件の範囲の拡大といった改正もなされてお

り、地方公共団体の自由度拡大に向けた動きが見られます。今回の改正は、地方自治法の抜本的な見直し

について検討が進められている中で、改正内容が整理されたものについて順次行われた結果であることか

ら、今後も地域主権改革を推し進める様々な法改正が期待されるところです。

地方自治法の改正
～地方公共団体の自由度を拡大するための措置～

愛知大学法学部　准教授　山本　未来
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「そっちもかなり揺れたみたいやけど大丈夫やっ

た？」

通信エラーが続く中、その隙間をかい潜るように携

帯がメールの着信を知らせ震えた。西宮に住む高校か

らの友人だ。

３月11日。その瞬間いったい何が起こったのだろう

か。唐突に起こった激しい揺れの中、机から這い出し

開いたパソコンでその大惨事を知った。

メールも電話もまともに機能しない中、ツイッタ

ーを介して友人たちの安否を確認した。その中に東

北に住む大学時代の友人のつぶやきを見つけた瞬間、

全身の力が抜ける感覚というのを知った。

「クールビズと被災地支援を兼ねて市原市オリジナ

ルのポロシャツを作成する」というデザインの話を貰

った時迷わず受けた。昔から何かを作ることは好きだ

ったし、何より自分の作ったものを『外』へ出せるこ

との楽しさは知っていた。ラフ画を作成している中、

ふと頭をよぎったのは十数年前のあの神戸の光景だ。

父親の仕事の都合で関西に移り住むことになったのは

震災の傷が生々しく残る1995年の春だった。瓦
が

礫
れき

の撤

去こそ終わっていたが、神戸の街の多くは仮営業。至

る所で仮設住宅が見受けられ、輸送機関が完全に復旧

したのは初夏の兆しが見え出したころだった。初めて

目にした関西の地は、仮設と重機とブルーシートで覆

われた街だった。あの大震災を受けても尚、神戸の街

は見事に蘇った。だがその陰に隠れるように、まだ当

時のまま時計が止まっている部分もあるのだ。

M9.0。世界でも類を見ないこの地震は「巨大地震」と

位置づけられた。連日報道される被災地の映像。奇しく

も半年前に訪れた東北の街。その街が記憶に残る風景と

重なるのは、果たして…関西を離れる事となったとき、

友人宅へ挨拶も兼ねて遊びに行った。その先には震災公

園がある。ここは大規模な地滑りにより今も多くの人が

眠っている。神戸の街はまだ傷を抱いている。

「よみがえれ」そう思った瞬間、筆が自然と動き、

クロッキー帳に翼が広がった。

「成功の要因の３割は自らの努力で７割は他からの

助力。だからこそ「縁」を大切にしなければならず、

感謝を忘れてはいけない」京都にいる頃、師事してい

た能楽の恩師から教えられた言葉だ。正にその通りだ

ろう。積極的に取り組むこともあるが、そこで成し得

た事は自分の力だけではなく周りの人や、機会に恵ま

れていたのだと思う。

天気予報ならぬ電気予報が朝のニュースの新たな仲

間に加わり、様々な節電対策が講じられる中、庁舎内

もポロシャツのカラフルな色が見られだした。当初６

種類の予定だったカラーは３色が追加された。「夏ら

しく」パステルやビビットなものが見られ、節電で照

明が落とされた庁舎内を少し明るく見せている気がす

る。自分が生み出したものが『外』に出るだけでなく、

誰かに使ってもらえることにこそばゆさを感じながら

も単純に「うれしい」の一言だ。この気持ちが連鎖と

なっていつかかの地に届けばいいと願いながら、今日

も袖を通すのだった。

市原市のマーク入りポロシャツをデザイン！

市原市
建築指導課 菊池　直子
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「何で思いどおりにいかないのだろう…」「あいつのせ
いで失敗した…」「電車が遅れた、遅刻してしまう…」な
ど、常日頃イライラしてしまう事はないでしょうか？　
イライラしていると、物事をネガティブに受け止めた

り、冷静な判断が出来ず、同じ言葉、態度でもまったく
違うように感じてしまうことがあります。
私がこの本を手にしたのは、職場で上手くいかない事

があると他人の責任にしたり、後輩を叱責してしまった
り、また時には、家庭まで引きずり妻と口論をしたりし

てしまう自分を変えたいと思ったからです。
本書では、人の心を左右するのは、「出来事ではなく受

け取り方しだい」ということを述べています。例えば、
後輩などが思いどおりに動いてくれず、ストレスを感じ
る場合、そもそも、「他人を思いどおりに動かそうと考え
ること自体がおかしい」という考えに立てれば、イライ
ラなどしない。すなわち、感情をコントロールできると
いうことになります。
「考え方を変えれば、感情をコントロールできる」どん

な出来事が起きても、怒る・怒らないを決めているのは結
局自分だということです。誰でも、イライラして怒ってい
る人には近づきたく無いかと思います。ならば、イライ
ラしない人になりたいものです。私自身、本書の実践に
より、感情をコントロールすることができるようになっ
てきました。
心を変えれば人生は変わります。ぜひ「怒らない技術」

を一読し、実践してみて下さい。

怒らない技術

嶋津　良智 著

フォレスト出版株式会社

意見の広場

テーマ： 節電対策！どんなことをしていますか？

節電は今、より注目される事柄の一つとして挙げられ
ており、身近な節電方法は様々な所で情報提供されてい
ます。それらを活用するのも大切ですが、これを契機に
自分の生活を見直すというのも大事だと考えます。
特に今は夏でエアコンに頼りがちですが、ウォーキン
グなど軽めの運動を生活に取り入れ、「暑さに耐えられ
る自分」を作ることで、エアコンの使用頻度も下げら
れるのではと思います。
家でのエアコン使用頻度も減り節電にもなりますし、

自分の健康向上の一環としても良いのではと考えます。
【四街道市・匿名】

職場の南側と西側のベランダに、手作りの自然のグリーン
カーテンを作りました。廃棄されていた発泡スチロール
の容器に落葉で堆肥を作り、ニガウリの種を蒔き、支柱
も農家の方から竹を譲ってもらい窓全体を覆いました。
現在、人の背丈ほどに枝葉が伸び、日よけ効果と体感的

にも涼しげで、エアコンを停止する時間も多くなりました。
【市川市　北消防署・皆川　繁】

我家の節電対策といえば、冷蔵庫対策。
普段何気なく、開けていたけど、開ける回数を減ら

しました！ビニールカーテンも設置！
地球にも、おサイフにもやさしい対策となりました。
職場でも、節電対策してます。特に、私はトイレの

電気消灯を心がけています。時々消しすぎちゃうので、

びっくりされちゃいますが（笑）。 【千葉市・匿名】

例年でも厳しい暑さとなってしまうガラス張りの
庁舎。少しでも暑さを凌ぐために、初めてゴーヤの
グリーンカーテンを作ることにしました。４月末に
種をまいたものの発芽率が極端に悪く、やっと芽が出
た直後、暴風雨にあうなど一時は危ぶまれましたが、
職員や町民の方が苗を持ち寄ってくれるなどしてなん
とか形になりました。およそ３カ月、今ではつるが２
階まで届き、先日とうとうゴーヤを初収穫し、わずか
ですが町民の方にお持ちいただきました。
照明や空調の制限等厳しい環境の中、ぐんぐん育つ涼

しげな緑を目に、なんとか残暑を乗り切りたいです。
【東庄町・Ｒ.Ｕ】

私の家は、屋上いわゆる陸屋根のため、２階の南側
の部屋は異常に暑い。そこで、本年より屋上緑化に取
り組むことにしました。
屋上緑化といっても、土を入れるとなると大幅な工

事費がかかるため、あくまでも簡易にプランターを置
き、野菜や花を植えるといった程度のものです。
これに加えて、地上から屋上のフェンスまで、ネット

を張り、へちまでグリーンカーテンを作りました。
今年の夏は比較的涼しい日もあり、エアコンを使用

せずに過ごす日も多くなっております。皆さんも試し
てみては？ 【市原市・Ｙ.Ｔ】

お薦めの 1 冊

●推薦：小池　健二（柏市）
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