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日本はギリシャ以上の危険信号
高齢化で社会保障費がかさみ、長引くデフレで

税収は伸びない。そこに 3 月 11 日に東日本大震
災が発生し、11.2 兆円とも言われる巨額の復興財
源も必要になった。日本の財政悪化はもはや放置
できないレベルだ。

債務残高の GDP 比率は主要先進国の中でも突
出しており、経済協力開発機構（OECD）の 11 年
見通しによると、日本は 213％である。イタリア
の 129％や米国の 101％を大きく上回る。あのギ
リシャですら、110％だ。そのギリシャは先日、
公務員 3 万人の削減や年金支給額の減額などを盛
り込んだ財政赤字削減策を決定した。欧州連合

（EU）と国際通過基金（IMF）からのつなぎ融資

を受けるための条件を整えるのが狙いだ。一方で
労働組合は全国規模で抗議行動を繰り広げる構え
を見せており、財政再建の道は困難な状況である。

日本は社会保障費が高齢化の進行に伴い、毎年
1.2 兆円の自然増が発生する見込みで、ギリシャ
以上に財政再建が危ぶまれており、今後も債務残
高は歯止めが掛からない状況だ。

しかしながら、「日本の国債の 90％超が国内の
お金で賄われており、格下げを嫌気した海外の投
資家が日本国債を売ってもさほど影響はない」と
指摘するエコノミストもいるが、少子高齢化がさ
らに進めば、楽観視はできないだろう。

日本では、1990 年代以降、中央レベルで進めら
れた分権改革とは別の文脈で、自治体発のさまざ
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まな改革が進められてきている。税収は減少する
中で、住民ニーズの多様化、行政情報の透明化、
財政難などをきっかけとした諸改革が実行されて
いる。

地方自治法 2 条 14 項では、自治体がその事務
を処理するに当たって「住民の福祉の増進に努め
るとともに、最小の経費で最大の結果を上げるよ
うにしなければならない」と規定している。法の
趣旨にのっとり、また財政難という喫緊の課題も
あり、自治体ではさまざまな改革が実行されよう
としている。

筆者は、鳥取県と石川県の両県にコンサルティ
ングのお手伝いをさせていただいており、その様
子を紹介したい。両県ともに日本海側に位置して
いることや、夫婦共働き世帯が多く合計特殊出生
率も全国平均を上回っているという共通点があ
る。少子化に悩む自治体には参考になるであろう。

鳥取県の取り組み
これまでの取り組みが失敗した理由

鳥取県では、2010 年度より、民間企業の事例を
参考に「カイゼン」活動に積極的に取り組んでい
る。この取り組みは社団法人中部産業連盟ならび
に弊社で支援させていただいている。これまでも
鳥取県では、さまざまな業務改革手法に取り組ん
できた。「業務分析による事務の重複洗い出し」「職
員提案制度（改善ひらめきポスト、改善・改革コ
ンペ）」「ISO 導入の検討」「CS 運動」などに取り
組み、それぞれに多くの成果を残した。

ただそれぞれの取り組みは数年で改善効果が弱
くなり、一つの取り組みが弱くなった頃、次の取
り組みがスタートするというのが実態だったよう
だ。民間企業においても同様なケースは多々あ
る。トップが変わるたびに、方針がぶれて、社員
が疲弊してしまうパターンだ。要は改革が “点”
になっており、“線” になっていない状態である。
その結果として、「また何かやらされるのか」とか、

「どうせやっも無駄だろう」というようなネガティ
ブな発言が増え、社員のモチベーション低下を招

いてしまう。鳥取県も過去、そのようなケースが
あったと聞いている。

トップのコミットメント
担当部署だけがいくら改革に向けた旗振りをし

ても、職員全員が真剣に取り組んでもらえるか、
不安なところもあった。そんな中、平井知事から
の強いメッセージが発信された。

その内容は、平成 22 年度当初「全職員の業務
効率を 2 年間で 5％向上させ、平成 23 年度には時
間外勤務を 50％削減（H21 年度比）する」という
ものだ。非常に単純明快で、全職員が一丸となっ
て取り組むにはもってこいの発表であった。

ワーク・ライフ・バランスを組織に浸透させる
ための要素として重要なのが、このようなトップ
コミットメントである。担当部署がどんなに積極
的に推進しようとしても、他部署からしてみれば、

「自分たちの評価を上げるためだろう」「現場をあ
まり混乱させないでくれ」などと取り組みに後ろ
向きな態度がどうしても出てしまう。そんな弊害
をなくすためにも、トップによる発言は組織全体
を動かす良薬になるであろう。

図表 1 に平井知事のメッセージを紹介する。

図表 1　平井知事からのメッセージ

「スマート県庁5（GO）・5（GO）プロジェクト」
ー2年間で時間外勤務の半減を目指そうー

　　　【業務効率5％向上】
H21年度の総労働時間に占める
時間外勤務の割合は約10％。
業務効率を5％UPさせて、全体の
勤務時間を約5％少なくすれば時間
外勤務は半減

（月の時間外勤務時間数
1人平均18.6時間（H21）→10時間以下に削減

全職員の業務効率を2年間で5％向上させることで、平成23年度には時間
外勤務時間を50％に削減（H21年度比）

出所：『住民行政の窓8月号』／日本加除出版株式会社
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「スマート県庁5（GO）・5（GO）プロジェクト」
の概要
「スマート県庁 5（GO）・5（GO）プロジェクト」

は、「しごとダイエット 2010 運動」と「早期退庁
de グッドジョブ運動」の 2 本柱で構成されている。
「しごとダイエット 2010 運動」では、所属長に

よる業務マネジメントの徹底、事業仕分け、協議・
会議の効率化、所属長の評価への反映、若手職員
の声の活動、事務作業集中タイムの設定などに取
り組んでいる。そして時間外勤務を縮減するため
の運動の大きな柱が「カイゼン」である。

時間縮減の大きな目的はワーク・ライフ・バラ
ンスを進めることであり、弊社では今年度、職員
に向けた意識改革を浸透させるべく、佐々木常夫
特別顧問による「カイゼントップセミナー」を 7
月に実施した。筆者もこの「カイゼンセミナー」
の企画には以前から関わっていたことから、鳥取
県庁職員のみならず、一般の参加者も含め 400 名
を超える方々に集まっていただけたことに心から
感謝したい。大変参考になったという声が多く、
苦労が報われた感じがした。

図表 2 に「スマート県庁 5（GO）・5（GO）プ
ロジェクト」の具体的な取り組みを紹介したい。

平成22年度カイゼンの成果
平成 22 年度は、全職員にカイゼンの意義や手

法を理解してもらうため、前出の中産連コンサル
タントによる研修などをパイロット職場で実施し
た。またこれらの取り組みと並行して全所属に小
さなことでも何でもいいから、テーマを決めても
らい、カイゼン活動に取り組んでもらった。その
成果として、時間外勤務は対前年約 3 割縮減し、
中には 8 割時間外勤務が縮減した部署もあったと
いう。筆者も昨年 12 月に開催された「カイゼン
発表会」に参加し、具体的な取り組み内容を聞い
たが、いずれも関係部署が総力を挙げて取り組ん
だ成果であり、感動すら覚えた。優秀な取り組み
を知事表彰し、取り組みへの感謝をトップから伝
えられた。

発表された部署が「やらされ感」ではなく、自
分たちが主体的になって取り組んでおり、かつカ
イゼン活動を楽しそうに取り組んでいたことが印
象的であった。

図表 3 に、平成 22 年度のカイゼンの成果を紹
介する。

図表 3　平成 22 年度取り組みの分析

出所：『住民行政の窓8月号』／日本加除出版株式会社

現状 成果

○カイゼン導入研修、幹部セミ
ナー等を通じてカイゼンの機運を
高めるとともに、手法を習得し、
全部署でカイゼンに取り組み、カ
イゼン発表会を実施。
○全国大会に鳥取県として初出
場。

○全所属でカイゼン活動に取り組
んだ結果、顕著な成果を出す職場
も出てきた。
・H22.4 〜 H23.2 の 期 間、 約 1
万時間の縮減（一部職場では▲
80％）
・カイゼン発表会を開催し、優秀
な職場を知事表彰（カイゼン大賞）

○カイゼンを県庁の風土としてい
くためには、「上すべり感」「やら
され感」を払拭し、全員参加で進
めて行くことが必要である。

○ワーク・ライフ・バランス研修と
の連携を図るなど、逐次、カイゼン
活動手法を修正した。
○平成 23 年度においては、「仕事
の見える化」等に取り組み、カイゼ
ンの定着につなげる。

平成23年度の取り組みについて
取り組み初年度は組織全体がカイゼンのテーマ

アップをすることができ、順調な滑り出しができ
たものの、こうした改革は 2 年目が重要である。
事務局が各部署に対し説明会をすると「いい取り
組み」と感じてもらえるものの、自らの部署で「や
らなければならないこと」として捉えてもらうに

図表 2　 「スマート県庁 5（GO）・5（GO）プロジェクト」
の具体的取り組み

出所：『住民行政の窓8月号』／日本加除出版株式会社

１. しごとダイエット 2010 運動

（1）全庁で一斉に取り組むもの
・ 所属長による業務マネジメント

の徹底
・ 事業仕分け、カイゼン運動によ

る無理、無駄の一掃
・協議、会議の効率化
・所属長の評価への反映
・若手職員の声の活用

（2）試行実施により検証を行うもの
・「事務作業集中タイム」の設定

（3）各部局で取り組むもの

2. 「早期退庁 de グッドジョブ」運動

（1）全庁で一斉に取り組むもの
・ 7 時以降消灯日の増加、一斉退

庁ウイークの設定
・ 午後 10 時以降等の時間外勤務

の抑制
・時間外勤務の目標時間の厳格化
・ 恒常的に時間外勤務が多い職員

の改善指示
・時間外勤務削減対策会議の開催
・照会、依頼の厳格化
・ 勤務時間単価の明示（コスト意識）
・メモリアルデーの設定
・勤務時間設定の要件緩和

（2）試行実施により検証を行うもの
・時間外勤務の見える化

（3）各部局で取り組むもの

ワーク・ライフ・バランス
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は、もうひと押しの工夫が必要となる。「余計な仕
事が増える」とネガティブな意見を持つ人が多い
からだ。

筆者は 5 月初旬にカイゼン活動の皮切りとなる
意識啓発セミナーを担当した。昨年度カイゼン効
果を実感した職員が、今度は各自のワーク・ライ
フ・バランスをどう実現させるか、ということを
意識してもらうのがメインテーマだ。職員の中に
は、公務員という志の高い職業についたものの、
各自のワーク・ライフ・バランスをどう実現して
いけばよいか、という考えを浸透させるのは一朝
一夕にはいかないものである。仕事と仕事以外の
生活の充実というのがワーク・ライフ・バランス
の基本的な定義であるが、仕事以外の生活の充実
という点がとりわけ中高年以降の方にはなかなか
腑に落ちないのである。企業・団体の中間管理職
は「男は外で仕事、女は家を守る」といった旧来
の生活方式に慣れた方がまだまだ多数派でもあ
る。しかしながら、そうした会社人間もいずれは、
定年を迎える。仕事をしながらも、自らの職業人
生とともに、個人生活も充実してもらいたいと心
から思っている。

23 年度は職員が引き続き業務を効率的にこな
し、ワーク・ライフ・バランスの意義を理解し、
カイゼンにより自ら楽になっていただきたい。あ
わせて、事務局としてはカイゼンの指標を時間外
勤務の削減だけでなく、もっと分かりやすいもの
にしていくなど、鳥取方式が全国の手本となるよ
うな取り組みを支援していきたいと考えている。

自治体におけるワーク・ライフ・バランスへの取
り組み

多くの自治体がワーク・ライフ・バランス推進
の動きを、地元の中小企業まで浸透させるべく、
さまざまなアプローチを工夫している。内閣府が
平成 22 年 9 月 10 日に発表した『平成 21 年度 地
方公共団体におけるワーク・ライフ・バランス推
進施策に関する調査報告書』によれば、都道府県
レベルでは 34 の自治体が表彰制度を設け、44 の
自治体が認定・認証・登録制度を実施している。
その評価対象・基準は、女性の能力発揮のための
取り組みや育児・介護との両立支援、働き方の見
直し等によって活き活きと働ける職場をつくるな
ど、多種多様である。

企業や団体等に対する経済的支援については、
子育て支援に関する企業の取り組みを中心に、自
治体ごとにさまざまな基準、支援方法により実施
している。また同様に都道府県では、奨励金・助
成金制度は 17 自治体、融資制度・優遇金利設定
は 35 自治体、公契約上の配慮は 30 の自治体が実
施しているのが現状だ。

企業の取り組みを支援するためのアドバイスの
提供については、多くの都道府県（32 自治体）や
政令指定都市（8 自治体）で実施。アドバイスの
内容としては、一般事業主行動計画の策定に係る
支援、就業規則や育児・介護規定等の整備につい
ての相談、各自治体の制度紹介と制度利用申請の
支援などである。

公契約上の配慮と認証制度を組み合わせること
によって、ワーク・ライフ・バランスの周知が飛
躍的に進展したこと、自治体の呼びかけで登録企
業を増やしてきたところ民間企業経営者が他の企
業に登録を呼びかける活動が生じてきたことなど
の効果が挙げられた。

今後の課題や取り組みの方向性として挙げられ
たことは、厳しい経済情勢下で、ワーク・ライフ・
バランスに取り組む具体的なメリットが見えにく
くなっていること、企業が取り組む上での課題・
ニーズ等の把握、担当者だけではなく管理職層の

図表 4　平成 23 年度取り組み

出所：『住民行政の窓8月号』／日本加除出版株式会社

方針
カイゼン 2 年目として、昨年度の成果をさらに発展させると共
にカイゼンの全庁への展開を図る。
このため、新たに「仕事の見える化」に全庁で取り組む。

目標

① 全所属がカイゼンに取り組む（カイゼン DB へのカイゼンテー
マ登録 100％

② カイゼンによる全庁の時間外削減を1.5 万時間（H21日150％、
自己申告）

③見える化による書類削減率 30％（見える化開始時比）
④個人が保有する事務用品を⅓に削減

課題

①本年度計画している項目に対する点検
　点検の視点「カイゼンの全庁展開の成功要件」
　・トップの意識の醸成
　・職員のカイゼンの意義の醸成
②自立的かつ継続的活動へとつなげる方策

自治体に見るワーク・ライフ・バランスへの本気度
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理解促進などが必要になってくると報告されて 
いる。

筆者は、金沢に在住していたこともあり、石川
県の子育て支援策には大変関心があった。転職後
も、石川県の取り組みに関わる機会が増え、その
具体的な取り組み内容を紹介したい。

石川県の企業支援策
石川県といしかわ子育て支援財団（以下、「財団」

という）では、平成 20 年度より、一般事業主行
動計画の策定方法やワーク・ライフ・バランスの
進め方などをアドバイスすることができる専門コ
ンサルタントを、企業等からの要請に基づき派遣
している。専門コンサルタントとして派遣される
方々は、石川県及び財団が実施する養成講座を受
講・修了した社会保険労務士や経営アドバイザー
など約 40 人である。また、平成 23 年度からは、
企業ニーズを踏まえ、より実践的なアドバイスが
可能となるよう弊社も協力させていただくことと
している。専門コンサルタントの派遣に要する費
用については原則無料となっており、石川県のこ
の取り組みに対する本気度が垣間見れる。

また、『いしかわ子ども総合条例』で一般事業主
行動計画の策定・公表が義務化※される従業員 50
〜 99 人の企業に対して、平成 22 年度は財団が委
嘱した「ワークライフバランス推進員」が個別訪
問を実施し、行動計画の策定を促してきた。平成
23 年度も引き続き、ワークライフバランス推進員
による企業への個別訪問を実施していく計画だ。

このように、地元の中小企業に向けた施策は、従来
のような助成金で解決を図る、という取り組みではな
く、企業に対してワーク・ライフ・バランスの意義やメ
リット等を丁寧に説明することで、企業の理解を得て
いこうという施策なのである。企業トップや人事労務
担当者に対する意識啓発を重視した取組みと言える。

ワーク・ライフ・バランスの実現の要諦は “トッ
プのコミットメントを如何に引き出すか”であり、

石川県及び財団では、企業のトップ向けにわかり
やすい専門の DVD を作成し、業界団体への配布
やホームページ上での閲覧を通じて、ワーク・ラ
イフ・バランスへの理解を促している。
ワーク・ライフ・バランス普及啓発商品（企業タ
イアップ商品）

中でも筆者が一番興味深く感じたことが、サー
クル K サンクスとのコラボレーション企画であ
る。財団の熱心な担当者が、スーパーやコンビニ
で販売されている商品を見て「ワーク・ライフ・
バランスの認知度向上のきっかけになれば」と、
企業とタイアップして商品開発に携わったのであ
る。筆者のこれまでの認識では、自治体が企業と
少子化対策をテーマにタイアップして取り組んで
いるケースは希有であり、こうした取り組みが全

※  平成 23 年 4 月〜：積極的努力義務化、平成 25 年 4 月〜：義務化

写真 2　 おいしいパン生活　苺クリームサンド
（サークルＫサンクス）【裏】

出所：石川県・いしかわ子育て支援財団

写真 1　 おいしいパン生活　苺クリームサンド
（サークル K サンクス）【表】

出所：石川県・いしかわ子育て支援財団

ワーク・ライフ・バランス
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国の自治体の手本になればと考えている。これは
もう立派なマーケティング戦略である。以下にそ
の実物と掲載文を紹介する。

＜地元子育て支援情報誌への掲載文＞
県内で「ワーク・ライフ・バランス普及啓発商
品」販売中です！
（略）「ワーク・ライフ・バランス普及啓発商

品パッケージモデルオーディション」で選ばれ
たお子様や、公募で選ばれたキャッチフレーズ
をデザインした「ワーク・ライフ・バランス普
及啓発商品」が 1 月から県内のコンビニやスー
パーで販売されています。

この商品は、石川県といしかわ子育て支援財
団が民間企業と共同で制作しているもので、
サークル K サンクスでは既に『おいしいパン生
活　コーンポタージュピザパン（販売終了）』と

『同苺クリームサンド』が販売されており、3 月
1 日からは『同　ホイップサンド』が販売され
ます。東京ストアーでは『食パン（トレビアン
ボンボ　素顔のおいしさ　大きくなぁれ！）』や

『あつ揚』が 3 月 1 日より販売されます。
こうした取り組みを通じ、県民の皆様のワー

ク・ライフ・バランスに対する理解や関心が高
まることを期待しています。

パンの包装紙表面に掲載されている子どもは、
地元で開催されたモデルオーディションの中から
選ばれた子であり、オーディション当日は約 400
人もの子どもが参加したというから驚きだ。表面
にはさらに、公募で選ばれたキャッチフレーズ『つ
ながってる、家族の時間といい仕事』も併せて掲
載しており、ワーク・ライフ・バランスの意義を
上手く伝えている。

また、パンの包装紙裏面に掲載されているマン
ガは、限られた分量の中でワーク・ライフ・バラ
ンスの意味を理解してもらえるよう、石川県職員
と財団の担当者がボランティアで共同制作したも
ので、専門の業者に発注したものではない。全 3

話の脚本（ネーム）は財団の担当者自らが考案し、
イラストは石川県職員が描いたものである。筆者
がこの苦労を聞いたところ、ワーク・ライフ・バ
ランスの認知度向上の一環として工夫して制作し
ている様子が伺え、非常に楽しそうである。

大都市であれば、子どもの写真を使用すること
に抵抗感を持つ親も多いと思うが、石川県では、
“子育ては社会全体で支援するもの” という意識の
人々が多いようで、筆者のこうした懸念は杞憂で
終わったようだ。この担当者の次なる展開には目
が離せない。

両県の自治体の取り組みから見えてきたこと
人口がわずか 60 万人程度で全国一少ない自治

体でありながら、職員の満足度を上げつつ、住民
への飽くなきサービス向上を狙ったカイゼン活動
を進める鳥取県、また地元中小企業に向けたワー
ク・ライフ・バランスコンサルタント派遣やワーク・
ライフ・バランス普及啓発商品を企業とタイアッ
プしながら発売するなど、奇抜なアイデアで少子
化対策に取り組む石川県の様子を紹介した。　　

冒頭に述べたように、両県とも合計特殊出生率
は全国平均を上回っており、さらにこれを向上さ
せようと懸命に取り組んでいる自治体である。ま
た女性の就業率人口も高い。人口減少で税収が伸
び悩む中で、企業や自治体などでワーク・ライフ・
バランスを推進させることで、人口減少に歯止め
がかかると筆者は考えている。そうした意味から
も両県の取り組みは今後の自治体の取り組みに大
いに参考になるはずだ。

少子高齢化を背景に年金、医療、介護などの社
会保障給付の拡大が続いている。国民所得に対す
る社会保障給付の比率は 2010 年度に 3 割を超え、
手厚い福祉を実施している欧州並みに近づいた。
このまま人口減少が続けば、いずれ消費税増税な
ど実施せざるを得なくなるであろう。これからの世
代に対する支援を今、実施しないと手遅れになっ
てしまう。少子高齢化はまさに待ったなしなのであ
る。

自治体に見るワーク・ライフ・バランスへの本気度
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そうした意味からも両県の取り組みが他の自治
体の手本となるよう、筆者はこれからも注意深く
見守りたいと考えている。
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