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成田市長　　小　泉　一　成

職員一丸で取り組む
「次世代に誇れるまちづくり」

成田市は、水と緑の豊かな自然環境に恵まれると
ともに、古くから成田山新勝寺の門前町として栄え、
毎年多くの参拝客で賑わいます。また、日本の空の
玄関である成田国際空港を擁し、伝統的な姿と国際
的な姿をあわせ持つ都市です。

本市では、「住んでよし　働いてよし　訪れてよ
しの　生涯を完結できる空の港まち　なりた」とい
う将来像の実現を目指し、まちづくりに取り組んで
おり、中でも３つの大きな事業が同時に進行してい
ます。

まず、国際医療福祉大学の医学部とその附属病院
の設置に向けた取り組みにより、若者を呼び込み、
地域に活力を与え、生涯を通じた学習機会の提供、
子育て世代、高齢者が安心して生活できる地域医療
体制の充実、さらには雇用の創出や医療関連企業の
集積など様々な効果が期待できます。

次に、卸売市場の再整備では、充実した交通網の
利点を最大限活用できる成田空港隣接地を移転先と
し、地域の食を支えることを基本に、世界への日本
食文化の発信、観光客へのおもてなしができるよう、
従来の機能に加え、輸出拠点施設や集客施設の整備
を予定しています。

また、第３滑走路の整備をはじめとする成田空港
の更なる機能強化は、国際競争力の強化や空港利用
者の利便性向上に加え、空港周辺地域への企業進出
などが期待でき、地域経済の発展にも大きな効果を
もたらすもので、国、県、空港会社とともに取り組
んでいます。

本市ではこの３つの大きな事業を核に、職員が一
丸となって「次世代に誇れるまちづくり」に取り組
んでいますが、皆さんの市町村にも目指す大きな目
標があり、実現に努力されていることと思います。
そして、その実現には、数多くの困難があるかもし
れませんが、その困難に屈することなく、住民の幸
せのため、まちの未来のため、自身の所管を越えて
でも一致団結して力を発揮していただくことを期待
しています。
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特集 『ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて（上）』

平成19年12月に、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が、仕事と生活の調和推進官民トップ
会議において策定され、10年が経とうとしているところです。

そこで、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、さらなる取組みの一助となるよう、今号と次号では、今後
の目標や課題への対策など、専門家の方に解説をいただきます。

また、先進自治体の取組みとして、今号では神奈川県川崎市をご紹介します。

PART １　「ワーク・ライフ・バランス支援からダイバーシティ・マネジメントへ	
	 ：管理職の役割が鍵」

中央大学大学院戦略経営研究科 教授　　佐藤　博樹（さとう ひろき）

1981年一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。1981年雇用職業総合研究所（現、労働政策研究・研修
機構）研究員、1983年法政大学大原社会問題研究所助教授、1987年法政大学経営学部助教授、1991年法政大学経営学
部教授、1996年東京大学社会科学研究所教授、2014年10月より現職、2015年東京大学名誉教授

著書として、『人材活用進化論』（日本経済新聞出版社）、『職場のワーク・ライフ・バランス』（共著、日経文庫）、『実
証研究 日本の人材ビジネス：新しい人事マネジメントと働き方』（共編著、日本経済新聞出版社）、『ダイバーシティ
経営と人材活用』（共編著、東京大学出版会）など。

兼職として、内閣府・男女共同参画会議議員、内閣府・ワーク･ライフ･バランス推進官民トップ会議委員、経産省・
ダイバーシティ企業100選運営委員会委員長、ワーク・ライフ・バランス＆多様性推進・研究プロジェクト代表など。

PART ２　「『働き方改革』における行政の役割―WLBを加速化するための取組事例から」
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 教授　　萩原　なつ子（はぎわら なつこ）

立教大学社会学部／大学院21世紀社会デザイン研究科教授
認定特定非営利活動法人　日本ＮＰＯセンター副代表理事

明治学院大学文学部英文学科、同社会学部社会学科卒業。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。博士（学術）。（財）
トヨタ財団アソシエイト・プログラムオフィサー、東横学園女子短期大学助教授、宮城県環境生活部次長、武蔵工業
大学助教授を経て、現職。

内閣府男女共同参画推進連携会議議員，基本問題・影響調査専門調査会委員等を歴任。広範なネットワークを生かし
て、様々な分野においてユニークで斬新なイベントを仕掛けている。専門は環境社会学，ジェンダー論，非営利活動論

PART ３　経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス
株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長　　小室　淑恵（こむろ よしえ）

ワーク・ライフバランスコンサルティングを900社以上に提供し、労働時間の削減や有給取得率の向上だけでなく、
業績の向上、社員満足度の向上、自己研鑽の増加、企業内出生率の向上を実現。長時間労働体質の企業を生産性の高
い組織に改革する手腕に定評がある。

安倍内閣　産業競争力会議民間議員、経済産業省　産業構造審議会、文部科学省　中央教育審議会などの委員を歴任。
著書は『労働時間革命』（毎日新聞出版）

『6時に帰るチーム術』（日本能率協会マネジメントセンター）等約30冊。
「朝メール.com」「介護と仕事の両立ナビ」「ワーク・ライフバランス組織診断」「育児と仕事の調和プログラム　ア

ルモ」等のWEBサービスを開発し、1000社以上に導入。「ワーク・ライフバランスコンサルタント養成講座」09年か
ら開催。卒業生は1100名。約500名が加盟・認定コンサルタントとして全国で活躍中。 私生活では二児の母。

PART 4　川崎市の取組み
　総務企画局人事部人事課
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ワーク・ライフ・バランス支援から
ダイバーシティ・マネジメントへ：管理職の役割が鍵

中央大学大学院 戦略経営研究科 教授　佐藤　博樹

１．なぜダイバーシティ・マネジメントか？

日本では、これまでの出生率低下を背景として、労働力人口の減少が確実視されている。労働力人口の減
少に対処するためには、労働力率が相対的に低い層、例えば子育て期の女性や60歳代の高齢層などの労働市
場への参加を促進することが、マクロレベルの雇用政策として重要となる。こうした労働市場の構造変化を
踏まえると、ミクロレベルにおける企業の人材活用策としては次の点が課題となる。

第１に、企業の人材活用において、これまでとは異なる多様な人材を受け入れることができ、かつそうし
た多様な人材が保有する能力を発揮し、それを企業経営の成果に結びつけるための取り組み、いわゆるダイ
バーシティ・マネジメントの推進が重要となる。

第２に、ダイバーシティ・マネジメントでは、国籍、障害の有無、性別（性的指向性のあり方を含む）、時
間制約の有無、異質な価値観を持った多様な人材の受け入れ（インクルーション）とそれぞれへの活躍の場
の提供が重要となるが、その中では女性の活躍の場の拡大の取り組みが、当面は優先度が高い。

第３に、「時間制約」のある人材の受け入れと活躍の場の提供は、これまでのワーク・ライフ・バランス（Ｗ
ＬＢ）支援の取り組みと重なる（佐藤・武石2010）。時間制約のある社員には、子育て期の女性だけでなく、
多様な人材が含まれる。しかしこれまでの企業のＷＬＢ支援の対象層と内容を見ると、男性社員も含まれて
いるが実態においては子育て中の女性社員を念頭においた仕事と子育ての両立支援が中心となっていた。今
後はそれに加えて、仕事と介護の両立支援の重要性が高まることが確実視されている（佐藤・矢島2014参照）。

以下では、企業の人材活用の視点からダイバーシティ・マネジメントと女性の活躍の場の拡大のそれぞれ
の取り組みの留意点などを紹介する。

２．ダイバーシティ・マネジメントとは

（ダイバーシティ・マネジメント）

ダイバーシティ・マネジメントとは、多様人材が保有する能力を発揮し、それが経営成果として結実する
ように企業を組織することにある。例えば、経産省の新ダイバーシティ・マネジメント100選は、ダイバーシ
ティ・マネジメントを、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノ
ベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義している。つまり、ダイバーシティ・マネジ
メントは、多様な人材を受け入れることだけでなく、それぞれが能力を発揮し、経営に貢献できるようにす
る仕組み作りが必要となることがわかる。

ダイバーシティ・マネジメントが求められているのは、企業がこれまで中核人材として活用してきた人材
層、つまり「日本人・男性・フルタイム勤務かつ残業可能」な人材層の縮小への対応として、それ以外の多
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様な人材層の活躍の場の提供が不可避なことがある。それに加え、市場環境の不確実性の増大やグローバル
競争の激化の下で、企業として自社固有の競争力基盤を構築するために多様な人材の能力を活用することが
不可欠な人材活用施策となったことがある。

（誤解の多いダイバーシティ・マネジメント）

ダイバーシティ・マネジメントという考え方が、企業だけでなく、社会的にも認知されるようになりつつ
あるが、その内容を誤解している企業も少なくない。そこで、ダイバーシティ・マネジメントに関する誤解
を説明することで、その正しい理解につなげたい。

第１の誤解は、ダイバーシティ・マネジメントを結果として人材活用の多様性だと考えることである。例
えば、あるプロジェクトを社内でスタートさせる場合に、一定数は女性に、あるいは外国人にと、人材の多
様性を実現すること自体を目的としてメンバーを集めてしまうような取り組みである。結果としての多様性
を求めるのではなく、メンバーの選定にあたり、「適材」と従来されてきた人材像の枠を取り除き、多様な人
材層から選ぶことが重要なのである。社員が保有する能力や経験を基準にメンバーを選ぶことが基本であり、
結果として日本人の男性ばかりになってしまってもよいのである。

第２の誤解は、上述の第１の誤解にも関係するが、女性を活用すること自体をダイバーシティ・マネジメ
ントと捉えてしまうことである。具体的には、「顧客が女性なので、顧客ニーズを満たせるよう女性のみから
なる開発チームを立ち上げたところ、首尾よく新商品の開発に成功した」といった理解をしてしまうことで
ある。商品開発の成功要因は、チームリーダーのリーダシップや、チームでの取り組み内容などにあるにも
かかわらず、それを解明せず、単に女性のみのチームだったことを成功理由としてしまうことである。成功
要因を具体的に解明できなければ、それを横展開できない。こうした解釈の背景には、女性のニーズは女性
にしか理解できないなど、女性を一様にとらえる考え方があり、ダイバーシティ・マネジメントを正しくは
理解しているとはいえない。女性も男性もそれぞれに多様であることを理解することが基本となる。一人一
人の個性を生かすことなのである。

第３の誤解は、ダイバーシティ・マネジメントは、自動的に企業業績に貢献するものという考え方である。
女性を役員や管理職に登用した結果、企業業績が上がったという類の発言などがその典型例である。確かに、
日本経済全体としてみれば、多様な人材が活躍できる企業の方がパフォーマンスは高くなる。しかし、個々
の企業経営という観点からすると、女性管理職の比率が高い企業のすべてが、低い企業に比較して業績が良
いわけではない。この点が重要である。
国籍や性別にとらわれることなく、また
多様な価値観を持った人々が活躍できる
組織風土を構築できていれば、企業にお
いてはより多くの能力を活かせる可能性
は必然的に高くなる。つまり、多様な人
材が持っているポテンシャルを引き出し
て企業経営に活かし、経営戦略につなげ
ることがダイバーシティ・マネジメント
の鍵となる。多様な人材のポテンシャルを
経営成果として生かせるかどうかは、経営
トップのマネジメント次第なのである。
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（求心力としての経営理念が重要）

ダイバーシティ経営を推進するためには、企業の経営理念や共通価値が大事になる。多様な価値観などを
持つ社員を受け入れる一方で、企業組織として求心力を確保するためには、企業の経営理念や共通価値に社
員それぞれがコミットすることが不可欠になるからである。

ダイバーシティ・マネジメントが円滑に機能している企業、あるいはダイバーシティ・マネジメントを推
進している企業では、企業の経営理念や共通価値などが明確であり、それを社員に徹底的に浸透させている。
ダイバーシティ経営に取り組んでいる多国籍企業などでは、ケーススタディによる研修を通じて、自社の経
営理念の社員への浸透を徹底的に行っている。

３．女性の活躍の場の拡大

（女性の活躍の場の拡大）

日本企業においては、ダイバーシティ・マネジメントをすすめていく上での当面の最大の課題は、女性の
活躍の拡大である。そこで企業が女性の活躍の場の拡大の課題を検討しよう（佐藤・武石編2014参照）。

日本企業では、なぜ女性管理職の比率が低いままなのか。まず、企業で管理職として登用されるためには、
勤務先企業で長く働き続けることが求められる。課長昇進では、大卒を取り上げると、最短でも15年ほどの
継続勤務が一般的には必要となる。他方、女性の場合には、その期間に結婚や出産、子育てというライフイ
ベントが重なり、これまでは、仕事と子育てを両立しながら働き続けられる環境が整っていなかったことが、
女性管理職が少ない理由の一つである。こうした状況は、最近ではかなり改善されてきており、子育てなど
のライフイベントがあっても、産休、育休さらに短時間勤務を利用すれば、女性が子育てをしながら働き続
けることがそう難しいことでなくなりつつある。

しかし無理なく子育てをしながら仕事との両立をはかることができ、女性が職場で活躍できる環境が整っ
たかと言えば実はそうではない。仕事と子育ての両立のために育休や短時間勤務を長期にわたり活用すると、
それだけ仕事を経験できる機会、能力を高められる機会が減少し、また上司からは責任ある仕事を任せられ
ないと考えられてしまう職場状況があることによる。フルタイムに戻ることが望ましいが、フルタイム勤務
に戻ると残業を期待されるなど、仕事と子育ての両立が難しい職場環境があるため、短時間勤務などの両立
支援制度を活用しないと仕事と子育ての両立が難しいのである。

さらに、夫である男性の子育て参加が不十分で、妻である女性が子育てを一人で担う状況があるため、短
時間勤務などを利用しないと仕事と子育ての両立が難しいこともある。確かに、男性が保育園に子どもを送
ることは珍しくなくなったが、保育園に子どもを迎えにいく男性は、例外的である現状を見れば、妻の子育
ての負担が大きいことが理解できよう。その結果、妻である女性は、勤務先の職場で一切残業ができないあ
るいは短時間勤務を長く活用せざるを得ず、上司から責任ある仕事を任せることが難しいとの評価を受けや
すくなることにもなる。女性が仕事と子育ての両立を可能とするためには、両立支援制度の充実だけでなく、
恒常的な残業を解消するなど通常のフルタイム勤務の働き方を改革すると同時に、男性の子育て参加をさら
に進めることが必要となる。

また、これまで多くの企業では男女による職域分離があり、女性には補助的な仕事が割り振られることが多
く、スキルを高められる機会が少ないといった実態もあった。スキルも高める必要のない仕事で、昇進や昇格も
期待できない状態では、継続勤務できる職場環境があっても、仕事に意欲的に取り組み、キャリア・アップを目
指すといったモチベーションを維持しにくい職場状況だったことも、女性管理職が増えなかった理由である。
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（女性の活躍の場の拡大には管理職の役割が鍵）

女性の活躍の推進を考える上では、トップのコミットメントはもちろんであるが、実はカギとなるのが女
性社員の直属上司である管理職なのである。

管理職自身の多くは、部下への業務の割り当てや育成において男女別なく接していると考えている。しか
し実は、潜在的な部分で気づかないうちに男女によって仕事の割り当てや部下育成などに違いが生じている
ことが多い。例えば、管理職として、男性の部下には、２年後、３年後のキャリアを考えて業務を与えてい
るのに対して、女性社員にはそうしたキャリア期待がなく、当面の仕事の必要の範囲で、仕事を割り当てる
傾向にあることなどである。これは、男性と女性では、育成期待の時間の長さの違いによる。育成期待の違
いが、部下への接し方や育成の仕方などに自ずと違いが出てくることになるこうした育成期待の差による部
下への仕事の割り振りや指導の違いが、結果として男女の間の能力伸長の差となったり、女性自身の仕事に
おける成長意欲を低下させたりすることにもなる。

管理職が男女別なく、部下に同様に仕事や育成の機会を与え、評価できる環境を作り上げるためには、会
社として、そうした部下マネジメントを担える人材を管理職に登用することが必要となる。同時に、男女別
なく部下を育成できる管理職を評価する仕組みを整えることも重要である。

さらに管理職自らが、部下の社員の多様性を理解し、仕事中心の生き方だけでなく、多様な生き方がある
ことを受け入れることができる意識改革が求められる。こうした管理職を我々はＷＬＢ管理職として、企業
による育成の重要性と課題を提言している（佐藤・武石編2017）。

もちろん経営トップや管理職にだけ改革を委ねるのでなく、同時に社員一人ひとりも、これまでの考え方
を打ち破り、既存の仕組みにとらわれない発想で、男性中心に考えられてきた働き方に関する考え方を変

革し、多様な働き方を受け入れるこ
とができるように職場風土を変えて
いく努力も必要である。ダイバーシ
ティ・マネジメントは、あくまでも
経営戦略の一環として、企業の競争
力強化という目的のもとに推進されて
いくものである。しかしそうした中で、
社員一人ひとりもまたこうした環境
変化を受容できるための意識改革と、
新しい時代を生き延びていく努力が
求められている。

４．小括　働き方改革を担える管理職の育成が鍵

管理職は、部下の働きを通じて自己に課せられた役割を遂行する者と定義でき、他者依存性が管理職の特
徴である。管理職には、自分に課せられた業務を円滑に遂行するために部下マネジメントとしての人事管理
能力が求められる。他方で、管理職が担うことを期待される人事管理上の課題が増加している。たとえば、
ダイバーシティ・マネジメントの土台としての働き方改革や、男女別なく能力開発機会を職場で提供し女性
の活躍の場の拡大などである。管理職のこうした人事管理能力を高めるためには、①管理職の育成方法と選
抜基準を見直しと、②プレイング・マネジャー化している管理職の業務を削減し人事管理に時間を割けるよ
うにすることが求められる。
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前者は、管理職登用前に人事管理能力を育成したりそれを確認できるように、プロジェクト管理を経験さ
せたり、管理職登用に際しては職務遂行能力だけでなく、人事管理能力を評価できる機会とすることである。
さらに、管理職登用後も管理職が部下マネジメントに注力するように、管理職の人事考課の項目に、業績達
成だけでなく、部下育成やＷＬＢ支援、女性の活躍支援など部下マネジメントの要素を加えることがきわめ
て重要となる。

後者は、部下マネジメントに時間を割けるようにするために、管理職の業務を見直し、部下育成を促し、
部下に業務を委譲できるようにすることである。管理職の多くは、部下に委譲すべき業務を抱え込んでいる
場合が少なくなく、その結果、管理職が多忙化し部下マネジメントに時間を十分に割けない事態が生じてい
るため、この点を改善することである（佐藤・武石編2014；2017）。

（文献）

佐藤博樹・武石恵美子（2010）『職場のワーク・ライフ・バランス』（武石恵美子と共著）日経文庫, 

2010年,203頁.

佐藤博樹・武石恵美子編（2011）『ワーク・ライフ・バランスと働き方改革』勁草書房

佐藤博樹・武石恵美子共編（2014）『ワーク・ライフ・バランス支援の課題』東京大学出版会

佐藤博樹・武石恵美子共編（2017）『ダイバーシティ経営と人材活用』東京大学出版会

佐藤博樹・矢島洋子（2014）『介護離職から社員を守る：ワーク・ライフ・バランス支援の新課題』
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「働き方改革」における行政の役割―
WLBを加速化するための取組事例から

立教大学大学院  21世紀社会デザイン研究科 教授　萩原　なつ子

１．はじめに

大学四年生の秋、私は就職活動を始めた（昭和 53 年当時は、大学四年生の 10 月１日が就職活動の解禁日）。

ところが大学にきている女子学生向けの求人が男子学生に比べて、極端に少なかったことにまず驚かされた。

しかも、四年制大学卒業予定者の女子は自宅通勤限定など、採用条件の厳しさに加えて、就職試験を受ける

機会すらない現実が追い打ちをかけた。なんとか小さな広告代理店に男性営業職の「事務補助」として入

社した。ところがやっと入った会社を３か月で退職することになった。理由は結婚である。当時の日本の企

業の多くは、結婚したら退職するという社会的慣行があり、それに従う形になった。加えて、長時間労働が

引き金となり、体調を崩したことにある。ご存知のように、日本では長年多くの職場で長時間労働が常態化

していて、それに起因する病死や自殺（とりわけ働き盛りの男性の死）は「過労死」と呼ばれ、大きな社会

問題となっていた。勤務していた広告代理店も例外ではなかった。朝８時に社長による朝礼があったため、残業

が深夜に及ぶと帰宅することをあきらめ、会社に寝泊まりする男性社員を目にすることは一度や二度ではな

かった。

わずか３か月間の勤務ではあったが、男性は「自分らしい生き方、働き方」をしていないという“発見”

は大きかった。たとえば既婚の男性社員は「一家の大黒柱」としての固定的性別役割を担い、一日のほとん

どを稼ぎ仕事に費やし、家族や地域とのつながりを持てないような生活をしていた。妻や子供との語らい、

一人になる時間や趣味の時間を持ったりすることもできない状態におかれていたのではないか。しかも、彼

らの長時間労働を可能にさせていたのは、家事・育児、地域の活動などを一手に引き受けている（引き受けざ

るをえない）「妻」（専業、兼業を問わず）の存

在があったからである。このような働き方や男女

の固定的性別役割分業をそのままにして、女性が

男性並みに「社会参加／参画」することは、男女

ともに賢明なことではないと考えた。つまり、男

女ともに仕事と家庭生活、地域生活、個人の生活

の両立を可能にするには、「24 時間闘える」こと

を良しとする、一元的な価値観を問い直し、人権

の観点からも、多様な働き方・生き方を認める、

持続可能な社会を構築する新たな価値を創造す

ることが重要なのではないかと思ったのである。
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ワーク・ライフ・バランス（以下、WLB とする）という言葉が登場するのはずっと後になるが、1970 年

代終わりに私が抱いたこのような気づきや疑問は、今日の WLB と「働き方改革」の議論の核心、すなわち、

男女共同参画の推進、長時間労働の是正、そしてディーセント・ワーク（働き甲斐のある人間らしい仕事）

につながるものだったといってもよいだろう。

２．男女共同参画とWLB

私が経験した女性の就職機会の不平等や社会的慣行としての結婚退職等の女性差別の是正については、昭

和 61 年に施行された「男女雇用機会均等法」により、改善の方向にベクトルが大きく動いた。とはいえ、男

女雇用機会均等法は職場における男女差別の撤廃を目指した法律であるが、採用から昇進まで、結婚、出産、

介護等のライフイベントを考慮しない画一的な人材育成、昇進システムはそのままにされた。そのため、家事・

育児の両立を求められる女性はパートタイマー、非正規職員などの不安定雇用にとどまらざるを得なかった。

また女性の管理職の登用も、「ガラスの天井」（組織内で昇進に値する人材であるのにもかかわらず、性別、

人種などを理由にキャリアアップを阻む状況を表現）とともに大きな障壁となっているのが、職場における

長時間労働と家事、育児、介護を女性が担うという固定的性別役割分業である。事実、女性の社会進出が進み、

共働きカップルが８割を超えている今日でさえ、私が経験した結婚や第１子出産時に退職という、日本女性

の年齢階級別労働力率の特徴である「M 字型カーブ」は解消されていない。また、平成 27 年 12 月に大手広

告代理店の電通の女性社員が長時間労働の果てに過労自殺という悲劇が繰り返されているように、長時間労

働も解消されていない。「長時間労働を前提とした働き方では仕事と家庭生活との両立は困難であり、男性自

身の家庭生活への参画を困難にするとともに、女性が就業したり、就業継続ができなくなるなど、家庭生活

以外の活動への参画・活躍に影響を与えている」（平成 28 年度「男女共同参画白書」）と明記されているように、

固定的性別役割分業と長時間労働の解消に向けた意識改革と WLB 推進の取組を一層加速させることが求め

られている。

３．WLBを加速化するための行政の役割

WLB 推進を図るために平成 19 年に策定されたのが「仕事と生活の調和憲章」（以下、「憲章」とする）及び「仕

事と生活の調和推進のための行動指針」（以下、「指針」とする）である。「憲章」では、地方公共団体の役割

として「仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によって異なることから、その推進に際しては、地方公共

団体が自らの創意工夫のもとに、地域の実情に応じた展開を図る」ことと記されている。また「行動指針」では、

「地方の実情に即した住民の理解や合意形成の促進、育児・介護等を行う家族を支える社会的基盤の形成や仕

事と生活の調和を実現している企業を社会的に評価すること」などがあげられている。すなわち、地方公共

団体には WLB を推進する企業に対して助成金を給付したり、社労士や支援アドバイザーによる相談や助言

を受けられる制度を設けたりすること、各主体の意識改革と実行を促すためのセミナー、研修、イベント等

を開催して、WLB の普及・啓発活動などが期待されている。さらに、他の主体の「お手本」となるように、

自治体職員の WLB の推進による働き方改革への積極的な取組も重要な役割であろう。

前者の役割については、平成 27 度に内閣府が都道府県と政令指定都市を対象に行った WLB の取組みの調

査結果にあるように、すでに様々な取組が各地方自治体で行われている。取組の詳細は調査報告書を参照し
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ていただきたい。ここでは、実際に私が関わった WLB 推進に向けた啓発と実践を促すための内閣府男女共

同参画局の２つの取組と豊島区の取組を紹介する。読者の参考となれば幸いである。

（１）各主体の WLB 推進を促す取組

平成 24 年度に内閣府「男女共同参画推進連携会議」の実践活動のひとつとして実施された「ワーク・ライフ・

バランスの取組推進チーム」の活動は、各主体の意識改革と WLB の取組を加速化させることを目的に行わ

れたものである。メンバーは「男女共同参画推進連携会議」の有識者と全国中小企業団体中央会、全国商工

会連合会、日本医師会、日本看護協会、日本女医会などの各団体から推薦を受けた議員により構成されていた。

私はコーディネーターとしてかかわった。参加団体の意見交換だけでなく、団体同士のつながりを活かした

取組の新たな展開を期待して、会議の方法にはワールド・カフェ形式ⅰ を取り入れた。活動を通して得られた

成果として「WLB に関する認識の深度化につながった」ことは言うまでもなく、「『ワーク・ライフ・バランス』

の先は『ダイバーシティ』である。その意味で、このチームの「多様性」は、異なる考えを理解し合う良い

チャンスとなった。」のように、「異種の団体間での関係構築や連携につながった」ことは大きな成果である。

また「課題認識や取組事例について参考となる知見をまとめた」、「参加団体の新しい取組につながった事例

があった」も特筆すべき成果である。中でも

日本看護協会の「カンゴザウルス」を WLB

ナビゲーターに据えた『Are You Happy ？

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイ

ドブック－多様な勤務形態による働き方の変

革を目指して』は秀逸である。ガイドブック

はキャッチコピー「もし、幸せじゃない看護

職が看護をしたら、患者さんは不幸、病院は

不況。」で始まる。「働き方」は、人々のライ

フスタイルに直結するものであり、「働き方

改革」の取組として、ぜひとも参考にしてい

ただきたい事例である。

（２）個人の意識や行動の変革を進める WLB の取組

次に紹介する事例は、「働く一人ひとりの意識や行動の変革を進める」ための実践行動につなげることを第

一の目的として、同じく内閣府男女共同参画局が実施した男性向けのセミナー「キーパーソンセミナー」（平成

27 年 11 月５日、６日に実施）である。本セミナーは、内閣府の男性意識改革の取組の一環として行われたも

ので、企業等に勤務する男性を対象に開催された。ワールド・カフェ形式で参加者の勤務先での WLB の取組

や課題を話し合い、最後に参加者一人ひとりが明日からできる WLB の取組アイデアを宣言した。そして、セ

ミナー受講後に「宣言」を各職場で実行し、その成果をフィードバックしてもらい、報告書にまとめた。報告

書には「おめでとう WEEK」、「夕礼の実施」、「帰ります宣言」の実施、「ワーク・ライフ・プログラム」の導

入など、ヒントになる事例が数多く収められているⅱ　どんな小さなアイデアでも、アクションを起こすことに

よって変化が確実に起こることを確認することができた。
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（３）女性に優しいまちづくりと WLB

最後に紹介する事例は、平成 26 年５月に「日本

創生会議」による人口予測で、東京 23 区で唯一若

い女性の減少により人口を維持できない「消滅可

能性都市」に位置づけられた豊島区の取組である。

豊島区は対応策として「女性に優しいまちづくり」

を掲げ、F １世代（20 代、30 代の女性）の意見やニー

ズをまちづくりに活かすために「としま F １会議」

を設置した。私は会議の座長としてかかわったが、

32 名の委員で構成された「としま F １会議」は６

チームに分かれ、調査、研究をベースに消滅を阻

止するための施策提案を区長に行い、平成 27 年度

に 8,800 万円の予算を獲得したⅲ 。チームのひとつに「WLB」チームがあったが、きっかけは「としま F １会議」

のメンバー募集も兼ねて行った「としま 100 人女子会」（平成 26 年７月実施）において、「デートする時間も、

旦那さんとゆっくり話す時間もない。ですので、豊島区の区長さんや行政の方には豊島区内にある企業に、ワー

ク・ライフ・バランスを実現するように働きかけをしてほしい」という意見がだされたことにある。「WLB」

チームからは、「誰もが“働きやすい豊島区”をめざして～ WLB 先進都市に向けた提言～」が提出され、「WLB

相談窓口の設置」、「WLB コンサルタントの無償派遣」、「WLB 推進企業向け支援の拡充」など、すでに実践

されている豊島区の取組を加速させるための提案のほかに、経営者向けの啓発事業として『としま 100 人社

長会』が提案された。この提案に予算が付き、平成 27 年度に「としま 100 人社長会」が開催された。その後、

「ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、トップ（上司）の意識改革が必要」という認識が定着し、

豊島区内企業の経営者層や管理職、人事担当者にむけた事業として、「としま 100 人社長会」は平成 28 年度

から継続事業として取組まれ、29 年度も実施予定である。また、区長を含む管理職全員がイクボス宣言を行

い、さらに区内企業・団体に呼びかけをして総勢 67 名で「としまイクボス宣言」を行うなど、トップ自身の

WLB のみならず、部下の WLB の実現を応援しつつ、生産性も上げていくことを宣言している。

（４）自治体職員の WLB の推進と働き方改革

ところで、豊島区職員によると「WLB」チームの提案は区の施策

に影響を与えたのみならず、区職員の WLB の加速化や「働き方改

革」にも一役買っているようだ。区職員の WLB を実現するために「会

議の新ルール」や「超過勤務縮減のための新ルール」など全庁的なルー

ル等を策定しているほか、これまでの働き方や長時間労働を是とす

る組織文化を見直すことが必要と考え実施した「19 時一斉消灯」は

自治体の働き方改革として、多くのメディアに取り上げられている

そうだ。制度面においても、評価観点の追加、育児・介護に関わる

職員を対象とした早出遅出勤務制度の導入や、常勤職員を対象とし

た時差勤務について、７月に 200 人が参加して試行し、その検証を
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踏まえて 10 月から本格実施が予定されているとのこと。そして、最も大きな変革は、これまで土日に実施し

ていた議会一般質問のヒアリングを、平成 29 年第２回定例会より平日の実施に切り替えたことだという。女

性管理職の N さんによると、「多くの女性管理職からは喜びの声が上がっている。平日に切り替えるにあたっ

ては、区長をはじめとする関係者の予定をおさえ、かつ平日の夜に業務がはみ出ることがないように配慮して

進めたため、移行はかなり大変なものがあった」。Nさんからは「豊島区職員の働き方改革が加速化されたのは、

まちがいなく『としま F １会議』の貢献です」との嬉しい言葉をいただいた。他のロールモデルとなるべく、

豊島区でのさらなる取組が期待される。いうまでもなく、「働き方改革」は女性だけの問題ではない。子育て

する男性や、介護を抱える男性のみならず、誰にとっても共通の問題であることを忘れてはならない。

最後に一首。「多様性　認める国に　幸溢る　夢も希望も　色とりどりに」（by nmonkey）

ⅰ『男女共同参画推進のためのワールド・カフェ実践手引書（改訂版）』文部科学省参照のこと。
ⅱ『働く男性の意識改革や働き方の見直しに向けて―キーパーソンの取組事例～』（内閣府男女共同参画局）

を参照のこと。
ⅲ『としま F １会議報告書』（平成 27 年３月、豊島区）、『としま F １会議　消滅可能性都市 270 日の挑戦』

（平成 28 年６月、生産性出版）を参照のこと。
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経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス

株式会社ワーク・ライフバランス  代表取締役社長　小室　淑恵

●千葉県におけるワーク・ライフ・バランスの必要性

2014年５月に日本創成会議が公表した ｢消滅可能性市町村リスト｣ では、千葉県の54市町村のうち26市町
が ｢消滅可能性都市｣ としてリストアップされました。15年12月時点で千葉県の人口は増加傾向にありますが、
65歳以上人口が増加しているのに対し、生産年齢人口と15歳未満人口は減少しています。人口が増えている
とはいえ、少子高齢化が進んでいるのです。

さらに、国立社会保障・人口問題研究所が2013年に発表した「日本の地域別将来推計人口」によると、
2010年から2025年までの千葉県の65歳以上人口の増加率は全国第３位、75歳以上の増加率は２位と予想され
ています。千葉県にとって必要なのは、子育て世代の流入、そして子育て世代の出生率向上というわけです。

国の動きとしては、「日本再興戦略2016」において、「少子化対策の観点からは、我が国の人口分布等からも、
早急に長時間労働是正の取組を強化することでより高い効果が得られることに留意すべき」と記載されてお
り、少子化に向けて働き方改革が必要だという国の動きが活発化しています。

働き方改革を、県をあげて推進し、「千葉県で暮らしたい」「千葉県で働き続けたい」という人を増やすこ
とが喫緊の課題といえるのです。

●人口ボーナス期とオーナス期

なぜ働き方改革が必要なのか、ということについて、その国の人口構造から説明している「人口ボーナス
期」「人口オーナス期」という学説を紹介します。

（図１）
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人口ボーナス期・人口オーナス期とは1998年にハーバード大学のデービット・ブルーム教授が提唱し、世
界的に注目されている考え方です。

人口ボーナス期とは、「若者比率が高く、高齢者比率が非常に少ない人口構造の状態」で、人口構造がボー
ナス（配当）をくれる時期です。安い労働力で世界中から仕事を受注し、高齢者の比率が低いため、社会保
障費の負担が低く、利益はすべてインフラ投資にまわすことが出来、爆発的な経済発展をして当たり前。ア
ジアの奇跡はほとんどこれで説明がついてしまいます。では、日本は一体いつが人口ボーナス期だったので
しょうか。
（図１）は日本の人口推移で、右肩に下がっていくのが年少人口、上がっていくのが老年人口の率です。一

番上にある少し太い線は従属人口指数と言って、これは働く人何人で、何人を支える社会か、ということを
表す指数です。支える人が多いと従属人口指数は低くなり、この時期は国として発展しやすくなります。グ
ラフの左端は従属人口指数が高いですが、この時は多産で子どもが多く、養育にお金がかかる明るい重さと
言われます。育てた子どもが育ち労働力となって従属人口指数はぐんと下がり、底を打ち始めるのが60年代
半ば、そして再び従属人口指数が上がっていきます。今度は高齢者の比率が高まった暗い重さです。つまり、
日本が「人口ボーナス期」だったのは、60年代半ばから90年代半ばまででした。日本が高度経済成長した時
期とピッタリあてはまります。

この「人口ボーナス期」最大の特徴は、一度ボーナス期が終わった国には二度と訪れないということです。
経済発展した国では富裕層が子どもに教育投資をして高学歴化による人件費の上昇と、非婚化・晩産化が進
み少子化になります。また、医療や年金制度が充実するため、寿命が延び高齢者の比率が増えて、社会保障
費が膨大になり、国民の負担が増すので、国民１人あたりのGDPが横ばいに入っていきます。こうなると、

（図１）で、グレーで表している「人口オーナス期」に入っていきます。
「オーナス」とは「重荷・負担」という意味で、人口構造が、国の重荷になる時期ということです。高齢者

比率が高く、支えられる人が多くなる状況で、働く世代が引退世代を支える社会保障制度の維持が困難にな
る、と言われています。人件費が高いため、世界中から受注はできず、ボーナス期の手法は通用しません。ちょ
うど今の日本の状況と重なります。では人口オーナス期にはどうしたら良いのか。ポイントが２点あります。
①　生産年齢人口でありながら、まだ労働参画できていない人（女性・障がい者・介護に従事している人）

が労働参画することにより、短期的に労働力を確保すること
②　少子化対策により長期的な未来の労働力を確保すること

この２点を進めるため、女性活躍推進法の
施行や、少子化対策が謳われているのです。

ただ、今までの政府の少子化対策は本当
の原因分析を誤ったため、有効な手立てと
なりませんでした。では何をすれば良いの
か？最近政府が大変注目しているデータが
あります。それは、１人目が生まれた家庭
を11年間追跡したデータで、１人目が産ま
れた時の夫の家事育児参画時間が短いと、
２人目、３人目が産まれていないというこ
とが明らかになったのです。（図２）
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つまり、本当の少子化対策に重要なのは、男性の働き方改革だった、ということなのです。
そこで今、政府は国主導で働き方改革に取り組んでいる、ということなのです。

●経済発展しやすいルールの違い

人口オーナス期とボーナス期は人口構造が違うため、ボーナス期の政策や企業戦略は逆効果です。オーナ
ス期ならではのルールに転換した国・企業が勝つため、変革が必要です。

（図３）

まず、「人口ボーナス期」に経済発展しやすいルールです。１点目に、重工業比率が高いため、男性をできる
だけ労働市場に出し、家庭での家事・育児・介護は妻がこなす性別役割分担をすることが、高効率だと言えます。

２点目に、なるべく長時間働いた企業が勝ちます。市場は商品やサービスに飢えていて、作れば作っただ
け売れるので、「早く安く大量に」が勝つポイントとなります。

そして３点目に、なるべく同じ条件の人を揃えた組織が成功します。均一なものをたくさん提供すること
で市場ニーズが満たせるため、右向け右で動く組織が強くなります。余っている労働力を分かりやすい一定
条件で足切りし、忠実な企業戦士を揃えることが大事です。企業の力が強く、労働者は必死で働くため、忠
誠心を見るやり方を日本企業は完璧に作り上げました。それが転勤と残業です。労働時間の上限なく働くこ
と、辞令１枚で転勤させ、何ヵ所か辛い部署を経験すると昇進、の繰り返しにより、従順な従業員を作り上げ、
組織を管理したわけです。これが大成功し、計算方法によりますが、日本がボーナス期に稼いだ額は同じ時
期の中国の約３倍とも言われています。

しかしこの方法が限界を迎えたと明るみに出たのが、数年前です。それまで従業員を酷使して利益を出し
た企業が、オリンピック受注、復興本格化などで労働力不足が進み、いわゆるブラック企業には人が集まら
なくなり、ある居酒屋チェーンでは大量の店舗閉鎖を余儀なくされました。労働力人口は以前から減ってい
たのですが、労働需要が高まって、一気に「人材奪い合い時代」に突入しました。そこで、人口オーナス期
に経済発展できるルールへの変換が急務となります。
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「人口オーナス期」には、まず１点目に、誰もが活躍できる組織であることが必要です。頭脳労働比率が高
く、労働力は足りないので、誰もが働けることが重要。しかも売り手市場ですから、男女双方から選ばれる
企業にならないと業務に必要な労働力もまかなえないことになります。女性活躍推進法では、各企業の「男
女の勤続年数の差」「女性管理職の比率」「女性役員の数」「平均残業時間」などが公表されました。ここを見
れば一目でどのような会社か分かるため、良い人材を採れる会社とそうでない会社の二極化が進みます。

そして２点目は、なるべく短時間で働く企業が勝ちます。時間あたりの単価が高騰しているので、短時間
で成果を出してもらうことが必要です。しかし、従業員の大半は人口ボーナス期に成功体験を積んでいるの
で、その時の仕事の仕方が良いと信じ、部下・後輩にも自分と同じ方法を求めます。人口ボーナス期は長時
間の残業代を払える人件費でしたし、商品やサービスは生み出せばそれだけ売れていましたが、今はそのや
り方は通用しません。そこで、組織としては短時間で成果を上げる方法をトレーニングし、時間をかけて働
きたい、という人に対してはルールの変換を徹底して伝えていかなければなりません。また、短時間で成果
を出せる組織にならないと勝ち残れない理由として、介護の問題があります。ここ数年、管理職の男性が介
護で短時間勤務になることが頻発しています。2015年時点で介護離職はすでに10万人を超えましたが、これ
はまだ嵐の前の静けさです。

さらに、団塊世代が今年一斉に70代に突入します。60代から70代に入ると要介護率は２倍に跳ね上がり、
その５年後では３倍なので、今の比ではない大介護時代がやってくるのです。すでに育児で休む女性の数を
介護で休む男性の数が逆転している企業もあります。しかも団塊ジュニア世代は晩産化の影響で、育児・介
護・共働きを抱えながら働く人が増大することが予想されます。会社の中核を担う人がその状態なので、働
き方が以前の「24時間仕事に自分を捧げることが前提」という仕組みでは、職場は成り立ちません。これか
らは自分のキャリアで一度も時間制約が無いという人の方が稀です。時間に制約がある人が当たり前の時代
になるのですから、仕事のバトンを渡して繋いでいくルールに移行できるか、が勝負なのです。

３点目は、なるべく違う条件の人を揃えることです。市場には物が溢れ、均一なものには飽きています。
新しい価値を短いサイクルで提供する必要があります。この時期にネックになるのが、均一な人材しか活躍
できない組織です。ニーズが多様化しているので、多くの視点でディスカッションすることが必要ですが、
これは単に女性がいれば良いということではありません。働き方が従来のままで重要な会議が夕方に行われ、
何時でもお客様対応をしているような組織では、早く帰る事情がある人は活躍できない状況に陥ってしまい
ます。多様な人材が当たり前に同じルールで働くことができる労働環境を整備できるか、ということが最も
重要になります。これからは育児・介護・障がいや難病を、仕事上の障壁にしない企業にしか、人材獲得は
できなくなります。色々な条件を持った人たちを一律の条件でふるい落とすのではなく、それぞれの能力を
発揮してもらえる環境を作れることができた企業は、人材が集まり、新しい付加価値を生み出し発展するこ
とができるのです。

●今、私たちにできること

今、「人口ボーナス山」はどんどん沈んで行っています。この山にしがみつくのではなく、効率よく多様性
を持って働くことが基本となる「人口オーナス山」に団結して飛び移ることが求められます。

県・市町村を挙げて働き方改革に取り組むことで、「他ではなくここで働きたい」という人が増加し、発展
し続けることができるのです。三重県では、知事主導のもと、人口減少という課題を解決するためには「働
く場を魅力的にして、働く人を増やすことが重要」という方針で地方創生交付金を活用し、県を挙げて働き
方改革に取り組みました。
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実際に働き方改革に取り組んだ従業員60名弱の調剤薬局では、業務体制の見直しと全体のスキルアップを

実行したことで仕事の属人化の排除を実現し、有給消化100％を達成、社員のスキルアップによる売り上げ増、
また、従業員の結婚数が２倍、出産数が2.5倍という結果を出しています。働き方改革は出生率アップにも寄
与するということで、この調剤薬局への注目が高まり全国からの取材も増えています。さらに、ワーク・ラ
イフ・バランスの取り組みを採用において伝えることで、エントリー数が５倍に増加、以前は秋まで採用活
動をしていたのが、ゴールデンウィークにはほぼ確定でき、近隣の大きな市場である大阪から２名の学生を
採用できたのです。

働き方改革を地方創生の軸として取り組む県は三重県以外にも増えています。千葉県でも今後の発展に向
けて、社会が沈み終わる前に、いち早く、一緒に新しい働き方に飛び移りましょう。

（参考）

図１：人口ボーナス期、オーナス期

図２： 厚生労働省「第２回21世紀成年者縦断調査（2012年成年者）及び第12回21世紀成年者縦断調査 

（2002年成年者）

図３：経済発展しやすいルールの違い「人口ボーナス期」と「人口オーナス期」
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川崎市の取組み

川崎市総務企画局人事部人事課

1. はじめに

川崎市は神奈川県の北東部に位置し、多摩川を挟んで東京都と隣接

し、横浜市と東京都に挟まれた、細長い地形です。７つの行政区があ

り、面積は 144.35km² と政令指定都市の中では最も小さいものの、全

国的に人口が減少する中、増加を続けており、平成 29 年４月 24 日に

150 万人を突破しました。

職員数は、平成 29 年４月１日現在で 18,956 人となっています。

2. ワーク・ライフ・バランス実現に向けた川崎市の計画

（１）川崎市次世代育成支援対策特定事業主行動計画

川崎市では、平成 17 年３月に次世代育成支援対策

推進法に基づき、市職員を対象とした第１期の特定事

業主行動計画を策定し、平成 20 年３月に第２期、平

成 23 年３月に第３期と見直しを行いながら、職員の子

育てと仕事の両立支援などの取組を進めてきました。

そして、それまでの取組状況の点検を行うとともに、

目標の達成状況並びに管理職及び職員アンケートの結

果等を踏まえ、各取組の実行力を高めるための見直し

を行い、平成27年３月に『職員いきいきワーク・ライフ・

バランスプラン～第４期川崎市次世代育成支援対策特

定事業主行動計画～』（以下「行動計画」という。）を

策定しました。行動計画では、「ワーク・ライフ・バ

ランスを推進する 14 の取組」として、ワーク・ライフ・

バランスデーの実施や、年次休暇や男性の育児休業等

の取得を促進するための数値目標等を掲げており、こ

れに基づき、職員の仕事と子育てをはじめとする生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に取り組

んでいます。

人口150万人突破を祝うとともに、本市の
活力や魅力を広く発信するため、「150万
人都市記念マーク」を作成しました。

▲「職員いきいきワーク・ライフ・バランスプラン」概要
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（２）川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム

平成 28 年 11 月、職員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを確保

できる職場づくりや、充実した生活を送ることができる働き方改革実現

のため、市長をはじめとした市幹部職員 35 人による「川崎市イクボス

宣言」を行いました。

そして、これを契機として、本格的な働き方改革に取り組むため、

市長を本部長とする「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進本部会議」

を立ち上げ、全庁的な取組体制を構築し、現状と課題の把握、そして

課題解決に向けた取組を実効性のあるものにしていくための検討を進め、平成 29 年度における具体的な改革

の取組をまとめた『川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム』（以下「プログラム」という。）を平

成 29 年３月に策定しました。このプログラムは、長時間勤務の是正、業務改革・改善などの「職員の働く環

境の整備と意識改革」と、次世代育成支援を含む「多様な働き方の推進」に関する具体的取組を明らかにし、

川崎市役所における「働き方・仕事の進め方改革」を全庁的に推進し、もって、市民サービスの向上を図る

ことを目的としています。

本市では現在、行動計画とプログラムの２つを軸に、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取

組を行っているところです。

川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム　取組の概要

部下・スタッフのワーク・ライフ・
バランスを考え、その人のキャリ
アと人生を応援しながら、組織の
業績も結果を出しつつ、自らも仕
事と私生活を楽しむことができる
上司のこと。

イクボスとは・・・
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3. 主な取組

（１）ワーク・ライフ・バランスデー

ワーク・ライフ・バランスを確保するには、仕事を効率的に進め、長時間労働に対する職員の意識を改善

していくことが重要です。この考えを庁内に普及させ、十分な生活時間を確保するため、「ワーク・ライフ・

バランスデー」を実施し、通知や庁内放送により、定時退庁を徹底する日としています。

平成 28 年度までは、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、千葉市、さいたま市、相模原市、

川崎市）での合同実施を含め、年２回としていましたが、平成 29 年度はプログラムに基づき、従来の取組に

加えてプレミアムフライデーに合わせて実施することとし、年４回に拡充しました。庁内啓発用チラシを作

成し、実施に合わせて庁内へ周知することで、より効果的な普及が図られるように努めており、平成 28 年度

における市長事務部局の定時退庁率は１回目が 97.6％、２回目 96.3％となっています。

（２）時間外勤務縮減に向けた取組

多様化する市民ニーズ等を背景に、本市職員の時間

外勤務はここ数年増加傾向にあり、時間外勤務の縮減

に向けた取組は、重要な課題の１つとなっています。

本市では、従来から毎週水曜日と金曜日をノー残業

デーとしてきましたが、十分に徹底されていなかった

ことから、職員１人ひとりがワーク・ライフ・バラン

スの実現及び健康的な生活を送ることができる働く環

境整備と意識改革に向けた取組の第１歩として、平成

29 年５月からプログラムに基づき、水曜日と金曜日

のノー残業デーに替え、①「水曜日の完全定時退庁の

実施」、②「午後８時以降の時間外勤務の原則禁止」、

③「所属ごとのノー残業デーの実施」の取組を開始し

ました。

①では、緊急時など公務上やむを得ない場合を除き、職員は定時に退庁することとしており、当日２回、

職員の定時退庁を促すための庁内放送を実施するとともに、一部庁舎では午後５時 40 分と６時 00 分に一斉

消灯をしています。

②についても２回に渡り庁内放送を行うとともに、一部の庁舎で午後８時 10 分と８時 40 分に一斉消灯を

しています。やむを得ず午後８時以降に時間外勤務を命ずる場合は、所属長から届出をすることとしており、

実施状況が把握できる仕組としています。①及び②いずれも、間隔を空けて消灯を２回行うことで、職員の

意識を高め、実効性を確保する工夫を施しています。

また、③は、業務の繁忙期等が職場ごとに異なることから、所属（班・係単位以上）ごとにノー残業デー

を設定し、設定日には定時退庁の取組を実施するもので、「毎週○曜日」のような固定での設定に限らず、「月

末が繁忙のため、月初めの１週間にする」というような職場の状況に応じた柔軟な設定を可能とすることで、

実効性を高める狙いがあります。
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（３）職員意識の醸成に向けた研修及び育児休業等の取得しやすい環境づくり

ワーク・ライフ・バランスを確保できる職場環境づくりや職員意識を醸成するため、毎年、業務管理者等

を対象とした研修と全職員を対象とした研修を実施しています。

業務管理者向け研修では、新任の管理職員を中心に、管理職に求められる意識の啓発及び実践のための仕

事の仕方や組織・部下のマネジメント手法について理解を深める研修などを行っています。

全職員を対象とした研修については、主に仕事と子育ての両立の考え方や職員の育児参加の啓発・促進な

どを目的とした研修を行っています。特に、男性職員からは「育児休業や部分休業を取ることに抵抗がある」

といった声がいまだ聞かれることから、そうした不安

を解消して育児休業や部分休業を取得しやすい環境を

作るため、育児休業等の情報共有ができる機会を設け

ることを目的に、育児休業を取得した職員やその配偶

者などの体験談をテーマとした座談会やパネルディス

カッションなどを行った実績があります。

また、男性が育児休業等を取得しやすい環境をつく

るための取組としては、この他に庁内ホームページに

おいて実際に育児休業を取得した男性職員の体験記を

掲載しており、取得のきっかけや休業中の様子に加え

て、取得しようか迷っている職員へのメッセージなど

も掲載しています。

（４）制度の周知及び育児休業等の取得しやすい環境づくりに向けた情報発信

出産・子育てに関する制度は種々ありますが、職員が、どのような制度があ

るか把握し、利用方法や利用に係る要件などを理解していなければ活用でき

ないことから、本市では、各種制度をまとめた「職員子育て応援ガイドブック」

を作成し、庁内ホームページへの掲載や新規採用職員への配布等により周知

をしています。

本ガイドブックは、「子どもができたら」、「子どもを産むとき」、「子育て奮

闘時期」と３つの時期に分けて、取得可能な休暇・職免等と手当・福利厚生

等について、対象者や手続方法等を掲載しており、職員が制度を積極的かつ

漏れなく活用できるような構成としています。

4. 取組の効果と今後の展開

行動計画においては、平成 31 年度までの目標として、次のような数値目標を掲げています。

（１）出生時における父親の特別休暇取得（職員の配偶者の出産特別休暇（３日間）の完全取得率）　70％以上

（２）出生時における父親の特別休暇取得（男性職員の育児参加特別休暇（５日間）の完全取得率）　30％以上

（３）男性職員の育児休業等（育児休業、部分休業）取得率　12％以上

（４）年次休暇取得日数割合　16 日以上
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右表は、平成 27 年度と平成 28 年度の目標の達成状況にな

ります。いずれの数値も前年度に比べて上昇しており、これ

までの取組の効果が目に見える形として現れてきています。

しかし、一方で（３）以外は目標値にまだまだ届いておら

ず、また（３）も育児休業の件数は伸びていないのが実情で、

平成 31 年度までの目標達成に向けては、さらなる努力が必

要です。

平成 29 年度については、行動計画における各取組をより

一層推し進めていくことに加え、プログラムに基づき、管理

職の中からイクボスのロールモデルとなり得る職員を表彰するイクボスアワードの開催や、年次休暇取得促

進のための取得予定表の試行的活用などを予定しています。

子育てや介護、地域活動等、職員の生活面における事情も時代とともに多様化しています。全ての職員が

それぞれのライフステージで仕事と生活のバランスの取れた働き方を実現するため、今後もできることを１つ

ひとつ着実に取り組んでいきたいと考えています。

行動計画における目標の達成状況

平成 27 年度 平成 28 年度

（１） 53.1％ 59.0％

（２） 22.3％ 25.6％

（３） 10.0％ 12.5％

（４） 13.0 日 13.2 日
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

政務活動費の使途と条例適合性
（東京地方裁判所平成28年3月22日・判例地方自治416号10頁）

A は議会事務局長、B は同事務局員

（事案の概要）
Ｎ区議会の会派であるＺ（Ｏ議員のいわゆる一人会派）に交付された平成 25 年度の政務活動費のうち、

公益社団法人Ｊ（以下「本件法人」という。）の理事会運営費（２万 8000 円）、Ｎ区運営委員会運営費（１万
5000 円）及び年会費（18 万円）の合計 22 万 3000 円の支出について、Ｎ区政務活動費の交付に関する条例（以
下「本件条例」という。）の違反があるとして、同区の住民ＸらがＮ区長Ｙに対し、住民訴訟により同会派（Ｏ
同議員が議員資格を喪失したことにより、清算の目的の範囲内で存続しているとされている。）に対する
不当利得返還の請求をするよう求めた。

B：議員が地方公共団体から受ける支給としては、地方自治法（以下「法」という。）第203条各号にある議員
報酬、費用弁償、さらに条例に規定がある場合の期末手当がありますが、これに加えて政務活動費（法100
条14項ないし16項）が定められたのは、どのような経緯によるのですか。

A：法制定後、一部の地方公共団体は、条例に基づいて地方議会の議員に対し、調査研究費、通信費等の経
費を支給していた。昭和31年法律第147号による同法の改正によって、議員に対し、給与その他の給付を法
律又はこれに基づく条例に基づかずに支給することが禁止されたため（同法204条の２）、費用弁償等に含
まれない調査研究費等を議員に支給することはできなくなった。もっとも、このとき地方議会の会派に対
する経費の支給を禁止する規定は置かれなかった。そこで、同法232条の２（寄附または補助）に基づいて、
議員個人ではなく会派に対し、調査研究費等として補助金を交付するようになった。

しかしながら、この方法による場合、首長と議会会派との対等性が損なわれることとなり、また交付さ
れた補助金の使途を十分に検証することができないといった問題点があるとされていた。

平成12年法律89号による地方自治法の改正により、こうした補助は「政務調査費」として明文化される
こととなり、政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法は、各地方公共団体の条例で定めなければなら
ないものとされた。同法の改正に伴って、各地方公共団体は、政務調査費に関する条例を定めたが、具体
的にどのような範囲の経費に政務調査費を充てることができるのかについては、条例事項とされていな
かったため、地方公共団体では行政規則（規程、要綱等）によって使途基準を定めていた。

平成24年法律72号による法改正で、政務調査費は名称が「政務活動費」に改められ、それまで、「その議
会の議員の調査研究に資するため」とされていた交付目的が「その議会の議員の調査研究その他の活動に
資するため」と拡大された。

同時に、従前条例事項とされていなかった、政務活動費を充てることができ
る経費の範囲も条例事項とされた。この改正にあたって、３つの議会議長会が、
各地方公共団体向けのモデル条例を示し、多くの自治体がこのモデル条例を採
用している。本件事案のＮ区も同様だ。

B：政務活動費の使いみちが条例に適合しているかどうかについては、どのよ
うに判断することになるのでしょうか。
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A　：基本的には、条例で定めた経費の範囲に該当するかどうかになる。政務調査費の時代の判例として最高
裁平成25年１月25日第二小法廷判決（判例タイムズ1388号94頁）がある。この判例は、区の使途基準（告示）
中の「会派又は議員が行う区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査・・・委託に要する経費」
の解釈について、「議員の議会活動の基礎となる調査研究及び調査の委託に要する経費をいうものであり、
議員としての議会活動を離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の
議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費は、これに該
当しない」とした。

平成24年法改正によって加わった「その他の活動」についても、議会の議員としての活動との合理的関
連性の有無を判断することになると考えられる。

B：各市町村では、充てることができる経費の範囲について、条例の外に「政務活動費の手引き」等を定め
て、使途基準を詳細化しています。この「手引き」は、使途に関する違法性の判断にどのような影響を与
えるのでしょうか。

A：本件判決では、「Ｎ区政務活動費の手引き」（以下「本件手引き」という。）に規定する留意事項が内容的
に合理的であるとの判断を前提として、「本件条例に基づき政務活動費の交付を受けた会派が、当該年度に
おいて交付を受けた政務活動費を本件条例別表及び本件手引きの定めを逸脱する支出に充てた場合には、当
該会派は、これらの支出に充てられた部分に相当する額について、Ｎ区に対して不当利得返還義務を負う」
としている。

その上で、本件では、他の団体（本件法人）の運営費や年会費自体には、本件条例あるいは本件手引き
に何ら記載がないこと、年会費は研究会又は研修会に参加するために要する経費や会派として地域団体の
会合に出席する場合の会費相当額そのものではないことから、本件条例で個別に規定する「研究研修費」
は「広聴費」と同視することはできないとした。また、本件条例には、「その他の経費」として、「上記以
外の経費で会派が行う活動に必要な経費」という項目があったが、判決では「本件法人の運営費を支出す
ることが、会派が行う活動に関連していたものともいい難い」として、当該費目の該当性についても否定
した。

B：そうすると、手引きに記載のない支出については、政務活動費の支給対象外と考えていいのでしょうか。

A：単純にそうとも言いにくい。他の事件の裁判例（札幌地裁平成29年３月16日判決）ではあるが、「業務
委託費の支出については、『手引き』に当該業務委託を許容する旨の明文の定めがあるかどうかにかかわら
ず、市政に関する調査研究を目的とする業務を委託するために必要かつ合理的な支出は適法なものとして
許容され、他方、政党活動若しくは後援会活動又はこれらに準ずる活動に係る業務を委託するために政務
調査費を支出することは違法なものとして許されないと解すべきである。」としており、必ずしも「手引き」
に記載があるかどうかが基準とされるとは限らない。

B：政務活動費としての適否、あるいは、会派に返還を求めるかどうかについて、議会事務局の担当者は判
断に迷うのではないでしょうか。

A：確かに、単純に「手引き」の記載、あるいは報告書の形式的な記載のみに依
存するような判断をすることはできない。本件でも会派代表者から、「実質的に
は研究研修費である。」等の説明を受けていたようだけれど、条例の文言からは
無理のある説明といわざるを得ない。政務活動費の使途については、メディア
や住民の関心も高いことから、事務局側で的確に条例を解釈し、支給先の会派
等に説明をする姿勢が求められる。
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自治判例情報

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

臨時・非常勤職員に関する地方公務員法等の改正について

自治体の厳しい財政状況等を理由に、この10年近くで任期の定めのない常勤職員数は約30万人減少してい
ますが、その一方で、臨時・非常勤職員は約20万人増加し、64万人を超えています。しかしながら、臨時・
非常勤職員については、任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていないことから、
地方公務員法及び地方自治法において以下のような改正が行われました。

地方公務員法は、首長や議員等を特別職とし、特別職以外の職を地方公務員法の適用を受ける一般職とし
て位置付けています。そのため、特別職の者には地方公務員法が規定する職務専念義務や守秘義務が課され
ないことになりますが、自治体において通常の事務職員等を特別職として任用している実態が見られていま
す。そこで、特別職の定義を厳格化する改正がなされ、臨時・非常勤の特別職を専門的な知識経験等に基づ
き、助言、調査等を行う者に限定することになりました（地公法３条３号）。具体的には学校医などがこの定
義に該当する者であると考えられますが、この定義に該当しない通常の事務職員等は特別職として任用する
ことはできないことになります。

また、臨時的任用は、地方公務員法上は緊急の場合等に採用試験や選考等による能力の実証を行わずに６
か月を超えない期間で職員を任用する制度ですが、実際には緊急の場合でなくても任用が行われるなど、法
の趣旨とは異なる実態が見られています。そこで、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」において緊急
のときなどに臨時的任用を行うことができるとされ、任用の要件が厳格化されました（地公法22条の３）。そ
のため、臨時的任用はフルタイムでの任用に限るということになり、パートタイムでの任用は認められない
ことになります。

他方、新たに一般職の非常勤職員を「会計年度任用職員」と位置づけ、その採用方法や任期等を明確にす
るための規定が置かれました（地公法22条の２）。会計年度任用職員は、一会計年度内の期間で任命権者が定
める任期で、フルタイム又はパートタイムで勤務する非常勤の職員です。会計年度任用職員の採用は競争試
験又は選考によるものとされていることから、面接や書類選考による能力の実証も可能であり、再度の任用
も認められます。ただし、退職手当や社会保険料等の負担の回避等のために新たな任期と前の任期の間に一
定の空白期間を置くことのないように、任命権者には、任期更新等に当たり、職務の遂行に必要かつ十分な
任期を定めるものとする配慮義務が課されています。なお、会計年度任用職員には地方公務員法で規定され
ている守秘義務等の職務上の義務が課されますが、営利企業への従事制限の規定はパートタイムの会計年度
任用職員には適用されませんので、私企業への従事も認められます（地公法38条）。

また、現行制度上フルタイムの臨時・非常勤職員についてはこれまでも手当の支給が可能と解されてきま
したが、パートタイムの臨時・非常勤職員については手当を支給することができませんでした。そこで、会
計年度任用職員についてはパートタイムであっても、条例で定めることにより期末手当の支給ができるよう
に地方自治法の改正も行われました（地自法203条の２第４項）。

自治体の準備期間を考慮してこれらの改正は平成32年４月１日施行ですが、今後は改正内容に沿った適正
な任用の実現に向けて総務省から自治体への働きかけや助言がなされることが予定されており、各自治体に
おいて対応が必要になってくることと思われます。
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松戸市

千葉県内初！
公私連携型保育所	

「ケヤキッズ保育園」

子ども部幼児保育課

１．経緯及び背景
松戸市では子育て世代にも魅力的な「東京に隣

接した子育てしやすいまち」として選ばれるまち
づくりを進めるために「待機児童対策」を最優先
課題として取り組んでいます。平成29年４月には、
平成28年４月から２年連続で国基準の待機児童ゼ
ロを達成しています。

こうした成果の背景として、待機児童解消に向
けて積極的に小規模保育事業の整備に取り組んだ
経緯があります。小規模保育施設については、平
成27年４月１日時点で８施設でしたが、平成29年
４月１日時点で44箇所となり、２年間で36施設も
の整備を完了しました。県内では１位となる箇所
数となります。

上述の取り組みの中で、小規模保育施設卒園後
の３歳児以降の受け入れ先の確保が課題と考え、
３歳から５歳児の受け皿となる保育施設整備の必
要性を検討した結果、廃校となった学校跡地を活
用した、保育所では県内初となる３歳から５歳児
専用の公私連携型保育園を開園するに至りました。

2．事業を実施して得られた効果
当初、３歳から５歳児に特化した施設という主

旨から公設での運営を検討していましたが、運営
費について市の全額負担になるとの観点から公私
連携型とし、民設民営と同様に施設型給付費の対
象とすることで民間保育園として算定支給される
ため、市の財政負担の軽減効果があります。

加えて公私連携型は、民間の独自性を活かした
質の高い保育の提供を可能としつつ、市が推進す
る事業を積極的に取り入れることができます。

３．今後期待される効果
「ケヤキッズ保育園」の最寄駅でもある松戸駅の

周辺には多くの小規模保育施設が存在しており、
今後も施設整備の必要性が見込まれるため、小規
模保育施設卒園後の受け入れ先となれば３歳の壁
の解消とともに、市内の待機児童対策に大きく貢
献できるものと考えています。

また、市が積極的に運営に関与することが可能
なため、事業者との協議により、市の政策に沿っ
た事業を運営に反映させることが期待できます。

4．事業実施前まで及び実施後の課題点、問題点
事業実施前については、前例があまりなかった

ため、事務手続き等に予想以上の時間を要しまし
た。実施後については、公と民の協定により、質
の高い保育の提供等が期待される一方、意思決定
の観点においては、純粋な民設民営の施設に比べ
て協議や調整に時間を要するといった側面があり
ます。

課題点や問題点がある度、今後も解決策の模索
が必要ですが、その都度公と民それぞれの長所を
活かして、互いの短所を補完し合い、これからも
松戸市の保育行政の一翼を担う、より質の高い施
設となっていくことを期待しています。

【問い合わせ】
子ども部幼児保育課　☎047-366-7351 



27クリエイティブ房総　第94号

県内情報

富津市

大地震における「避難所自動
解錠ボックス」の役割とは

総務部防災安全課

1．設備概要
「避難所自動解錠ボックス」とは、避難所の鍵

を保管するための装置で、避難所の入口付近に設
置されており、普段は施錠されています。震度５
弱以上の揺れを感知した際には自動で解錠され、
施設管理者のいない夜間や休日等において、最初
に避難所に来た避難者が自らボックスの中の鍵を
取り出し、避難所の扉を開けることができます。
ボックスの中には鍵の他、懐中電灯や避難所の安
全点検表が入っており、安全を確認した後に入館
することにしています。このボックスの駆動方式
はバネ式であり、電気を使わないので停電も関係
ありません。指定避難所となる施設に設置したの
は千葉県内では初めての試みです。

２．導入の背景
平成７年の阪神・淡路大震災では、神戸市役所

職員の登庁率は２割に満たなかったという報告が
あります。富津市に置き換えるならば、市外在住
の職員もいる中、市の職員453人（平成29年４月
１日時点）の２割にあたる約90人しか登庁できな
いことになります。この人数で避難所運営と災害
対策本部を運営できるでしょうか。

以前、広報紙に「避難所を運営するのは避難者
自身で、市はサポートします」と掲載したところ、
厳しいお叱りを受けました。震災直後２割程度の

登庁しかできない。そのことをもって「市役所は
何もしなくてもよい」と言い訳をしているのでは
ないのです。大震災の直後は避難所の運営を２割
程度の市の職員で担うことはできませんが、時間
が経過するにつれて、死亡したり重傷を負ったり
しない限り職員全員が登庁し、様々な業務を担う
のです。

３．経緯
富津市では、地域防災計画で避難所直行職員を

定めており、震度５弱の地震が発生したならば、
あらかじめ指定された職員が避難所へ直行して避
難所を開設することになっています。

それでは、なぜこの装置を設置したのか・・・。
前述のとおり震災直後の、自身も被災しているで
あろう市職員が指定避難所となる小中学校の体育
館に一番に駆けつけられるとは限りません。震度
感知装置が内蔵された「避難所自動解錠ボックス」
を設置することで、避難者自ら解錠して避難所に
入ることができます。このことにより、被災し避
難してきたのに避難所の中に入れない、そんな事
態を避けることができます。

震災発生の直後・１日後・３日後・１週間後で
は行政の役割は変わっていきます。その中でも救
出を待つ被災者の生存率が急激に低下すると言わ
れる72時間内は、消防を含む市や警察、自衛隊な
どは、直接・間接を問わず、人命救助に全力を尽
くすべきであり、避難所運営は避難者に協力をお
願いすることになります。

４．今後の課題
避難者自らが施設の安全点検をした後に避難所

に入るため、点検の重要性を避難者に認識しても
らう必要があることはもとより、避難所運営委員
会の立ち上げなど避難所運営に関する理解を市民
に広げる必要があります。

そのために自主防災組織の結成を促進し、地域
防災力の向上を図ります。

【問い合わせ】
総務部防災安全課　☎0439-80-1266
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地域情報

東京都羽村市

愛情ギュッとず～っとはむら
－東京で子育てしやすいまち－

 企画総務部
シティプロモーション推進課

皆さんは「東京で子育てしやすいまち」をご存
知でしょうか。

東京の都心部から西に約45kmにあり、電車１
本で45分程度。行政面積は9.90 ㎢と全国の市の中
でも７番目に小さな東京都羽村市は、都市基盤整
備と企業誘致を積極的に進め、区画整理された閑
静な街並みの住宅都市と製造業を中心とする企業
が集積する工業都市が調和した、職住近接の近代
都市として発展してきました。市民サービスの向
上を図るため、市営動物公園、室内温水プール、
生涯学習施設、アスレチックやプラネタリウムな
どを備えた児童館など、特色ある公共施設を建設
し、また、身近にある自然環境を活かした子ども
体験事業や観光事業等に取り組み、ハード事業と
ソフト事業の両面から充実を図ってきたため、街
の魅力は多岐にわたります。

しかし、街の発展とともに増加してきた人口も、
平成22年の57,772人をピークに減少傾向にあり、
少子高齢化も進展していることから、平成27年９
月に策定した「羽村市長期人口ビジョン及びま
ち・ひと・しごと創生計画」により、市の認知度
の向上を図り、若い世代の定住を促進する新たな
手法として、平成28年度からシティプロモーショ
ンに取り組んでいます。

シティプロモーションを推進する上で、まず、
羽村市自体をブランディングすることとし、市民
にインタビューやアンケート、ワークショップ等を
行い、暮らしや子育てする中で感じている中心的
価値は、コンパクトな街の中に「人の温かさ」「都
会の便利さ」「自然の豊かさ」が備わっていること
であり、これにより東京にある「子育てしやすい
まち」と評価していることが分かりました。これ
を羽村市のブランドとし、説明し発信するブラン
ドメッセージとロゴマークを策定しました。メイン
メッセージは「愛情ギュッとず～っとはむら」です。

羽村市のシティプロモーションは、まちや地域
資源をもっとよくしたいと市民が活動するシビック
プライドを高め、これを戦略的・継続的に発信し
ていくことで認知度の向上を図り、ブランド化を推
進することから、特に、市民から多くの肯定的な
意見が寄せられた「人の温かさ」を推進する事業
の一つとして、平成29年度から新たに取り組んで
いる「羽っぴー（はっぴー）」について紹介します。

平成29年４月に、子ども家庭部内に、２名の保
健師が利用者支援事業の母子保健型を実施する

「子育て相談課相談係」を新設しました。既存の「子
ども家庭支援センター」と合わせて、「子育て世代
包括支援センター」と位置づけ、羽村市で育つ子
どもたちがみんな幸せ（ハッピー）になるように、
愛称を「羽（は）っぴー」としました。

母子手帳交付時の面接を、ご家族との関わりの
スタートとし、子育て世代の安心感を高めるため
に様々な相談を受け、寄り添い型の支援を開始し
ています。

この子育て世代に寄り添った相談体制が「人の
温かさ」として特に評価され、「子育てしやすい
まち」の価値の一つとなっています。

これら「東京で子育てしやすいまち」羽村市の
特徴的な施策や、市民記者が取材した記事、市民
がインスタグラムで発信した写真など、羽村市の
暮らしや子育てに関する魅力は、「東京都羽村市
公式PRサイト『愛情ギュッと ず～っと はむら』

（「愛情はむら」で検索）」で公開していますので、
ぜひ、ご覧ください。

【問い合わせ】
企画総務部シティプロモーション推進課
☎042-555-1111　内線342
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▲ 樋
とよばし

橋（じゃあじゃあ橋）

香取市は、千葉県の北東部、東京から70km圏・成田空港から15km圏に位置し、北は茨城県と接しています。

北部には水郷の風情が漂う水田地帯が、南部は山林と畑を中心とした平坦地が広がります。

東国三社の一つ香取神宮、実測日本地図を作成した伊能忠敬の旧宅（国史跡）、江戸時代から昭和初期に

建てられた商家や土蔵などの重要伝統的建造物群保存地区などがあり、歴史・文化に彩られたまちです。



30 クリエイティブ房総　第94号

❶

●

●

❷

●

香取の魅
み

どころ
市内で開催されている、魅力あふれるイベントの一部を紹介します。

①夏（７月）と秋（10月）佐原囃子の調べに乗って山車が市内を曳き廻
される、「佐原の大祭」（ユネスコ無形文化遺産・国指定重要無形民俗
文化財）

②関東でも有数の歴史と規模を誇る「水郷おみがわ花火大会」
③香取神宮から佐原の町並み（重要伝統的建造物群保存地区）を駆け抜

ける「小江戸マラソン」
④里山に囲まれた橘ふれあい公園の上空にたくさんの鯉のぼりが泳ぐ
「鯉のぼりまつり」

⑤特産品のサツマイモ「ベニコマチ」の焼き芋や巨大セイロでふかした
イモが味わえる「栗源のふるさといも祭」

〒287-8501　香取市佐原ロ2127　香取市役所
☎0478（54）1111（代表）

http://www.city.katori.lg.jp

❺

❹ ❸



研修 Pick Up研修 Pick Up
―	研修生推薦書の締切日のお知らせ	―

◆ 平成 29 年 10 月に締切日を迎える７研修
締 切 日 研 修 名 期 　 間

10 月３日（火） 住民協働推進研修 11/10
政策法務研修 11/16・17・24
折衝・交渉能力向上研修 11/16・17
プレゼンテーション研修 11/28・29

10 月 31 日（火） モチベーションアップ研修 12/ ８
業務マニュアル作成研修 12/12
女性リーダースキルアップ研修 12/14

◆ 平成 29 年 11 月に締切日を迎える４研修
締 切 日 研 修 名 期 　 間

11 月 14 日（火） 接遇研修指導者養成研修  １/16 ～ 18
11 月 28 日（火） タイムマネジメント研修  １/12

ハラスメント防止研修  １/17
コンプライアンス研修  １/24

◆ 平成 29 年 12 月に締切日を迎える２研修
締 切 日 研 修 名 期 　 間

12 月 12 日（火） ファシリテーション研修  ２/ １・２
コミュニケーションスキルアップ研修  ２/ ７

―	公開セミナー第２次のご案内	―

講 　 師　スッキリ・ラボ代表　かたづけ士　小松　易　氏

テ ー マ　かたづける力が職場を変える　～ 一人ひとりの仕事の質が職場の価値を決める～

期 　 間　平成30年１月15日（月）14：00～16：00

対 象 者　すべての職員（定員100人）

開催場所　千葉県自治研修センター　３階講堂

※別途、開催通知を研修担当課宛て送付いたします。

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

編集後記 
今号の特集では「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに、考え方、課題に対する対策や取組みを、

背景やデータとともに専門家の方々、先進自治体にご寄稿いただきました。
自治体は、企業や働く者を支援する立場であり、組織内においても積極的に取組みを行うためのヒン

トになれば嬉しく思います。
ご執筆いただいた皆様には、ご多忙の中、ご協力をいただき心からお礼申し上げます。



今月の表紙（成田市）

◆ 伝統芸能まつり ◆
2014年に成田市制施行60周年記念事業として、本市で地域伝統芸

能全国大会「日本のまつりin成田2014」が開催され、翌年からはそれ
を引き継いだ「成田伝統芸能まつり」が誕生しました。
「成田伝統芸能まつり」では、成田市内・千葉県内はもとより、阿波

おどりや秋田竿灯まつりなど、全国各地の団体による多彩な祭りや踊り
といった個性豊かな伝統芸能が披露されるほか、表参道での伝統芸能パ
レードも行われます。

また、成田市の観光キャラクター・うなりくんをはじめ、全国各地の
ご当地キャラクターが集結する「ご当地キャラ成田詣」が同時開催され、
大人から子どもまで祭りの賑わいが楽しめます。

その地に行かなければ観ることの出来ない伝統芸能を身近で観賞でき、
各地の伝統芸能のすばらしさを堪能することができます。
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