
 

 

総務省による地方公務員の兼業等促進策は当事者の認識と合致するか 

――公務員の兼業は地域貢献でなければならないのか？（問題提起）―― 

 

Is measures to encourage parallel career of local civil servants by MIC consistent with the parties’perceptions? 

-- Local civil servants’side job MUST contribute to the community? -- 
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要旨  国（総務省）は、地方公務員法の範囲内で地方公務員の兼業・副業等を促進するため、地方公共団体に対し兼業許

可に関する通知を発した。この動きは、当事者である地方公務員の兼業・副業等に関する認識に合致したものであるか。本

稿では、地方公務員を対象に行われた意識調査の結果から、当事者の認識と国の取り組みとの一致度合いを検証した。結果

として、それらは合致していた。国が一定の役割を果たしたことで、当事者が満足に兼業・副業等に取り組むための環境作

りは各自治体に任せられた。その上で、兼業・副業等促進の先進事例ともされる“社会貢献特化型の兼業許可制度”の問題

点を議論する。すなわち、当該制度は、社会貢献とは必ずしも言い切れない事業等を不必要に排除し萎縮させる懸念がある。 

 

キーワード 公務員 兼業・副業 働き方 地域貢献 社会貢献 

 

1. 導入 

 国（総務省）は、地方公務員法の範囲内で地方公務員

の兼業・副業等を促進するため、地方公共団体に対し兼

業許可に関する通知を発した。この動きは、当事者であ

る地方公務員の兼業・副業等に関する認識に合致したも

のであるか。本稿では、地方公務員を対象に行われた意

識調査の結果から、国の取り組みと当事者の認識との一

致度合いを検証する。その上で、兼業・副業等促進の先

進事例とされる1 “社会貢献特化型の兼業許可制度”の

問題点を議論する。 

 

1.1. 背景 

 近年、いわゆる「働き方改革」・「多様な働き方」の一

つとして、（特に正規雇用されている労働者にとっての）

兼業・副業に社会的関心が集まっている。 

 厚生労働省は、「働き方改革実行計画」（2017（平成 29）

年 3月 28日 働き方改革実現会議決定）2において、「副

業や兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーショ

ンや起業の手段、第 2の人生の準備として有効」とし、

                                                      
1公益財団法人東京市町村自治調査会「公務員の副業・兼業に関

する調査研究報告書 ～職員のスキルアップ、人材戦略、地域

貢献の好循環を目指して～」、2020年3月、Pp.25-46。 

https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/900

/fukugyo_all.pdf 
2厚生労働省「働き方改革実行計画」(概要版)、2017年 3月 27

日、P.16。 

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/05.pdf 

実効性ある政策手段として次の 3点を行うとした。 

①副業・兼業を希望する方は、近年増加している一方で、

これを認める企業は少ない。労働者の健康確保に留意し

つつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業を普

及促進 

②副業・兼業に関するガイドラインを策定 

③副業・兼業を認める方向でモデル就業規則を改定 

 これに基づき同省は、2018年 1月に、②に当たる「副

業・兼業の促進に関するガイドライン」3を策定し、③の

モデル就業規則を改定した (この後、いずれも 2020年 9

月改定)。 

 これらにより、民間企業等における兼業・副業は政策

の上で普及促進され、今や手番は就業規則を運用するそ

れぞれの企業等に渡ったといえる。この施策に呼応して、

大企業を中心に、就業規則を改正して兼業・副業を促進

する動きが見られた。 

                                                      
3厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」、2018

年1月策定(2020年9月改定) 

「平成30年１月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の

法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラ

インを作成しました。さらに、企業も働く方も安心して副業・

兼業を行うことができるようルールを明確化するため、令和２

年９月にガイドラインを改定しました。」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192

188.html 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Ro

udoukijunkyoku/0000192844.pdf 

https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/900/fukugyo_all.pdf
https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/900/fukugyo_all.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/05.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf


 

 

 他方で、地方公務員については、地方公務員法4により、

同法で定めるところの兼業・副業（①営利企業等の役員

を兼ねること、②自ら営利企業を営むこと、③報酬を得

て事業・事務に従事すること、のいずれか）は任命権者

の許可が無ければできないとされている（ただし非常勤

職員は可）。 

 その前提のもと、一部自治体は職員の兼業・副業を後

押ししている5。先進事例とされるのは兵庫県神戸市、奈

良県生駒市、宮崎県児湯郡新富町であり、いずれも概し

て「副業・兼業の基準を明確化し奨励している事例」6で

ある。 

 他方で、一部の地方公共団体から政府（内閣府地方分

権改革推進室）に対し、地方分権改革に関する提案募集

等を通じ、地域活動等の兼業について次のような要望が

寄せられた7。 

・兼業許可の基準が明確ではないため、必要以上に制限

的な運用がなされているのではないか。 

・許可を要する兼業の範囲が明確ではないため、本来許

可を要しない行為までもが抑制されているのではないか。 

 これらを踏まえ、総務省は「地方公務員の社会貢献活

動が積極的に行われるよう」8、2019 年 5 月、地方公共

団体における兼業に関する先進的な取組事例等について

実態調査を実施した。 

 2020年 1月、総務省は自治体に対し、同調査の結果と

して兼業許可件数等とともに「許可基準を明確にして社

会貢献のための兼業を促進している事例」、「兼業許可を

要しない行為であることが明確な事例」を示した。併せ

て、①兼業許可の基準を設定すべきこと、②それを公表

すべきこと、③兼業許可の運用の観点および方法 を技術

的助言として通知した9（以降、「総務省調査結果・助言」

                                                      
4地方公務員法 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けな

ければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業

（以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。）を

営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員

会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方

公共団体の規則）で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業

を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事し

てはならない。ただし、非常勤職員（短時間勤務の職を占める

職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）に

ついては、この限りでない。 
5公益財団法人東京市町村自治調査会、前掲書、Pp.25-46。 
6同上、P.26（図中の凡例）。 
7総務省第32次地方制度調査会第26回専門小委員会資料「地方

公務員の社会貢献活動に関する兼業について」、2019年11月22

日、P.1。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/s

ingi/02gyosei01_03000176_00045.html 
8同上 
9総務省自治行政局公務員部公務員課長「『営利企業への従事等

という）。 

 これは、地方公務員の兼業・副業（およびその他の業

務外活動）を促進する動きとして画期的なものであり、

この総務省調査結果・助言を受けて自治体が兼業・副業

に対する扱い方を明確化していくことが期待される。そ

うなれば、前掲の要望で示された懸念を解消することに

なるからである。 

 

1.2. 研究目的 

 ただしこの総務省調査結果・助言は、地方公務員を管

理・使用する自治体と省庁の視点からなされたものであ

り、当事者たる地方公務員個々人が兼業・副業・業務外

活動（以降、「兼業等」という）について実際に直面する

課題や障壁に即しているか、検証を要する。さらに、兼

業等に関する規則等を整備しようとする自治体が参照す

るであろう前述の「先進事例」もまた、模範とするに値

するか、個々の地方公務員の視点からの検証が求められ

る。なぜならば、兼業等の空想的イメージが先行して規

則等が作られ、当事者にとっては実際には兼業等がしに

くい状態のままであるようなことは望ましくないからだ。 

 

1.3. 調査手法 

 そこで本稿では、兼業等に関する地方公務員の課題認

識を意識調査結果から把握し、総務省調査結果・助言及

び「先進事例」とされる自治体の取り組みと照らし合わ

せ、それらが当事者の直面する課題・障壁に対応したも

のかどうかを判定する。 

 参照する意識調査は、山形県内在勤の公務員有志によ

る任意団体「公務員 Shiftプロジェクト」が 2020年 10

月から 11 月にかけて山形県内の公務員を対象として実

施した「山形県内における公務員のパラレルキャリア（兼

業）への意識に関するアンケート調査」10（以降、「山形

調査」という）である。当該調査における自由記述回答

には、兼業等に意欲的な回答者による、種々の課題・障

壁を指摘するものが見られる。それらを、当事者の認識・

                                                                                     
に係る任命権者の許可等に関する調査（勤務条件等に関する附

帯調査）』の結果等について（通知）」、2020年1月10日。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000664110.pdf 

「本通知は、地方公務員法第 59 条（技術的助言）及び地方自

治法第 245条の４（技術的な助言）に基づくもの」とされてい

る。 
10公務員 Shift プロジェクト「山形県内における公務員のパラ

レルキャリア（兼業）への意識に関するアンケート調査報告書」、

2021年3月。 

https://researchmap.jp/reso2100/misc/32136182 

当該アンケート調査は、2020年10月27日から11月16日にか

けて実施され、156件の回答を得た。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_03000176_00045.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_03000176_00045.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000664110.pdf
https://researchmap.jp/reso2100/misc/32136182


 

 

実態を示す材料として注目し、当事者にとっての課題と

障壁を抽出し整理する。そして、それぞれの課題・障壁

が、総務省調査結果・助言及び「先進事例」によって解

消されうるか検討する。 

 なお、当該調査は対象者の任意による回答を募ったも

のであり、対象者を網羅した調査ではないことを付言す

る。 

 

2. 調査結果 

 山形調査においては、設問のうち、「問 19 今後、公

務員として主体的なキャリア形成を考えていくうえで、

どのような支援・制度があるといいか（自由記述）」、「問

20 その他、公務員の業務外の活動や兼業等についての

ご意見やご要望、お考え等（自由記述）」に対する回答に

おいて、当事者にとっての課題・障壁を示す記述が見ら

れた。以下に整理する。 

 

2.1. 課題① 兼業等に関する制度とその運用 

 山形調査において件数として最も多く見られたのは、

兼業等に関する制度とその運用を課題・障壁とする回答

である。さらにその内容は次の四つに分けられる。 

1) 公務員に兼業・副業が認められていないことを障壁と

して訴えるもの 

例：「公務員にも副業を認めてほしい」 

2) 兼業・副業を許可する基準が厳しすぎることへの指摘 

例：「〔略〕現状で許可を得ることはまず不可能」 

3) 兼業・副業が許可される基準が不明確であることの指

摘 

例：「〔略〕認められる基準もわかりづらい」 

4) 兼業・副業を行うための仕組みの整備を求めるもの 

例：「〔略〕公益性や地域への貢献性を判断基準として許

可できる仕組みが欲しい」 

 これらは、一部の地方公共団体が政府（内閣府地方分

権改革推進室）に指摘した「兼業許可の基準が明確では

ないため、必要以上に制限的な運用がなされているので

はないか」という点と合致しており、その改善策として

出された総務省調査結果・助言はこの点で地方公務員の

実態に即していると言える。 

 

2.2. 課題② 兼業等に対する周囲（職員間・上司・家

族・地域）の無理解 

 前項の制度に関する回答群に次いで多く見られたのが、

兼業等に対する職場（職員間・上司）・家庭・地域の理解

及び前向きな環境を求める回答であった。 

例：「職場（特に上司）の理解が必要だと思う。子育てや

介護など、家族に関するものは比較的理解してもらえる

ようだが、地域での活動については、あまり理解しても

らえない。制度も必要だが、考え方のシフトのほうが必

要だと感じる。」 

「職場や家族の理解が何にも勝る支援だと思います。ど

んなに優れた支援・制度があったとしても、『それを活用

できる環境にない（職場等の理解がない）』、又は『業務

に余裕のある一定の人だけが制度を活用する』という点

を改善しなければ、形骸化したり、不公平感を生む原因

になってしまうのではないかと思います。〔略〕」 

 この点については、関係する範囲が広きに渡るが、総

務省調査結果・助言に沿って自治体が制度改善の取り組

みを進めていけば、職場内外の人々の兼業等に関する認

知度は向上していくものと期待できる。その面で、総務

省が当該調査結果・助言を発したことは、この課題を解

消する嚆矢になると言える。 

 

2.3. 課題③ 兼業等を促進・評価する制度11 

 さらに次いで、自治体組織として兼業等を促進・評価

する制度を求める回答が見られた。 

1) 促進する制度を求めるもの 

例：「定年退職後や休日に、人材が不足している業種（保

育士など）で働くことができるように、資格取得のため

に必要な学習のための資金的補助や休日があるといいと

思う。」 

2) 評価を求めるもの 

例：「『地域に貢献する活動』が評価されたり、認められ

やすい制度ができて欲しい」 

 総務省調査結果・助言は、この点までは言及していな

い。これらは前述の「兼業等に関する制度とその運用」

の課題が一定程度解消された段階での課題と解される。

それに対応する主体についても、地方公務員法に結びつ

く許可制度に関しては総務省であるべきなのに対して、

職員の兼業等をどのように促進・評価するかという点に

関しては各自治体の側だと言えよう。 

 ただし、総務省側が前述の技術的助言のように先進的

な自治体の取り組みを紹介したり、想定される制度や評

価方法を提示したりすることは可能と考えられる。 

 

2.4. 課題④ 勤務環境（多大な業務量、固定的な働き

方） 

 また、兼業等が可能な勤務環境のために、業務量の削

                                                      
11なお、これに類するものとして、職員の学びの機会や相互ま

たは外部の人々との情報共有の機会の不足を訴える回答も見ら

れた。 



 

 

減や働き方の柔軟化を求める回答群が見られた。 

1) 業務量削減を求めるもの 

例：「業務量に見合った適切な人員配置により時間外業務

を減らし、地域活動に余裕をもって参加できる機会を確

保することが、兼業や地域貢献活動等の促進につながる

と思う」 

2) 働き方の柔軟化を求めるもの 

例：「〔略〕多様な働き方（テレワーク、コワーキングス

ペースの活用、コアタイム制の導入等）を公務員にも認

める活動が必要ではないかと思う。現行の業務体制のま

まで、兼業だけ進めようというやり方は納得できない。

抜本的で効果的な働き方の見直しと並行してやってほし

い。」 

 これらは、現実に兼業等に取り組む上では単に制度上

の整理がつけばよいのではなく、本業たる公務の勤務環

境を健全化・現代化すべきことを指摘するものである。

当事者の声として重視すべきものであるが、ただしこの

点は、兼業等の許可に関する制度の範疇を超えた問題で

ある。地方公務員一般の働き方改革を論じる上で、その

期待される効果の一つとして兼業等が促進されることが

位置付けられるべきであろう。 

 

2.5. まとめ 

 兼業・副業そのものに関する制度とその運用が当事者

の地方公務員に課題・障壁として認識されている点につ

いて言えば、総務省調査結果・助言が示す兼業許可制度

の改善による兼業等の促進という策は、当事者の認識と

合致しているものと言える。 

 しかし、当事者にとってはそれが唯一の課題・障壁で

あるわけではなく、職場・家庭・地域における理解や、

柔軟で無理のない勤務環境といった、兼業等に係る制度

面を超えた課題・障壁がある。総務省が方向を示したこ

とで、それらを解消する役割は第一に各自治体に任せら

れることとなった。言い換えれば、各自治体が制度面の

改善をはじめアクションを起こさなければ、当事者の課

題・障壁は解消されないのである。 

 

3. 考察と議論 

 以上より、総務省調査結果・助言が示す地方公務員の

兼業等促進の方策は、当事者たる地方公務員の兼業等に

関する認識の中核に概ね一致しており、間接的ではある

が課題・障壁の解消に資するものと言える。 

 ただし、前述の「先進事例」にもあるような、「社会貢

献」を要件とする兼業許可の基準や運用は、当事者側か

らそれを望む声もあるとはいえ、以下に述べる問題を含

む。 

 

3.1.「社会貢献」を求める規則への問題提起 

 「1.1. 背景」で述べたように、地方公務員は、原則

の例外として、任命権者の許可を得れば兼業・副業を行

うことができる。現状の課題は「兼業許可の基準が明確

ではない」こと、「許可を要する兼業の範囲が明確ではな

い」ことであり、総務省はこれらの解決について技術的

助言を行った。その目的は「地方公務員の社会貢献活動

が積極的に行われる」ことである。前者が手段で、後者

が結果だ。 

 ここで、自治体が「社会貢献となる兼業等に限って許

可する基準を設ける」という手段をとるのは適切か。確

かにこの手段によると「兼業許可の基準が明確」になる

が、そもそも当該地方公務員法の立法趣旨は、橋本勇『新

版 逐条地方公務員法 第5次改訂版』によると、「職員

の職務専念義務が損なわれることを未然に防止」するこ

と、「職員の公正を確保すること」、「職員が公私をとわず、

その品位を保持すること」である12。「社会貢献」は、こ

れらとは別の性質の条件であり、立法趣旨を超えた制約

を課すことになる。ゆえに、不適切の疑いがある。 

 しかし、兼業等促進の先行事例とされる兵庫県神戸市、

奈良県生駒市、宮崎県児湯郡新富町の制度は、「社会貢献」

に特化した内容となっている。いずれも、対象活動とし

て「地域貢献」、「公益性」を掲げている1314。また、近頃

報じられている同様の事例でも、それらの先行事例に倣

って地域貢献を兼業等許可の条件としているものが多く

見られる。中には、「繁忙期のミカン農家の農作業（和歌

山県有田市）15」、「リンゴ収穫・摘果のアルバイト（青

森県弘前市）16」のように特定の地域産業への従事に限

定して許可するケースもある。これらは、「地方公務員の

自由な活動を促進すること」ではなく、「地方公務員の労

働力を用いて地域課題を解決すること」を目的とした施

策と解される。 

 このような制度の下では、前述の立法趣旨に差し支え

                                                      
12橋本勇『新版 逐条地方公務員法 第5次改訂版』学陽書房、

2020年、Pp.783-785。 
13公益財団法人東京市町村自治調査会、前掲書、Pp.27-46。 
14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」（2020年4月1日）  

https://www.city.ikoma.lg.jp/cmsfiles/contents/0000010/1

0732/2020401.pdf 
15読売新聞オンライン「有田市職員の副業解禁」（2021 年 2 月

12日） 

https://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20210211-O

YTNT50154/ 
16共同通信「リンゴ農家で副業可能に 青森・弘前市職員、全

国初」（2021年9月24日） 

https://www.city.ikoma.lg.jp/cmsfiles/contents/0000010/10732/2020401.pdf
https://www.city.ikoma.lg.jp/cmsfiles/contents/0000010/10732/2020401.pdf
https://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20210211-OYTNT50154/
https://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20210211-OYTNT50154/


 

 

ることのない「職務に影響を及ぼさず、かつ社会貢献と

は言えない事業等」（例えば創作・表現・芸能活動、小規

模商業活動など）が当該制度の運用上制限され、または

それを行う（行おうとする）者の側が萎縮することが予

想される。 

 さらには、「ある事業等が社会貢献であるか否か」は、

主観的要素が大きく、自治体組織内での稟議において否

定されやすいことにも留意を要する。 

 例えば、マンガ作品を制作・販売する事業を志す者が

いた場合、許可判定において「これは表現・文化活動と

して社会貢献である」と認める者と、「単に個々人の欲求

を満たすに過ぎない」として社会貢献とは認めない者に

分かれるであろう。その結果、組織としては合意が成ら

ず、不許可となりやすいと考えられる。自治体は一般に

リスク回避傾向が強いと考えられ、職員が兼業等に絡ん

で何らかのトラブル（いわれのないクレーム等をも含む）

を生じさせることを恐れて兼業許可を消極的に運用する

ことが懸念される。 

 以上から、兼業等許可の要件に「社会貢献」を加える

ことは、地方公務員個々人の自由な活動を法の定める必

要最小限度を超えて制約し、かつそれを自治体の都合の

よい方向に操作することを可能にしうる施策と考えられ

る。ついてはこの視点を加えた慎重な検討がなされるべ

きところ、「先進事例」の安易な模倣が自治体の間に広が

っているように思われる。 

 

3.2. 提言 

 したがって、兼業等に関する規則を策定するには、職

員個人の自由を法的観点から保護することが不可欠と考

えられる。本稿はそのために、この規則策定のプロセス

に職員団体（労働組合）と学界が関与することを提案す

る。職員団体には、あくまで職員にとって暮らしの向上

につながる仕組みとなるように、また、不利益を被る者

が生じないように求める役割がある。学界には、公共の

福祉による私権制限が適正か、すなわち兼業等の不必要

な制限を設けることにならないか判断する役割がある。

さらに言えば、地域社会において様々なサービスの担い

手を求める立場として、学校や地縁団体などの意向を反

映することも望まれる。 

 具体的には、自治体（またはその連合体）が諮問して、

憲法学・行政学・地域政策等の領域の学者、弁護士、住

民代表などによる第三者委員会が、中立的立場で関係者

の意見を聞き検討した制度案を答申・公表するというプ

ロセスが構想される。 

 制度作りを自治体のみに任せてしまっては、前述のよ

うに「社会貢献」・「地域貢献」の美名のもと自治体ばか

りに都合のよい制度が作られ、疑われることなく定着し

てしまう恐れがある。それを防ぐため、この課題を公に

して多様な視点から議論するべきなのである。 

 

3.3. 展望 

 「社会貢献」を要件とする兼業許可制度について、前

二節では警戒的・批判的視野を示したが、見方を変えれ

ば次のような創造的展望を期待できる。すなわち、現在

はまだ社会通念として公務員が兼業等をすることに対し

理解・認知が進んでいないことから、住民・国民に十分

受容され得る社会貢献の兼業等が先行して促進されれば、

そこから波及してさらに多様な兼業等が行われるように

なる、というものである。この展望が実現するためには、

公務員の兼業等について多角的・創造的な視点からの議

論や試行を続けることが重要と考えられる。 

 

3.4. 結び 

 地方公務員の兼業等は、地域社会の持続において期待

される「共助」の充実につながる重要な論点である。「共

助」については、地域住民相互の支え合いという概念上

の意味は社会で共有されているものの、実際誰がその担

い手になるかという点については、「地域コミュニティ」

というような曖昧な想定にとどまる。 

 その担い手として、地方公務員を含む勤労者は有力な

存在である。地域で働く人は、多くが親として、子とし

て、または様々な形のボランティアとして各種のサービ

スを提供している。それらは、とりわけ民間企業など代

替的な担い手の少ない地方においては、人々の暮らしの

質に少なからず寄与している。 

 ただし、その恩恵は当事者の自由意志の結果であって、

「共助」の担い手となることを強いる兼業等の促進のあ

り方は望ましくない。もしもそれが普及すれば、個人の

自由を奪い共同体へ奉仕させる、いわゆる「閉鎖的なム

ラ社会」を生み、地域の人口流出を進めてしまうのでは

ないか。 

 地方公務員の兼業等というテーマは、社会一般におい

てはいまだ広く関心が持たれていない。しかし、地域社

会、特に地方の地域社会を着実に豊かにしうる要素であ

るから、社会的課題として広く深く論じられることを願

う。 
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Abstract（英文） 

The national government (MIC: Ministry of Internal Affairs 

and Communications) issued a notice to local governments 

concerning permission for local public officers to hold 

concurrent/secondary jobs in order to promote parallel career. 

Is this move in line with the recognition of the local public 

officials regarding parallel career? This paper examines the 

degree of matching between the recognition of local public 

officials and the national government's action, based on the 

results of a consciousness research conducted on local public 

officials. As a result, they are in line. With MIC having played a 

certain role, it is left to each local government to create an 

environment in which workers can satisfactorily engage in 

parallel career. We then discuss the problems with the 

dual-employment permit system specifying social contribution, 

which is regarded as an advanced case of promoting parallel 

career. There are concerns that this system would exclude and 

discourage businesses that contribute not so much to society. 
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