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副業を導入する際には、メリットとデメリットやリスクを把握した上で検討すべき。 
なぜなら、働き方改革で副業が推進される一方、法的整備が整ってないから。 

メリットと留意点を
考慮しながら、副
業を導入しよう！ 

副業を導入したいが、
法律や人材のリスク
が懸念事項です… 

20代の社会人 

20代の約9割は、副業に
賛成。その上、約7割は 
副業したいと考えている。 

副業に対する見解 
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① 副業の現状把握 
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副業の定義 

 

 

 

法律上は明確な定義が存在しない。 

種類を問わず、本業以外で収入がある場合は、副業と考えられる。 

 

4 
日経オンラインンHP「（http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20131106/165901/）」 

本稿では、「継続的に本業以外で収入を得る行為」と定義する。 
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副業の歴史 

副業の始まり 
「副業の奨励」（明治後期から大正期） 

– 概念①（明治期）…「農家の副業」と一括して呼ばれていたものには，農家が行なう家内工業の他に，園芸 

    作物生産，養蚕，畜産等主穀以外の全ての農業生産が含まれていた。 

– 概念②（大正期）…上記を副業とは言わず、農業の範囲に含めるべきことが，農政上の指導事項として指示 

    された。「農家の副業」は，農業生産以外の農産加工，家内工業となった。 

 

闇労働参加者（政府の公表する労働統計には表れない就業者のこと） 
– 2004年末時点で341万5000人であり、正規労働人口の5.1％に相当する。 

 

現状の副業 
– 副業、兼業を容認、推進している企業は22.9％ （2017.2.14「株式会社リクルートキャリア調査」） 

 

 

5 
門倉貴史「公式統計に現れない隠れた副業の規模と実態」（『日本労働研究雑誌』, 2006年、33ぺ―ジ）。 
株式会社リクルートキャリア 兼業・副業に対する企業の意識調査 プレスリリース 「（https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2017/170214-01/）」 

※職種別の副    

  業割合推移 

https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2017/170214-01/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2017/170214-01/
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2017/170214-01/
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副業の種類 

 

 

両者に共通することは、複数の労働形態を持つこと。 

両者に共通しないことは、総労働時間に対して、本業に注ぐ比重。 

 

 

 

動機別による違い 
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副業・兼業 

金銭的動機 非金銭的動機 

• 収入を増やしたい 
• 世帯収入が少ない 
• 負債やローンがある 
• 本業の労働時間が短い等 

 
 
 

• 【例】 
• 小学生の子供3人を持つ世帯年収

500万円の家庭 

• 独立・転職の希望 
• 本業のスキル活用 
• 時間の有効活用 
• 本業の性格上の必然性 
• 人脈の拡大 
• 知人からの依頼等 

 

• 【例】 
• 本業の現場で活躍しつつ、大学やセ

ミナーなどで講義を行う。 
• 趣味である音楽活動等 

本業 ＞ 副業 

本業 ≒ 兼業 

「副業」に近い概念として、「兼業」が存在する。 
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副業の種類 

 
 

 

 

 縦軸：㊤継続的に関わる副業 ㊦単発の副業 

 横軸：㊧個人で成立する副業 ㊨特定の集団に参加することで成立する副業 
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個人で成立する副業 集団で成立する副業 

継
続
的
副
業 

単
発
的
副
業 

〈個人で × 継続的 副業〉 
 

個人ブログ/出版 
不動産投資 など 

〈集団で × 継続的 副業〉 
 

プロボノ 
アルバイト/委託業務 

〈集団で × 単発的 副業〉 
 

ボランティア 
援農 など 

〈個人で × 単発的 副業〉 
 

クラウドソーシング 
フリーマーケット など 

〈番外編：一緒に企てる〉 
 

週末イベント/カフェ運営 
共同創業 など 

副業は、５種類に分類できる。 

① ② 

⑤ 

④ ③ 

「パラレル求人」副業スタイルを5種類に分類 〜自分に合ったスタイルをイメージする〜より（http://parallelq.com/） 

http://parallelq.com/
http://parallelq.com/
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副業メリット・デメリット 

あ 

8 
副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子（案）「（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf）」 

労働者のメリット 労働者のデメリット 

副業 • スキルアップ 
• 時間管理能力、生産性向上 
• 社外の広い視点が身につく 
• 人材の流動性が向上するので、主体的に
キャリアを形成できる（転職や独立等） 

• 所得が増加する 
• 解雇などのリスク分散 
 

 

• 長時間労働に起因する生産性低下。 
• 慣れるまでは時間や健康の管理が困難。 
• スペシャリストやゼネラリスト向けの採用が増
え、能力格差が大きくなる。 

 

企業のメリット 企業のデメリット 

副業 • 労働力の補充 
• イノベーション（社外の知識吸収） 
• 生産性の向上（リフレッシュ効果） 
• マネジメント力の向上（働き方の多様化を
促進できる） 

• 自立促進（ぶら下がり社員を減らす） 
• 高給人材確保（フルタイムの給与が不要） 

• 身体面や精神面から、業務へ影響を及ぼす可
能性 

• 企業秘密などが漏えいするリスク 
• 人材流出のリスク 
• 勤怠状況の把握が困難になる 
• 社内規律の乱れ 
• 残業や休日出勤などの対応ができない 
• 法律の整備が整っていない 

副 
 
業 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf
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② 副業事例 

9 
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副業事例 クラウドソーシング 

 

10 

運営会社に業務委託を掲載し、働きたい相手とマッチングする。 

Drop box クラウドソーシングとは？ 「（https://navi.dropbox.jp/cloud-soucing）」 

https://navi.dropbox.jp/cloud-soucing
https://navi.dropbox.jp/cloud-soucing
https://navi.dropbox.jp/cloud-soucing
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副業事例 クラウドソーシング 

※クラウドソーシングの発注者・受注者両視点における、メリット・デメリット 

11 

メ リ ッ ト  デメ リ ッ ト  
 

   発 
  注 
  者 

・時間のかかる仕事を任せられる。
（時間の確保） 
・自分にはできない仕事を他人に任
せられる。（スキルの補完） 
 

・セキュリティや情報の漏えいリスク。 
・仕事を投げ出されるリスク。 
・受注者のアウトプットの質が不安定。 
 

 

  受 
  注 
  者 

・好きな仕事を選べる。 
・好きな場所、時間で働くことができ
る。 
 

・低賃金で働かされる場合が多い。 
・専門スキルを求められる案件が多
いので、簡単にマッチングできない。 
 

副業の収入源としては不確定要素が大きい。 
 

なぜなら、両者に存在するデメリットが、仕事成立の障壁になっているから。 

副業の収入源としてのクラウドソーシングは、不確定要素が大きい。 
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副業事例 スポットコンサル ビザスク 

12 
一般社団法人 日本テレワーク協会「（http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_day.html）」 
スポットコンサル ビザスク HP「（ https://service.visasq.com/about）」 

（依頼者） 

コンサルタントなど、高度な知識を持つアドバイザーとマッチングできる。 

メ リ ッ ト  デメ リ ッ ト  
    ク 
    ラ 
    イ 
    ア 
    ン 
    ト 

・高度な経歴やスキルを持った人に
仕事を任せる。（質的側面の強み） 
 

・大手のクラウドワークに比べると、
登録者が少ないため、マッチング率
が低い（量的側面の弱さ） 

    ア 
    ド 
    バ 
    イ 
    ザ 
     I 

・平均時給が15000円と、他のクラ
ウドワークに比べると高い。 
・隙間時間に稼ぐことができる。 
 
 

・高度な経歴やスキルを持った人に
とっては、時給15000円でも安い場
合がある。 
・専門スキルを求められる案件が多
いので、簡単にマッチングできない。 

http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_day.html
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_day.html
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_day.html
https://service.visasq.com/about
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副業導入事例 サイボウズ株式会社 

サイボウズ株式会社 「副業推進」 
① 副業(複業)の自由化。（誰でも会社に断りなく副業可） 

② 働き方の選択。（残業なし、短時間勤務、週3日勤務） 

③ 都合に合わせて働く場所と時間帯を選べるウルトラワーク。 

④ 給与を「社内相対評価」から「社外相対評価(市場性)＋社内絶対評価(信頼度)」へ。 

⑤ 目標管理は評価のためでなく、成長促進のため。 

13 
サイボウズ株式会社「（http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2016/161226hukugyo03.pdf）」 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2016/161226hukugyo03.pdf
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副業導入事例 株式会社サイバーバズ 

副業採用（名称：助っ人採用）の実施 
 

●対象  ：他社企業（個人事業主を含む）で働いている方 

●職種  ：ビジネス職・エンジニア職など、全職種において副業として当社業務に携われる方 

●就業形態 ：業務委託契約・アルバイト契約・成果報酬型契約・リモート勤務契約など、複数の提案。 

 

 

 

 

14 
株式会社サイバーバズ 副業採用」開始のお知らせ 「（https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/01/post-33.html）」 

募集職種 広告メディア事業部 プランナー、ディレクター、WEBコンサルタント、クリエイティブスペシャリスト 他 
 
ヘルスケア事業    広告ディレクター、サービス企画、編集者、ライター 他 
 
開発事業本部     エンジニア、クリエイター 
 
バックオフィス     経営管理、経営企画、人事、広報、法務 他 

就業形態 業務契約、アルバイト契約、成果報酬型契約 他 

給与 応相談 

勤務地 東京本社（東京都渋谷区） 

リモート勤務 可能 

--------募集要項-------- 

https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/01/post-33.html
https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/01/post-33.html
https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/01/post-33.html
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副業導入事例 ロート製薬  

副業を認める「社外チャレンジワーク制度」 
制度目的 ： 本業を大切にしながらも、兼業という形で社会に貢献したいという方のための制度です。 

募集対象 ： 入社３年目以降の国内正社員約1500人 

募集条件 ： 本業に支障をきたさない＋競合企業を利する仕事でないこと。（就業時間外・休日のみ可能） 

申告方法 ： 上司を通さずに直接人事部に申告し、人事部の面談で認められれば始められる。 

 

主な副業内容 
 

– ドラックストアでの勤務 

» 研究開発やマーケティングの部門に所属し、薬剤師の資格を持つ社員が「お客さんの生の声を聞き

たい」と希望 

 

– 地ビールの製造販売会社を設立 

» 生産管理担当者が出身の奈良県で同県初の地ビール生産 

 

– 特定非営利法人（NPO）への参画 

» 広報担当者の希望 

 

 

15 
ロート製薬 社外チャレンジワーク「（http://www.rohto.co.jp/news/release/2016/0614_01/）」 
ロート製薬 働き方改革の裏側「（http://www.rohto.co.jp/article/social/2017/0331_01/）」 

http://www.rohto.co.jp/news/release/2016/0614_01/
http://www.rohto.co.jp/article/social/2017/0331_01/


Selection and Variation All Rights Reserved. 

副業導入事例 さくらインターネット株式会社 

目的 
– スキルや経験、人脈の幅を広げることで、社内においても大きな活躍を期待し、社員個々人の創造性と生産

性の向上を支援。  
 

対象者 
– 正社員、契約社員、アルバイト社員 （※派遣社員、協力会社社員は、在籍会社の規程に従う）   

 

認めている業務の範囲（金額、時間、内容など） 
– 就業規則で、「情報漏洩・機密保持」「会社の名誉を傷つける行為の禁止」「本業の業務に支障をきたさない

こと」「本業以外の事業で生じた不利益に対して、会社はいかなる場合もその責任を負わないこと」を明示。  
 

社内手続き （届出制、誓約書提出、 業務報告など） 
– 個人事業主等自ら事業を営む場合、届出等の必要なし  

– 他の会社に籍を置く場合、保険や税の適切な手続のため届出の必要あり  

16 
さくらインターネット株式会社 さぶりこ さくらでの働き方「（https://www.sakura.ad.jp/corporate/corp/sabulico/）」 
 

https://www.sakura.ad.jp/corporate/corp/sabulico/


Selection and Variation All Rights Reserved. 

副業導入事例 株式会社ドン・キホーテ 

目的 
– 過重労働を防止しつつ、従業員、同社、兼業先の三者Win-Win関係の構築を目指す。 

– 兼業・副業解禁による過重労働防止のため、兼業先との間で労働時間情報を共有。 

 

対象者 
– パートタイム労働者 

– フルタイム有期雇用社員（選任社員） 

 

認めている業務の範囲（金額、時間、内容など） 
– 兼業先と相互に協力のうえ、労働時間等を把握できる限りにおいて認める 

 

社内手続き （届出制、誓約書提出、 業務報告など） 
– 申請書兼誓約書の提出 

– 法人間での覚書締結 

– 兼業時の出勤簿（兼業用出勤簿）の記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 経済産業政策局産業人材政策室  平成２８年度兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業
（ http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyojireisyu.pdf） 
 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyojireisyu.pdf


Selection and Variation All Rights Reserved. 

副業導入事例～株式会社MUGENUP～ 

目的 
– 企業のビジョンである『創ることで、生きる人を増やす』を実現すべく、クリエイターに新しい働き方を提案する

一環として実施。  

– 多様な経験が社員の創造性を刺激し、個々の成長を促すことによって事業の成長につながると考え、副業

を支援。  

 

対象者 
– アートディレクターやイラストレーター、制作進行など、クリエイティブ制作に関わる担当者で、社員以上の者。 

 

認めている業務 の範囲（金額、時間、内容など） 
– 副業の内容は、企業の本質であるクリエイティブに関わるものとし、本人の成長を促すものに限る。 

– 競業避止や守秘義務など、社会人としての一般常識の範囲内で、本業に影響の出ないことを前提とする。 
 

社内手続き （届出制、誓約書提出、 業務報告など） 
– 毎月、所属部門長に対する届出と、上長の承認を必要とする。 

– 毎月10～15分ほどの面談を実施し、副業の内容や負担などを上長がヒアリングする。 

– 本業の勤怠に影響が出た場合（月2回以上の欠勤、月2回以上の遅刻 、無断欠勤）は、副業を一時停止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
MUGEN UP株式会社 HP「（https://recruit.mugenup.com/）」 

https://recruit.mugenup.com/
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副業導入事例 株式会社フューチャースピリッツ  

目的 
– 「会社で与えられた業務をするだけでは、社員や企業が更なる飛躍をするのが難しい実態」に対する対策。 

– 将来的には同社の事業拡大や、兼業先の企業とのアライアンス構築なども視野に。 

 

対象者 
– 入社6ヶ月以上の全従業員 

 

認めている業務の範囲（金額、時間、内容など） 
– 本人のスキルアップに役立つ取組であることが基本条件。その上、本業の業務遂行に支障が生じない、社

内の情報を持ち出さないなど、ビジネスパーソンとしての基本事項を守れば、原則として制約はない。 

 

社内手続き （届出制、誓約書提出、 業務報告など） 
– 2016年6月に「会社公認“働かない制度”」を導入。業務内容を事前に申請して承認されると、月間で就業

時間内の最大20時間を副業・趣味・勉強等に自由に使える。 

– 事業や活動の内容、収入の有無を申請書に記載し、会社に提出する。 申請は通年で可能。 

– 対象者は業務終了後に記入する日報で、副業等に充てた時間を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
PRTIMES 会社公認 働かない制度」を開始！時間内で副業もOK 「（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000019694.html）」 
日本経済新聞 就業中に副業ＯＫ フューチャースピリッツ、月20時間「（https://www.nikkei.com/article/DGXLZO08689350T21C16A0TJE000/）」 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000019694.html
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO08689350T21C16A0TJE000/


Selection and Variation All Rights Reserved. 

副業導入事例 オイシックス株式会社 

 

20 
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 経済産業政策局産業人材政策室  平成２８年度兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業
（ http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyojireisyu.pdf） 
 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyojireisyu.pdf


Selection and Variation All Rights Reserved. 

副業導入事例 オイシックス株式会社 

目的 
– 兼業・副業解禁は自社では経験が難しい成長機会やスキル形成機会の創出につながる。  

– 代表、役員はじめ多くの従業員が年齢や性別の偏りなく兼業・副業を実践。  

– 多様な働き方を認める社風のなかで、各人が自身のリソースをコントロールしながら本業と副業で成果を追

求。  

対象 
– 全従業員（正社員・パート含む）  

認めている業務 の範囲（金額、時間、内容など） 
– 制度上は制約を設けていないが、以下の各点がクリアになっていることが 望まれる。  

• 所得の補填目的ではなく、当人のスキル形成につながるかどうかが重視される。  

• 兼業・副業は、従業員と許可を与える上司、会社との信頼関係が基礎にあり、競業避止や守秘義務に

関しては当然の前提となる。  

• 本業では個人別KPIで目標管理をしており、兼業・副業とは関係なく、自身のリソースをコントロールして

目標達成に向けて仕事を進めることが必要。  

社内手続き （届出制、誓約書提出、 業務報告など） 
– 所属部署の上司と人事部門に対して申請を行う。  

– 同社の人事制度では半期毎の人事考課面談と期中の中間面談を実施しており、これらの面談（目標達成状

況の評価）を通じて、本業への影響がないことを確認している。  

21 
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 経済産業政策局産業人材政策室  平成２８年度兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業
（ http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyojireisyu.pdf） 
 

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170330hukugyojireisyu.pdf
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③ 副業に伴うリスク 

22 
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労働基準法 

「副」業の仕事で先に働く場合、未来に確定する本業の労働時間により、 

副業採用側に意図しない割増賃金支払い義務が発生する。 

 

① 前提として、週40時間・1日8時間を超えて労働をさせた場合は、25％以上の割増賃金を支払
う義務が生じる。（※現行の労働基準法は本業と副業の合計労働時間で割り増し賃金を捉える） 

② 原則としては、後に契約を締結した会社が割増賃金を支払う義務を負う。それは、「他社で勤
務していることを承知で採用した」ことが前提だから。 

 

 

 

   副業労働時間：06-09時の3時間労働 

   本業労働時間：10-19時の9時間労働 

  

  

 

 

23 

例えば・・・ 

「副業採用側」の3時間労働 
「本業採用側」の1時間労働 

に割増賃金25%がかかる。 
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労働基準法 

 

 

 

労働基準法第2条 
– 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ２  労働者及び使用者は、

労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 

» 労働者は就業規則を遵守しなければならず、修業規則に副業禁止規定が含まれている場合、基

本的には労働者は契約違反とされている。 

労働基準法第13条 
– この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合

において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 

» 副業禁止規定を定めたとしても、それが労働基準法で決めているルールに達しない契約の場合、

その部分は無効となる。 

労働基準法第19条 
– 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並

びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはなら

ない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得

ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ２  前項但書後段の場

合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 

» やむを得ない事由のために事業の継続が困難となった場合にのみ解雇が認められる。 

24 

労働基準法19条では「不当な解雇」を禁止している一方、労働基準法2条では「就業
規則（副業禁止等）」を遵守しなければならないと定められており、相反している。 
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法的視点の副業リスク 

従来の、労働に関する法律は、副業を前提としていない。 

なぜなら、「モデル就業規則」で副業を原則禁止していたから。 
 

 

 

 

 

副業前提の労働基準法が整うまでは、 

法的リスクが存在すると言える。 

25 
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労働災害保険法 

 

 

労働災害保険法では、「労働者が、災害の発生が「業務上」のものであることを立証すれば、使
用者に故意・過失がなくとも補償を請求できる。」と規定されている 

 

想定されるリスク 

①労働者は副業と本業、両社のどちらに労働災害の原因があるか立証できない場合、保証を請求 

 できない可能性がある。 

②副業と本業の一方が、労働災害の原因となることをしていなくても、比例配分で労働災害を支払 

 う義務が生じる可能性がある。 

 
  本業業務…事務作業  労働時間…７時間 

  副業業務…ＳＥ    労働時間…３時間 

     

 

26 

副業と本業で労働災害の、発生原因の所在が不明確になる。 

例えば、下記の労働者が白内障を患うと… 

責任の所在が分からず、労働災害の支払いが不透明になる。 
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所得税法 

 

 

 

»副業・兼業の収入は副収入であるがゆえに、確定申告を怠ってはならない。 

 

 

国税庁による「給与所得者で確定申告が必要な人」 
1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 

2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 

3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得

の金額の合計額が20万円を超える人(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控

除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計

額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 

4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 

5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 

6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人 

7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合にその税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 

27 

20 万円以上の副収入がある場合、企業による年末調整ではなく、 
個人による確定申告が必要である。 
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副業のリスク（判例） 

・本業に支障が出るほど長時間の勤務にならないようにする。 

・本業と競合関係の副業は情報漏洩等のリスクが大きい。本業の施設や備品を副業に利用しない 

・反社会勢力と関わる副業や法律違反の副業をしない。 

 

 

小川建設事件 

会社の正社員が、勤務時間外にキャバレーで会計係をしていて解雇された事件。 
 

※就業時間とは重複していないものの、毎日の勤務時間は6時間かつ深夜に及ぶものであった。
単なる余暇利用のアルバイトの域を越えており、本業に支障をきたす可能性が高く、解雇は有効 

 

 

橋元運輸事件 

運送会社Ｙの従業員Ｘが、同一業種の会社Ａを設立するにあたって、取締役に就任し、Ｙ社の顧
客であった親会社に対し、Ａ社への発注を申請をして、Ｙ社の業績を低下させようとした事件。 
 

※企業秩序を乱すおそれが大きいので、これを理由とした解雇は有効 

28 
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法的リスク 「不動産投資をした場合」 

判例から見る副業禁止規定の範囲 
–留意すべき下記の2ポイント 

1. 会社の収益に悪影響を及ぼさないこと 

2. 副業が本業の労働に悪影響を及ぼさないこと 

 

営業時間中に不動産投資を行っている場合 
1. 本業の営業時間を削るため、本業の収益に悪影響を及ぼしている 

2. 本来の労働時間内に副業をしているため、誠実さに欠ける 

» 解雇は有効となる。 

 

営業時間外に不動産投資を行っているが、本業には支障をきたしていない場合 
1. 営業時間外の副業であり、利害関係もないので、影響はない。 

2. 労働契約の範囲外であり、本業に迷惑をかけていない。  

» 副業禁止規定に違反するとして解雇した場合は、労働基準法違反と見なされる。 

 

営業時間外に不動産投資を行っており、本業に支障をきたしている場合 
1. 営業時間外の副業であり、利害関係もないので、影響はない。 

2. 著しく会社に不利益な影響（健康不良による業務上の致命的なミスなど）がある 

» ２の影響度合いによって解雇が認められる判例がある。 
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マネジメント面での副業リスク 

副業をすることによるリスクは下記が挙げられる 
 

– 本業の業務がおろそかになり、支障をきたす。 

– 企業秘密保持義務・守秘義務に反した情報漏洩の可能性がある。 

– 競業・利益相反の関係になる可能性 

– 労災認定を受けたときの補償金の算定 

– 雇用保険への加入 

 

 

 

下記の場合は解雇するに資すると判例がある。 
 

(1)副業のために遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合  

(2)競合する他社でのアルバイトは会社の利益が損なわれると判断される  

(3)会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合  

(4)会社の名前や名刺を使って副業を行なう場合  

(5)違法な仕事をして会社の品位を落とす惧れがある場合（風俗関連など） 

30 
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④ 副業に対する見解 

31 



Selection and Variation All Rights Reserved. 

政府視点の副業主張 

 

 
 

2017年11月20日 第4回柔軟な働き方に関する検討会の資料を公表。 

その中で、副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子を発表。 

 

現段階での厚生労働省 

「企業側と労働者側、両視点でのメリットと留意点を考慮したうえで、副業や兼業を検討すべき」 

 

今後の対応方針 

① 厚生労働省が示しているモデル就業規則の規定を、労務提供や会社の信用・評価に 

  支障が生じる場合等以外は、副業・兼業を認める方向で改めること。 

② 労働者と企業それぞれの留意点とその対応方法を示すこと。 

③ 労働者が副業・兼業を実現している好事例を共有していくこと。 

 

 

32 
厚生労働省 第４回柔軟な働き方に関する検討会 「（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185340.html）」 

「企業側と労働者側、両視点でのメリットと留意点を考慮したうえで、 
副業や兼業を検討すべき。」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185340.html
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 経済産業省視点の副業主張 

 

 

 

2016年4月に取りまとめた「新産業構造ビジョン」を受けて、兼業・副業や「雇用契約によらない
新しい働き方」（フリーランスなど）」の柔軟な働き方について、新しい働き方の実態や阻害要
因、優良事例の把握を行うための研究会を設置。 

働き手の時間やスキルの最大限の活用を可能とし、多様な人材の確保に繋がることを期待。 

下記のそれぞれ3つのテーマのもと、相互に連携しつつ、事例・実態を収集し、課題及び今後
の方向性について検討を行う研究会を立ち上げた。 

 

1. 研究会(1)「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会」 
【担当課室：中小企業庁創業・新事業促進課（経済産業政策局産業人材政策参事官室）】 
テーマ：兼業・副業を通じた創業・新事業の創出 

2. 研究会(2)「雇用関係によらない働き方に関する研究会」 
【担当課室：経済産業政策局産業人材政策参事官室】 
テーマ：雇用関係によらない新しい働き方（フリーランス、アライアンス等） 

3. 研究会(3)「中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会」 
【担当課室：中小企業庁経営支援課（経済産業政策局産業人材政策参事官室）】 
テーマ：中小企業の人手不足対応力強化 
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経済産業省 「新産業構造ビジョン」  「（http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf）」 

副業は柔軟な働き方の一つとして、働き手の時間やスキルの最大限の活用・
多様な人材の確保等に貢献できることを期待している。 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/008_05_01.pdf
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経済産業大臣（世耕 弘成 氏）の副業に対する主張 

 

 

 

 

企業は、話題の副業解禁を増やしていくべきでしょう。もちろん、健康管理は前提条件です。し
かし副業は、視野の拡大や、新しい価値観の入手、新たなビジネスへの可能性にもつながりま
す。その結果、これまで日本企業全体の課題でもあった「人材の低流動性」を解決する手立て
にもなりえるのです。 
– 《参照：世耕弘成大臣「多様な働き方を包括する社会づくりが急務」 / Forbes JAPAN》 

 

世耕経産大臣は、フリーランスという働き方について、「安倍内閣にとって「働き方改革」は最
大のチャレンジであり、「兼業・副業」や 「フリーランサー」のような、「時間・場所・契約にとらわ
れない、柔軟な働き方」は、働き方改革の「鍵」となると思っています。」と発言をしており、日本
のフリーランスの拡大はこれからが本番だろう。 
– 《参照：2020年には米国の労働人口の半分がフリーランスになる見込み / NewSphere》 
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副業解禁を推奨。「人材の低流動性を解決する」「働き方改革の【鍵】になる」 
…と副業に対しての可能性を主張している。 
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 経団連会長（榊原 定征 氏）の副業主張 

 

 

 

 

「副業・兼業は社員の能力開発というポジティブな側面もあるが…」と断りつつ、次のように述
べた。 

「一方で、パフォーマンスの低下や情報漏えいのリスク、両方を合わせた総労働時間の管理の
しかたなど課題が多い」 

「副業・兼業について各社の判断でやるのは自由だが、いろいろな課題があるので、経団連と
しては旗振り役をする立場にはない」 
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榊原定征会長は、副業にはポジティブな側面もあるが、課題も多い。 
故に、経団連としては旗振りをする立場にはないと主張している。 

経団連公式 HP  「（http://www.keidanren.or.jp/）」 

http://www.keidanren.or.jp/
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20代の働き手の副業に対する意識 
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20代の働き手は、副業や兼業に約9割が賛成している。 
また、約７割が副業や兼業を今後してみたいと回答している。 

株式会社UZUZ 、20代の第二新卒・既卒として就職活動経験のある男女を対象に「副業・兼業に関する意識調査 「（https://uzuz.jp/news/press_170224/）」 

引用：株式会社UZUZ 20代の第二新卒・既卒として就職活動経験のある男女を対象に「副業・兼業に関する意識調査」 

https://uzuz.jp/news/press_170224/
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⑤ まとめ 
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まとめ 
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副業を導入する際には、メリットとデメリットやリスクを把握した上で検討すべき。 
なぜなら、働き方改革で副業が推進される一方、法的整備が整ってないから。 

「 

あ 労働者のメリット 労働者のデメリット 

副業 • スキルアップ 
• 時間管理能力、生産性向上 
• 社外の広い視点が身につく 
• 人材の流動性が向上するので、主体的に
キャリアを形成できる（転職や独立等） 

• 所得が増加する 

• 長時間労働に起因する生産性低下。 
• 慣れるまでは時間や健康の管理が困難。 
• スペシャリストやゼネラリスト向けの採用が増
え、能力格差が大きくなる。 

企業のメリット 企業のデメリット 

副業 • 労働力の補充 
• イノベーション（社外の知識吸収） 
• 生産性の向上（リフレッシュ効果） 
• マネジメント力の向上（働き方の多様化を
促進できる） 

• 自立促進（ぶら下がり社員を減らす） 
• 高給人材確保（フルタイムの給与が不要） 

• 法律の整備が整っていない 
• 身体面や精神面から、業務へ影響を及ぼす可
能性 

• 企業秘密などが漏えいするリスク 
• 人材流出のリスク 
• 勤怠状況の把握が困難になる 
• 社内規律の乱れ 
• 残業や休日出勤などの対応ができない 

副 
 
業 


