働き方改革に関する総理と現場との意見交換会（第２回）
議事録
（ 開 催 要領 ）
１．開催日時：平成28年10月19日（水）16:50～18:00
２．場

所：官邸２階小ホール

３．出席者 ：
安倍晋三
加藤勝信
塩崎恭久
浅岡範子
柴田英利
新村和大
藤原かおり
奥野慎太郎
辻 庸介
小城武彦
重松大輔
岩佐琢磨

内閣総理大臣
働き方改革担当大臣
厚生労働大臣
元 NTT ドコモ（Etsy Japan 日本代表）
元 JR 東海（ルネサス・エレクトロニクス CFO）
元 JFE スチール
（Startup Leadership Program Japan 代表理事）
元旭硝子（カルビー フルグラ事業部長）
元 JR 東海（ﾍﾞｲﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 東京事務所代表）
元ソニー（マネーフォワード 代表取締役社長 CEO）
元通産省、カネボウ等（日本人材機構 代表取締役社長）
元 NTT 東日本（スペースマーケット 代表取締役社長）
元パナソニック（Cerevo 代表取締役 CEO）

（ 議 事 次第 ）
１．開会
２．内閣総理大臣挨拶
３．参加者からの発言
４．意見交換
５．閉会

（概要）
○加藤働き方改 革担当大臣

それでは 、第２回に なりますけ れども、「 働き方

改革に関する総 理と現場と の意見交換 会」を開催 させていた だきたいと 思いま
す。
今日は、大変 お忙しい中 、それぞれ お越しいた だきまして 、ありがと うござ
います。
私は、働き方 改革担当大 臣の加藤で ございます 。あわせて 、司会をや らせて
いただきます。
また、政府側からは塩崎厚生労働大臣にも出席をいただいております。
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まず、冒頭、総理から御挨拶をいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣

皆さん、こんばんは。

今日はそれぞ れ大変お忙 しい中、官 邸にお越し をいただき まして、誠 にあり
がとうございました。
安倍政権におい ては、いま 働き方改革 を進めて いるところ でございま すが、
安倍政権にとっ て最重要課 題の一つで あります。 なぜ最重要 課題かと言 えば、
日本は人口が減 少していく わけであり ますが、そ の中でも日 本は成長し ていか
なければ、伸び ていく社会 保障費に対 応できない わけであり ます。その ために
は生産性をあげていかなければいけない、という側面があります。
その中で働き方 改革を進め ていくこと によって 、多様な働 き方を可能 にし、
それぞれのライ フスタイル に合わせた 働き方をし ていくこと によって、 それは
生産性の向上に 結びついて いくと同時 に、それぞ れの人々に とってより 豊かな
人生にも結び付いていくのではないかと、このように思います。
先般、電通の高 橋さんが、 長時間労働 によって 過酷な状況 の中で自ら 命を絶
つという大変悲 しい出来事 がありまし た。このよ うなことは 、二度と起 こして
はならないとの 思いの中で も、やはり 働き方改革 を進めてい かなければ ならな
いと、こう思っております。
今日は、それぞれ大手企業に勤めた後、更に自分自身の自己実現を目指して、
それぞれの道に 進まれた皆 さんに代表 して集まっ ていただい たわけでご ざいま
すが、今日はど のような働 き方改革を 進めていく ことで、先 ほど私が申 しまし
たような方向に 日本を進め ていくこと ができるの かについて 、御意見を 、それ
ぞれの経験から 交換してい ただきたい と、このよ うに思って おりますの で、よ
ろしくお願いし たいと思い ます。今日 は胸襟を開 いた形で、 それぞれの ストレ
ートな話を伺いたいと思います。是非よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
○加藤働き方改 革担当大臣

それでは 、早速始め させていた だきたいと 思いま

す。
それぞれの御 経験などを 通じて、今 、総理から ありました 、率直な御 意見を
お話しいただけ ればと思い ます。なお 、恐縮です が、時間の 問題もござ います
ので、お１人２分半程度で御発言いただきたいと思います。
最初に、４名の方から御発言いただきたいと思います。
浅岡範子様、お願いいたします。
○浅岡氏

初めまして。NTTドコモに入社した後、現在は、Etsyというアメリカ

のハンドメード 、手工芸品 のマーケッ トプレイス を立ち上げ る仕事をし ており
ます、浅岡と申します。よろしくお願いいたします。
日本企業とア メリカ企業 の両方で働 いた経験か ら、本日は 意見を述べ させて
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いただきます。
まず１点目は 、キャリア パスの柔軟 性について です。私が 留学後、ド コモに
一旦戻って、そ の後、転職 をした理由 は、ドコモ ではあらか じめキャリ アパス
が用意されてい て、そこか ら外れるこ とは難しい と感じたか らです。留 学時代
のクラスメート の間では、 自分のキャ リアは自分 で決める、 自分で設計 すると
いう考え方が一 般的でした 。私も、将 来経営者に なりたいと 思ったとき に、30
代では最前線で プロジェク トを動かし たい、それ から、管理 職としてス キルを
身につけたいと 思っていま したが、そ ういった希 望を通すの は難しく、 キャリ
アプランについ て相談する 相手も社内 にいません でした。外 資系企業で は、ジ
ョブディスクリプションといって、一つ一つの職責 や業務範囲、必要なスキル・
経験が明確に定 義されてい ます。定期 的に上司と 面談したり 人事担当と 面談し
て、自分が何を 目指して何 を身につけ たいのかと いうことを 考えて、必 要に応
じて社内異動と かキャリア チェンジを 選ぶことが できます。 社員が主体 的に自
分のキャリアパ スを決めて 、そのため に必要なス キルや経験 を積むこと ができ
れば、一人一人が能力を発揮できる社会になるのではと思います。
２点目は、働 き方の柔軟 性について です。今の 会社では、 海外とのや りとり
が多いので深夜 や早朝に会 議が入るこ ともありま すが、電話 とかテレビ 会議で
自宅から参加す ることがで きますし、 日中は自分 の時間に充 てることが できま
す。また、管理 職になって 上を目指す 以外にも、 専門性を高 めたり、同 じ職種
で別の部門に幅 を広げるな ど、キャリ アパスも多 様です。日 本企業、特 に女性
は、キャリア志向かそうでないかの２つに大きく分けられる 傾向がありますが、
本来は、男性も 含めて、そ の人のライ フステージ やライフス タイル、キ ャリア
観によって働き 方はさまざ まで、変化 していくも のだと思い ます。テレ ビ会議
などのハードは 整ってきて いますので 、職場の上 司や同僚の 方の意識改 革、多
様なロールモデルがふえていくことが大事だと思います。
３点目は、意 思決定のプ ロセスにつ いてです。 私がドコモ で所属して いた組
織では、誰がど んな基準で 最終的な意 思決定をし ているのか を知ること が難し
かった。不透明 でした。判 断基準が不 明確なので 、前例のな いアイデア にチャ
レンジしたりす ることが難 しく、無駄 な会議や資 料作成も多 くなる傾向 があり
ました。外資系 企業では、 組織が比較 的フラット なので、誰 が意思決定 の鍵を
握っているかが わかりやす く、また、 会社のミッ ションとか 戦略、指標 などの
形で意思決定の よりどころ となる価値 基準が明確 に共有され ています。 そのた
め、経営陣と現 場との間に 価値観のぶ れが少なく 、迷ったら 本質的に何 が大切
なのかに立ち返 って議論す ることがで きます。意 思決定の基 準やプロセ スを会
社全体で共有す ることで、 自由な発想 や建設的な 議論を促す ことができ るので
はないかと考えます。
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以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

続いて、柴田英利さん、お願いします。
○柴田氏

柴田英利と申します。

私は、JR東海 という会社 でキャリア をスタート させまして 、今はルネ サスエ
レクトロニクスという半導体の会社のCFOを務めております 。政府からの出資も
いただいて、経 営再建中と いうところ かなと思い ますが、私 は革新機構 で投資
の責任者を務めて現在に至っております。
ルネサスでの 経験に基づ く話が多く なってしま うかと思う のですが、 主に意
思決定に時間が かかるとい う観点と長 時間労働に つながって しまうかも しれな
いという２点についてお話ししたいと思います。
１点目の意思 決定に時間 がかかると いうところ ですが、今 、浅岡さん からの
お話の最初に出 てきました が、日本の 会社の場合 は、ジョブ ディスクリ プショ
ンというか、ど ういうポジ ションの人 が何をする のかという ところが比 較的曖
昧なケースが多 いと思って いまして、 したがって 、誰が何を 決めていい のかが
そもそも曖昧で ある。それ で何が起こ るのかとい いますと、 結局、コン センサ
ス重視の意思決 定になって くるので、 そもそも全 員が同意し ないと物事 が決ま
らないとか、あ るいは、本 来だったら この人は関 係ないんじ ゃないのと いう人
が何か意見を言 い出すと、 どうしても それに振ら れてしまっ て意思決定 にすご
く時間がかかる ということ が起こって います。あ とは、人材 の流動性が 低いと
か、もろもろの 要因がある かと思いま すが、実は この人は適 任ではない のでは
ないかという人 がとあるポ ジションに ついていた りすること があって、 そうす
ると、そもそも その人に任 せてもなか なか物事が 進まないの で、結果に おいて
コンセンサスド リブンのみ んなで決め るという方 向に流れが ちで、どう しても
意思決定が遅くなる傾向があるのではないかと感じています。
さらに申し上 げると、意 思決定に際 して、いわ ゆる取締役 会とか経営 会議と
か、そういった 意思決定を するための 場は用意さ れているも のの、どう しても
ボトムアップで 根回し重視 で意思決定 をするとい う習慣がま だ色濃く残 ってい
るやに感じてお りまして、 結果におい て、経営ト ップ、会社 全体のため の意思
決定ではない部 門の中間層 の意向が次 々に反映さ れ、時には 矛盾するよ うな要
求を一つの提案 に織り込も うとするこ とによって 、ものすご く資料作成 に時間
がかかったりと か、そもそ も話のつじ つまが合わ ないことを 提案するよ うにな
ってしまったり して、プロ セスにも時 間がかかり ますし、結 果、意思決 定をす
る際にも、何の ためにやっ ているのか よくわから ないから差 し戻しのよ うな、
時間がかかる要素を多分に内包しているのではないかと感じています。
もう一つそれ に加えて申 し上げると 、どうして も行動がボ トムアップ 型なの
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で、必ずしも全 体最適では ないような 提案をもと に意思決定 をすること によっ
て、実際に意思決定をした後で実行に移してみると、後から不具合がわかって、
もう一回手戻り を起こすと いうことが 比較的よく 見られるよ うな気がし ていま
す。
それを解決す る一つの手 法と言って いいのかど うかわかり ませんが、 現在の
安倍政権では既 に行われて いるように 感じており ますが、場 合によって は、い
ちいち仰々しい プロジェク トチームみ たいなもの を立ち上げ ることなく 、経営
のトップが本件 については 誰々に意思 決定を移譲 するという ことを都度 明示す
ることによって 、もう少し トップと実 務との距離 を縮めると か、あるい は、実
務を進める人が 、組織内の レイヤーと か、組織内 のヒエラル キー、ルー ルにあ
まり縛られるこ となく、会 社全体のこ とを考えた 提案や調査 ができるよ うにす
るという手法も 採ってもい いのではな いかと感じ ています。 当社では、 そうい
うこともやりな がら、少し ずつ意思決 定を簡素化 する、速く するという ことを
試みています。
最後に、ちょ っとくだら ないのです けれども、 いわゆる長 時間労働と いう観
点で、私自身は アメリカの 会社で働い た経験が少 しだけある のと、それ から、
日ごろアメリカ のオフィス や会社を訪 れる機会が 多いので、 そこで感じ る違い
をお伝えしてお くと、比較 的彼らは昼 食をデスク でとってい る人が多い 、ある
いは、昼食をと らない人が 多いなと感 じていまし て、それに 比べると、 日本は
みんなで連れ立 って、外の 飲食店に行 って、並ん で、オーダ ーして食べ て、１
時間をフルに使 って昼休み を満喫する というケー スが多いよ うに感じてい ます。
これはこれでコ ミュニティ ーとかコミ ュニケーシ ョンの維持 からすると 一つの
意味は持ってい ると思うの ですが、昼 休みに１時 間をフルに リフレッシ ュする
ことによって、少し労働時間が長くなることに寄与している かなということと、
もう一つは、オ フィスの形 態がどうし ても日本は 平場のオフ ィスで見通 しのき
くオフィスが多 いので、何 となく早く 帰ると目立 ってしまう ということ によっ
て、何となく周 りを気にし ながら、残 った方がい いかなとい うプレッシ ャーも
あるのではない かと感じて います。実 際、ルネサ スでは、オ フィスもフ リーア
ドレスにしたり とか、一部 間仕切りを 設けたりし て、働き方 の多様性を 促すよ
うなオフィスに したことに よって、比 較的社員は 早く帰るよ うになった ので、
当社としては、 意思決定は 引き続き遅 いのですけ れども、長 時間労働と いうこ
とは当てはまらなくなっているのかななどと思ったりしています。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

申しわけない のですが、 ２分半をひ とつお守り いただくよ うによろし くお願
いいたします。
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続いて、新村和大さん、お願いいたします。
○新村氏

よろしくお願いします。新村和大と申します。

スタートアッ プ・リーダ ーシップ・ プログラム という、起 業家を育成 する団
体を運営しております。
私のキャリア の中心はベ ンチャーの 経営なので すけれども 、ビジネス スクー
ルの経営企画と か、文部科 学省の官民 協働プロジ ェクトに参 加したこと もござ
いますし、海外 の業務経験 も少しあり ますので、 そういった 観点から大 企業の
働き方についてお話ししようと思っております。
具体的な経験 からお話し しようと思 うのですけ れども、最 近、大手広 告代理
店での過労の問 題が話題に なりました が、私も、 新卒のとき に大手製鉄 業で働
いておりまして 、そのとき に過労のよ うな状態を 経験しまし た。当時、 工場の
システムに余り 十分な投資 がされずに 、人力で補 うという働 き方をして いたこ
とがありまして 、10年以上 も前の話で すけれども 、当時はい ろいろと忙 しい職
場だったと思い ます。工場 に泊まり込 みまして、 １日16時間 とか仕事を する。
定時が来ると今 日は半分折 り返したな という感じ の仕事をし ておりまし て、仕
事をし始めて半 年ぐらいす ると体重も10キロぐら い落ちてき てしまうと いうこ
とがあって、精 神的にもつ らいという ことがあり ました。残 念なことに 早期退
職をしてしまっ たこともあ りまして、 そこから、 どちらかと いうと大手 のシス
テムの中よりも 自分の能力 とか経験が 蓄積するよ うな仕事を したいと思 いまし
て、スタートアップとかプロジェクトのような仕事をしております。
これまでの経 験から、大 企業の働き 方には３つ 大きな問題 点があるか なと考
えております。 第１に、自 分の意思で 職種を選択 できずに、 主体的なキ ャリア
がつくれないと いうことが あると思い ます。２つ 目として、 結果的に、 そのた
めにほかの企業 で通用する ようなポー タブルなス キルという か、持ち運 びがで
きるようなスキルが形成しにくいということがあるかなと思います 。３つ目に、
組織体制がかた くて、上意 下達の組織 体制の中で 、裁量やコ ントロール を社員
が持ちにくいという問題があるかなと感じています。
起業家も非常 に長時間働 くことが多 く、また、 プレッシャ ーも多いの ですけ
れども、個人の 裁量という か、コント ロールが担 保できます し、好きな ことを
していることが 前提として ある。あと は、自分の 伸ばしたい スキルとか を伸ば
せるということ があります ので、より 充実感を持 って生産的 な仕事がで きるか
なという比較はできるかなと思っています。
このような問 題の解決策 になり得る かなと思っ ているのは 、やはり流 動性だ
と考えています。
個人レベルで いいますと 、まず、流 動性の問題 は、日本の 優秀な若年 層はあ
まり起業とかベ ンチャーで はなくて大 企業に流れ てしまう傾 向があると 思って
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いまして、ベン チャーのよ うなところ に対する教 育が余りで きていない という
ことがあります 。労働者の 働き方です とか、経営 者の働き方 、もしくは 投資家
の働き方はそれ ぞれ違うの ですけれど も、その違 いはあまり 十分に認識 されて
いない状態があ るかなと思 っています 。そういっ た状況を少 しでも改善 したい
と思って私は起 業家育成の 仕事をして いるのです けれども、 その取り組 みの量
は日本の社会全体では少ないかなと思っています。
今、個人の流 動性の話を 申し上げま したけれど も、組織レ ベルでの流 動性と
いう意味でいう と、ベンチ ャーでいう とM&AとかIPOというも のはあると 思うの
ですが、M&Aの数は日本では比較的少ないということが指摘されていまして、こ
ういったものが どんどん増 えてくると いいかな、 それを推進 できればい いかな
と思っています 。大企業が 新規事業を するときに 、本業との 比較ですご い大き
い売上目標とな ってしまっ たりですと か、あとは 柔軟な体制 がつくれな いから
ベンチャー的な 分野はでき ないとかと いうことが よくあるの ですけれど も、そ
れを大 企業 がベ ンチャ ーをM& Aで 統合 して いくと いう こと が繰 り返さ れて いけ
ば、新規事業を つくるとい う意味でも いいですし 、ベンチャ ーの方とし ても、
そういう出口が あるという のはいいこ とかなと思 っています 。こういう ことは
多分税制の変更 などで対応 ができる可 能性がある と思ってい ますので、 個人だ
けではなくて法 人ごとの流 動性、人材 の流動性と いうことも できれば、 大きな
インパクトが期 待できるか なと考えて います。こ ういった政 策によって 、働く
人の個人として の幸福度も 増しますし 、あるいは 、産業全体 の生産性も 向上す
るのではないかと考えています。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、藤原さん、お願いいたします。
○藤原氏

カルビーの藤原と申します。

現在、フルグ ラという朝 食に食べる シリアルの 事業責任者 をしており ます。
私は、これまで に５社での 勤務を経験 しておりま して、そこ で、カルビ ーのよ
い点と、そこから見えてくる日本の伝統的企業の働き方、働かせ方の問題点を、
まず、３点述べさせていただきます。
よい点が、ま ず、結果主 義であるこ とです。結 果さえ出せ ば、何をし ていて
もいいと、極端なことを言うとそういうことを言われています。残業はするな、
会社には来 るな、Office is the most dangerous place 、オフィ スにな どは何
も得るものはな いとすり込 まれており ます。です ので、時間 と場所にと らわれ
ない働き方ができています。２点目が、No Meeting, No Memoと言われておりま
す。無駄な会議、無駄な資料の作成に無駄な時間をとられることがありません。
３点目が、ダイバーシティの推進です。
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ここから、日本の伝統的大企業の働き方・働かせ方の問題点について。
１つ目が、時 間と場所に やはりとら われた働き 方が強いら れることで す。外
出の用事がなけ れば会社に 来るのが当 たり前です 。フレック ス制度とい うもの
はありますけれ ども、労働 時間内は会 社にいなさ いというの がこれまで 勤務し
てきた企業での 決まり事で した。これ では生産性 は上がりま せんし、ク リエー
ティブなアイデ アも生まれ にくいと思 っておりま す。私自身 、重要な考 え方を
するときは、絶対にオフィスには行かないようにしております。
２つ目の問題 点は、皆さ んもおっし ゃっていま したけれど も、会議と 資料作
成に時間をとら れることが 多いという ことです。 報告するだ けの会議や 報告す
るためだけの資 料が多過ぎ ます。社員 は、偉い方 に細かい点 を指摘され て慌て
ることがないよ うに、資料 のつくり込 みに大量の 時間を割き ます。まず は、こ
のような無駄な 時間を削減 するよう、 経営トップ は考え方を 変えなくて はいけ
ないと思います。
３つ目の問題 点は、男性 優位、年功 序列の文化 です。男性 の年配の方 だけが
集まって議論し ていると、 やはりその 結論はどう しても画一 的なものに なると
思います。私たちのこのフルグラという商品は、５年で30億から300億のブラン
ドに成長させて きたのです が、それが できたのは やはり経営 層と現場に いる女
性や若手が活発 に議論を交 わし、スピ ーディーな 意思決定で 次々とアク ション
を起こしてこら れた、この ダイバーシ ティが実現 してきたこ とだと思っ ており
ます。
日本の伝統的 な企業では 、意思決定 のプロセス とスピード に大きな課 題があ
ると思います。 何か新しい ことをやる ときに、セ クショナリ ズムと上下 の長い
階層が一般的な 企業にはあ り、A3の１ 枚に細かい 文字でたく さんのグラ フを入
れて、稟議書を 下の階層か ら順番に上 に承認伺い をしていく 、同時に、 ほかの
部署にも根回し と、かなり の時間と労 力を要して 、そのプロ セスで、担 当者が
諦めてしまうか 、既にビジ ネスチャン スを逃して いるか。そ ういうこと がやは
りいけないこと かなと思い ます。あと は、重要な 意思決定は 、やはり先 ほども
出ていましたけ れども、リ スクテーク のできる少 数のキーマ ンで議論し てスピ
ーディーに決め る必要があ ると思って いますが、 そういう物 事の決め方 をされ
ている企業は少ないのではないかと考えております。
以上になります。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

ここで一旦意見交換に移らせていただきたいと思います。
総理から御質問がございましたら。
○安倍内閣総理 大臣

大変 興味深いお 話をいただ きました。 浅岡さんは 、前の

NTTドコモにおいては、自分のキャリアパスをどう考えるか ということについて、
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それを相談もで きないし、 それを自分 でそこで組 み立てると いうことが 難しか
ったということ でしたが、 今、浅岡さ んがやって おられる会 社において は、ほ
かの人たちはそ れぞれのキ ャリアパス について自 分で考える ということ ができ
るようになっていますか。
○浅岡氏

そう ですね。特 にそういう 情報を持っ ていない人 については 、人事

部ですとか上司 が、こうい うこともあ るのではな いか、こう いう選択肢 もある
のではないかと 提示するこ ともできま す。日本企 業ですと、 人事異動は 定期的
にあるのですけ れども、そ れについて 何がしたい からここに 行くとか、 将来こ
うなりたいから こういう経 験を積むた めにこの仕 事をしたい という希望 は、ほ
とんど聞かれる こともあり ませんし、 通ることも ありません が、私の前 職もア
メリカ企業だっ たのですけ れども、前 職では、割 とこういう ふうに将来 なりた
いということを中長期的に５年10年というスパンで聞かれることが多いです。
○安倍内閣総理 大臣

日本 企業、ある 程度大手の 企業の中で 、そういう 仕組み

になっている会 社はあるの ですかね。 ドコモはま だ変わって いないので しょう
か。
○浅岡氏

ドコ モのときは 、中長期的 には聞かれ たのですけ れども、今 どうな

っているかは正直存じ上げません。
○安倍内閣総理 大臣

柴田 さんは、最 初はJR東海 に入られた ということ なので

すが、最初からJR東海にずっといるという気持ちはあまりなかったのですか。
○柴田氏

最初 は、私はそ こで骨を埋 めるつもり でいました 。ただ、会 社の制

度を使ってなの ですけれど も、アメリ カのビジネ ススクール に留学をし て、言
ってみれば洗脳 されたよう な状態で、 一気に目が 開いてしま ったのです 。さす
がに戻るのも難 しいかなと いうことで 、やめると いう意思決 定をするに 至って
しまいました。ごめんなさい、葛西さんという感じです。
○安倍内閣総理 大臣

誰に でもそうい うチャンス もあるし、 可能性もあ るとい

うことなのでし ょうけれど も、例えば 、鉄道が好 きでJR東海 に入ったと いうこ
とではないわけですね。
○柴田氏

鉄道 も嫌いでは なかったの で、新幹線 も運転させ ていただい て大変

ハッピーだったのですけれども、私はもともと大学では工学 部だったのですが、
あまりにもビジ ネスとか世 の中の仕組 みについて 見識がなか ったのです 。その
状態からビジネ ススクール に行くと、 一極から多 極に振れる ぐらい多様 なもの
を目にしたので、大分価値観が変わってしまったというのが実態です。
○安倍内閣総理 大臣

あと は、意思決 定について 、浅岡さん は誰が意思 を決定

しているのかわ からないと いうお話が ありました 。柴田さん は非常に時 間がか
かるというお話 だったのだ と思うので すが、基本 的には、権 限と責任は 裏表で
なければいけな いと思うの ですが、私 もサラリー マンだった のですが、 それが
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必ずしもそうな っていない わけですけ れども、い かに責任を 回避しつつ 権限を
持つかという、 それは冗談 ですけれど も、今、ル ネサスエレ クトロニク スにお
られて、権限を トップと担 当者が話し て決めるこ とによって 、それはか なり結
果が出ていると感じておられますか。
○柴田氏

少な くとも会社 全体の数字 で見ると結 果が出てい ると申し上 げてい

いのではないか とは感じて いるのです けれども、 全体として は、まだ変 われて
いない部分が大 きいなと思 っています 。特に日本 の組織の場 合は、上意 下達で
仕事をするとい うカルチャ ーがなかな かないので 、現場の人 が本当に納 得して
動いてくれない と実際に組 織が動かな いものです から、一部 は上意下達 に変え
つつも、一部はコンセンサスをまだ引きずっているということが実態です。
○安倍内閣総理大臣

新村さんは、鉄鋼会社におられて 、JFEから、その後 、幾

つかのベンチャーに行かれたというお話なのですけれども、例えば、JFEにおい
て、いわば自分 でベンチャ ーで頑張っ ていこうと いう人たち もいるのだ と思う
のですが、企業としてそういう人たちを支援しつつ、JFE自体もそれから利益を
享受しようという感じの風土はないのですか。
○新村氏

私が いたのは10年以上前な ので今の状 況はちょっ とわからな いので

すけれども、当 時はあまり そういう形 ではなくて 、新卒の人 はとりあえ ず会社
の仕組みにちゃ んと慣れる とか仕事を ちゃんとで きるように するという ことが
前提でありまし て、もちろ ん新規事業 に対して力 を入れてい たというこ とはあ
るのかもしれな いのですけ れども、ど ちらかとい うと、私が 入ったのは 全体の
景気がよくない タイミング でして、昔 、いろいろ な新規事業 をやってい たもの
を畳んでいるような状態だったので、そのような感じは当時 はなかったですね。
今のところはあるのかもしれないです。
○安倍内閣総理 大臣

今は 、いわば新 たなベンチ ャーを起こ させるほう の立場

に立っておられ ますけれど も、その雰 囲気として はどうです か。ベンチ ャーが
どんどん出てくる雰囲気というのはどうですか。
○新村氏

大き な会社にい る方で独立 したいとい う方だとか 起業したい という

方はいっぱいい らっしゃる のですけれ ども、やは りその方法 論がよくわ からな
いですとか、サ ラリーマン をしている と、自分の 営業という スキルとか 開発と
いうスキルとか というもの は持ってい らっしゃる と思うのだ けれども、 経営者
というのは幅広 く全体を見 ていろいろ な意思決定 をするとい うことをし なけれ
ばいけませんの で、どうし てもそうい ったことが できないと いうことが ある。
なので、私ども のプログラ ムでは、そ ういったス キルを幅広 に教えるこ とがで
きるということを考えてやっています。
○安倍内閣総理 大臣

米国 では、例え ば、大企業 をやめてベ ンチャーと いうの

は非常にリスク が高いので 、企業に籍 を残しつつ 兼業風にベ ンチャーを 始め、
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うまくいったら そっちに行 くというこ とが許され ているわけ ですけれど も、日
本もそういう可能性を探れないかなと。これは、政府が主導するというよりも、
企業がそういう 方向に行っ て、そこか ら旅立った 人が出るこ とによって 企業も
ある種の利益を 得るように ということ も可能なの かなと思い ますけれど も、そ
の点はどう思いますか。
○新村氏

おっ しゃるとお りで、起業 というとど うしても０ か１かで自 分が会

社をやめて会社 をつくるぞ というイメ ージがある と思うので すけれども 、実は
グラデーション がありまし て、まず、 副業でやっ てみるとか 、社内でプ ロジェ
クトをやってみ るというこ ともできる と思います し、そこに 対しては世 の中が
だんだん寛容に なってきて いるのでは ないかとい うことは感 じていると ころで
あります。
ただ、やはり 絶対数とし て日本は足 りていない のかなとい うところも ありま
すので、そこの ところはま だ全体的に できている とは言えな いかなとは 感じま
す。
○安倍内閣総理 大臣

藤原 さんから、 この中から もそういう お話をされ ている

方が多いのだと 思うのです が、この資 料の作成に 随分時間が かかるとい うお話
がありますけれ ども、これ は一つの日 本の特徴な のかなと思 いますが、 カルビ
ーではそういう無駄な資料はつくっていないという感じですか。
○藤原氏

そう ですね。資 料の体裁を 整えること に時間をか けている人 間はサ

ボっているのと 同じだと言 われていま すので、資 料はミニマ ムにつくる ように
なっています。
○安倍内閣総理大臣

あと、いわばオフィスに行く無駄とい うことについては、

自宅でというこ とになれば 通勤時間も 節約できる でしょうし 、あとはテ レワー
クもそうなので すけれども 、管理の問 題もあるの でしょうが 、オフィス に来な
い人をどう管理 するかとい うことにつ いては、ど のように考 えておられ るので
すか。
○藤原氏

一応 、在宅勤務 は週２回と か、管理職 以上という 規定はまだ ありま

す。
○安倍内閣総理大臣
○藤原氏

管理職以上ですか。

そう です。残業 で仕事をし て、一般職 の人には在 宅勤務はま だ付与

されていなくて 、徐々に、 段階的に、 やはり管理 の問題とい うことはま だまだ
うちの会社にも あると思い ます。（注 ：事実関係 を後日確認 したところ 、現在
は新卒３年目以上の在宅勤務を希望する社員に付与されている。）
○安倍内閣総理大臣

どうもありがとうございます。

○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

それでは、後 半の５名の 方に同じよ うにお話し いただきた いのですが 、重ね
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て恐縮ですが、２分半をひとつ念頭に置きつつお願いいたします。
それでは、奥野慎太郎さん、お願いいたします。
○奧野氏

奧野と申します。初めまして。よろしくお願いします。

私も、奇遇な のですけれ ども、柴田 さんと同じ でJR東海に 最初は入社 いたし
ました。ただ、 柴田さんほ ど忍耐力が なかったも のですから 、４年ほど でやめ
てしまって、ビ ジネススク ールも経ず にそのまま 経営コンサ ルティング の仕事
に移りまして、 今はベイン ・アンド・ カンパニー というアメ リカが本社 のコン
サルティング会社の日本事務所の代表をさせていただいております。
そういったコ ンサルティ ングを通じ ての大企業 様への支援 の経験です とか、
私自身の大企業 に勤めさせ ていただい た経験、そ して、弊社 自身も、非 常に長
時間労働が強い られがちな 業界の中に あっては、 従業員が選 ぶ最も働き たい会
社として、コンサルティング会社の中ではグローバルで選ばれてございます。
そういった経験も踏まえて、４つほど申し上げたいと思います。
１つは、皆さ んもおっし ゃっている 意思決定の わかりにく さ。これは 皆さん
のおっしゃっているとおりなので、割愛させていただきます。
２つ目は、非 常にアイロ ニックだと 思うのです けれども、 日本企業の 強みで
ある現場力によ って非常に 現場の生産 性を改善し ていく、か つ、産業の 空洞化
と言われるよう に製造拠点 が海外に出 ていく、そ うした結果 、直接部門 と間接
部門でいうと、 基本的には 日本人の中 でいうと直 接部門の方 の数が減る 傾向に
あって、その方 々が管理部 門に来るの で、管理部 門の人の数 が多い。結 果とし
て、その方々に 役職を与え なければい けませんか ら、組織が 複雑化をす る。こ
の管理部門の人 の数の多さ と組織の複 雑さという ものが、１ 点目の意思 決定の
ところと相まって複雑性を生んでいる。これが２つ目のところです。
３つ目に、柴 田さんもお っしゃった ように、そ れでもトッ プの方がト ップダ
ウンでご判断を 下せるよう な現場勘と かというも のがあれば いいのです けれど
も、なかなか間 にレイヤー が広がって きておりま すし、トッ プの方も非 常にい
ろいろな事業を 見ていらっ しゃったり すると、一 個一個の現 場となると 時間を
使っていらっし ゃれないの で、現場か らどうして も離れてし まって勘が 働きに
くい。現場勘が どうしても なくなって しまう。い ろいろな資 料を見なく ても、
自分の現場勘か らするとこ うだろうと いう大胆な 意思決定を する材料が 、これ
は経営者の方も スーパーマ ンではない ですから、 どうしても なかなかそ れが足
りなくなってくるということが３つ目。
４つ目に、こ れは全てに 関連するの ですけれど も、また、 これまで申 し上げ
た３つのことは 、アメリカ の企業でも 海外の企業 でもあるの ですが、日 本の企
業に特徴的なの は、失敗に 対する非寛 容です。同 時に、何も しないこと に対す
る寛容。株価形 成とかいろ いろなとこ ろにこれは 出てくるわ けですけれ ども、
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何かをしてリス クをとって 失敗をした 方よりも、 ずっと何も していない 方のほ
うが、先ほどの サラリーマ ン組織の中 で評価され る。そうし た中で、ト ップと
の間に人も多い 、トップも 現場勘がな い、意思決 定のプロセ スは複雑だ 、何も
しなくてもペナ ルティーが 科されない のであれば 、そういう 何もしない 人が増
えることになるのかなと。
総理がおっし ゃったよう に、結局、 人間の数が 減るわけで すから、生 産性を
上げていかないとGDPは増えないという中で言うと、これは 非常に不幸なことで、
こういったもの に問題意識 を持つ人間 が早いうち にやめてし まうと、逆 にそう
いうものに寛容 な方だけが 組織の中に 残り、余計 に自浄作用 が働かなく なりま
すので、それは 企業として もそういう 方をリテイ ンすること と同時に、 外に出
て失敗をした方 あるいはチ ャレンジし た方もまた 受け入れて くるような 相乗が
できてくると、外力も働いて、成長できるのではないかと思います。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、辻庸介さん、お願いいたします。
○辻氏

辻と申します。

私は、一番初 めにソニー に入りまし て、その後 、マネック ス証券とい うネッ
ト証券を経まして、２年ほど海外に留学しまして 、会社を起業しました 。今は、
マネーフォワードというフィンテックベンチャーの会社で、創業４年ほどで200
名ほどの社員でやっております。
私自身の生産 性を考えま すと、常に 頑張ってい たつもりな のですけれ ども、
大企業のときを １とします と、マネッ クスのとき は５ぐらい のアウトプ ットは
出ていまして、さらに自分でベンチャーをやると100ぐらい のアウトプットが出
ているのかなと思います。
常に一生懸命 やっている のですけれ ども、これ は何でなの かなと思っ て、３
つぐらいあるかなと思っています。
１つ目が、先 ほど浅岡さ んがおっし ゃっていた ように、ツ ールです。 クラウ
ドサービスであ るとか、イ ンターネッ トの活用。 例えば、我 々の社員は 、プロ
ダクトオーナー の２児の母 の女性がい らっしゃる のですけれ ども、時短 でぱっ
と帰られるので すが、どこ でもいつで も仕事がで きるので、 気になれば お子さ
んが寝た後にさ っとやるこ とができる 。エンジニ アも、リモ ートワーク でやる
ことができる。 そういった 環境をつく ることが、 一つすごく 大事かなと 思いま
す。
２点目は、雇 用の流動性 のところで して、新し い組織のあ り方だとは 思うの
ですが、こうい う場合、常 にグーグル さんが出て くるのです けれども、 今まで
のピラミッド型 の組織形態 ではなくて 、情報共有 が一瞬でで きるような 世の中
になりましたの で、スモー ルでプロジ ェクトチー ムでやって いくという やり方
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がすごく生産性が上がっていくのかなと思っております。
３つ目が、人 事評価が何 より大事か なと思って いまして、 その会社が どうい
う基準で評価を するか。大 企業が、あ いつは頑張 っていると か、精神的 な面で
はありますけれ ども、時間 単位当たり のアウトプ ットがどう なのかとい うとこ
ろを人事評価に しっかり入 れていくと 、短時間で もアウトプ ットを出し ている
方が評価される というとこ ろがあるの で、この３ つの点は結 構工夫次第 でかな
り環境が変わっていくのではないかと思っております。
私からは、以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、小城武彦さん、お願いいたします。
○小城氏

日本人材機構の小城と申します。よろしくお願いします。

私は、旧通産 省に入りま して、その 後、ベンチ ャーや伝統 的な大企業 の経営
をやってきた人 間です。現 在は、地方 の中小中堅 企業を人材 の面から支 援する
仕事をしております。よろしくお願いします。
私も、大企業 の現場に触 れるたびに 強く思うこ とがあるの です。それ は、こ
んなに力がある 人がこんな 仕事をして いるのかと いうことで す。中小企 業やベ
ンチャーに行け ば即経営幹 部が務まる ような人材 が、事務的 な仕事をし ている
ことが少なくな いのです。 大企業には 本来の力を 発揮できて いない人材 が数多
く存在すると私 には思えて なりません 。貴重な日 本の人材の 力が眠って いると
思います。
当社が調査を 行いました 。首都圏在 住の比較的 大きい組織 の管理職に 聞きま
した。1,600名です。こんな質問です 。あなたの会社の同年代は 、どのぐらいの
人間が能力を発揮して活躍していますか。回答はこうなりました。１割が21％、
２割が17％、３ 割が17％、 ３割までで55％になり ます。ここ に人材の力 が眠っ
ているわけです 。最大の理 由は、多く の大企業が 力のある人 材を多数採 用し、
十分に活用でき ないままに 定年近くま で抱え込む ことにある と思ってい ます。
一方で、数多く の中小企業 は、御案内 のとおり、 経営幹部人 材の不足に 困って
いるのです。
もう一個、調 査があるの です。大企 業の将来の 幹部候補の 選抜は、大 体年齢
でいうと40歳ま でに終わっ ています。 しかしなが ら、その選 抜に漏れた 人に対
して、企業は、 君は残念な がら選に漏 れた、ほか の場所を探 したらどう かとは
言わないのです 。言ってい ません。１ つの会社で 力を発揮で きないこと 、それ
はたまたま向い ていないこ とが大半で す。その人 の力がない ことを意味 しない
と、私は思っています。
よく社員を大 事にする経 営といいま す。それは 、向いてい ない社員を ずっと
定年近くまで囲 い込むこと ではなくて 、総理、こ こが大事な のですが、 早い段
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階、すなわち、 まだ十分に 間に合う段 階で、はっ きりと君に は向いてい ないよ
と言うことだと 思っている のです。こ れが本当の 意味で社員 を大事にす る経営
だと私は思っています。
これは、決し てリストラ せよと言っ ているわけ ではないの です。ここ はぜひ
強調したい点な のです。社 員と向き合 って、社員 のことを思 って、伝え るべき
ははっきり伝える。そういった経営の姿勢が私は大事だと思っています。
一億総活躍、働き方改革の大事な論点だと思って、申し上げました。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、重松大輔さん、お願いいたします。
○重松氏

重松大輔と申します。

スペースマー ケットとい う、シェア リングエコ ノミー、空 きスペース の活用
のビジネスをや っておりま して、シェ アリングエ コノミー協 会の代表理 事も務
めております。よろしくお願いいたします。
私は、最初にNTTという大企業に入りまして、企画部門中は 、本当にひたすら
資料をつくって 、目先にい る本部長に 説明するの に、係長、 担当部長、 部長と
ゴーサインが出 るまで何度 も説明資料 をつくり直 すという、 今思えば、 不毛な
作業をして長時 間を割いて おりました 。目の前に いる本部長 に説明する のに数
週間がかかるこ ともあった りして、こ れは本当に おかしいの ではないか という
ところで、自分 的に合わな いなと思っ て、30歳の タイミング でスタート アップ
に飛び込んで、結果的にその会社がIPOまで行って、その後 、自分でも会社を起
業して、現在、 設立２年半 ほどですが 、30名ほど のメンバー がいて、累 計５億
円の資金調達も行い、事業を拡大しております。
大企業時代の 反省に立っ て、優秀な メンバーが 思う存分働 けるように 、今、
リモートワーク もかなり推 奨しており ますし、労 働条件とか もメンバー の家庭
条件によってか なり柔軟に 変えるよう にしており ます。無駄 な会議はも っての
ほかであります し、不要な 資料作成は 一切させま せん。遠く の訪問アポ はなる
べくこちらから お願いして テレビ会議 にしてもら って、夜の つき合いと かも本
当に極力最小化 しておりま す。私自身 も小さい子 供が３人お りまして、 妻も東
証一部上場子会 社の役員を 務めており 、私も家事 育児に積極 的に参加を して、
家事手伝いサー ビスを使っ たりとか、 両親の協力 も仰いだり 、当然会社 のメン
バーの協力も仰 いだりしな がら、全力 で子育てと 仕事を充実 しておりま す。ま
た、弁護士事務 所や浜松市 の職員を出 向で受け入 れたり、新 しい取り組 み等を
しております。
結果的に、そ ういう働き 方が注目を 浴びて、優 良な大企業 と遜色のな いメン
バー、特に子供 がいて大企 業が取りこ ぼすような 優秀なキャ リア女性を 多く採
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用できていると 思っていま す。とにか く新しい働 き方という ものを開発 するこ
とで、スタート アップも大 手に負けな いような戦 い方ができ ると思って います
ので、そういった働き方を推奨できればと思っております。
以上となります。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

それでは、最後になりますけれども 、岩佐琢磨さん、よろ しくお願いします。
○岩佐氏

株式 会社Cerevoの 代表を務め ておりま す、岩佐と 申します。 今日は

よろしくお願いします。
もともとパナソニックに５年ぐらいおりまして、今、IoT 、いわゆるハードウ
エアのスタート アップの会 社を2008年 ぐらいから 結構長いこ とやってお るので
すが、100名ぐらいの規模になりまして、特徴は、90数名お ります社員のほぼ全
てが元メーカー 系のエンジ ニアでござ いまして、 元パナソニ ック、元ソ ニー、
元シャープ、元 東芝という 中で、ここ に自動車メ ーカーが入 って、元ト ヨタ、
元スバルという メンバーで 集まって、 平均年齢は30歳ぐらい なのですが 、とに
かくおもしろいものをつくりたいと。
これは今日の 話につなが ってくるの ですけれど も、ほかの 皆様方から のコメ
ントにも結構あ ったように 、事なかれ 主義で、要 は、問題を 起こした奴 はだめ
だ、問題を起こ さなければ のうのうと60歳までい られるとい う形に組織 全体が
なってしまうと 、おもしろ いもの、わ くわくする ような車が 出てこない 。わく
わくするような 家電が出て こない。そ ういうもの をつくりた いという若 い生き
のいいエンジニ アが、どん どん大きな メーカーを 抜けて弊社 に来てくれ て、ち
ょうど先ほども辻さんとその話をしていたのですが、実は弊 社は100名になるま
で採用人件費は ゼロ円でや っていまし て、とにか くおもしろ いものをつ くりた
いと検索すると 、うちの会 社が出てく るというこ とをやって いる会社で ござい
ます。
どういった問 題があるの かなという ことを、今 回のこの場 に当たって 考えて
みたのですけれ ども、やや ブラックな 聞こえ方を するかもし れないので すが、
ここは産業のた めにぜひと 思っている ところはあ ります。や はりこの昭 和、大
正から続く正社 員という仕 組み、多分 海外で働い た方も同じ 意見を持っ ていた
だけるかなと思うのですが、実は日本独自のここが大きく狂わせているなと。
大きく４つ項 目をまとめ ると、まず 、人員の入 替が迅速・ 容易に会社 都合で
できない。報酬 のダイナミ ックな上げ 下げも、現 状はいろい ろと規定が あろう
かと思うのです が、これが できない。 この人が今 日突然仕事 をしなくな った、
では、給料を下 げますとい うことが現 状はできな い。上げる ことはなぜ かでき
るのですけれど も、それは できない。 もう一つは 、米国のホ ワイトカラ ーエグ
ゼンプションと かを見ると 、非常に幅 広い、いわ ゆるブルー カラーの方 以外は
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ほぼ全てホワイ トカラーと して、いわ ゆる日本の 国でいうと ころの裁量 労働制
が適用できるよ うな状況に なっている にもかかわ らず、日本 は非常に限 られた
一部の職種のみ で、規制も 非常に厳し い。さらに 先ほどのお 話もちょっ とあり
ましたけれども 、非常に優 秀な人がな ぜか60歳に なったら会 社を去らな いとい
けない。このあたりが非常に大きな課題なのではないかと思っています。
大企業にいた ときに、ま さに新聞で 読んだこと のあるよう な窓際で新 聞を読
んでいるという 人が、若い 人よりも高 い給料をも らっている ということ があっ
たりしましたので、こういったところをもっと改善 して、逆に 、ここを下げて、
その分、若い人に年収1,500万円あげるので、そのかわりどんどん頑張れという
ことをやっていくと、もっと大きく変わっていくのかなと感じております。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それでは、今 、５人の方 からお話し いただきま したけれど も、総理の ほうか
らお願いいたします。
○安倍内閣総理 大臣

まず 、奧野さん なのですが 、JR東海は 今日は２人 も来て

いただいて割と 優秀な人材 が外に出て いるなと思 いましたが 、日本の人 事の仕
組みなのですが 、特に役所 はそういう 傾向が強い ですね。加 藤さんがも といた
ところなどは特 にそうなの だけれども 、いわば得 点ではなく て減点を減 らすと
いう人事の評価 自体に日本 独特の評価 の仕方があ るのかなと 思います。 この評
価を変えたほう がいいと思 っている人 は実は結構 多いのでは ないかと思 うので
すけれども、な かなかそち らに進みに くいとは思 いますが、 これは評価 を変え
ることによってそういう成果は出ていると思いますか。
○奧野氏

まず は評価を変 えれば、成 果が出る余 地があると 思います。 ただ、

おっしゃるように、評価の問題に対して評価から取り組んで いこうとしますと、
なかなか難しいことも多いと思うのです。今、ユニークにチャンスがあるのは、
皆さんこのツー ルのお話で すとかITの 話をされて いましたけ れども、も のづく
りとか開発の仕 方が、いろ いろ試作を してみると か、テスト マーケティ ングを
してみるとか、 正式に物を 出す前にち ょっと出し てみるとい うことのコ ストが
非常に下がって いるのです 。逆に言う と、失敗の コストがITの力によっ て下が
っていますので 、そういう 形で物を開 発するとか マーケティ ングをする とかと
いうやり方が、 もう少し失 敗を許容す るように変 わってくれ ば、逆に人 事制度
がついてくるのかなと。
人事制度から これを変え ていこうと すると、ど こが切りか わりになる のかと
か、いろいろな 問題が出て きて難しい ので、そう いったもの づくりとか サービ
スとか、お客様 に近いとこ ろから変え ていくほう がやりやす いというこ とでは
ないかと思います。
○安倍内閣総理 大臣

辻さ んは、多く の人たちの やる気の問 題について お話し
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されたのだと思 うのですが 、自分の能 力を十分に 出している か出してい ないか
ということで、 出していな い人のほう が多いと。 それでは、 どこでどう なった
ら出すかという ことなのだ と思うので すけれども 、人間とい うのは、自 分が正
しく評価されて いて、ある 種、自分に 権限と責任 を与えられ ると頑張る という
こともあるのだ ろうと思い ます。ただ 、先ほど同 じなのです けれども、 このや
る気を出す評価の仕組みについては、どのように考えておられますか。
○辻氏

まず、 インセンテ ィブ設計は かなり重要 だと思いま す。どうい うこと

をするとどうい うふうに評 価されるの かというと ころ、アウ トプット、 時間対
効果というとこ ろで評価さ れるという ことは、社 員がそこを 目指してや ります
ので、まずは大きな働き方が変わるかなと思います。
もう一つは、 ちょっと定 性的なので すけれども 、岩佐さん がおっしゃ ったよ
うに、何か新し いものをつ くりたいと か、やはり 夢があると 人間は時間 を忘れ
て楽しく働けま すので、こ ういう世の 中をつくる のだとか、 イノベーシ ョンを
起こすのだとか 、世の中の 役に立つん だみたいな 、そういう 会社の人は 結構ア
ウトプットが高いということがあると思います。
そういった両面がある会社の生産性は結構高いのではないかと思います。
○安倍内閣総理 大臣

また 、小城さん は通産省に おられたと いうことで すけれ

ども、大分役所の文化と違うところに。
○小城氏

やめたのは随分前なのですけれども。20年前です。

○安倍内閣総理 大臣

20年 前だから相 当昔のこと なのですけ れども、や はり小

城さんのほうも十分に力が発揮されていないと。
これは第１次 政権のとき から言って いたのです けれども、 日本は単線 社会な
ので、人生を決 めるときは18歳と22歳 です。そこ で決めてし まうと、あ のころ
はJR東海に入っ たら大体ず っとみんな やっていた 。今はこう いう人たち が出て
いるからそこは結構変わってきたのだろうと思いますけれども 、単線社会だと、
ちょっと合わな いのではな いかと思っ てもなかな かおりられ ないという ことが
あるのだったら 、能力の無 駄遣いにな るでしょう 。実は、医 学部に行っ た人も
結構そういう人 はいるので すね。大体 ５年目ある いは研修医 の段階で向 いてい
ないということ に気づいた けれども、 そこではち ょっとと。 そうすると 、18歳
のときにそれを決意してよかったのかどうかという問題ですね。
そうだとする と、アメリ カのように 、メディカ ルスクール に入るとき にもう
一回どうするか ということ を判断でき るというこ ともあって もいいので はない
かという議論が かつてあり ましたけれ ども、ここ で、早い段 階であなた はやめ
たほうがいいの ではないか と言うこと が、体のい い首切りな のではない かと思
われないようにしないといけないと思うのです。
○小城氏

そう ですね。定 期的に自分 の能力の棚 卸しをする 、そういう 習慣を
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持つべきだと私 は思うので す。例えば 、35歳、40歳ぐらいで 考え直して みよう
と。その後、自 分がこの会 社でイメー ジがつくの か、自分の 強みとは何 なのだ
っけ、どこでも っとできる のだろうか ということ を考える機 会がないと 、ずる
ずるずるずる日ごろの業務の中に流れていってしまうと思うのです。
今日いらっし ゃっている 方は極めて 例外で、皆 さんはいろ いろな強い 自己を
お持ちなので出 られたと私 は思うので す。そうで はない人の 方が圧倒的 に多い
と思うのです。 でも、私は そこに日本 の力が眠っ ていると本 当に思いま す。本
当に思う。
したがって、 どうやった ら彼らに早 く気づいて もらえるか 。リリース すると
きに、勇気を持 って行って こいと後押 しをするよ うな制度が あったらい いと思
うし、万が一失 敗した場合 のフェール セーフです とか、そう いうことも 政府と
しては必要かなと思います。
○安倍内閣総理 大臣

そも そも日本の 風土として 、昔は、会 社を移って いる人

を評価しないと いうか、こ の人はちょ っと普通の メインスト リームとは 違うカ
テゴリーにいる ということ があったか ら、それが なかなかし にくかった なとい
うこともある。 あと、家族 もあったり とかする。 これは、50代の後半に 行くと
なかなか大変でしょうけれども、20代、30代、40代ぐらいまででと。
○小城氏

タイ ミングは大 変大事だと 思います。 同じ会社に ずっと60近 くまで

いると、なかな か正直難し い面もある と思うので す。ただ、 早い時点で 考えれ
ばいろいろなチ ャンスが開 けると思う ので、その タイミング は非常に大 事だと
私は思います。
○安倍内閣総理 大臣

です から、そこ の企業に合 わなければ 、日本でも 地方の

中堅企業という か、地方の 大手という ものがある のです。そ ういう、大 手でい
わば十分に能力 を発揮され ていない人 を求めてい るところは 、今はまだ そうい
う人材を受け入 れる体制に あるところ とないとこ ろがありま すけれども 、受け
入れて成功して いるところ も随分あり ますし、そ れは団塊の 世代を受け 入れて
成功していると ころもある のです。ま だまだ元気 だから。そ こをダイナ ミック
に移動すると、相当これは変わってくるのではないかという気がしますね。
○小城氏

その仕事をまさに私はやっているのです。

○安倍内閣総理大臣
○小城氏

なるほど。

地方 の中小中堅 企業には、 確かにシニ アも大事で すが、若手 のニー

ズはすごくあり ます。それ も経営幹部 です。オー ナーの相談 相手、オー ナーが
議論をして今後 の戦略を一 緒に考える パートナー が欲しいと いうニーズ はすご
くあるのです。 その供給源 はどこかと いうと、大 都市しかな いと思いま す。こ
こをやったら地方は相当変わるし、日本のGDPはまだまだ伸 びると強く思ってい
ます。
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○安倍内閣総理 大臣

重松 さんも、こ の資料につ いては、日 本はこの資 料のあ

ら探しばかりし て生産性を 落としてい るというこ とですから 、私も余り この資
料をつくらせな いようにし ないと。そ の話をちょ っと最初に 伺うと、私 のとこ
ろまで上がって くる資料は 一体どれぐ らいのハー ドルを越え てきている のか、
相当の人数がか かわってた どり着いて いるのだろ うなと思っ て、そうい う意味
では、そういう ものを極力 減らしてい くことは大 切なのかな と。あそこ で資料
をつくる人が笑っていますが。
そこで、労働 条件も家庭 の事情によ って柔軟に 変えておら れるという 話なの
ですけれども、 この労働条 件を変えて いく上にお いて、率直 に言ってい ただい
ていいのですが 、我々は労 働法制を変 えようとし ているので すが、それ は役に
立ちますか。
○重松氏

柔軟 な働き方と いうところ で、割と最 近のベンチ ャー企業と いうの

は、本当に人に よって朝方 の人もいれ ば週３回し か働かない 人とか、そ ういう
働き方も既にや っているの です。そう いった法律 からの支援 みたいなも のもあ
ると、本当によ りやりやす い。大企業 も、やはり 最終的には やっていか ないと
変わらないので す。ベンチ ャー企業は 、それで大 企業からこ ぼれてくる 人、優
秀な人を本当に 採用できる のですけれ ども、特に 女性の出産 を終えた30代の方
というのは、大 企業もとら ないのです 。そこを我 々はがさっ ととって大 活躍し
ていただいてい るというの はあるので すけれども 、そこは本 当に変えな ければ
いけないなと思っています。
○安倍内閣総理 大臣

それ では、皆さ んそれぞれ の事情によ って働き方 を変え

て、テレワークとか、そういうものを活用しながらと。
○重松氏

そう ですね。お 母さんの方 は、本当に 朝４時とか ５時にメー ルが来

るのですけれど も、そのか わり３時ぐ らいに帰ら れたりとか 、エンジニ アは逆
に夜に働きたい と。奇特な 方は、昼に 出てきて夜 中まで好き でやってい るとい
う方がいたり、 本当に人そ れぞれ集中 できる時間 は違うので 、そこは本 当に柔
軟に今はやっているという感じですね。
○安倍内閣総理 大臣

プロ フェッショ ナル人材の 柔軟な働き 方を可能に して、

裁量労働制はな かなか国会 が大変なの だけれども 、柔軟な働 き方で、そ れは本
人が希望しているわけでしょう。
○重松氏

まさ にそうです 。お子さん がいらっし ゃる御家庭 で目いっぱ い働き

たいという方は 、ビジネス のコアタイ ムは、夜の 会食とかは 難しいわけ なので
すけれども、朝 の時間をや ったり、朝 食会とかだ ったら参加 できるとか という
お母さんとかもいらっしゃるのです。
○安倍内閣総理 大臣

あと 、子供の関 係で急に休 まなければ いけないと いうこ

とにも対応できると。子供が病気になったときとか。
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○重松氏

対応 できます。 女性が何と なくそれを やるという 環境になっ ていま

すけれども、ス タートアッ プというか 、ベンチャ ー企業とい うのは、今 は割と
男性もそれをや るという流 れになって きています ね。それは 経営者が見 せる必
要があって、私 もそれをや っていると 、本当にい い人員がと れるのです 。それ
が採用の競争力 にもなって いく。そん な時代だと 思っていま すので、そ この働
き方をみんなで盛り上げていくということをやっていきたいと思います。
○安倍内閣総理 大臣

岩佐 さんは、非 常に率直な 話をしてい ただいて、 これか

ら塩崎さんでも しゃべった ものなら大 変なことに なったのだ ろうけれど も、お
話を伺っていて 、大手のメ ーカーのエ ンジニアの 方々は、い わば自分の 能力や
経験、知識を生かして仕事をしているわけですね。
○岩佐氏

そうですね。ほとんどメーカー系の方です。

○安倍内閣総理 大臣

既に そういうキ ャリアを積 んできた人 だから、企 業にと

っては、人材としては教育しなくていいということですからね。
○岩佐氏

非常 にありがた いというか 、本来の教 育の部分が 終わった段 階でち

ょっとおもしろ くないとい うことでこ っちに来た というケー スは、ちょ っと大
企業さんに申しわけない部分は結構あります。
ただ、最近は 学生さんも 多くて、総 理がおっし ゃったよう な、キャリ アを途
中で変えるとい う若い方は 最近増えて きています 。先月我々 の会社にジ ョイン
してくれた新しい東京大学院生がいるのですけれども、彼は 東大の院をやめて、
セレボでものづ くりがした いんだ、ハ ードウエア をつくりた い、おもし ろいハ
ードをつくって いる会社が ないんだと いうのでう ちに来てく れたりとか で、若
い方も徐々に変わってきているなという印象はあります。
○安倍内閣総理 大臣

もの づくり系の 技術者の人 たちは、そ もそもそう いうも

のをつくりたい というか、 新しいもの を開発した いという意 欲が強い人 が多い
でしょうからね。
○岩佐氏

意欲 は非常に強 いですね。 それができ る国という のは、今、 日本ぐ

らいしかないので、そういうところでやりたいというところが多いですね。
○安倍内閣総理 大臣

かつ て、ある国 が日本の大 手メーカー のエンジニ アを雇

って成功したと ころがあり ましたけれ ども、ああ いう無駄遣 いというの は非常
に多いのかなと 思いますが 、そういう ところを活 用されて、 そうすると 、若い
人も、今までで あれば院を 卒業して大 企業という コースだっ たのでしょ うけれ
ども、むしろそ ちらのほう が、岩佐さ んのところ に行ったほ うが、自分 のやり
たいことができるなと思ったのでしょうね。
○岩佐氏

今は 、多分そう 思っていた だけている から何とか やっていけ ている

のかなと思うのですが。
○安倍内閣総理 大臣

また 、企業でも 組織でも、 最初はそう いう意欲を 持って
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やっているのだ けれども、 伝統を積む とだんだん 失敗したら だめだとい うこと
に陥りがちでし ょうから、 そうならな いようにす ることが大 切なのでし ょうけ
れどもね。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それでは、せ っかくの機 会ですので 、塩崎大臣 から、恐縮 ですが、お １人に
対して１問の時間しかございませんが、よろしくお願いします。
○塩崎厚生労働大臣

ありがとうございました。

感想だけ申し 上げますけ れども、う れしかった ことは、今 、お話が大 分出ま
したけれども、 やはり日本 人は力がす ごくあるの にそれが有 効活用され ていな
い、つまり、リ アロケーシ ョンをちゃ んとすれば もっともっ と日本は力 を出せ
るぞということが、今日のメッセージかなと思いました。
そのキーは、 先ほど総理 から評価と いうことが 出てまいり ましたが、 形式で
はなくて結果を 出す。その ことをどう きちんと評 価できるか どうか。こ れがで
きないと、優秀な人のリアロケーションはできないのだろうなと。
そういう意味 で、今、我 々は民間の 働き方のこ とをたくさ ん言ってい ますけ
れども、考えて みたら、官 のほうも人 材がすごく いるのに有 効活用され ないま
まにいっている こともある なと、今、 私もいてそ う思うわけ で、早いう ちにと
いう話がありま したが、ほ とんどが正 社員という 会社が日本 にも外資系 などで
ありますが、そ ういうとこ ろに聞いて みると、希 望は何か、 どうやって 自分は
やりたいか、能 力開発をど うやりたい か、すごく 丁寧に一人 一人にいろ いろな
ことの対話をし ながら評価 をしている ということ を考えてみ ると、官の 世界も
同じようにちゃ んとやって 、官と民の 間も行った り来たりす るほうがい いので
はないか。イギ リスは、か つては官は 官でずっと やっていた けれども、 今は幾
らでも官から民 へ行って、 また民から 官に戻ると いうことが 当たり前で 、それ
がまた活力にな る。そうい う意味では 、公務員の あり方も考 え直して評 価をき
ちんとするとい うことを、 実はしてい るのですけ れども、同 期は大体同 じよう
にずっと上がっ ていくみた いなことを 相変わらず やっている ことを考え てみる
と、これは私の 埒外ではあ りますけれ ども、働き 方改革をす るときには 、公務
員の働き方も変 えることは 割合こちら からはスト レートにで きるので、 そちら
からやることが 日本全体を 変えること にもなるか なと、改め て思ったり したと
ころでありました。
ありがとうございました。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

ちょっとの時 間で私も一 言聞かせて いただきた いのですが 、責任の権 限、先
ほどのお２人は ジョブディ スクリプシ ョンの話を されたので すけれども 、あな
たの仕事はこれ ということ になればど う時間内に 終わらせる かという話 は、日
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本の場合は不定 形で、先に 終わると上 司が待って いるからと 、どうして もそう
なるのですが、 例えば、ア メリカなど はその辺を どういう形 でジョブデ ィスク
リプションをやっておられるのか。
○浅岡氏

割と 明確に、例 えば、この 部門のこの 事業につい ての売り上 げを伸

ばす責任、それ から、その ためにどう いう手段を とるかとい うことは定 義され
ていますので、 アメリカで すと、よく 自分の仕事 以外はやら ないと言わ れるの
ではないかとい う懸念をさ れる方がい るのですけ れども、逆 に、その仕 事、そ
のミッションを 達成するた めには必要 なことは全 てやるとい う意識があ ります
ので、必要があ ればほかの 部門の人と 連携をとっ たりとか、 うまく目標 を達成
するためなら長 時間労働で はなく結果 で応えると いうところ がうまく働 くので
はないかと思います。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それでは、時 間になりま したので、 この辺で。 大変活発な 意見交換を 本当に
ありがとうございました。
最後に、総理から発言をお願いいたします。
○安倍内閣総理大臣

今日は、大変有意義なお話を伺えたと思います。

皆さんは、先 ほどもちょ っとそうい うお話も出 ましたが、 大手企業に 入りな
がら、それぞれ の道をさら に切り開か れた。それ はまだ非常 に自信のあ る一部
の人たちに限ら れているわ けですけれ ども、そう いう道に多 くの人が行 けるの
だという複線化を図っていくことは、眠っている能力を顕在 化してもらえれば、
稼いでもらって 税金も払っ てもらうと いうことで す。これは 国のために もなる
し、ひいて言え ば社会保障 を支えてい くためにも なるわけで ありますか ら、法
制だけではなく て企業全体 の文化を変 えていくこ とも含めて 、今日は大 変有意
義なお話を伺えたと思っています。どうぞこれからもひとつ 頑張ってください。
皆さんに成功し ていただい て、どうだ 、こういう 道でいいだ ろうという ことを
示していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
○加藤働き方改 革担当大臣

本日は、 本当にお忙 しい貴重な 時間をいた だきま

して、ありがと うございま した。今日 の議論は、 働き方改革 実現会議の 議論に
も反映をさせていただきたいと思います。
それでは、働 き方改革に 関する総理 と現場の皆 さん方との 意見交換会 を終わ
らせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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