
 おかげさまで、ひとときは社労士事務所開設から2018年で満10年を迎えます。ゼロからのスタート

でしたが、お客様からの信用をひとつひとつつむぎ、少しずつ信頼もいただけるようになってきたこ

と、そして何よりもお客様に育てていただいていることに日々感謝しております。もちろん壁につき

あたることも多く、そんな時は経営者の皆さまのご苦労が少しわかったような気持にもなります。 

 今、第4次産業革命、人口減少時代と大きな転換点を迎えていると言われています。それに加え働き

方改革が叫ばれる中、企業の組織の一端に関わる者として、人が、企業が目標を持ち、学び、時代に

翻弄されることなく生き抜ける力を身に着けることの必要性をひしひしと感じます。私たちもその力

を身に着けられるよう皆さまと一緒に行動していきます。昨年109歳でご逝去された聖路加国際病院の

日野原先生が残してくださった「キープオンゴーイング（前に進み続けよう！)」のメッセージを心に

留めて、今まで以上に前向きに毎日を大切に過ごしていきたいと思います。 
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  新年考 『ＡＩ化時代は雇用維持の危機となるのか？』 
                                   来たるべき未来にそなえて、その対応を考える 

ＡＩ（人工知能）の技術が進むことによって、人の雇用が奪われていく・・・そんな危機感に見舞われる近年です。

今後コンビニのレジも自動化される時代には、人にしかできない仕事がよりクローズアップされていきます。 

そこで、ＡＩ化時代になっても必要とされる人の『働き方』を考えてみます。 

考察 

① 

思考（視点）を変える 
 『ワークライフバランス』憲章策定から10年が経過しました。しかし、これからの時代は“仕事vs生活”から脱却し、新しい

視点が必要になります。現代の魔法使いと称される落合陽一氏は、著書「超ＡＩ時代の生存戦略」の中で“ワークアズライ

フ”を提唱しています。その考え方では、時間の捉え方の

基準はストレスの有無です。つまり、これからの働き方に

は“楽しい”がカギとなるのです。 

 

 

番外編・・・“労働の対価”を変える ～脱・時間給の時代～ 

 働き方改革の中で、労働を成果単位で考える動きがあります。ただ、職種によっては限界があります。そこで、今回紹介する

のは経営コンサルタント横山信弘氏が提唱している『やるべきこと単位』の考え方です。ただし、適しているのは、経験が浅く、

与えられた仕事量を時間換算できない若手社員やホワイトカラーの仕事でしょう。この考え方によって、やるべきことを時間内

（期日）までに完了させるために、自分の自由な時間を増やすために・・・工夫し知恵を絞ることが期待されます。 

≪新：働き方改革の視点≫ 
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仕事＝楽しい！ストレスフリー♪ 

ＡＩ（人工知能）に立ち向かうために・・・ＡＩ（潜在的な強み・可能性を活かす仕組み）を取り入れる 

※ＡＩ（アプリシエイティブ・インクワイアリー：Appreciative Inquiry）とは 

・・・個人や組織の強みをメンバーの協働を通して発揮するアプローチ手法のこと 
 

 この方法では潜在的な強みを生かして問題を解決し変化に向かうため、 

肯定的なパワーが生まれます。従来の問題解決型では、欠点を埋める 

ことに着目しているため、部分的な対策にしかなりませんが、、ポジティブ 

アプローチであるAI手法を取り入れることで、全体の最適化・根本的な 

体質改善につながります。AI化時代にこそのAIの力を発揮です！ 
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≪新：人が過ごす時間の捉え方≫ 

変身!! 
仕事＝楽しくない、ストレス・・・ 

参考）秘密結社わるだ組 
富士ゼロックスの若手社員で結束した組織。行動指針に

「楽しそうならやろう！楽しさ第一主

義」など。    画像出典：Facebook 

参考）全日本もう帰りたい協会 
ツイッターの投稿画像が社会人の

嘆きを代弁してくれると反響を呼ん

でいるようです。画像出典：twitter 

行動を変える…その１ ～大人も学ぶ時代～ 
 

 若宮正子82歳のアプリ開発者。60歳で

パソコンを勉強し、80歳でプログラミング

言語を学び、81歳で開発した高齢者でも

楽しめるゲームアプリ「Ｈｉｎａｄａｎ」が人気

を博し、Aｐｐｌｅ社のティムクックが会いたいとアメリカに

招いたことは有名な話です。 
 

とあるインタビューで若宮氏は私たちにこう警告して

います。「ミドルやシニアは“老害”になってはダメ、

私たちが学校で学んだことはとっくに減価償却済

み。だから将来のために学び、過去の経験や知識

から出来上がった自分のモノサシを最新の事情に

合わせて変えていくことが必要である」と。 
 

 学びとは「創意と工夫と遊び心」であるby 若宮正子 

行動を変える・・・その２ ～ちょっとだけムリをする～ 
 

 AIが職場に浸透する時代に、会社で必要とされるのは『自責

で考える人』である・・・ベストセラー「地頭力を鍛える」の著者で

ある細谷巧氏の言葉です。問題を自分事として捉え、考え、工

夫した経験とその知恵が、その人の価値となります。そのため

には・・・今よりちょっとムリをすることが一番の 

トレーニングです。 

考察 

② 

現状業務 

＋ 

追加業務 

この経験が糧

となり、知恵と

なり、付加価

値になる 

即、出来ない！

ムリ！ではな

く、どうしたら出

来るかを考える 

それでも出来な

いときには周囲

に相談し、それか

らもう一度考える 

まとめ 問題解決型アプローチ ポジティブアプローチ 

強み 

潜在力 

 

則武 

主な業務内容 

各種電子申請等種手

続き、給与計    

 算など 

発揮する強み 

マナー力・整理整頓力・母力 

 

森 

主な業務内容 

各種電子申請等種手

続き、給与計算、助成

金申請補助など 

発揮する強み 

実直さ・学び力 

 

主な業務内容 

制度設計、就業規則作

成、助成金申請等の補

助などマルチ 

発揮する強み 

正確さ・冷静さ・段取り力 

中西 

 

主な業務内容 

レター、研修企画、助

成金申請・就業規則

作成補助など 

発揮する強み 

企画力・アイデア・情報活用 

三上 

主な業務内容 

就業規則作成等の補

助、労務相談 

発揮する強み 

専門知識・探究心 

一ノ本 

2018年のモットー 

「朝は、希望に起き！

昼は努力に生き！夜

は、感謝に眠る！」 
 

未来志向・ポジティブ、

個別化、責任感

（StrengthsFinderより） 

水野 

 新年のご挨拶 

今年も一年 ひとときメンバー一丸となって 企業様にとって縁の下の力となれるよう 邁進いたします！ 

〒460-0003 名古屋市中区錦3-1-30 錦マルエムビル6F TEL: 052(684)4020  /  FAX: 052(684)4030 

少人数ながら 

知恵アリ！パワーアリ！ 

地味な裏方仕事ながら 

誠意アリ！愛情アリ！ 



 
文責： 

社会保険労務士 水野 由里 

アシスタント   森、三上、中西、則武、一ノ本 

人事労務マネジメント ひととき 

リガーレひととき株式会社 

最後までご覧いただき、ありがとうございます。 

2018年のひとときにも乞うご期待下さい。 

これからも宜しくお願いいたします。 

 ひとときレター 

新春拡大号 

TEL: 052(684)4020  /  FAX: 052(684)4030 

mail: Info@hito-to-ki.jp  /  URL: http://www.hito-to-ki.jp 

※現在ＨＰリニューアル中、今春に公開予定 
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ひととき診療所での 

ある日のこと・・・ 

○○企業様が来所

されました。疲れ切っ

ていて、とても具合が

悪そうです。 

 
 

診察 

ＳＴＥＰ１：現状のヒアリング 

症状に合わせた方法 

✓社員一人ひとりへの聞き取り 

✓組織風土アンケート 

※ヒアリングの際、社員様に対してひとときの立場を

明確にします。それは、会社側の人間としての調査的

な要素はなく、あくまで企業と社員の橋渡しとしての

中立な立場であり、組織風土の改善のための現状確

認が目的であるということです。 

 ソフト面（人材育成） 
 

手順①リーダー育成 

リーダー自身が自分の役割を 

正しく認識する 
・目標設定 

・率先垂範 

・他者支援 

 

手順②個々のメンバ―育成 

上記の内容をリーダー以外の 

メンバー全員が上記の3項目を 

自分の役割として認識する（自分

はリーダーじゃないからの

言い訳は聞かない） 
 

※やはり、リーダーの育成

が第一ですが、リーダーに

とどまらず同様の内容を周囲にも

波及させることが重要です。 

ハード面（制度改革） 
    ＝制度＝ 

☑多面評価制度・・・部下や同僚からの

フィードバック制度 

注）今回は給与等に反映せず、「自身を客

観的に知る・360度見られている意識を持っ

て働く」を目的とする 
 

☑褒めカード・・・毎月１つの行動指針を掲

げ、一番発揮したメンバーへ投票し表彰 

「褒める」の視点でお互いを見る 

 

   ＝集合研修＝ 

目的別のグループワーク（対話と参加） 

☑価値観の違い・・・多様性を知る 
 

☑コンセンサス（合意形成）・・・十分に話し

合うことで合意達成する 
 

☑情報共有・・・スムーズな情報伝達のコ

ツ・コミュニケーションの癖を知る 

ＳＴＥＰ２：根本の原因を探る 

目に見える出来事・結果だけで判断するのではなく、その根

底にある原因に目を向ける（下記の氷山モデル参照） 

上記のソフト面だけでなく、必要に応じで、労務管理

の現状、給与等の報酬体系・評価制度などのハード

面についても把握します。組織風土アンケート結果で

不満項目として「報酬」であるケースも多いものです。

納得感のある評価と報酬も必要な要素になります。 

思考 

ＳＴＥＰ３：関係性の改善 

問題が起こった時、その結果に焦点を当

てて対策を考えがちですが、真因分析を

していくと本質的な原因は「人」と「人」

の関係性にあることが多いものです。 

  関係性の改善に必要な思考 

     『他人事』→『自分ゴト化』 

全員が「自分ゴト化」思考で考える・・・

リーダーだけでなく、当事者一人一人

が、その問題を“自分ゴト”として捉え、

改善に向けて向き合うこと 

ＳＴＥＰ４：継続的な支援 

最近業績が悪化の一方

なんです。社員の覇気が

ないし、不良の発生率は

高いし、残業も増えて

ます・・・どうしたらいい

のでしょうか？ 

なるほど、「業績が下がる」

「社員の覇気がない」「不良

の発生率が高い」「残業が

増える」という症状ですね。

ではその本質的な原因を

探って、一緒に体質改善し

ていきましょう！ 

一旦制度を導入しても、その制度が機能し続ける

ためには、その制度を利用している「人」の思考・

意識が重要です。そして、その思考・意識を定期

的に刺激する「仕組み・研修」が必要になります。 

ただし、こうした組織の体質改善は一朝一夕には

成し得ません。 

時に年単位の時間 

がかかります。 

 

本質的な組織 

の体質改善の 

ために、ひとときは 

継続的な支援を 

お約束します。 

制度 

人 

人 
人 

人 

仕組

研修 
人 

Aさんの証言：ミスするとそれを朝礼の

時に指摘されて、みんなから白い眼で

見られるんです・・・会社に行くのが嫌

になってしまいます。 

Bさんの証言：部長自身はプレイヤーとしては一

流だと思いますが、一度怒り出すと手が付けれら

ない性格で・・・部下は皆、委縮しています。 

Cさんの証言：以前、上司に立てついた若

手がその逆鱗にふれてパワハラを受けたこ

とがあります。それを期に、みんな上司に進

言するのを辞めてしまいました。 

社員一人ひとりと面談し、個々がが抱える思いを吐露し

てもらい、社員からみた組織の構造がみえてきました。 

Dさんの証言：ミスしたら怒られるから、自分の部署

でのミスをスル―して、次の工程に進めることが横

行しています。なので、どの部署もお互いの部署を

信用していません。だからといって直接言葉を交わ

すこともほどんとないので、無言の対立ですよ。 

Eさんの証言：納品先で不良品が発覚することもあ

り、最近は営業部が後手後手の対応に追われる

し、各部署でやり直しの作業続出で残業続きです。 

業績悪化、残業の増加等の症状を発生させた因

果サイクルを整理すると・・・根本の要因は「組織

の人間関係」にあることがみえてきました。 

症状と原因 

問題意識の低下 

自発的行動無し 

不良品の発生 

→残業増加 

→業績悪化 

結果 

行動 

思考停止← 

どうせ否定される 

どうせ認められない 

の感情 

考えるの
やーめ

た 

言い訳
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コミュニケーション

不足・拒否・断絶 

責任転嫁 

信用崩壊 

対立の関係 

表面化 

した現象 出来事 

表面化した現象としての出来事・結果

への対応だけでは、単なるモグラたた

きで、再発防止にはなりません。 

パターン：目に見える出来事は繰り返

される行動パターンの結果である。 
 

構造：行動パターンを生み出す制度や

慣習など。 
 

メンタルモデル：真の原因となる場合

が多い。その場合、出来事の当事者

の価値観や想いを確認し、当事者と周

囲との関係性を改善する必要がある。 

【ソフト面】 

人の意識改革を後押しするのは、そ

れを意識させる・刺激する制度や仕

組です。しかし、押しつけの制度で

は活用されません。いかに当事者

意識を持って取り組んでもらうかが

カギとなります。なので時には、本

音をぶつけ合う“泥吐き”も必要な

ことです。 

あくまでもその目的はより良い職場

環境のためであり、最終

的には価値観の違いを

受け入れ、合意形成が

ゴールです。 

【ハード面】 

関係性を改善するために、まず第一にリーダーが、次に周囲の

メンバーが、個々の本来の役割を認識することです。その発揮

度をお互いに評価し合い、フィードバックする仕組みも取り入れます。 

体質改善の処置 

 2018 組織開発 withひととき 元年 

ダニエル・キム教授「成功の循環」参照 

組
織
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法
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理
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メンタルモデル 

行動パターン 

構造 

定期健診 

また、必要に応じて弁護士や業務改善専門のコ

ンサルタントをご紹介したりと、各方面の

専門家と連携しながら、組織の抱える問

題を解決し、サポートします。 

人間の身体と同様に、体質改善にはじっくり時間をか

けて取り組むものです。ソフトな側面は常にメンテナン

スが必要です。そこで以下の方法などで経過観察及

び処置を施します。 

定点観測的 

組織診断 
個別 

面談 

ホット 

ライン 

上記以外にも、ひととき的体質改善処置として、

人事制度設計や給与制度構築、各種規則の整

備などを実施する場合もあります。 

個人面談を再び実施したり、社員の方から電話

で相談を受けたり、定期的な組織診断を実施す

るなど。 

NPO法人OD Network Japan 中村和彦教授資料参照 

 「組織内の当事者が自らの組織を 

          よくしていくこと、およびそのための支援」 

・行動科学の理論や手法を用いる 

・組織の効果性や健全性を高める 

・組織のプロセスに対して計画的な 

 働きかけをする取組み 
   ↓ 

（期待される効果） 

・組織をより機能させていく 

・組織の関係性を発達・成長させていく 

・組織を進化させていく 等々 

組織開発とは・・・ 

組織開発では人間関係に焦点を当て、 

  ヒューマンプロセスに働きかけるもの 

    ですが、真の改革には、それ以外 

 に、６つの要素のバランスも重要 

 になります。 

  内部に組織開発を実施する部署

がない中小企業ではひとときが外部

支援者としてサポートします。 
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