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コロナ危機対応 浮かんだ課題、成長産業へ人材動かず学び直しの公的支援 重要 2020/12/31 日経 

新型コロナウイルスの感染拡大下で、労働力の過剰な業種から不足する業種への人材移動が滞っている。企業は政

府が上乗せした雇用調整助成金を使って雇用を維持し、内部に抱える過剰雇用は一時 600 万人を超えた。失業の急

増を食い止めた半面、成長産業への人材供給は進まない。 

 

 

 

 

 

 

日銀の 12 月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、人員が「過剰」と回答した企業から「不足」の割合を

引いた雇用人員判断 DI（指数）は情報サービスでマイナス 30 と不足感が強い。国内の転職者は 7～9 月期に 325 万

人と前年同期比 10.7%減り、通年でも 10 年ぶりに減少する見通しだ。第一生命経済研究所の永浜利広氏は「雇調金

が労働移動を阻んだ面がある」という。それでも政府は雇調金の上乗せを延長することを決めた。外出や営業の自粛

要請がもたらす経済への打撃を恐れ、雇用政策の軸足を移動よりも維持に置いたままだ。「行き過ぎた雇用維持型か

ら労働移動支援型へと大胆に転換する」。9 月まで続いた安倍晋三政権は 13 年に政策転換を宣言したことがある。

具体策として、解雇する社員の再就職支援などに取り組む企業への労働移動支援助成金の予算を一時は雇調金以上に

した。助成金は国会で「リストラ支援」と批判を浴び、再就職が成功した場合だけ支給する制度に変わった。使い勝

手は悪くなり、実績は伸び悩んだ。それから労働力移動を後押しする有効な政策を用意できないままだ。コロナ禍の

前まで雇用は安定し、失業率は一時 2.2%まで低下したが代償も大きかった。労働生産性の低い仕事に人が張り付

き、日本の 1 人あたりの生産性は 19 年時点で経済協力開発機構（OECD）加盟 37 カ国の 26 位と低位にとどまる。

外出を控え「密」を避ける消費行動が続けば、飲食や観光などの対面型サービスの雇用が元に戻るのは難しい。今後

の伸びが期待できる産業に人材が移るよう、障害をなくす努力が欠かせない。柳川範之東大教授は「労働者本人への

支援が必要ではないか。教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金などは金額が少なく本格的なリカレント教育（社

会人の学び直し）には不十分だ」と政策の弱点を指摘する。日本の正社員で公的助成付きの自己啓発を利用した人は

17 年時点で 2.6%にとどまる。スウェーデンは成人も公教育を無償で受けることができ、デンマークも様々な成人

教育プログラムを設ける。政府が掲げる「失業なき労働移動」に向けて打つべき対策はまだ多い。（江渕智弘） 

「平岡和矩コメント」今日、ユーザーとしてモノを買う場合、安売り価格で=値引きして買うことを体験している方が

8 割方のユーザー体験をされていることと思います。つまり、マーケット・プライスを軸に買い物している方が大勢を

占めているのではないでしょうか。つまり、インフレか、デフレかと問われたら、デフレ経済対応していくのが正しい

と分析と判断して打ち手を決めていく行き方を正解と押さえてデフレ対応をよしとする取り組みが常道だとしたら、

その逆がインフレです。こう判断していく取り組みが正しいのだと考えます。今日的状況は、それゆえに、ディスカン

ト・プライスを時価として正解と判断していく取り組みが正しいのだと考えます。デフレの厳しさは、売り上げ不振

です。コスト・リスク・ティキングしてこそ打ち手対策が求めている時・タイミングだと思います。 

 

11 月の完全失業率は 2.9%と 5 カ月ぶりに低下した。主要国で突出

して低く、リーマン・ショック後の 2009年 7 月に記録した 5.5%を

大きく下回る。新型コロナの感染拡大が繰り返される中での好転に

「予想外の改善」（SMBC 日興証券）と驚く声もある。それでも先行

きを楽観視するエコノミストや市場関係者はほぼいない。内閣府によ

ると 4～6 月期に製造業は 212 万人、非製造業は 428 万人の過剰雇

用を抱えた。夏以降に改善したが、飲食サービス業などの 1 人あたり

労働時間は前年水準を下回ったままだ。今も十分に働くことができな

い状況がうかがえる。IT（情報技術）関連など人手不足の成長産業へ

の人材の流れも細い。 
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「新しい時代のコミュニケーション。自分で考え動いていく社員作り」⑶ 

あらためて上司部下の信頼関係を強めよう 

2021年の新しい年が始まりました。スタートはいかがですか。 

日本はコロナの第 3波に襲われ、厳しい幕開けとなりました。 

この状況の中で、自社や自分の方針を見失うことなく、 

しっかりと進めてまいりましょう！ 

さて、この 3回は、「新しい時代のコミュニケーション。自分で考え動いていく社員作り」のテ

ーマで書かせていただいています。⑴では、これからの企業では特に上司と部下の関係では、

「1on1ミーティング」が必要な時代になったというお話をしました。一人一人の部下の状況や気持

ちがわかっているからこそ、的確なリーダーシップやマネジメントを発揮でき、自社の目指す方向

に協力を求めて、共に歩を進めていくことが出来るのです。⑵では、特に部下の状況を理解するた

めに、「振り返り」を提出してもらう提案をしました。これによって、紙面やネットを通して、部

下のことが理解できるようになります。「1on1ミーティング」の面会やコミュニケーションは、行

えてもせいぜい週に 1回。月に 1回あればいいでしょう。そういう意味で、振り返りによって、日

ごろの部下の状況や気持ちを理解することの方が、重要と言えるでしょう。その上で、ミーティン

グを行えば、部下のことを理解した上での話し合いになり、効果を発揮します。 

今回は、部下が自分の仕事をどのようにやろうとしているのかを知ることで、どんどん仕事を任

せていけるだけでなく、必要な時には、適切な指導が出来る方法です。部下のレベルを知り、その

レベルを引き上げる適格な指導やアドバイスも出来る方法と言ってもいいでしょう。 

それは、「シミュレーション」を行わせるということです。これから行うことに対して、どのよ

うな結果を作り出すか？その現状と課題は何なのか？それをどのように解決しようとしているの

か？などを事前に紙に書き出し、自ら考えさせて、行動させる方法です。上司は、部下にシミュレ

ーションシートを書いてもらい、事前に提出してもらうのです。必要な時だけシートでミーティン

グをすればいいのです。 

もし当社で行っている具体的な「シミュレーションシート」を知りたい方は、前回お

話しした「振り返りシート」と同じように、私の著書『「３つの言葉」だけで売上が伸

びる質問型営業』（3 万部突破）の中に「シミュレーションシート」として内容を具体的

に説明し、サンプル、シートをつけていますので利用して頂くといいでしょう。  

実際に私は、この「振り返り」「シミュレーション」で、研修先の幹部に教え、部下

を成長させているいくつもの事例を持っています。  

この内容を読まれた中で、部下にそこまでする必要があるのかと思われる方もいらっ

しゃるでしょう。では、そういう方にお聞きしたいのですが、あなたは部下を本当に信

頼し、仕事を任せられているでしょうか？部下は常に改善の気持ちを持って、日々の仕

事に取り組めているでしょうか？もしそうでなければ、部下が日々、そのような習慣を

作るための手助けをすべきなのです。その為に、「振り返り」「シミュレーション」を書

いて提出してもらうことです。もちろん、永遠に行う必要はないでしょう。内容が良

く、しっかり書けている場合は、不定期か、ミーティング時に提出してもらうぐらいで

いいでしょう。  

大事なのは、「自分で考え動いていく社員作り」を行うことです。その為の習慣を作り上げるた

めに、上司はこの「振り返り」と「シミュレーション」を通して、日々、まずは紙面で「１on１ミ

ーティング」を行うことなのです。 
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＊２０２１年よりセミナー開催日時及び時間帯が変更になっておりますのご注意  

≪予告≫3月16日14時０0分より、澁澤健氏(栄一玄孫)の講演開催確定 

KSKセミナースケジュール 

 

 
＜ＫＳＫ成功法＞ 

ワンチームを軸とする勝ち方をマスターすれば、チームとしての勝率は必ず上がってい
く。≪勝ち残るには、独自化のシステム作りが必須要件≫  

１、夢テクの入り口は、違いづくりが先決要件今、チャンス到来・・・時流対
応がテーマ 

２、違いこそオンリーワン戦略の中核システム 
３、オンリーワンへのアプローチは違い、すなわち、差別化ではなく差異化 

作戦を徹底すること 
４、オンリーワン作戦の手順は、比べて競って追い抜く戦略理念をタテ掘りすること 
５、戦略は、一点突破のプロジェクト・チームを組んで勝ち方をパターン化すること 
６、成功戦略を固め仕組み化に取り組み勝つまで粘り強く反復連打すること     
７、成功するには、失敗から学び、勝つまであきらめないこと 

  以上。 

 

   日 セ ミナ ー イベント名 テーマ 場所 

 

1月 

 

２１日（木） 

 

1４：30～ 

1７：00 

第３９７回 

夢テク研究会 

参加は、メールにて、

必ず、申し込みを 

お願い致します。 

＜テーマ＞ 
失敗から学ぶ、組織的展開論の実施 

役割分担ルール化の決め方 

https://zoom.us/j/92511029056?pwd=Q3U1T
WVCVDRJeHcrYy8wb3FMangwdz09 
ミーティング ID: 925 1102 9056 
パスコード: 0662022425 
 

 

Ｚｏｏｍ にて

開催 

 

２月 

 
１８日（木） 

1４：30～ 
1７：00 

第３９８回 

ご参加は、メールに

て、必ず、申し込みを 

お願い致します。夢テ

ク研究会 

 
＜テーマ＞当月のニュース１ページの結果と効
果？小さなデジタル化から入る。 ②モデ
ルを探す ③積み上げ方式を念頭に置く 
④具体例をイメージする ⑤イメージを広
げていく5段階を想定しつつ、仮説を重ね
ていく。できてますか？ 
 
 

 

Ｚｏｏｍ  

コロナ状況

により、綿業

会館 

 

 

３月 

 
１６日（火） 
１４：００ 
～ 
１７；００ 

 
第３９９回 

ご参加は、メールに

て、必ず、申し込みを 

お願い致します 

 
＜テーマ＞渋澤栄一の教え 
１、「論語とそろばん」は、不易であること 
２、家訓として、子孫の方々がどのように受 
け継がれ活用されているか 
３、今、国際投資状況について 

綿業会館 

又は状況次第で

Ｚｏｏｍ  

 

 

 

 

 

 

 

Ｚｏｏｍ にて

開催 
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渋澤栄一の秘書白石喜太郎氏著書「渋沢栄一の92年の生涯全4巻」国書刊行会出版 
年 会 員 入 会 更 新 の お 知 ら せ 

 
ＫＳＫは、時代と共に進化します！！！ 

下記の通り、コロナ騒動により、セミナーの在り方の見直しを決断致しました。 

１．法人年会員様 

①コロナ終息宣言まで、セミナーは、すべてZOOMセミナーとし、無料といたします。 

②毎月25日発行の「夢テクの世界」は、従来通りの企業様のお役立情報冊子送付 

③夢テクセミナーの欠席者には、セミナー時使用の資料の送付 

２．個人年会員様 

①コロナ終息宣言まで、セミナーは、すべてZOOMセミナーとし、無料となります。 

②夢テクセミナーの欠席者には、セミナー時使用の資料とコメント添い送付 

３．一般のお客様は、コロナ終息宣言まで、「夢テクセミナー」のZOOM参加者は、

ksk@yumeteku.comまでご連絡ください。         一人＝１,000円です。 

４．一般経営相談は、1案件につき￥50,000円  綿業会館会議室かｚｏｏｍにて。 

綿業会館の場合は、2週間前までにご連絡下さい。お待ちしております。 

５．ZOOMセミナーの出欠と会議室使用時も、すべて、メールにてお願い致します。 

ksk@yumeteku.comまで。 

開催後日、お振込みをお願い致します。 

★夢テクセミナーの振込先 

みずほ銀行 船場支店 普通口座 1684704 

名義（株）ケー・エス・ケー夢テク研究所 交流会 

 

≪法人会員≫ 

入会金 30, 000円 

年会費 120,000円 

《個人年会員》 

入会金 → 5,000円 

年会費 → 50 ,000円 

税別・入会金はいずれも初年度のみ 

ZOOMセミナー無料 

≪法人会員更新≫ 

(株)南繊維様 

 【令和２年１２月】更新 

 

《個人会員》 

       様 

【令和  年  月】 

更新・新規入会情報は、発行日前日締め 

 

昨年 2 月より、いまだ、コロナ禍に振り回され、気持ちの滅入る日々ですが、いまだ一向に、変わら

ず、むしろ、感染者や死者が増える一方です。どうぞ、皆様は、無事であります様、念ずるばかりでご

ざいます。しかし、そのような中での朗報は、渋澤健様が快く講演をご承諾頂き無事、実現の運びとな

りました。皆様、奮ってのご参加お待ち致しております。現在のところ、渋沢栄一翁もご縁ある綿業会

館にて開催予定でございます。 

お問い合わせについては、ksk＠yumeteku.com・・・携帯 090-3485-5575 まで。 

 

 

または、０９０―３４８５―５５７５ 

 平岡外喜子まで 


