The serialization title

〝副業解禁〟はチャンス！

は、人手不足で苦しむ中小企業にと
っても絶好のチャンスなのです。

業員の残業を抑制し始めている一

方で、その反動で残った仕事を自

宅に持ち帰って処理せざるを得な

くなり、サービス残業につながっ

ているという批判も挙がっていま

す。

また、残業手当が生活費の一部

ークなどで働き手を増やす動きが

うと考えている人は、 〜 歳ま

崩しながら、年金で老後を過ごそ

減った残業手当を社員に還元する

満要因にもなっています。中には

になっている従業員にとっては不

活発になるのと併せて、働ける人

業員にとってもメリットがある制

度に変えないと、なかなか残業は

の中で禁止しているに過ぎないた

法律は存在せず、企業の就業規則

クでもあると考えなければならな

することは良いことですが、リス

スク」と呼んでいます。長生きを

まう可能性のことを「長生きのリ

は「定年後にも収入を得る仕事を

薦めします。人生１００年時代で

認をセットにして進めることをお

そこで、残業の削減と副業の容

減らせないはずです。

め、副業をしていることが発覚し

えかけることでメリット感を抱い

を費やすべきだ」と、従業員に訴

ある」
「将来のための投資に時間

現役時代から持っておく必要性が

ても法的な罰則を受けるわけでは
止している場合、企業内で懲罰が
行なわれることになりますが、こ
れを変更して副業を容認するよう

政府は働き方改革を旗印に長時

時に進めなければなりません（図

してムダな仕事をなくす改革も同

それには、業務の見直しを実施

てもらいます。
間労働を是正する政策を推し進め

政府は企業に求めているのです。
日本人の平均寿命は、女性は約

ており、各企業ではノー残業デー

の促進に関するガイドライン」で、

たが、昨今は「人生１００年」が

）
。

歳、男性は約 歳まで伸びまし

働き方改革に
欠かせない副業の容認

いのが現実です。

長生きをして資金が枯渇してし
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時に増えることになります。

という企業もあるようですが、従
でと考えていた残りの人生が、
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がいくつもの仕事を兼業すること
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ありません。就業規則で副業を禁

もともと副業を禁止するような

府の狙いがあります。
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やオフィスの強制消灯などで、従

働省から発表された「副業・兼業

これは、平成 年 月、厚生労

ると考えるべきです。その副業解禁

1

で人手不足を解消しようとする政

人生１００年時代を副業で乗り切る

な収入を得るために必要な手段であ

副業は原則禁止から
原則容認に転換

目先の手段ではなく「人生 100 年」

唱えられています。退職金を取り
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方改革で減った残業手当を補う為の

労働力人口が減少する中、テレワ
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と言われる時代に、定年後も安定的
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読み切り

政府が推進する副業容認は、働き
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読み切り 副業解禁はチャンス！ 人生１００年時代を副業で乗り切る

従業員も生活費を稼ぐためにダ
ラダラと残業をしている場合では

用になります。
契約終了後はどうしようと考え

ん。高齢になれば、経営は他者に

任せて、会長のような名誉職に就

に時間をムダにせず、長い目で見
のない副業」です。本業を定年退

で し ょ う か？ そ の 答 え は「 定 年

では「副業」なら何でもいいの

を作ってチームで経営していくこ

人事業でもかまいませんが、会社

する選択肢が最も合理的です。個

のない仕事をする」
、つまり起業

体力も頭脳も低下していく前に、

かもしれませんが、年齢が進んで

資本ですから、最初はそれでいい

個人事業の場合は自分の身体が

くこともできます。

て現在すべきことは何かを考える
職した後に、今まで副業で関わっ

人に任せられる体制を作っておく

る状況から開放されるには「定年

必 要 が あ り ま す。
「高齢化が進み

とが望ましいでしょう。

人生１００年時代に必要な
定年のない副業

このままでは年金が破綻し、自分
ていた会社に入るのも良いかと思

そうすることで、万が一、身体

ありません。目先の数万円のため

たちは年金をもらえるのか？」と
いますが、それだと副業が本業に

を壊し満足に働けない時期があっ

１. 社会保険労務士などの専門家に相談

定年

その考えは危険です。働き方改革関連法案
そう思われているなら…

が施行され、残業時間は年間 720 時間が上限

になりました。月に 60 時間ですが、45 時間

以上できるのは 6 カ月だけで、社員平均では

なく一人でも超過するとアウトです。罰則は

6 カ月以下の懲役、または 30 万円以下の罰金

になります。中小企業は 1 年の猶予がありま

すが、従業員や取引先の理解に加え、長期的

な取り組みが必要です。

65

副業

ちなみに、筆者は 歳で大手外

ネットにもなります。

いざ起業したときのセーフティー

業で少しでも収入を得ておくと、

本業の会社員を続けながら、副

副業は起業の
セーフティーネットになる

ことが賢明です。

誰もが心配しているわけですから

ても代行する人がいて安心を得ら
中に職を追われる心配もありませ

なっただけで次の本業にもいつか

「働き方改革は大企業がすること」

終りが来ます。ほとんどの企業が

５. 本業を持つ人を副業で採用

老後を控えた早い段階で、定年後

４. ムダな仕事をなくす業務改革（外部コンサ
ルタントに依頼・IT ツールの導入など）

に収入源となる副業の準備を始め

３. 全従業員への説明・説得

れます。また、株主であれば休職

２. 副業容認とテレワークを就業規則に明記

就業規則で定年を 〜 歳に設定

2

ておくことを真剣に考えてみてく

０. 経営者への提言・説得（従業員からのボト
ムアップの場合）

60

しており、シニアの採用は有期雇

本業

ださい（図 ）
。

残業を減らし、
その時間を副業
へとシフトする

残業

ことができました（詳細は後述し

がかかっても、会社を存続させる

れで、事業の立ち上げに少々時間

入を支えていたのが副業です。そ

ず苦しんでいました。その頃に収

したが、当初は全く収入を得られ

資系ＩＴ企業を退職して起業しま

45

起業しても安定収入が得られな

ます）
。
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労働時間と収入の推移（理想像）
図2

副業容認から進める働き方改革
図1

い危険性もありますので、本業で
収入を得ながら、副業で事業を進

と賃金は契約条件に割増分を加算

注意点は労働時間の管理になり

件については複雑ですので、労務

なるということです。この辺の条

つまり、副業の方は残業扱いに

して計算する必要があります。

ます。副業で土日祝だけ働いてい

や法律に詳しい社会保険労務士な

副業者雇用の注意点
残業扱いになるの

専門家に相談して副業について

る人は、本業の会社で週 時間以

副業の土日祝勤務には
テレワークが必要

でに副業での安定収入を確保する
の規定を就業規則に追加すること

上働いているはずです。そうなる

めていき、本業が定年を迎えるま
というスケジュールならリスクも
はもちろん必要ですが、同時にテ

筆者からの提言！「本業と副業は畑違いが良い」

どの専門家に相談してください。

レワークに関しても検討すべきで
す。土日祝に勤務させることは自
社の休日と重なり、管理者は管理
ります。その状況を避けるために

するためだけに出社することにな
政府が副業容認に動き出したこ

わらじ生活が始まりましたが、社

したため、しばらく充分な報酬は

芸は身を助く

ありませんでした。幸い、師匠業

は、在宅での仕事を認める、つま

筆者は大学卒業後、パナソニッ

とは、求人難に苦しむ企業にとっ

クの関連会社やＩＴのベンチャー

の方で最低限の生活ができました

長業の方は、製品開発に時間を要

副業とテレワークを同時に検討

企業、外資系のグローバルＩＴ企

ので、製品開発が遅れても断念せ

りテレワーク制度を構築すること

するメリットは、事業所に通えな

業を経て独立し、現在のソフトウ

て絶好のチャンスです。自社の従

すが、他社の優秀な人材を副業と

い遠隔地の優秀な人材にアプロー

のデメリットばかりを考えがちで
いう形で招き入れるという思考で

ずにすみました。まさに「芸は身

この２つの職業はどちらも定年

を助く」です。
っており 歳になった今も続けて

がありませんし、特に伝統芸能の

また、幼少の頃から三味線を習

エア開発会社を立ち上げました。
ります。エンジニアは全員テレワ

います。 歳で藤本流という流派

なにもフルタイムで働ける人に
限定しなくても、本業が土日祝に

ーク勤務で、オフィスへ通える範

もらうことは可能なはずです。マ

ませんが、通えない範囲の人材も

囲に住んでいる社員は数人しかい

て 人ほどの教室を任されるよう

の師範をとり、 歳でご縁があっ

時間とは言え確保できることは、

制作など専門職に長けた人材を短

ア不足を補っています。ちなみに、

積極的に採用することでエンジニ

起業してからはＩＴ企業の社長

しての職業人生が始まりました。

になり、そこから三味線の師匠と

りをしてくれますし、後進を育て

も弟子を育てておけば自分の代わ

恵まれた環境です。高齢になって

ることにもなります。

過去一番遠かったケースはカナダ

業と三味線の師匠業という二足の
在住の日本人女性でした。
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自社にとって大きなメリットにな

み重なって地位が向上するという

世界は年齢が上がるほど芸歴が積

休みの人なら、その休日に働いて

筆者のオフィスは大阪市内にあ

チできることにあります。

が必要です。

40

考えてみましょう。

業員に対して副業を容認すること

専門職などの副業は
企業側にもメリットあり

抑えられます。

!?

ーケティングやデザイン、Ｗｅｂ

23 50

ります。
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読み切り 副業解禁はチャンス！ 人生１００年時代を副業で乗り切る

本業と副業の相乗効果
ちらにも役立ちます。
一昨年、日本商工会議所の「小

目的です。その結果、平均年齢は
伝統芸能の教室としては珍しく

社会問題の解決につながる

しました。本業のＩＴの知識が副

国の政策に好影響をもたらします

に、副業を推進することで様々な

ここまで述べてきましたよう

と副業で申請したところ、両方と

業の伝統芸能に役立つという相乗

歳代となり、生徒数も 年で倍増

伝統芸能の教室（副業）は、全く
も採択されました。申請書に書き

規模事業者持続化補助金」に本業

関連性がないと思われるかもしれ

効果が生まれたわけです。

（図 ）
。副業の解禁を他人事と考

込む内容は違っていますが、押さ

えるのかチャンスだと捉えるのか

は人それぞれですが、この機会に

スマートフォン用のサイト制作な

んでおり、無料体験の申込みはホ

また、和楽器教室はＩＴ化が進

そ、それぞれの知識を掛け合わせ

の職種や業界が違っているからこ

筆者の経験からも、本業と副業

業で人材確保をしていただけたら

得られ、一社でも多くの企業が副

でも多くの労働者が副業の恩恵を

もよく考えてみてください。一人

畑違いの相乗効果を考察

えておくべきポイントは共通なの
でどちらも採択基準をクリアでき

ど、時代に対応してやるべきこと

ームページのＷｅｂフォームから

ることで相乗効果を生み出すこと

経営者はもちろんのこと、労働者

は共通です。読書やセミナーで得

しかできないようにして、携帯電

（ガラケー）しかもっていない人

きなくなり、フューチャーフォン

る人しか申し込みをすることがで

コンかスマートフォンを持ってい

ケティングのコンサルタントが実

クノロジーを学ぶ」
「Ｗｅｂマー

ないＩｏＴの技術やドローンのテ

仕事を通じて、普段は関与してい

ラマーが実家の農業をＩＴ化する

者が育成される、海外にも展開で

その副業が高じて、農家の後継

幸いです。

た知識やスキルは本業と副業のど

は問い合わせもできません。電話

店舗を出してみて、顧客の抱えて

例えば「ソフトウエアのプログ

や来店での申込みも固くお断りし

いる課題を自ら体験する」などが
の案内や生徒同士の交流にＳＮＳ

きるチェーン店のオーナーが誕生

挙げられます。
を使っているからです。ＳＮＳを

するなども期待できます。

理由としては、教室から生徒へ

ている珍しいシステムです。

使わないと稽古日すら分からない

●長時間労働の是正
副業をする時間を作る為に、早く帰ろうと意識する
●人手不足の解消
副業で他社の優秀な人材を採用できる
●テレワーク制度の導入
育児や介護を理由とする離職を回避できる
●起業の促進（セーフティーネット）
後継者を確保し、事業継承を促進できる
●社会保険料の削減（生涯現役）
高齢者が経済的に自立し、年金に依存せずに生活できる

可にしています。そうするとパソ

ができるのです。

たのだと感じています。

3

話会社のメールアドレスは入力不

ージですが、検索エンジン対策や

例えば、会社と教室のホームペ

ませんが、実は、共通点があり相

一見、このＩＴ会社（本業）と

30

ので、連絡手段を統一させるのが

副業容認で解決できる課題

図3
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2

乗効果も生まれています。

筆者が運営する和楽器教室「和奏伎」

