働き方改革に関する総理と現場との意見交換会（第１回）
議事録
（ 開 催 要領 ）
１．開催日時：平成28年10月13日（木）17:50～18:50
２．場

所：官邸４階大会議室

３．出席者 ：
安倍晋三
加藤勝信
塩崎恭久
真野一則
雨堤正信
佐藤志保
島田浩孝
濱田直子
高木みどり
簗取 萌
墨田康男
二瓶真衣
中村龍太
横澤昌典
広沢暁子

内閣総理大臣
働き方改革担当大臣
厚生労働大臣
アイリスオーヤマ（転職・中途採用）
アイリスオーヤマ（転職・中途採用）
藤精機（転職・中途採用）
GM タイセー（転職・中途採用）
東京ガス都市開発（学び直しによる再就職）
IT 会社勤務（学び直しによる再就職）
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾙｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（学び直しによる再就職）
ロート製薬（副業・兼業）
ロート製薬（副業・兼業）
サイボウズ、ダンクソフト、NK アグリ 、スノーピークビ
ジネスソリューションズ（副業・兼業）
向洋電機土木（テレワーク）
損害保険ジャパン日本興亜（テレワーク）

（ 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と意見交換
４．閉会

（概要）
○加藤働き方改 革担当大臣

それでは 、ただいま から働き方 改革に関す る総理

と現場の皆様方との意見交換会をさせていただきたいと思います 。今日は皆様、
それぞれお忙しい中、足を運んで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 をしており ます加藤で ございます 。今日は司 会をさ
せていただきます。
今日は転職・ 中途採用、 再就職、副 業・兼業、 テレワーク という４つ のテー
マについて、そ れぞれ経験 をされてい る皆様方か ら御意見を いただきた いとい
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うことで、12人の皆様方にお集まりをいただきました。
また、政府側からは塩崎厚生労働大臣にも御出席をいただいております。
冒頭、安倍総理からまず、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。

今日は大変それ ぞれお忙し い中、こう した機会 を作ってい ただいたこ とに、
御礼を申し上げたいと思います。
私たちが進めて いる一億総 活躍社会の 実現の鍵 は、働き方 改革だろう と、そ
のように思っております。
まず先般、電通 の社員の方 の過労死で は、働き 過ぎによっ て、貴い命 を落と
されたわけでご ざいます。 こうしたこ とは二度と 起こっては ならない、 このよ
うに思っている わけであり ますが、働 く人の立場 に立った働 き方改革を しっか
りと進めていきたいと、こう思います。
多様な働き方の 中において 自分の未来 を創って いくことが できる社会 を創っ
ていきたい。そ のための働 き方改革、 働き過ぎを 是正する上 において、 しっか
りと制度改革も 進めていき たい。多様 な働き方も 可能にして いく。その ために
必要な法案を国 会に提出し ていく考え でございま す。そのた めに、働き 方改革
実現会議を作っ たわけでご ざいまして 、今日は実 際様々な働 き方をされ ている
皆様に、実際に 経験に沿っ たお話をい ただきまし て、そして 皆様方の実 際に経
験しているお話 を受けた上 で、地に足 の着いた議 論を進めな がら、働き 方改革
を実現させていきたいと思います。
今日は忌憚のない御意見を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。
○加藤働き方改革担当大臣

よろしくお願いをいたします。

それでは、恐 縮ですが、 それぞれ皆 様方には２ 分半程度で お話をいた だきた
いと思います。
まず、転職、 中途採用に つきまして ４名の方か らお話をい ただきます が、最
初に真野様からお願いいたします。
○真野氏

アイ リスオーヤ マの真野で ございます 。よろしく お願いしま す。ア

イリスオーヤマで製品デザインを担当しております。
前職はパナソニックで、同じく製品デザインを35年間担当しておりました。
辞めるきっか けは、役職 が上になる とどうして も管理監督 業務が増え てまい
りまして、手を 動かすデザ インそのも のができな くなってく る。そこに 希望退
職制度というも のがありま して、それ に乗っかっ て58歳のと きに転職を 決めま
した。そして手 を動かすデ ザイナーに なろうと思 ったのがき っかけでご ざいま
す。
その後、転職 活動なので すが、実は これは楽し くやらせて いただきま した。
パナソニックと いう会社が 退職者に対 するフォロ ーがしっか りできてお りまし
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て、退職後の社 会保障のシ ミュレーシ ョンである とか、リク ルートのた めの訓
練といったもの を用意して くれました ので、楽し く、自分を 売り込むプ ロジェ
クトだという、 これも一種 の仕事だと いう気持ち で楽しくや らせていた だきま
したので、苦労はしておりません。
アイリスオー ヤマに入社 してからの やりがいで すけれども 、現在製品 デザイ
ンを担当してお りまして、 それが最も 楽しくやり がいのある ことになっ ており
ます。
アイリスオー ヤマはもと もとデザイ ン組織のな いところだ ったのです けれど
も、私が入った ことで、お まえデザイ ンのチーム を立ち上げ ろというこ とで、
デザインを立ち上げることができました。
アイリスオー ヤマという のはユーザ ー視点で物 をつくる会 社でございま して、
デザインという のは基本は ユーザー視 点で物をつ くるという ことなので 、それ
が会社の方針と 、私の仕事 の仕方がう まいこと合 いまして、 大阪の家電 の拠点
も、おまえが見ろという話になりました。
ですが、マネ ジメントも やりながら 、プレイン グマネージ ャーという スタイ
ルですので、デザインを進めながら管理監督職もやっている ということなので、
非常に今はやりがいのあることになっております。
キャリアの人 たちを採用 する側に今 なっている わけですけ れども、そ のとき
にどういうこと に注意する かというと 、おかげさ までアイリ スでも家電 が伸び
ております。で すから、喉 から手が出 るほど採用 したいので すけれども 、今ま
でこういうこと をしてきた という経験 だけを淡々 と述べるの ではなくて 、自分
のスキルはこう だから、こ のような仕 事をしてみ たいという ふうに、自 分のス
キルを持って、 ものを変え てきた人は 目がきらき らしている のです。そ ういう
人たちを見るのを、一つの自分の採用側としての視点にしております。
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。

それでは、続いて雨堤様、お願いいたします。
○雨堤氏

アイ リスオーヤ マの雨堤で す。真野と 同じく、大 阪のほうの Ｒ＆Ｄ

センターに勤めています。
前職はシャー プで、33年 冷蔵庫とエ アコンの開 発をやって 、それから アイリ
スのほうに転職しました。
私はシャープ を辞めてか ら半年ほど 就職活動を やっていま した。その 中で感
じたことは、や はり50代後 半の就職は 非常に厳し いなと自分 の身をもっ て感じ
ました。
いろいろなと ころで試験 を受けるな り面接をや らせてもら えるのです けれど
も、なかなか最 後の最後で 突破できな いという形 で、理由を 聞きますと 、やは
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り、もう少し若ければ何とかなったのだなという話が多いのです。
企業のほうか らしても、 やはり60ま でと考えて いるような ところがあ るので
はと思うのです 。60まであ と何年ある かというと ころが、３ 年なり４年 を切る
と、そのようなリスクで採用できないという感触を受けました。
一方、私は今60ですけれ ども、30～40代の周り の社員と同 じように仕 事をし
ています。何ら 抵抗はない です。60と いう意識が まず、あり ません。仕 事をや
ることに関して 、それが30であろうが40であろう が50であろ うが、私は 何も関
係ないと思っています。
50代で同じよ うに再就職 したいと考 えておられ る方はおる のですけれ ども、
そういった方々 に何とか自 信を持って 、次の職場 で同じよう に若い人と 一緒に
仕事をしていっ てもらえる ような環境 ができたら いいのでは ないかと、 常々考
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。

続いて佐藤さん、お願いいたします。
○佐藤氏

山梨 県の藤精機 という、金 属の総合加 工を行って おる会社か ら参り

ました。
私は職業訓練を受けての就職だったのですが、訓練前はYahooとか楽天などの
ジュエリーショ ップでの店 長をしてお りました。 ページ構築 だったり顧 客対応
が主な仕事だっ たのですが 、けじめの ない休憩時 間だったり 、昼夜問わ ない業
務、また、ほぼ 不可能な有 休取得など で、家事、 育児がおろ そかになっ てしま
ったということ で、子供と まともに向 き合えてい ないという 現実に突き 当たり
まして、再就職を決意いたしました。
離職をして求 職活動に入 ったのです が、ここで ハローワー クにてポリ テクセ
ンターの体験講 習と訓練コ ース説明会 の存在を知 ります。迷 わず両方に 参加し
まして、その中 で以前より 興味のあっ た金属加工 科での溶接 体験に感動 いたし
ました。びびっときたのが入所のきっかけでした。
金属加工科で は、訓練を 受ける中で 必ず作業に 必要な３種 類の資格が 取得で
きます。また、 ほかに任意 で３種類の 溶接の資格 を取得する ことができ るので
すが、その資格 を取るため の実技訓練 と座学習の 積み重ね、 そして、実 際に取
得することがで きた溶接資 格の全てが 自分の自信 へとつなが り、就職活 動に役
立ったのだと感じております。そして、一発で今の会社に合格しております。
私は今、主に クリーンエ ネルギー関 係や医療部 品などの寸 法精度の厳 しい精
密溶接を行って おります。 金属加工科 では製図の 作製、プロ グラム、板 取り、
曲げ、溶接とい った、製品 をつくるに 当たって必 要な工程を 一通り学べ ますの
で、就職後すぐ から図面も 容易に読み とることが できました し、作業自 体はも
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ちろん図面を見ながらの製品検査などにも大いに役に立っています。
特に溶接につ いては時間 をかけて学 習しますの で、現場で 実際に作業 に入る
際にも、臆することなく製品に向き合うことができました。
実際の職場環 境も良好で 、女性だか らといって の差別を受 けることも なく仕
事ができており ます。有休 なども取り やすい環境 にあり、職 場の雰囲気 もとて
もよいです。
女性目線での 提案などに も耳を傾け ていただい ているので 、社内の美 化や整
理整頓のルール 決めなども 行うことが できており ます。作業 場全体の環 境も非
常によくなりました。
作業自体も女 性に適した 丁寧さや繊 細さを求め るものが、 溶接には意 外と多
くありまして、その仕事には好評をいただいております。
最後に、これ からの目標 なのですが 、やはり男 社会と言わ れている物 づくり
の中で、男女の 壁を超えた 、働く女性 のよい見本 となれるよ うに努力し て、今
まで以上に知識 や技術を身 につけ、ゆ くゆくは自 分のチーム をまとめ上 げられ
るぐらいのリーダーになりたいと思っております。
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。

それでは、島田さん、お願いいたします。
○島田氏

埼玉 から来まし た島田とい います。現 在、株式会 社GMタイセ ーに勤

めております。
自分は約30年 間、電機メ ーカーの工 場で液晶テ レビ、液晶 パネルの製 造に従
事していました 。工場では 今回、事業 縮小という ことで他県 の転勤を余 儀なく
されまして、正 直なところ 、まさか自 分の会社が このような 状態になる という
ことは思ってもいませんでした。
しかしながら 、自分の状 態を確認し まして、こ れから何が できるかと いうこ
とを考えたとこ ろ、家族の 構成を考え ながら、転 勤、または そのまま転 職とい
う２択を迫られ たのですけ れども、母 親が認知症 になりまし て、妻をお いて単
身赴任では行けないという状況にありました。
そこで、自分 の収入も減 りますけれ ども、自分 の決断とし まして退職 をしま
した。
再就職活動な のですけれ ども、会社 から紹介が ありました 産業雇用安 定セン
ターという法人 と、民間の 就職あっせ ん会社と、 選択肢が複 数ありまし たとこ
ろがよかったと思っております。
また、そちら に離職前に 登録できま して、その 後の就職活 動ですけれ ども、
どのような職種、自分に何ができるかということを考えなが ら進めていこうと。
相談役があったことが自分の中では大変よかったのかと思っております。
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非常に悩むこ とがいろい ろあったの ですが、自 分に大切な もの、また は優先
順位をつけまし て、その都 度できる限 りのことを 絞り込むこ とが必要だ と改め
て感じました。
今の会社ですけれども、以前やっていた職種が生かせる職 場でありますので、
今後も続けていきたいと考えております。
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。

以上、転職、中途採用についてお話をいただきました。
総理から何か御質問があれば。
○安倍内閣総理 大臣

真野 さんはパナ ソニックに 勤めておら れて、パナ ソニッ

クを辞めて新た な人生を歩 むときに、 パナソニッ クの関連会 社に行くと いうよ
りも、全く別の会社に行こうと思ったということですか。
○真野氏

はい 。パナソニ ックには未 練はなくて 、デザイン をしたいと 。デザ

インをするためにどういう方法があるかというところからスタートしました。
ですから、ア イリスに勤 められなけ れば、最悪 の場合は自 分でデザイ ン事務
所を開くという ことで、デ ザインをす るための人 生なのだか ら、やはり これは
いい機会なので 、パナソニ ックの子会 社ではない ほうが、新 たな自分の デザイ
ンの幅が広がる 。楽しむと いうことを 前提に考え て、デザイ ンができる ところ
をというのを基準に選びました。
○安倍内閣総理 大臣

その 際、パナソ ニックのバ ックアップ があったと いうこ

とですか。
○真野氏

はい 。希望退職 に限らずで すけれども 、その後の 人生設計で あると

か、社会保障で あるとか、 きっちり自 分で辞める 前にシミュ レーション させて
いただけるのです。
トレーニング についても 準備期間が あるので、 それは非常 にありがた かった
かと思っています。
○安倍内閣総理 大臣

雨堤 さんは再就 職の際に年 齢がネック になったと いうこ

とですけれども 、やはり採 用試験を受 けていて、 あるいは面 接をして、 その経
験とか知識、実 際の体力よ りも、紙に 書いた年齢 という形で 判断をされ ていた
ということですが、やはり60というのは大きな壁だったというふうに。
○雨堤氏

そう ですね。自 分では若い つもりでお りますし、 何でもでき るつも

りでおるのです けれども、 やはり面接 の履歴書の 中で判断さ れてしまう と、や
はり年は、私は57でしたけ れども、57というとこ ろを見られ てもうそれ だけで
だめだなという 判断をされ て、書類だ けで落とさ れたところ もあります し、人
間はそのように ひとくくり にできない と思います し、実際に 使ってみて もらっ
て、そこの会社 になじむか どうかも人 によって違 いますので 、一遍見て いただ
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いたらいいので すけれども 、なかなか そういうと ころまで企 業には見て もらえ
ないという気はします。
○安倍内閣総理 大臣

そう いう意味で は、アイリ スは紙に書 いた年齢で はなく

て、実際に面接した結果をということですか。
○雨堤氏

そういうことなのですかね。

アイリスがた またま製品 開発、家電 開発を進め ようという 中で、私が 過去に
やってきたことがちょうど合ったのだと思います。
ですから、今 やっている アイリスの 仕事という のは、私の シャープの 延長線
上でもあります し、何らこ れは支障が なかったの ですけれど も、そうい うとこ
ろです。
○安倍内閣総理大臣

なるほど。

私も62歳にな ったばかり ですから、 そろそろ厳 しいのだな と思います けれど
も、実際、私も 若いつもり ですから、 そういう意 味では企業 等で実際の 年齢で
はなくて、実際 にどれぐら いの体力が あるか、健 康かという ことなのか とも思
いました。
あと、佐藤さ んは営業職 からいわば ものづくり に変わって 、昔でいえ ば手に
職をつけるとい うか、技術 を身につけ られたので すが、やは り達成感と いう意
味においては、営業職時代とは大分違いますか。
○佐藤氏

はい 。そうです ね。やはり 自分の手で 全て、書道 と一緒で、 本当に

自分の手先のち ょっとの動 きで全て毛 色の違う物 ができると いうか、溶 接一つ
にしても、うま く言えない のですが、 物をただ売 るとか、お 客さんに接 客する
とか、そういう状況とはまた違った、自分の手の力で全てをつくり上げる。
私の場合は溶 接なのです けれども、 溶接の後に ディスクグ ラインダー という
もので擦り上げ て、塗装前 のきれいな 製品の形ま で仕上げる 仕事までや ってお
ります。
○安倍内閣総理大臣
○佐藤氏

前の営業職時代と比べて、収入のほうはどうですか。

収入 のほうは、 そのころよ りは、最初 入ったとき は幾らかは 低い状

態で入れたので すが、やは り自分の技 術とか頑張 りを認めて いただけま して、
今は以前よりも収入はよい方向でいただけています。
○安倍内閣総理 大臣

島田 さんは御家 族の事情が いろいろお ありだった と伺っ

ていますけれど も、今の職 場では仕事 の勤務時間 等も含めて 、家庭の事 情とう
まく折り合いがついているという感じなのですか。
○島田氏

はい 。おかげさ まで本当に 、今は家族 と一緒に生 活ができる という

一番の喜びがあ りまして、 収入は減っ てしまった のですが、 やはり家族 と一緒
にいられるというのが一番、本当に自分の中では大切にして いるものであって、
一番楽しいとい うか、本当 に今後、時 間を一緒に 過ごしてい きたいと考 えてお
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ります。
○安倍内閣総理 大臣

あと 、再就職の 際には選択 肢が幾つか 提供された という

ことなのですか。
○島田氏

やは り、先ほど 言いました 母親の介護 というもの と、今まで やって

いました製造業 という形の ２択でいろ いろ悩んだ のですが、 家から通え るとい
うことに一番の 優先順位を つけまして 、その中で 選択できる 会社で、今 回のGM
タイセーという会社から内定をいただきまして、今も楽しくやっております。
○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、続 いて、学び 直しをして 再就職をさ れた３名の 方においで をいた
だいております。
最初に濱田様からお願いします。
○濱田氏

濱田直子でございます。

早稲田大学を 卒業後、大 手損害保険 会社に入社 いたしまし て、結婚に 伴う転
居により離職い たしました 。日本女子 大学リカレ ント教育課 程での学び 直しを
経て、東京ガス都市開発株式会社へ正社員として入社いたしました。
私は新卒で入 社した会社 を今、申し 上げたよう に、結婚に 伴う転居の ため３
年余りで退職い たしました 。子供が小 学生までの 間は、添削 作業を在宅 で行っ
ておりましたが 、正社員と して仕事に 就き、自己 成長を図り たいと思う ように
なりました。
主人が単身赴 任、娘は中 学に入学い たしまして 、家庭環境 が就業を許 す状態
になりました2014 年の夏、 正社員での 再就職を目 的に、日本 女子大学リ カレン
ト教育課程の受講を決心いたしました。
日本女子大学 リカレント 教育課程は 、大学卒業 後に出産等 で離職した 女性に
対して、１年間 のキャリア 教育を通し て、再就職 を支援する プログラム でござ
います。2016年か ら文部科 学省の職業 実践力育成 プログラム の女性活躍 分野に
認定されております。
１年は長いと 言う方もい ましたが、 私には１年 間じっくり 学び直すと いうこ
とはとても重要 なことに思 えました。 自らの人材 としての価 値と、あり たい姿
とのギャップが 大きかった ので、自信 を持って社 会に出るた めには、じ っくり
と力を蓄える必要があると考えたからです。
リカレント教 育課程の授 業は、実践 的で興味深 いものばか りで大変勉 強にな
りました。ビジ ネス関連科 目や、自分 を見つめ直 し、再就職 の準備をす るキャ
リアマネジメン ト、英語の 授業でもビ ジネスの考 え方やレポ ートの作成 能力を
鍛えることができました。
また、同じ目 的を持ち、 意欲にあふ れる受講生 と過ごす時 間も大変貴 重なも
のでございまし た。仕事に 対する家族 の理解など 、それぞれ が抱える悩 みが違
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っておりまして 、その悩み を共有する ことで、就 業に対する 自らの現状 につい
て把握できまし た。就職活 動のフォロ ーなど、大 学事務局の 方々が親身 にサポ
ートしてくださったことも大きな支えとなりました。
１年間の受講 期間を終え 、私は新た な一歩を踏 み出すこと ができまし た。リ
カレント教育課 程を通じて 、現在勤務 している東 京ガス都市 開発株式会 社との
縁をいただきま した。業務 経験のある 損害保険の 事務を担当 することに なりま
したが、保険を 入口として 、業務の幅 を広げるこ とも可能な 総合職とし ての採
用です。
私のように子 育ての時期 や家庭環境 というライ フスタイル に合わせた 再就職
をするという希 望を持ちな がらも、自 信を持てな い人が多く います。実 現が可
能だと自信をつけるためにも準備が必要だと思います。
そして、女性 の再雇用に 対して理解 のある企業 が増えるこ とを祈って 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、高木さん、お願いいたします。
○高木氏

高木 みどりと申 します。現 在、IT会社 に勤務をさ せていただ いてお

ります。
まず、簡単に プロフィー ルなのです けれども、 私は日本女 子大学を卒 業後、
大手生命保険会 社に営業職 として就職 いたしまし て、その後 、１年ちょ っとで
退職をいたしました。
その後、一橋大学大学院商学研究科経営学修士コース、いわゆるMBAというと
ころで取得をさ せていただ いておりま して、現在 の会社に至 るというと ころで
ございます。
私からは、今回３点お話しさせていただければと思うのですけれども、まず、
１点目は、なぜ 大学院に行 って学び直 しをしたの か。２点目 は、学んだ ことが
今の業務に生か せているか 。３点目は 、前職と現 職との働き 方の違いに ついて
お話しさせていただきます。
まず、なぜ大 学院に行っ て学び直し をしたかな のですけれ ども、学部 を卒業
後、先ほど申し 上げたみた いに保険会 社に就職を して、営業 を行ってま いりま
した。1年がたつと、だんだん仕事にも慣 れてまいりまして、そうすると 、もと
もとやりたがっ ていたマー ケティング 職への希望 が非常に強 くなってま いりま
した。
ただ、マーケ ティングを 体系的に学 んだことも なければ、 経験ももち ろんあ
りませんので、 ただの憧れ でしかなく 、転職とい う意味では すごく絶望 的でし
た。
いろいろ転職 活動を行っ たものの、 やはり希望 の職につく ことは難し かった
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ので、営業を続 けながら夜 間の学校に 通うか、い ろいろ悩ん ではいたも のの、
自分の退路を断 つために思 い切って退 職をいたし まして、退 職から２カ 月後の
試験に向けて猛 勉強しまし て、２カ月 後に晴れて 合格をした というとこ ろでご
ざいます。
キャリアチェ ンジをする ためにはど うしたらい いのかと、 自分一人で 非常に
悩んでいた時期 もあったの ですけれど も、周りの キャリアチ ェンジをし た方に
いろいろお話を伺いながら、さまざまな選択肢の中で、自分にはMBAが一番合っ
ていると思って取得をした次第です。
学んだことが業務に生かせているかなのですけれども、MBAではマーケティン
グのほか、経営 学というの を学ばせて いただきま した。知識 と経験とい うのは
異なるものだと 思っている ので、まだ まだ若輩者 の私に経営 ができるか という
と、なかなかそ ういうのは 難しいかと 思っており ますが、た だ、経営の 視点を
手に入れたこと で、例えば 大きな壁に ぶつかった ときに、こ の問題を経 営者だ
ったらどう考え るかとか、 全社的に考 えたらどう 動くべきか というよう な体系
的な考え方、問題の本質を冷静に考える力が身についたかと思っております。
現在の会社で は、入社か らずっと横 串的な存在 のマーケテ ィングをや ってお
りまして、経営 陣との距離 も非常に近 いです。な ので、経営 の経験を積 むには
非常によい環境だと思っております。
３点目、前職 と現職の働 き方の違い についてな のですけれ ども、大学 院を卒
業してベンチャ ー企業のITに就職しよ うと思いま したのは、 多様な働き 方があ
ると考えたため です。実際 、就職活動 をしていた ときに、私 の営業の職 歴のこ
とや、１年で辞 めてしまっ たことをす ごくマイナ スに捉えて 受け入れて くれな
い企業も正直あ ったのです 。ただ、現 職の会社で は、私がむ しろ退職を してま
で学び直しをし たというこ とに非常に 共感をして いただいて 、評価をし てもら
いました。
面接でも経営 に興味があ りますとい うお話をさ せていただ いたのです けれど
も、そこにも理 解を示して もらえたの で、現在の 会社に入ろ うと決意を いたし
ました。
現在の会社な のですけれ ども、働き 方について 非常に柔軟 にやってい ただい
ておりまして、 １年前に子 供を産んで 、つい５月 に復職をし たばかりな のです
けれども、妊娠 中もやる気 をきちんと 酌んでいた だきまして 、妊娠中な がらも
役職をつけてい ただいたり とか、復職 後も私は突 然休むこと があります ので、
必ず私の仕事に パートナー をつけてく ださいとい うことを会 社にお願いし たら、
パートナーをつ けていただ いて、非常 に柔軟なや り方で会社 で過ごさせ ていた
だいております。
１年足らずで 復帰しまし て、今は時 短で働いて いるのです けれども、 前と変
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わらず非常にやりがいのある仕事を任せていただいております。
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。

それでは、簗取さん、お願いいたします。
○簗取氏

簗取 萌と申しま す。今は病 院経営のコ ンサルティ ング会社に 勤務を

しております。
私はもともと は国立病院 の集中治療 室で看護師 として働い ておりまし た。そ
の病院の勤務時 代に、医療 現場は非常 に非効率だ なといった ところに問 題意識
がありまして、 そこの部分 で勉強した いというこ とで、高木 さんと同じ く一橋
大学のMBAコースに入学をしております。
MBAで学んだことを生かしながら、あとは、さらに俯瞰した視点で医療を改め
て見直したいと いうことで 、現在の病 院経営のコ ンサルティ ング会社に 転職を
いたしまして、現在働いているという状況になります。
現在は全国の 急性期病院 に伺って、 診療内容の 見直しであ るとか、病 床再編
のところでお手 伝いをさせ ていただい ているとい うことで、 コンサルテ ィング
を展開しているというのが現在の状況でございます。
キャリアを変 えたといっ たところは 、やはりMBAに入って 、MBAを取っ たとい
ったところが非 常に私にと っては大き なきっかけ ではあった のですけれ ども、
ただ、その以前 の職業で、 看護師の経 験というの も今の仕事 に非常につ ながっ
ているところが あります。 やはり病院 の経営幹部 であるとか 、あとは現 場のス
タッフの方々と 関係を構築 していくと いったとこ ろでは、実 務の経験と いうの
が非常に重要で、その上にMBAで培った経営の知識というのを使って、問題解決
に取り組んでいるということがあります。
ただ、振り返 って考えて みると、専 門職の世界 というのは 非常に狭い という
か、閉鎖された 世界になり がちで、な かなか外に 目が向かな いというこ とと、
情報が入ってこないということがあります。
私自身も看護 師として働 いていたと きには、世 の中のこと に全く興味 がなか
ったというか、 関心がなか った。今、 自分が働い ている、働 き方という こと自
体も全然想像もできなかったということがあります。
日本に潜在的 な看護師が70万人いる と言われて おりますが 、彼女たち 、彼ら
が病院とかクリ ニックで働 くことだけ が、彼らの 働く先では ないと思い ます。
もともとの専門 的な知識を 生かして、 新しいフィ ールドで働 いてもらう といっ
たところで、能力が活用できるのではないかと考えております。
ただ、新しい 分野で働く ためには、 まずはそう いう新しい 職業、新し い働き
方があるという ことを知っ てもらうと いうのが、 第一歩なの ではないか という
ことで、当然の ことながら 転職時の支 援で、新し い働き方と いったとこ ろを見
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ていくというの も一つでは ありますけ れども、も っとさかの ぼって、大 学であ
るとか、専門学 校のところ でそういう 新たな働き 方であると か、柔軟な 働き方
というのを学べ るような機 会があると 、学生のう ちにそうい う働き方が あるの
だといったとこ ろを自分の 中で考える ことができ ますし、そ の先の具体 的なア
クションに将来的にはつながっていくのではないかと考えております。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それでは、今、学び直しをして再就職をされている皆さんから。
総理のほうから。
○安倍内閣総理 大臣

第一 次政権のと きに、再チ ャレンジと いうのが大 きな柱

に掲げてあるの ですが、日 本は非常に 単線で、大 体18歳のと きから22歳 のとき
にどんどん運命 が決まって 、もう一回 やり直そう という社会 ではなかっ たので
すが、その意味 で大変、３ 人の皆さん のお話を伺 っていて、 第一次政権 のとき
から約10年、実 際に随分世 の中変わっ たと思いま したが、最 初の濱田さ んは、
リカレント教育課程の存在は早くから御存じだったのですか。
○濱田氏

正社 員で再就職 をするに当 たって、何 か学ばなく てはいけな いと自

分で思っていた ところに、 インターネ ットを見た りとか、い ろいろなも のを探
している中でめぐり会いまして、ああ、これはと思って決心いたしました。
○安倍内閣総理 大臣

そう すると、そ の１年間が なければ今 の職場、東 京ガス

都市開発に入ることはできなかったということなのでしょうか。
○濱田氏

そう ですね。２ つの面から そう思うの ですけれど も、学び直 しをで

きたということ もそうなの ですけれど も、そうい う理解のあ る企業と出 会えた
ということも、 先ほどの話 ではないの ですけれど も、私が履 歴書をその ままブ
ランクがとても あるという 状態で出し たときに、 果たして会 ってくださ るかと
いうところにな りますと、 やはりその リカレント さんの活動 があっての 結果だ
と感じております。
○安倍内閣総理 大臣

あと 、高木さん は１年間で 生保を辞め られて、そ こで一

橋大学のMBAを取得されたということなのですが、約10年前 に再チャレンジ政策
を進めたときは、アメリカと違って日本では理科系ではない場合、文科系のMBA
も含めてほとん ど評価され なかったの です。新卒 で入らない ととにかく だめだ
と。
そうすると、 人生の途中 でもっと勉 強すればよ かったと、 ある程度し て大人
になってから考える場合があるのです。
そうしてもな かなかやり 直しがきか ないという のは、やは りおかしい のでは
ないかと思って 経済界など にも働きか けをしてき たのですが 、同僚の皆 さんも
結構あれですかね、やはりMBAを持っているということをし っかりと評価されて、
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今の再就職をされたということなのでしょうか。
あと、やはり 同僚の一緒 に勉強して おられた皆 さんも、女 性の皆さん も結構
就職がうまくいかれた方も多いのですか。
○高木氏

そう ですね。就 職はなかな か、リーマ ンショック が起こった 後だっ

たのでなかなか 厳しい時期 ではあった のですけれ ども、同級 生は皆、そ れぞれ
すばらしい会社に就職しております。
私自身もすご くいい会社 にめぐり会 えたと思っ ていまして 、まず、大 学院で
MBAをとったことによって、物すごく自分に自信がついたのです。その自信が就
職活動のときも 、自分のこ ういった経 歴を受け入 れてくれな い会社には 行かな
くていいとまで 思っていた ので、そう した受け入 れてくれる ような会社 、すご
く歓迎してくれ るような会 社と出会え たというの は、すごく ありがたか ったと
思っています。
○安倍内閣総理 大臣

あと 、簗取さん は看護師で 国立病院に 行っておら れて、

そこでキャリア をどんどん 積んでいっ て、看護部 長というコ ースに移る のです
が、そこよりもむしろ新しい世界を切り開いていこうという ことを考えられて、
MBAをとろうと考えたのですか。どういう動機だったのでしょうか。
○簗取氏

もともとは、できれば病院に勤務をしながらMBAを取得したかったと

いうのが本当だ ったのです けれども、 何年か前に なりますの で、まだそ ういう
MBAの理解というのが、特に医療に関してはほとんどなかっ たといったところで、
そのまま就業し ながら、あ とは休職し ながらとい うことさえ も難しい状 況でし
たので、そこは仕事としては辞めざるを得なかったというところがあります。
○安倍内閣総理 大臣

まさ に医療の分 野にこそ、 病院経営等 は経営感覚 がお医

者様も含めて大 変大切なの かと私もず っと思って いたのです が、やはり 簗取さ
んのように医療 の現場を知 っていて、 かつ、しっ かりと経営 を学んだと いう方
は大変貴重だと 思いますの で、ぜひ、 これからさ らに模範を 示していた だきた
いと思います。
○簗取氏

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。

そうしたら、次に副業・兼業の関係で３名の方においでい ただいております。
まず、最初に墨田さんからお願いいたします。
○墨田氏

ロー ト製薬の墨 田です。私 のほうは副 業・兼業し ているとい うより

も、副業を提案した話をさせていただきます。
ロート製薬に 入社以来18年間、マー ケティング 部門で商品 企画をやっ ており
ながら、兼業的 に３年前、 社内の人事 制度改革プ ロジェクト のリーダー を務め
ました。
今回、そうい ったプロジ ェクトをや った背景な のですけれ ども、やは りそう
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いった事業の変 化とか、世 の中のいろ いろな変化 の中で、我 々社員がど ういう
ふうに成長して 、生き生き と働くのか みたいなと ころを後押 しできるシ ステム
を、社員みずからで考えたいというところで考えました。
少しおこがま しいかもわ からないで すけれども 、我々のそ ういった新 しい提
案が、日本の働 き方を変え るような、 本当にそう いう働き方 になればい いねと
いうことを、すごく思ってスタートしたプロジェクトでした。
プロジェクト メンバーは 大体20～40代の若手中 心に通常業 務を行いな がら、
兼業的に週１～ ２日をプロ ジェクトに 当てて、そ れを半年間 行ったとい うこと
で進めてきました。
プロジェクト で一番大変 だったこと は、副業制 度をやろう とか、制度 の話を
しているときは 非常に皆活 発な意見が 出るのです 。副業を認 めようだっ たりと
か、期限つきに いろいろな 部署で働く のはいいこ とだみたい なことを、 やろう
やろうとなるの ですけれど も、みずか ら自分たち で実践しよ うとしたと きに、
すごく意見がみ んなネガテ ィブになっ て、では、 どのような 副業をする のだと
か、時間管理を どうするの だ、成果の 評価ができ るのかみた いなところ を、非
常にネガティブ になったの ですけれど も、そうい ったときに 改めて、な ぜ我々
がこういったこ とをやって いるのかと いったとき に、制度を つくるので はなく
て、自分たちの 成長のため にやってい るのだから 、成長する ことを中心 に考え
る必要があるの ではないか ということ になって、 プロジェク トが前に進 み出し
ました。
では、社内で 成長してい るのは誰か を考えたと きに、そう したときに 我々の
プロジェクトで 生まれたコ ンセプトが 、倍量倍速 で成長する というコン セプト
でした。倍量倍 速で働くと いうのでは なくて、成 長というと ころが非常 にポイ
ントで、そうい ったところ を社内で見 渡したとき に、社内に そういう人 がいる
というよりは、 出向してほ かの会社で 働いている 方とか、海 外に行って みずか
らビジネスを切 り開いてい るメンバー というのが 、社内から も成長して いるの
ではないかという声が聞かれました。
具体的には、 東北の復興 支援室の初 期メンバー が、そこに 行って復興 支援活
動をしながら、 地元の漁師 さんと漁業 のサポート をするとい うことをや ったり
とか、アフリカ にビジネス を立ち上げ るために、 女性なので すけれども 単身で
行って、１人で ビジネスを 立ち上げた メンバーと いうのが、 実は社員に いまし
た。
そういった人 の話を聞く と、やはり 新しいこと の刺激とか 、話が全然 違うの
です。そういっ た人が戻っ て来ると、 周りもすご く刺激にな りますし、 成長の
ためには、こう いった刺激 を得るとい うことを、 どういうふ うにつくる かとい
うことがすごく必要ではないかと考えました。
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そういう意味で、我々は成長においては新しいことにチャレンジする、また、
そういったとこ ろに一歩踏 み出すため にというこ とがすごく 大切で、そ ういう
ためには、中ば かり見てい ても全然だ めで、どれ だけ外を見 て、外に飛 び込む
ということをやるかということが成長につながる。
そういうこと を後押しで きないかと いうことを 考えて、今 回副業とい うこと
をやったり、社内のダブルジョブということを提案させていただきました。
副業であったり、ダブルジョブというのが働き方の一つだ と思っているので、
本来は社員、極 端に言えば 社員一人一 人の働き方 というのが あったらい いのだ
と我々は思って いますし、 これからも 副業に限ら ず、本当に 新しい異端 児的な
働き方を社員自ら提案していきたいと考えております。
以上になります。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す。

それでは、二瓶さん、お願いいたします。
○二瓶氏

墨田と同じくロート製薬の二瓶と申します。

私は入社して ３年間、東 京で営業を しまして 、その後、2011年の３月11日に
震災がありまし たけれども 、その直後 に発足した ロート製薬 の震災復興 支援室
という組織があ りました。 そこに志願 して、そち らのほうで 、震災で親 御さん
を亡くした子供 たちの高校 卒業後の進 学基金で、 みちのく未 来基金とい う基金
があるのですけ れども、ロ ートとカゴ メさんとカ ルビーさん の３社で立 ち上げ
た基金になりま す。その設 立と運営を １年半行い まして、そ の後、仙台 支店の
営業所に戻りまして、それが現職という形になります。
副業に関し ては、今年 の４月から スタート をしており ます。Fukunomo （フク
ノモ）といいま して、私は 福島県の出 身なのです けれども、 福島の日本 酒と、
蔵元さんが選ん だおつまみ と、これは それに添え ている冊子 なのですが 、これ
は末廣酒造さ んの号です 。それを企 画して販 売するよう なNPOのfukunomo で今、
副業をしております。
もともと私は 、地酒とい うのは土地 の人と水と 米とでつく っている、 その土
地の文化の結晶 という考え 方から、福 島のことを 応援したい と思って１ 人で活
動していたので すけれども 、今年、墨 田たちがつ くった副業 とか、そう いった
プロジェクトが 会社で解禁 されまして 、これはチ ャンスと思 いまして手 を挙げ
て、副業をスタートしています。
もともとロー トの復興支 援室にいま したけれど も、会社の 異動とか組 織変更
で、どうしても その場から は離れなけ ればいけな かったので 、とはいえ 、やは
りその思いはず っとありま したので、 会社の組織 にかかわら ず、福島と か東北
を照らすような 働き方とい うか活動を していけな いかという ことで始めた のが、
今のfukunomo活動になります。
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実際やってみ てというと ころなので すけれども 、私はロー トで営業し ていま
すが、そちらの ほうの副業 先に行った ら、もう10人足らずの 組織なので 、全部
マネジメントと か経営とい うか、マー ケティング とか顧客管 理とか、そ ういっ
たことが全部自 分たちの手 で行われる というのは 非常に、一 つ一つがす ごく勉
強になりますし、発見と勉強の連続だと思っております。
出先で会うよ うな蔵元さ んなども、 お一人お一 人が経営者 ですので、 そうい
った方とお話を させていた だく中で、 経営の視点 とか、特に やはり地元 の蔵元
さんはすごく地域に対する思いが強いので、そういった方と 接点を持つごとに、
よりその気持ち が強くなっ ているとい うのは、自 分が今、活 動していて 思うと
ころです。
とはいえ、会 社の仕事と 、今やって いる仕事と 、どちらも やる中で、 時間管
理の部分では非 常に、やり ながらやり 方を見つけ ていくとい う形かと思 ってい
まして、今の仕事を、できる部分はできる限り効率化して時間を短縮しながら、
ただ、とはいえ 考える時間 とか、絶対 に時間をか けなければ いけない時 間とい
うのはあるので 、そこのメ リハリをう まくつけな がら、悪戦 苦闘しなが らやっ
ておりますが、 そういった 中で、結構 自分のこと について省 みたりとか 、組織
のことを客観的に見るような視点が生まれるというか、そう いったくせづけも、
ちょっとずつで きてきてい るかと思う ので、それ が結果的に 成長につな がって
いればいいなと思っています。
自分がやりた いことがで きていると いうのが何 よりも充足 感になります ので、
そういった意味 では本業の 方へのモチ ベーション というのも 結果的に上 がって
いると感じています。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

続いて中村さん、お願いいたします。
○中村氏

こんばんは。中村龍太と申します。

今、サイボウ ズという会 社で働いて います。ソ フトウェア の開発会社 です。
サイボウズ以外 にあと３社 兼業してお りまして、 サイボウズ としては一 番コミ
ットしていない男として会社では評価されています。
私が兼業を始 めたのは201 3年で、今 から３年前 です。その 当時はマイ クロソ
フトという会社 にいまして 、夜から朝 まで働くこ ともあった のですけれ ども、
そこに16年いました。
当時、私がや りたかった 仕事という か、やりた かったこと が３つぐら いあり
まして、１つは 、私は今、 千葉県に住 んでいまし て、自宅に 圃場、農場 があり
ます。この農場を親父から借りて、何かやれないかというのが１つです。
２つ目が、実 は広島生ま れでして、 今、嫁の実 家が圃場な のですけれ ども、
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広島とか中国地 方に行くと 、過疎地域 とか限界集 落があって 、この地域 はどう
にかならないのかというのが２番目です。
３番目は、キ ャリア教育 を私の母校 の中高生に やっていて 、その中高 生に私
がやってきたICTの関係の、いろいろなスキルを教えるとも っと成長するのでは
ないか、みたい な話に興味 がありまし て、それを 何年か後に 、当時は５ 年後に
何か携わって、マイクロソフトをやめて何かやろうかと思っていました。
ただ、当時、 何で５年後 かというと 、２人ほど 大学生の子 供がいまし て、お
金がかかるので すぐ辞める わけにもい かずに悶々 としていた ところ、サ イボウ
ズの青野社長に縁があって会いました。
来てくれとい う話になっ たのですけ れども、収 入がマイク ロソフトの 半分に
なってしまうの です。当時 マイクロソ フトでも別 に悪い業績 ではなかっ たわけ
で、嫁に半分に なるという 説明責任が とれなくて 、しようが ないと思っ ていた
んですが、青野 から副業が できるとい う話があっ て、もしか したらもう 一社ぐ
らい、いいです かみたいな 話があって 、副業にチ ャレンジし ようと思っ たのが
３年前です。
どういう副業 をやろうか と考えてい て、マイク ロソフトと 同じように 忙しい
という副業をす るともった いないと思 っていまし た。よく考 えたところ 、１つ
の成果が２つの 会社につな がるような 副業先が見 つかるとい いなと思っ ていま
した。結果とし てもう一社 、IT会社に 入って、建 材屋のよう な立場であ るサイ
ボウズで開発し ているソフ トウェアを カスタマイ ズしてお客 様に届ける 、建築
屋さんみたいな 会社に入れ ればいいな と思って探 したのがダ ンクソフト という
会社になります 。そういう 意味では、 サイボウズ が、一部上 場の会社な のに副
業ができるというのはすごいと思っています。
今ではダンク ソフトとい う会社と、 農業をやり たかったの でNKアグリ という
会社。今、ここ にあるリコ ピンニンジ ンというの があるので すが、機能 性表示
ができる野菜に 新規就農者 としてチャ レンジして います。も う一つが、 スノー
ピークビジネス ソリューシ ョンズで、 新潟にある テントなど のキャンプ 用品の
販売の会社にいます。
兼業の成果と しては、私 の圃場が印 西市という 千葉県でも 非常に東京 に近い
ところにあるの で、NKアグ リとしては 広報用の圃 場としてリ コピン人参 の栽培
をしながら、NKアグリのニ ンジンが累 積温度で何 度になれば リコピンが 最大化
するというKPIを持っていまして、これを各圃場、実は南は九州から北は青森ま
で、これら圃場 の温度を測 って、いつ できるかと いう収穫時 期を予測し たい理
想があったので 、サイボウ ズのクラウ ドサービス を使って、 各地域に置 いたセ
ンサーからの温度を、IoTで集約して、全国の農家さんで共有しチームワークを
組めばおもしろいではないかという提案をして、実際に入れました。
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去年、500トンのニンジンがセンサーとITで事業化できたということで、サイ
ボウズからも、NKアグリか らも喜ばれ 、そして自 分の家の親 からも、あ あ、農
業やってくれるんだと安心してもらったというのが、今の学びです。
最後に兼業で 困ったこと があるので すが、実は ４つも兼業 していると 、やは
り予定表、スケ ジュールの 管理が複雑 で、それぞ れ予定をア プリに入れ ていく
のですけれども 、それを一 度に見られ ないという のがあって 、ダブルブ ッキン
グとかしないようにしていることが一番大変なところです。
ちょっと長く なりました けれども、 以上でござ います。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す。

それでは、今の３名の方に対して、総理からございますか。
○安倍内閣総理 大臣

今ま で日本では 兼業という のがあまり 、兼業農家 という

話はあったので すが、本格 的な兼業と いうことは 日本ではほ とんどなか ったの
だろうと思います。
ロートのお二 人は、まさ にロート製 薬という大 きな企業で 兼業が許さ れるよ
うになったと言 ったのです が、墨田さ んは、ロー トでは社員 の何パーセ ントぐ
らいの方が兼業しているのでしょうか。
○墨田氏

応募は大体5％弱だと。募集があったのが今年ですので、社員が1,500

名のうち65人ぐらいの募集があったと聞いております。
○安倍内閣総理 大臣

兼業 という仕組 みがスター トして、ロ ートにとっ ても明

らかにメリットもあったという印象を持っておりますか。
○墨田氏

具体 的なメリッ トに関して 、スタート してまだ半 年というと ころで

はあるのですけ れども、た だ、やはり 外から見て いますと、 副業してい るメン
バーには結構人が集まってくるというか、そういうのがあると思います。
人が集まると 、そこで新 しいコミュ ニケーショ ンができて 刺激になる みたい
なところがある ので、まだ 具体的な成 果というと ころまでは 見えてはい ないの
ですけれども、 我々が外か ら見ていた ときには、 今までとは やはり違っ たよう
な、何かいい方向に向いているような気はしております。
○安倍内閣総理大臣

なるほど。

あと、二瓶さ んは新たに 会社を起こ されて、一 緒に起こさ れたのでし ょうけ
れども、労働時間的にはどのようになっているのですか。
○二瓶氏

基本 的には会社 の終業後の 時間と、あ とは土日を 使ってやっ ている

のが、今の私の副業先での活動という形になります。
結果的に労働 時間という 形で単純に 考えたら、 増えてはい ます。ただ 、私も
労働時間の考え 方に対して も、自分の ことを決し てワーカー ホリックと は思っ
ていなくて、そ の時間の中 身というか 、自分がど れだけそこ の時間に充 実感を
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覚えているだと か、やりた いと思って やれている かというと ころが非常 に重要
だと思っていま すので、結 果的に仕事 と自分のや りたいこと というのが 、すご
く両立している というか、 そういった 意味ではす ごくやりが いを感じて やって
いるのが、今の私の副業のスタイルです。
○安倍内閣総理 大臣

最初 は墨田さん が、みんな が企画して いるときは いいで

はないかと言っ て、しかし 、いざ始め るといろい ろな、今、 言った労働 時間の
管理の問題とか 評価の仕方 とか、今日 、この会議 が始まる前 に我々は少 し会議
をやったのです が、同じこ とが出てき まして、こ れを進めて いくと、我 々がや
っている働き方 改革はいろ いろレッテ ルをつけら れまして、 残業代ゼロ 法案と
か言われるので すが、兼業 を認めると これは働か せ放題とか 言われる危 険性が
あると思って、 そういうの に対してど う対応して いくかとい うこともよ く考え
ていかなければいけないと思っているのです。
ただ、それは 皆さん望ん でやってお られるわけ ですから、 その中で働 き過ぎ
にならないよう にどう管理 していくか ということ も、またこ れから別の 機会に
お話を伺いたいと思います。
また、中村さ んは今まで の兼業農家 のイメージ を一新され て、兼業農 家とい
うと市役所に勤 めて、代々 の農家を、 兼業農家の 場合は大体 お米なので すけれ
ども、そういう畑でつくるものは基本的に専業でないと難し いのですけれども、
いわばセンサー とITを活用 して農業の 生産性を上 げるという のは、我々 がまさ
に目指しているところなのです。
○中村氏

そうなのですね。

○安倍内閣総理 大臣

例え ば豪州など は随分成功 しています 。オランダ もそう

なのです。やは り使ってい けば、これ は未来があ るという感 じはしてお られま
すか。
○中村氏

もちろんそうですね。IoTで一番大切なのは、いつ収穫ができるかが

わかり価格の安 定化が図れ ることなん です。私が 農業と兼業 するに当た って、
他の兼業先のお 休みを収穫 のためにい つとらなけ ればいけな いかを前も ってわ
かることも重要で、IoTによって労働力が確保できるという意味でも、未来には
必要なテクノロジーです。
○安倍内閣総理大臣
○中村氏

1ヘクタールです。普通の農家の平均的な。

○安倍内閣総理大臣
○中村氏

圃場の大きさはどれぐらいなのですか。
これをもっと大きく。

いや、どうですかね。

○安倍内閣総理 大臣

ただ 、千葉でや っていくと いうのは、 いろいろ難 しいで

しょう。
○中村氏

そう ですね。む しろ広報的 な立場で利 用してもら うという圃 場もあ
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っていいかと思 っていて、 みんなに見 学しに来て もらう。あ まり大きく なくて
いいと思ってい ます。NKア グリから見 れば、私の 圃場の場所 の有利さと いうの
を見ていただいていると思っています。
○安倍内閣総理大臣
○中村氏

過疎地を活性化していきたいということは。

そう ですね。過 疎地ですね 。そういう 意味では今 、益田市と いうと

ころに、住民に クラウドサ ービスを使 って頂き、 サルが出た とかイノシ シが出
たというのをみ んなで共有 するとか、 空き屋も現 場でしかわ からないの で、空
き屋で本当に使 えるもの、 オーナーが いてまだ使 えないとい うものを市 役所も
含め共有しても らっていま す。それは サイボウズ のクラウド サービスを 使って
みんなで。普通 は会社で使 うものなの ですけれど も、住民で 使えるとい うこと
を今、実験でやっていて、私もそこに入って一緒に学んでいるという状況です。
○安倍内閣総理大臣
○中村氏

どうもありがとうございました。

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した。

最後になりま したけれど も、テレワ ークについ て横澤さん からお願い いたし
ます。
○横澤氏

神奈 川県の横浜 から来まし た向洋電機 土木株式会 社の横澤と 申しま

す。よろしくお願いします。
私は約10年前 、違う職種 だったので すけれども 、介護が理 由で離職を してい
る人間なのです 。私の父が がんになり まして、小 腸からのど の先まで全 摘出を
してしまって、 もう介護を 自分でやら ざるを得な いという状 況になって しまい
ました。
当然、会社か らサポート とかそうい ういろいろ なものを期 待したので すけれ
ども、なかなか 難しかった というのと 、もう一つ ありまして 、私は子供 も生ま
れてしまったの で、今、小 学校１年生 の娘がいま すので、ダ ブルケア状 態にな
ってしまってい るのです。 ですので、 テレワーク というシス テムを自分 自身が
確立して、構成 して、生か していくと いうことを やらなけれ ば仕事が立 ち行か
ないということ が、私の第 一のテレワ ーカーとし てのスター ト地点だっ たので
す。
現在進行形で 、私はまだ 父親も存命 ですので、 ダブルケア が継続して いるよ
うな状況なのですけれども、大体週４～５日、日によって違うのですけれども、
私はテレワークを使用しまして仕事を行っているような状況です。
テレワークを 使うことに よって、例 えば時短勤 務とかフレ ックス、あ とは有
給休暇の取得と かを、何で も有給を使 わなければ いけないと いう流れか ら、大
分そういうこと をしなけれ ば、そのよ うなものを 使ってはい けないとか という
のは、会社とし てはできな くなる人は いなくなり ましたし、 みんなが自 由に使
20

えるような形に なって、現 在、うちの 会社では、 すごい小さ な零細企業 ですけ
れども、テレワ ークは社員 全員使うよ うな状況で やっており ますし、実 を言い
ますと、私は９ 月から今週 まで入院し ておりまし た。ただ、 入院してい る先で
も、例えば病院 で使えるエ リアに持っ て行けばパ ソコン等を 使ったりと かで、
テレワークで仕 事ができる という、私 の場合は内 臓系の病気 だったので 、目が
見えないとか、 手が動かな いとか、そ ういうこと ではないの ですけれど も、そ
ういった使い方 もできるこ とによって 、時短勤務 とかそうい うのではな くて、
有給を潰さなか った。そう いった形で 、私自身も 安心して仕 事ができま すし、
会社としても連 絡がとれる から安心し て仕事がで きるという 形で今、活 用して
いるような状況です。
私はやはりテ レワークを 使用してい る人間なの で、制度を つくってい る人間
ですけれども、 同時に使用 者です。で すので、自 分が何の問 題があるの かとい
うのも十分理解 しています し、どのよ うなときに 助かったと いうのもわ かった
状態でやってい ますので、 今の会社の 社長の私に 対するミッ ションなの ですけ
れども、介護と 育児で一番 困っている あなたが一 番働きやす い会社にな れば、
それはうちの会 社がよくな る形だから 、君が一生 懸命働きや すい会社に なるよ
うに、つらいだ ろうけれど も頑張って 、テレワー クを駆使し て働いてく れと言
われています。
ですので、私 はこれから も精いっぱ いテレワー クを使って 業務を推進 して、
うちだけのテレ ワークでは なく、相手 もそうなる とどんどん 、ほかの会 社も使
えるようになる と推進して いくと思い ますので、 やっていけ るようにし たいと
思います。
私のほうからは以上です。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す。

最後になりましたが、広沢さん、お願いいたします。
○広沢氏

損保 ジャパン日 本興亜の広 沢と申しま す。よろし くお願いい たしま

す。
私が所属する 部署は、お 客様からの 声とか、さ まざまな現 場からのア イデア
や要望を改善の 気づきとし まして、お 客様へのサ ービスの品 質を向上さ せる仕
事をしております。
小学校４年生 の男の子と 、１年生の 女の子の子 育て中です 。育児休暇 後に復
職をしたのですけれども、その際はフルタイムで復帰しました。
テレワークは 通勤時間な く仕事がで きますし、 自宅で仕事 をすること によっ
て非常に業務に 集中できる ということ もありまし て、仕事と 育児の両立 に非常
に活用させてい ただいてお ります。子 供が急に熱 を出したり とか、イン フルエ
ンザで学級閉鎖 になったり とか、あと は学校の行 事で授業参 観が平日の 昼間に
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あったりとか、 割と短時間 なのですけ れども職場 を離れなけ ればいけな いとい
うことがあるの ですが、そ ういったと きもテレワ ークですと 通勤時間が ありま
せんので、非常に時間を有効に活用できております。
また、担当し ている業務 が、お客様 の声を分析 する仕事で すので、自 宅での
作業が非常に効率的で、業務に集中できるので生産性も向上しております。
テレワークを している中 で、先ほど 申し上げた さまざまな メリットが あるの
ですけれども、そのほかにもさらによかったことが２つございます。
１つ目は、テレワークをすることによって時間が生まれますので、地域のPTA
活動に参加をし て、少し社 会貢献がで きておりま す。今年は 月に１回の 地域の
補導安全パトロールを行っております。
もう一つよか ったと思う ことは、や はり子供が 帰ってきた ときに、お 帰りな
さいと子供を迎 えてあげる ことができ るのが非常 によかった と思っており ます。
当社のパソコ ンはシンク ライアント 端末と申し まして、ハ ードディス ク、記
憶装置がない、 セキュリテ ィの高いパ ソコンで、 持ち歩くの も片手で持 てるぐ
らいの重さです ので、自宅 へ持ち帰っ て作業する ということ も可能にな ってお
ります。
これから子供 が大きくな って、手が 離れていく とは思うの ですけれど も、そ
の中でもテレワ ークを活用 しまして、 仕事と生活 を調和して 、キャリア を重ね
て生き生きと働いていきたいと思っております。
私の方からは以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それでは、最後に総理から。
○安倍内閣総理 大臣

横澤 さんですね 。収入の方 はテレワー クと、それ まで会

社に行っていたときと全く変わらないのですか。
○横澤氏

全く変わらないです。

○安倍内閣総理大臣
○横澤氏

仕事はどうですか。生産性とか、仕事ぐあいは。

むしろ上がっていると思います。

○安倍内閣総理 大臣

なる ほど。やは り、上がっ ているとい う理由は、 ある程

度自由な働き方の中で集中力が高まるということなのですかね。
○横澤氏

通勤 の、例えば 肉体的とか 精神的な疲 労というの が一気にな くなり

ますので、その 分だけ自分 の能力が十 分に、例え ば眠い中、 こうやって 電車で
通勤する時間と かが、極論 で言います とゼロにな りますので 、その分、 例えば
体を休めたりと か、考える 時間とか、 自分の体調 を整える時 間に与えた りとか
できますので、それはもう十分に効果は高いと思います。
○安倍内閣総理 大臣

そう すると、広 沢さんは時 間は大体フ レックスに やるこ

とはできていますね。１日の中で何時から何時かということではなくて。
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○広沢氏

はい 。テレワー クも、やは り働き過ぎ の防止とい うことでさ まざま

なルールが社内で決まっております。
例えば、夜10時以降は絶 対にやらな いとか、仕 事の終業と 始業につい ても、
パソコンで常に 管理をされ ているので 、そういっ た面でも働 き過ぎは防 止をし
ております。
ただ、総理がおっしゃったように、例えばきょうは９時から５時ではなくて、
８時から４時といった形でずらして働くことも可能ですし。
○安倍内閣総理大臣
○広沢氏

間をあけたりとか。

はい 。間をあけ ることは参 観に行った りとか、非 常に便利な 制度に

なっております。
○安倍内閣総理 大臣

もっ ともっと、 このテレワ ークの活用 が広がるべ きだと

お考えですか。
○広沢氏

はい 。子育てだ けではなく て、先ほど 皆様もいろ いろおっし ゃって

いたかと思うの ですが、介 護をされて いる方もた くさんいら っしゃると 思いま
すし、子育てと か介護だけ でなく、生 産性が非常 に上がると 思いますの で、生
産性が上がった 分、ほかの ことがいろ いろできる と思います ので、どん どん広
がっていけばいいと思っております。
○安倍内閣総理 大臣

介護 離職ゼロと いうのを今 目指して進 めているの ですけ

れども、そうい う意味でも 、かつ、今 、生産性も 上がるとい う言葉があ りまし
たが、これから企業が積極的にそれを取り入れていただけれ ばいいと思います。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

大変活発な意 見をいただ きましたの で、少し予 定の時間を オーバーし ており
ます。
恐縮ですが、 塩崎大臣は お聞きをす るだけとい うことで、 申しわけご ざいま
せん。
それでは、最後に総括的に安倍総理から御発言をいただきたいと思います。
○安倍内閣総理 大臣

今日 は貴重な時 間を生かし ていただい て、皆様か らいろ

いろなお話を伺い、大変参考になりました。
学び直しとい うのは大き なテーマだ ったのです が、大分時 代が変わっ て、学
び直したことが しっかりと 評価をされ て、キャリ アアップし ていくこと ができ
るようになった。これをもっと日本で広げていきたいと思っております。
また、新たな 人生をスタ ートする上 において、 それまでの 経験をしっ かり生
かすことができ るようにな りつつある 。そして、 全くこの営 業職からも のづく
りに変わる。で すから、そ ういう可能 性があるの だというこ とを、もっ ともっ
と多くの人に知 っていただ くことによ って、どう も合わない と思ったら 変われ
る社会にしていくことも必要だろうと思います。
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また、人生に おいて家族 とともに生 きるという ことの重要 性の中にお いて、
仕事が選択できるということも大変大切だと思いました。
この兼業とい うのは、我 々もぜひ、 この可能性 を目指して いきたいと 思って
いるのですが、 この働き方 の、長時間 労働になら ない管理の 仕方が一つ の大き
なテーマなのか と思います し、また、 兼業と言っ ても、企業 によって自 分の会
社と、いわばラ イバルの会 社で兼業さ れたら困る でしょうか ら、ロート 製薬の
方がやはり同じ 目薬をつく る会社に移 られても困 るという、 そういう一 つのパ
ターンをつくる 必要がある のかと思っ ております が、また、 テレワーク で生産
性が大変上がっ ているとい う力強いお 話も伺いま したので、 しっかりと これが
もっと普及するように、我々も務めていきたい。
いずれにいた しましても 、10年、20年前と大き く変わって 、働き方改 革を進
めていく上にお いて、今の 時代に合わ せて、多様 な働き方が 可能な社会 をつく
っていきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願い したいと思います。
どうも、きょうはありがとうございました。
○加藤働き方改革担当大臣

どうも皆さん、大変ありがとうございました。

今総理からお 話がありま したように 、働き方改 革実現会議 の議論にも 、今日
いただいた御意見等も反映させていきたいと思います。
それでは、以 上をもちま して、働き 方改革に関 する総理と 現場の皆さ んとの
意見交換を終わらせていだたきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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