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地方都市における公共空間を活用したまちなか活性化の
取組み～長野県佐久市の事例から 

株式会社富士通総研 行政経営グループ 佐々木保明 

 

はじめに 

長野県佐久市中込地区では、昭和 50 年代には、商店街を中心に幅員 18 メートルの歩行者専用道路を

活かしたまちづくりを行っていたが、現在は賑わいや活気が失われつつあり、空き店舗が多くなってい

る。このような状況のなか、商店街の往時の賑わいの面影のある既存の不動産ストックや、商店街の３

つのグリーンモール（広場）の利活用を促進し、人の流れを戻すことや、空き物件などのリノベーショ

ンによる若い世代の起業・創業誘導を図ることなどを目的として、佐久市と市民の連携により始められ

たまちなか再生の取組みを紹介する。 

 

１． 対象地区と課題 

中込地区の核である「中込橋場地区」は、昭和 48 年に始まった土地区画整理事業によって生ま

れた先進的商業都市として、当時は全国的に注目を集めたが、昭和 62 年の整備完了から 34 年が

経過し、施設の老朽化が進んでいる。 

また、中込地区は昭和 48 年度の土地区画整理事業により、現在のウォーカブルシティのような

歩いて楽しいまちづくりが行われていたが、現在は賑わいや活気が失われつつある。 

一方、隣接する野沢地区には、神社仏閣や、蔵などの歴史的な建造物があり、国道や県道を軸に

商店や事業所が立地するなどして、商業地域が形成されている。 

両地区ともに、近年は急速に高齢化が進んでおり、北陸新幹線佐久平駅周辺地区の発展といった

商業を取り巻く環境変化等の影響により、既存商店街の魅力や、機能の低下を余儀なくされている

のみならず、周辺部は住宅と農地が混在した土地利用となっていることもあり、一部では用途地域

外への無秩序な市街地化がみられる状況が生じている。 

こうしたことから、中込地区の再生においては、野沢地区と連携しながら、中心拠点への都市機

能の集約、新たな商業・事業の誘導と緩やかな居住誘導が必要となっている。 

 

図表１ 対象地区の位置 

 

富士通総研作成 

 

事例研究 
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２． 佐久市の取組概要 

対象地区の課題に対して、佐久市では、令和３年度より一般財団法人地域総合整備財団の助成制

度を活用したまちなか再生の取組みを開始し、地区内の不動産物件の空き状況調査や、不動産活用

に関する不動産オーナーへの意向調査を行い、分析を進めながら戦略的に利活用を促進する物件の

抽出などを行っている。 

並行してまちなかエリアの価値向上に向けた公民連携まちづくり戦略とアクションプランの検

討、中込商店街３つのグリーンモール（広場）の民間活用のあり方の検討をすすめており、令和 3

年 10 月にはグリーンモールと沿道の空き店舗の利活用促進に向けた、約１か月間のテストプロモ

ーション（社会実験）を実施した。社会実験では、多くの市民の参加や、まちなかでの起業を検討

する人が現れるなど、まちづくりに向けての機運が高まっている。 

 

図表２ 社会実験のフライヤー 

 
出典：ＵＤＣ信州ホームページ 

 

３． テストプロモーション（社会実験） 

社会実験では、グリーンモールの一区画と沿道の公共施設サングリモ中込の１階交流施設を合わ

せた約 850 ㎡に人工芝を張り、テントやテーブル・椅子などを配置し、一時的なイベントで訪れる

のではなく、日常生活の中で人々が訪れ、滞留できるまちの在り方の具体的なイメージを示し、こ

れまでは人が訪れることがほとんどなかったまちなかの歩行者空間に、高齢者や、中高生、親子連

れなどの人々が、座って話したり、勉強をしたり、お弁当を広げたりするなどの光景が多く見られ

るようになった。 

 また、社会実験そのものの運営も佐久市や地域の有志メンバーのほか、商店街、地元の事業者

やダンスクラブの子供たち、中高生など様々な人々が携わり、当初１か月だけの社会実験として整

備した人工芝等が、令和３年 12 月現在もそのまま残され、様々なイベントやオープンカフェ、移

動販売などの活動が展開されているとともに、沿道の空き店舗は社会実験の実施にあたり核となっ

た有志メンバーがオーナーから賃借し、本格的な利活用に乗り出した。 
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図表３ 人工芝・テント等の設置 

 

出典：㈱ワークヴィジョンズ 

 

図表４ 人工芝・テントが張られたグリーンモールの様子 

 

富士通総研撮影 
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図表５ 令和３年１２月に開催されたイベント「サクフェス」の様子 

 

 

おわりに 

佐久市では、このような取組みをきっかけに、「デザインミーティングなかごみ」という組織が生ま

れ、佐久市で進めている中込地区の有識者会議、まちづくりのあり方検討会とも連携しながら、市民、

中込商店街協同組合、佐久市による公民連携によるまちづくりが推進されようとしている。 

「デザインミーティングなかごみ」には、地元若手有志メンバーで地産地消の総合食品スーパーを経

営されている商店会協同組合の中心的存在の方や、東京などで建築事務所勤務後にＵターンしてゲスト

ハウスの経営に乗り出した方、地元の医療機関に医師として勤務しながら子供たちのダンスクラブを主

宰しつつ、様々な文化的活動に取り組まれている方、結婚して中込に住むようになった美容室の経営者

で商店街組合主催のイベントを企画・運営し、地元の高校生達のお姉さん的な存在となっている方、東

京のヘアサロン勤務後Ｕターンして、地元で美容室を営む傍ら地域の空き店舗をリノベーションして

様々な活用を行っている方、東京で音楽関係の仕事と、中込にある実家の老舗喫茶店の経営と二拠点で

の活動を行いながら、イベントの企画や運営に取り組まれている方など、ユニークなバックグラウンド

を持った人々が参加しており、まちづくりのプレーヤーとしての大きな役割を担うようになっている。

それぞれがＵターンや結婚による移住、二拠点居住などを通して地元と関りを持つようになり、さらに

地元を活性化するためにというよりは、自分たちがやりたいことを実現することを通じて、結果的にま

ちづくりに対しても良い影響を及ぼすようになっている。佐久市もこれらの人々が地域でやりたいこと

を実現できるよう後押しするという立場をとっている。 

 

このように、まちづくりに向けての機運を醸成し、市民や地元の商店街などの参加を促しながら、徐々

に様々なプレーヤーを巻き込んでいくまちづくりの進め方は、箱モノや制度を整備して終わりといった、

従来ありがちだった官主導のまちづくりとは全く異なるものであり、一過性のものではない、人を中心

とした持続的なまちづくりへの基盤を着実に構築していくという意味で有効と考えられる。 

特に今回の佐久市については、土地区画整理時にグリーンモール沿道に面的に整備された連棟型店舗

が老朽化し、空き店舗が多くなっているものの、土地と建物の所有権が異なっていたり、権利関係が細

かく分かれていたりするなどの状況から、関係者の合意を得て活用をすすめていくには多くの困難があ

るという特有の事情がある。このような中で市民が目指したいまちなかの姿を社会実験という形で関係

者の眼前に提示して、関係者のイメージを共有しながら膨らませ、まちづくりのプレーヤーとなりそう

な人々を発掘して、巻き込んでゆくという手法は、多くの人々が関わるまちづくりへの取組を持続的に

行っていくためのポイントになると考えられ、これからの公民連携のまちづくりを考えるうえで、一つ

の示唆となるものではないかと思われる。 
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４）ＵＤＣ信州ホームページ https://udcshinshu.jp/cat-media/3464/ 
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https://udcshinshu.jp/cat-media/3464/
https://twitter.com/dm_nakagomi
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今後の防衛目的用途の衛星システム開発において日本
で求められる防御技術開発の方向性案 
株式会社富士通総研 行政経営グループ・公共政策研究センター 

大平剛史 

 

今後、一国では対処しづらいような複数の国境をまたぐ軍事的脅威への対応能力を備えるために、

米国をはじめとする日本の同盟国・同志国と協働できるような統合戦力の構築が求められるようにな

る。それに伴って、防衛装備の発注者である政府と受注者である防衛産業の企業が協力して開発・整

備する日本の防衛目的用途の衛星システムは、同盟国・同志国のシステムと連携・接続が容易なもの

が求められる。 

その一方で、既に防衛白書の記述上も開発が進んでいるとされている対衛星兵器が脅威になってお

り1、ロシア等では電子戦の訓練が盛んに行われて、電磁波領域における通信システムの制御権の乗っ

取り・破壊が可能なレベルまで技術が向上していると指摘されている2。実際、ウクライナ東部では、

ウクライナ軍の機甲部隊が即座に発見され、通信が妨害されて、ロシアが支援するウクライナからの

分離独立派による正確な長距離砲攻撃を受けている旨が 2021 年 2 月 4 日に報道されている3。こうし

たロシア等の動きを軍事的脅威と捉える米国では、システムの機能を 1 機で担う高機能衛星が攻撃を

受けてシステム全体が機能不全に陥らないよう、多数の低廉で低機能の人工衛星群全体でシステムの

機能を担うコンステレーション化が進んでいるが4、その傾向が今後も続くと考えられる。このコンス

テレーション化された衛星群により、そのうちの何機かが攻撃を受けても、システム全体としては機

能を保ち続けて任務保証できるとされる。 

しかし、日本は、防衛目的用途の人工衛星の打上げ能力が米国に比べて量的に圧倒的に低く、コン

ステレーション運用技術も乏しいことから、コンステレーション化に頼らず自国の衛星システムを防

衛する能力を独自に向上させる必要がある。また、電磁波領域の技術力については、米国やロシアよ

り日本は後進的であり、実験設備の整備や訓練により技術力の差を埋める早期のキャッチアップが難

しい可能性が高い。 

そこで、衛星打ち上げや大規模な電波送受信装置等の整備が必要な宇宙領域や電磁波領域よりも、少

ない設備投資で技術力の向上が可能なサイバー領域のソフトウェア分野の技術開発によって、衛星シス

テムへの攻撃に対処する能力の向上が求められると考えられる。具体的には、宇宙空間の衛星システム

が電磁波による攻撃で機器に受ける影響を自動的に排除・軽減して任務保証を行う衛星搭載ソフトウェ

アの開発や、電磁波攻撃以外の投射物・爆発物・宇宙ゴミ等を使った物理的攻撃に対して、衛星の回避

軌道の選択や対抗的措置として敵性装置に対して妨害電波の照射を自動的に実行する AI の開発等が対

 
1 https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/html/n130201000.html 
2 実例として、例えばロシア国防省による以下の❶~❸の声明（ロシア語）を参照：❶東部軍管区の沿

海州にある統合軍司令部所属の電子戦部隊が行った演習において、（ア）仮想敵の UAV からの攻撃を

抑制し、（イ）航法支援装置とレーターサイトを電子戦により破壊し、（ウ）常駐する電子戦装備を

制圧して、（エ）電子通信システムを制圧する訓練を実施した（［沿海州における演習であり、日本が

主な仮想敵に想定されている可能性がある］

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12403439@egNews）；❷東部軍管区の電子

戦部隊が、電子戦複合システム«Борисоглебск»を複数台使用して、仮想敵の無線、無線中継、衛星通

信チャンネル、無人偵察機・攻撃機の制御・データ通信チャンネルについて、予備の周波数帯を含む

あらゆる周波数帯の電波源を発見・探知・制圧して、仮想敵の指揮統制システムを完全に崩壊させる

訓練を実施（https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12405153@egNews）；❸東部

軍管区のシベリアザバイカル地方の寒冷地演習で、移動・機器設置後に短時間で仮想敵の指揮統制シ

ステムに関する情報収集を行い、その後、仮想敵の通信チャネルの主周波数と代替周波数をともに制

圧する訓練を実施（https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12403212@egNews）。 
3 https://www.bbc.com/news/world-60047328 
4 https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/html/n130201000.html 

事例研究 

 

https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/html/n130201000.html
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12403439@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12405153@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12403212@egNews
https://www.bbc.com/news/world-60047328
https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/html/n130201000.html
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象例である。衛星搭載目的ではないが、すでに米国防省 DARPA5の研究開発プログラムで参考になるも

の（SI3-CMD6や DRBE7［この 2 つは公式 WEB サイトで概要が公開されているもの］）がある。 

今後は、まず日本の政府において、「防衛装備庁の中長期（約 20 年程度）的な科学技術分野の取組の

方向性を明らかにする文書」とされ、防衛装備庁がとりまとめを進めている「中長期技術見積り」8の次

期版の中で、衛星システムへの攻撃に対処する能力を向上させる上記のようなサイバー領域のソフトウ

ェア分野の技術を盛り込むこと等を通じた情報発信により、防衛産業に携わる企業が研究開発を行う方

向性を示すことが重要である。続いて、そうした企業において、諸外国の関連するサイバー技術の開発

動向を定点観測して応用できそうな成果を把握しつつ、現実的な研究開発事業を政府に提案していくこ

とが重要である。その上で、政府側と防衛産業の企業が中長期的な研究開発のステップや技術の発達状

況を共有しながら、タイムリーに技術開発を進めていくこと求められる。実際、米国では一般的に、国

防省から定期的に特定の先端技術の研究開発プログラムの方向性に関する平易な YouTube 動画が配信

されたり9、宇宙領域を含む各領域全体における今後の研究開発の方向性について産学官が盛んに情報

共有を行う常設団体の枠組（例：National Defense Industrial Association10のフォーラム11等）が設け

られたりしており、防衛産業の企業が技術の到達可能性や採用可能性の見通しを把握しつつ、中長期的

な研究開発を進められる環境が整っている。 

 

参考文献 

防衛省「令和 3 年版 防衛白書」2021 年 7 月

（https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/w2021_00.html） 

防衛装備庁「平成 28 年度 中長期技術見積り」2016 年 8 月

（https://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/plan/mitsumori.pdf） 

 
  

 
5 Defense Advanced Research Projects Agency（https://www.darpa.mil/） 
6 Serial Interactions in Imperfect Information Games Applied to Complex Military Decision 

Making（https://www.darpa.mil/program/serial-interactions-in-imperfect-information-games-

applied-to-complex-military-decision-making） 
7 Digital RF Battlespace Emulator（https://www.darpa.mil/program/digital-rf-battlespace-

emulator） 
8 https://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku_outlook.html 
9 実例として、例えば米国防省 DARPA の Space-Based Adaptive Communications Node（Space-

BACN）プログラムに関する 3 つの動画を参照（https://www.darpa.mil/work-with-us/space-based-

adaptive-communications-node） 
10 https://www.ndia.org/ 
11 NDIA Space Warfighting Industry Forum (SWIF)（https://www.ndia.org/events/2021/8/18/1341--

-swif-2021） 

 

https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2021/w2021_00.html
https://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/plan/mitsumori.pdf
https://www.darpa.mil/
https://www.darpa.mil/program/serial-interactions-in-imperfect-information-games-applied-to-complex-military-decision-making
https://www.darpa.mil/program/serial-interactions-in-imperfect-information-games-applied-to-complex-military-decision-making
https://www.darpa.mil/program/digital-rf-battlespace-emulator
https://www.darpa.mil/program/digital-rf-battlespace-emulator
https://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku_outlook.html
https://www.darpa.mil/work-with-us/space-based-adaptive-communications-node
https://www.darpa.mil/work-with-us/space-based-adaptive-communications-node
https://www.ndia.org/
https://www.ndia.org/events/2021/8/18/1341---swif-2021
https://www.ndia.org/events/2021/8/18/1341---swif-2021
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二地域居住等における制度的課題と解決の方向性 
株式会社富士通総研 行政経営グループ アシスタントコンサルタント 

高倉颯太 

 

はじめに 

住民登録を二つの自治体で行うことはできないように、これまで日本の様々な法制度は「一人がひと

つの場所に住む」という前提の下で設計されてきた。もちろん、そうではない生活様式を取る人自体は

これまでも存在した。例えばバブル時代には「別荘ブーム」が起こったし、さらに時代を遡れば、高度

経済成長期以前には多数の農業者が農閑期に季節労働者として炭鉱労働に従事していた。しかし、それ

らの事実はこれまでの制度設計の際の議論の中心にはならなかった。別荘や炭鉱はあくまでも生活の本

拠ではないため、一人がひとつの場所に住んでいるとみなすことに問題はないと考えられていたのだろ

う。 

一方、2000 年代前半頃に、政府は都市部と地方部に二つの拠点を持ち行ったり来たりして生活する

ような、一人が複数の場所に住むライフスタイル（以下、「二地域居住等」という。）の普及の可能性を

探りだした。その主な理由としては、それまでの大量生産・大量消費を重視する成長社会的な価値観か

ら、個々人のライフスタイルの質を重視する成熟社会的な価値観への移行が進み、地方での生活に対す

る関心が高まったことや、平成 15 年に少子化社会対策基本法が制定されたように、少子化やそれに伴

う人口減少への危機感が地方部を中心に高まり始めたことが挙げられる。 

令和 2 年の新型コロナウイルスの感染拡大は、この動きにさらに拍車をかけた。人々の接触や行動の

制限を契機に、ICT を活用したテレワーク・遠隔医療・遠隔教育が急速に展開され、二地域居住等の実

現可能性も高まった。政府はこれを好機と捉えて、令和 3 年 3 月に国土交通省を事務局とする「全国二

地域居住等促進協議会」を設立し、二地域居住等関連施策を積極的に展開する旨を謳っている。 

株式会社リクルート住まいカンパニーの調査によると、新型コロナウイルス流行以前の平成 30 年 11

月時点でも、二地域居住等の実践者の割合は全国の 20 歳から 69 歳の 1.3%（およそ 102 万人）、意向者

の割合は 14.0%（およそ 1,104 万人）であったという（図 1）。政府の施策がこの数字にどの程度影響し

ているのかは分からないものの、いずれにしても決して無視できない数の二地域居住等の実践者・意向

者が現に存在していることは確かである。 

 

図 1 デュアルライフの実施・意向率 

 

出典：リクルート住まいカンパニー 

事例研究 
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以上のような状況を踏まえると、既存の様々な法制度についても、二地域居住等を前提とした内容に

将来的に変化することを求められる可能性がある。そこで本稿では、弊社が実施した受託調査によって

明らかになった二地域居住等に係る三つの制度的な課題と、その解決の方向性を紹介する。 

 

１．二地域居住等を実践している者の居住実態の把握 

 冒頭で述べた通り、二地域居住等の実践者は二つ目の自治体では住民登録をしておらず、行政はその

居住実態を把握できていないことが多い。しかし、種々の行政施策のような取組が地域に居住する人々

の情報に基づいて行われていることを踏まえると、このような現状は様々な問題を引き起こすかもしれ

ない。例えば、二地域居住等の実践者に対する適切な災害対策等を行う体制が必ずしも整っていない状

態のまま政府として二地域居住等を推進することが倫理的問題に発展する可能性がある。 

 理想的な姿としては、二地域目における居住実態を登録するためのデータベース等を住民基本台帳と

は別に用意し、現在の住民登録同様に二地域居住等を実践している者の登録を義務付けることで居住実

態を把握することが考えられる。ただし、現時点でそのような台帳が全自治体の共通ニーズであるとは

言えず、当面法制化は難しい。そこで、まずは登録を任意にするという形でも必要性を感じている自治

体が独自に居住実態を把握できるシステムを整備することが重要である。 

 また、全国的なデータベースの作成よりも一歩手前の段階として、二地域居住等実践者の居住実態を

統計的に明らかにするため国勢調査を利用することが考えられる。もともと国勢調査は住民基本台帳で

は必ずしも捕捉できない居住実態を正確に把握する目的で実施されている全数調査であり、その結果は

各種の行政施策の基礎資料や公的統計の情報基盤である他、企業や学術機関の経営や研究の場面でも活

用されている。国勢調査の正確性を高めるため、調査項目に二地域居住等を行っている地域や滞在期間

を追加するとよい。 

 

２．二つ目の地域における公共サービスの受益と負担の関係の適正化 

二地域居住等の実践者は二つ目の居住自治体においては住民登録をしておらず、個人住民税の均等割

分しか住民税を納付していないため、居住実態があるにもかかわらず警察・消防、都市・道路整備等の

公共サービスについて住所地と同等の負担なく便益を受けている。 

この問題に対しては、伝統的には自治体が独自に法定外税として別荘税を導入するという形での解決

が図られてきた。例えば熱海市では、住民登録および市県民税の申告のない家屋の所有者に対して、年

間面積 1 平方メートルにつき 650 円の別荘等所有税が課税されている。 

ただし、熱海市の場合は別荘等が多く存在する地域でゴミ処理や上下水道施設等の公共サービスへの

需要が明らかに増大していたことが背景にあり、別荘が点在しているような場合は、二地域居住等実践

者の需要が不明確であるため別荘税が正当な課税として認められづらい。また、別荘等所有税が導入さ

れた昭和 51 年当時と異なり、現在は空き家が増加しているためその区別が問題になることや、平成 10

年の地方税法施行令等の改正により現在では毎月 1 日以上（これと同程度の居住を含む）の居住の用に

供する家屋は別荘ではないと総務省令で定義されていることを踏まえると、税制や社会情勢の異なる現

代において他の地域でも熱海市のような別荘税をそのまま導入することは難しいだろう。加えて、そも

そも賃貸やシェアハウスで生活している者からは税を徴収できないという問題も残る。実際に、箱根町

は別荘税の導入を断念している。 

それとは別に、複数の地域で住民税を案分するような仕組みを確立することも過去に検討されてきた。

平成 19 年の「ふるさと納税研究会」の報告書では「住所地主義と結びついた受益者負担の原則は、人

の移動が少なかった時代の税制であり見直す必要があるのではないか」という意見が紹介されている。

しかし、この報告書においても「住所地の地方公共団体に課税される納税者と住所地以外の地方団体と

の間で受益と負担の関係を説明することが困難である以上、住所地以外の地方団体に個人住民税の課税

権を法的に根拠付けることはできない」と結論づけられているように、タイムカードを使って打刻する

かのように二つの居住地の滞在時間を測定できない以上、二つの地域で住民税を課税することは難しい。 
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現実的な解決策としては、前項で述べたように、国勢調査を通じて統計的にでも二地域居住等実践者

の居住実態を把握し、地方交付税の配分額の算定根拠とする方法で財源調整を行うことが考えられる。

地方交付税は、自治体間の財源の不均衡を調整し、すべての自治体が一定の行政サービスを提供できる

ように財源を保障する制度であり、二地域居住等実践者の受益と負担の関係の適正化はこの目的に適っ

ている。なお、現状においても国勢調査における「人口」、「町村部の人口」、「市部の人口」、「65 歳以上

人口」、「75 歳以上人口」、「林業、水産業の従業者数」及び「世帯数」等の結果が、地方交付税の配分額

の算定根拠として用いられている。 

他方で、反対に二地域居住等の実践者が住民登録をしていないことを理由に温泉割引やデマンド交通

等の一部の行政サービスを受けられないという問題も存在している。ただし、これについても上記の財

源調整を前提として、二地域居住等実践者が前項で述べたようなデータベースに登録しアプリ等を使っ

て居住実態を証明する仕組みを整えることで、自治体は必要な財源を受け取りながら行政サービスを提

供することができる（図 2）。なお、実際に加賀市では、マイナンバーと紐づけて居住実態をデータベー

スに登録することにより「電子市民」となり、滞在日数に応じた往来時の宿泊費等の支援やコワーキン

グスペース・会議室の無償貸出し等のサービスを受けることができる「e-加賀市民制度」の開始が予定

されている（図 3）。 

 

 

図 2 地方交付税による財源調整と登録情報に基づいた行政サービスの提供 
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図 3 石川県加賀市の「e-加賀市民制度」の概要 

 

出典：加賀市 

 

３．二つの地域で働く場合の雇用保険・社会保険における労働時間の合算 

 雇用保険が適用されるための要件として、一週間の労働時間が 20 時間以上であることが定められて

いる。しかし、同時に複数の事業主に雇用されている場合、主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ

被保険者となるため、例えば地域 A の会社で週 15 時間、地域 B の他の会社で週 10 時間働いていた場

合、合計で週 20 時間を超えていても、いずれの事業主の下でも労働時間が週 20 時間未満であるため雇

用保険の対象外となる。このことが二つの地域で働く者にとって支障となる可能性がある。 

 そもそも政府は成長戦略の一環として兼業・副業を推奨しており、こうしたマルチジョブホルダーへ

の保険適用の可能性についてはこれまでも検討されてきた。ただし、複数の雇用関係における労働時間

を合算して保険適用を認めることには、「失業」という概念をどう捉えるかという問題がついて回る。極

端な例だが、会社αで 19 時間、会社βで 2 時間働いている者が会社βの職を失ったとして、それを失

業と呼ぶのかという疑問が生じる。もし実質的な生活への影響が小さいような兼業・副業にまで雇用保

険が適用されることになれば、離職することを前提に兼業・副業を始めて給付を受けようとする逆選択

や、安易に離職を繰り返すモラル・ハザードを誘発することにもなりかねない。 

これまでは上記の線引きを 20 時間に設定していたということでしかなく、日本経済団体連合会「雇

用保険制度見直しに関する提言」では、引き下げのためには雇用者の納得性や保険財政への影響も踏ま

えて慎重に検討するべきであるとの見解が示されている。また、厚生労働省「複数の事業所で雇用され

る者に対する雇用保険の適用に関する検討会」の報告書では、そもそもそうした部分失業については雇

用保険ではなく求職者支援制度によって救済を図ることが適当であると指摘されている。 

 一方、一部の対象者に限ればこうした労働時間の合算を認めることに前例がないわけではない。令和

4 年 1 月には「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設され、複数の事業所で勤務する 65 歳以上

の高齢者を対象に 5 時間の所定労働時間を下限として保険適用時の労働時間の合算が認められた。その

理由は、高齢者の求職者支援制度による職業訓練の利用率が低く、これまでの職業人生で培ったスキル

を活かして多様な形で就労するニーズが高いためである。 

 二地域居住等の実践者に対しても、高齢者のように雇用保険における労働時間の合算を認める余地は

ある。事業所間に一定の距離があることを要件とすれば、労働者の移動にコストがかかることを踏まえ
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ると、新たに兼業・副業を始める者はもともと別の理由で二地域居住等を行っている者が中心になると

考えられ、逆選択やモラル・ハザードが発生する可能性は通常のマルチジョブホルダーと比較して小さ

い。加えて、二地域居住等の実践者による兼業・副業では都市部で培ったスキルを地方部で活かしてい

くことがロールモデルとして想定されており、新たな職業能力の開発を目的とする求職者支援制度は馴

染まない。 

また、社会保険（厚生年金保険および健康保険）についても、週 20 時間未満の労働時間である場合

は適用除外となり、適用の可否は事業所ごとに判断されるため、労働時間等を合算して要件を満たした

としても一つひとつの事業所で要件を満たしていなければ適用されない。このことも二地域居住等の障

壁となる可能性がある。 

ただし、社会保険についても、事業主にも負担が求められる労働者に対する福利厚生の一つであり、

合算を認めようと思えば、従属性の低い被用者に対して使用者が社会保険の負担を抱えることの妥当性

を考える必要があるだろう。 

この点について、ドイツにおいてはこうした僅少勤務者に対しても社会保険の適用を認めており、社

会保険の負担を社会的な調整のための事業主の義務であるという見解を示した判例がある。また、学説

上は社会保険の負担は事業主に対する公課の一つであるという考え方も存在している12。二地域居住等

の実践者に限らない兼業・副業一般についての政策転換にはなるものの、こうした立場を取ることで、

社会保険における労働時間の合算を認める余地は存在する。 

 

おわりに 

 筆者の所属する富士通グループにおいても、従業員のウェルビーイングを実現するため、新型コロナ

ウイルスの感染拡大以降、大分県や和歌山県と包括連携協定を結んでワーケーションを推進する等、二

地域居住等に関する取組を積極的に進めている。こうした動きがさらに加速すれば、本稿で述べたよう

な制度と現実の矛盾が少しずつ浮き彫りに可能性がある。 

 既存の政府による二地域居住等関連施策は実践者・自治体・企業等への情報提供や経済的な支援が中

心である。これらの施策が二地域居住等の実践者の数を増やす「攻め」だとすると、上記のような制度

の矛盾を解消することは二地域居住等の実践者が実際に増加した段階で発生する問題を防ぐ「守り」と

形容できるかもしれない。攻めの取組はとっつき易いが、二地域居住等を当たり前のライフスタイルと

して社会に定着させるためには、攻守両輪の取組が必要であると筆者は考える。 

  

 
12 倉田（2016）による。 
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