
総務省 箕 浦 龍 一

202１年１月２０日 (水 )

東京丸の内ロータリークラブ卓話

アフターコロナに向けた働き方・組織経営のあり方
～今後企業が生き残るための戦略について～



《はじめに》

この資料及びこの資料に基づく発表内容は、あ
くまでも箕浦個人の見解に基づくものであり、国
家公務員という立場や所属する組織の公的な
見解を示すものではありません。

↑最近、オンラインでの講演も多いので、
実は「10年前」の写真を使ってることは内緒です。



平成３年 国家公務員に任官(総理府・総務庁)

（はじめに）自己紹介

平成20年 総務省にカレー部を創設

平成27年～ 総務省で「オフィス改革」を推進

平成30年～ 自治体との短期交換留学スタート

この頃から、「ワークプレイス改革」「働き方改革」「テレワーク」「ワーケー
ション」「地方創生」など様々なテーマについて、講演、取材対応、コンサル
ティングで全国を巡業

【主な職歴】

福井県警(参事官) 、総務大臣秘書官、行政管理局 (電子政府、行政改革)、
内閣官房内閣参事官(内閣総務官室（内閣の補佐)）などを経て、平成27年
から5年間、総務省の内部部局の総括課長を務める。(現在は、大臣官房
サイバーセキュリティ・情報化審議官）



総務省に「カレー部」を創設（2008年4月～）

 2008年4月、行政管理局カレー部を創設（職場の有志で週に一度カレーを食べ歩くランチ部活）

インドカレーからカレー南蛮まで、幅広く実食し品評。

 2018年5月NHK政治部のサイトでも紹介  2018年2月インド大使館との会食が実現

インド大使館の公式Facebookでも紹介



総務省行政管理局・行政評価局のオフィス改革を推進

・ペーパーレス化の推進、無線LANの導入により、モビリティの高いワークプレイスを実現
・軽量コンパクトなデスク・個人ロッカーの導入とキャビネットの削減により、多目的ミーテ

ィングスペースを創出

BEFORE AFTER

 官民から広く注目（視察5,000人超)
 人事院総裁賞を受賞

この後、両陛
下にも拝謁を
賜る。



本省課長に密着勤務

大臣レクに同行

住民の方々と交流

村長の下で災害対応

基礎自治体との間で、若手の短期交換留学を実施（中央省庁初）
奈良県川上村→総務省

総務省→奈良県川上村

基礎自治体との短期交換留学の取組（2018年～）

この他、福島県西会津町、長野県佐久穂町、高知県仁淀川町からの
短期インターン(一週間)を実施。



そのほかの活動・プロジェクト（ライフワーク／プロボノ）

(一社)官民共創未来コンソーシアム 理事

金沢イノベーション・ハブ研究会 顧問

フード・メディシン・ネットワーク アドバイザー

公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹

軽井沢リゾート・テレワーク協会 顧問

日本建築学会空間研究小委・WP小委合同勉強会オブザーバー

「FRaU」×「SDGs」×「Work」特別編集号 企画メンバー

「政策評価勉強会」(総務省有志)顧問

オンライン朝ミーティング「WFH*」主宰メンバー

「かわかみらい」(奈良県川上村オンラインMTG）メンバー

(一社)日本ワーケーション協会 特別顧問



一般社団法人官民共創未来コンソーシアムの概要

社会課題に対して立場を超えて手を取り合い、新たな価値を生
み出す実践型プラットフォームとして2020年5月に設立。（代表
理事：小田理恵子） 協会公式HP https://ppcfc.jp/

官と民双方向の対話を社団の擁するパブリック人材がサポート

 地域の課題と目標を共有し、
 それぞれの知識やノウハウ、ネットワークを最大限活用する
「場」を提供

官民それぞれが果実を得つつ、地域が長期的に持続可能な姿とな
る取組に進化
 自 治 体：行政コストの縮減、住民サービスの向上
 民間企業：事業領域の拡張や新規事業開発

「官」×「民」×「パブリック人材」 「官民共創」

https://ppcfc.jp/


一般社団法人日本ワーケーション協会の概要

ワーケーションを5年後、10年後の日本における新たなワーク＆
ライフスタイルに成長させることを目指していく

©Japan Workcation Association, 2020

【主な事業例】（一部予定）
①当協会主催セミナー、勉強会、交流会、視察・体験ツアーの実施など
②各種ワーケーションに関するコンサルティング、マッチング
③地域事業者の育成
④ワーケーション認証制度
⑤定期情報配信、会員主催イベントのご案内その他の情報提供事業

日本におけるワーケーションの普及とビジネス化、地域経済の活
性化を目的に2020年7月1日に設立。（代表理事：入江真太郎）
（協会公式HP https://workcation.or.jp/

https://workcation.or.jp/


「公務部門ワークスタイル改革研究会」を開催（2020年11月～)

幅広い分野の企業、学者・有識者、公務組織関係者が参画。

①執務環境・ワークプレイス
②ICT利活用
③人事・組織文化
④公務イノベーション
⑤サービス・デザイン

公務部門においても、少子高齢化、人口減少、ICTの進展、現代人の価値観の多様化な
ど、著しく変化を遂げている社会環境への対応が遅れ、また、「行き過ぎた行革」による組
織疲労、人口減少にる人材確保難、早期離職の増加、サービスデザイン思考の欠如、イ
ノベーションの不足 など、公務をめぐる諸課題が、新型コロナで一気に顕在化。
現状を振り返り、課題を整理しつつ、あるべき公務部門のビジネスの形を研究し、その知
見を整理・集積し、これを基に、公務部門の組織変革、ワークスタイル改革を後押し。

問合せ先：(一財)行政管理研究センター（03-5969-8211） wkst@iam.or.jp

テーマ別研究活動
社会実装に向けた

働きかけ

テーマ別レポートを
随時公表。
セミナーやイベント
を通じ、「学び」「体
験」の機会付与。

など

会員区分 入会金 年会費

特別賛助会員 100,000 300,000

一般賛助会員 100,000 120,000

公共団体会員 ー 12,000

個 人 4,000 6,000

（参画企業)コクヨ株式会社、株式会社内田洋行、株式会社オカムラ、
富士通株式会社、株式会社パソナ、株式会社文祥堂など（予定）

研究主幹として、
当研究会の活
動を総括

※公務員は入会金無料です。

mailto:wkst@iam.or.jp


「働き方」を考える定例朝MTGを主催（毎週水曜9時～10時)

この企画の一環として、毎週水曜日の朝、Zoomにて、「働き方の新潮流」をフラン
クに学ぶMTGを共同主催してます。（参加無料）

講談社「FRaU」の「働き方」特別編集企画に参画（本年4月刊行予定）

(参加申込みURL) https://forms.gle/VCpuuLMHR4bBVZ2Z9

https://forms.gle/VCpuuLMHR4bBVZ2Z9


ＤＸへの対応の遅れ



DX デジタルトランスフォーメーション

“The digital transformation can be understood as 
the change that the digital technology causes or 
influences in all aspects of human life.”

デジタルトランスフォーメーション

原意（2004年 エリック・ストルターマンErik Stoltrman教授）

デジタルトランスフォーメーションは、デジタル技術が起
因し、又は影響を与える私たち人間の生活のあらゆる局
面における変化と理解することができるのだ。（拙訳）



出所：IMD World Competitiveness Yearbook 各年版より三菱総合研究所作成

日本の衰退

ICT革命に乗り遅れた日本

1992年：
第1位

2018年：
第25位

1993年（平成5年）以降、日本の国際競争力は長期低迷。

ＩＣＴが急速な進展を始めて以降20年もの間、日本の社会でDXは著
しく遅れていた。



平成中盤からの大きな変化

「変化」への不適応

すなわち ＩＣＴ革命



なぜDXは、遅れたのか？

ICT革命がもたらしたのは、社会生活の「環境」や「基盤」の劇的
な変化・刷新

デジタル化とデジタルトランスフォーメーション(DX)は、違う。

簡単に言うと

ICT革命後に我が国で進んだのは、「デジタル化」

DX ICT技術の存在を前提とした社会生活様式や
行動様式、業務フローの変革

デジタル化 ICT技術の利活用

しかるに、我が国の経済活動や業務フローの多くは、従来の姿の
まま、単にICT技術の利活用(デジタル化）に留まった。

その結果、Sociaty5.0を目指すべき私たちは、現状、Society3.x
のレベルに留まっているのが実情。



裸の王様

「固定的な世界観」からの転換が必要

どうすればいいのか？

思考停止（Stop thinking）から抜け出して

固定観念

あちこちに潜んでいる「こいつ」に気づけばよいんです。

思い込み

慣習

前例

忖度

立ち止まって考えましょう（Stop to think）。

ＤＸの先には、
もっと素敵な
未来が待って
いるはず。



テレワークだけでははい
コロナが「顕在化」させたDXが必要な分野（一例）

窓口業務

会計業務

配達業務

教育 セミナー・イベント

医療



ICT革命・DXと「知的価値創造」

「ICT革命」で、私たちの仕事は、ずいぶん便利になった。

それでも、私たちは、必ずしも、「楽」になっていない。なぜか。

携帯電話、インターネット、クラウド、SNS、AIなど

「デジタル化」ではなく「DX」による業務フローの抜本的変革を行

うことで、「知的価値創造」の妨げとなる煩雑なタスク自体を廃止
したり、大幅に簡素化することが肝要

① 押し寄せる情報量が圧倒的に増加

② 業務フローの変革ができていない
（アナログを前提としたタスクをデジタル化しただけ）

私たちの「面倒くさい」を解消していくことが大事



DX時代の「発想の仕方」

従来の思考方法は、「出来ること」からスタートしていた。

現代の技術水準、進歩の速さは、私たちの「夢」だったこ
とを「現実」にしてくれるほどに。

「出来ること」「可能なこと」から発想するのではなく、
「やりたいこと」「夢」「理想」から発想することが大事

今の技術を使って「出来ること」「可能なこと」の範囲で小さく
閉じてしまう

人工知能（AI）、ドローン、空飛ぶクルマ etc.＆etc.

「やりたいこと」を、技術が「できること」にしてくれる時代



ワークスタイルにおける
ＩＣＴ革命のインパクト

変化への対応は、どうあるべきだったのか？



我々は、何処で仕事をしているのでしょうか？

「職場」？ 「リゾート」？「自宅」？

実は・・・・・・

現代のワーカーの働く場は、リアル空間だけでなく、サイバー空
間も含めたいわば四次元の空間である

• 箕浦龍一 『日本オフィス学会誌ｖｏｌ.11 No.1』

「デジタルワークプレイス」



業務に必要な文書 業務に必要な書籍 法令集

電話 ＦＡＸ

ＤＸが「ワークプレイス」の意味を変えた



そのときの知的創造活動の内容や形態に応じて、相応
しい働き方・働く場所が選べること

ABW
Activity Based Working
Activity Based Work-place

「選択肢」が与えられている働き方

この語は、よく「働く場所」について使われる表現だが、
「選択肢」があるということは、働き方の重要な要素



これからの時代、働く場所は、どんどん広がっていく

「働く場所」の多様性

その時々の都合で「働く場所」を選び、その時々の「場所」に相応し
い働き方が可能な時代

オフィス サードプレイス 自宅・別荘

喫茶店・カフェ 列車内(移動中) ホテル



テレワーク（リモート）の意義



いや、ほとんど進んでないです。

むしろ、足下では「逆行」してると
言っても良いくらい

「リモートワーク」に対する抵抗感が
少なくなったのが「唯一」のメリット

「新型コロナ」をきっかけに、
「働き方」が変わったと言われるが・・・・・



「コロナ禍」の下での「テレワーク」は、

ワーカーの意思に関わらず、

組織の指示で、強制的・義務的に、

「自宅」での勤務を強いられたもの。

「コロナ・テレワーク」の特徴

いわば、「コロナ・在宅勤務」
とも言うべき形態

仕事は楽にならないのに。

それどころか、仕事を失ってしまった人も多い。



我が国のテレワークの普及状況(2019年時点）

 テレワーク導入済みの企業は20.2％

導入予定も含めても29.6％

※調査時点：2019年９月末

導入している企業の地域別割合

南関東 27.1％
近畿 21.1%
四国 18.8％

東海 17.8％
…
北陸 12.9%

東北 9.1％
北関東 8.8％（総務省「令和元年通信利用動向調査」）

（従業者規模別）

2,000人以上の企業：60.8％

300人以上の企業：32.1％

300人未満の企業：15.1％



「通勤通学を避ける」実施率（日本リサーチセンター他調べ）

Covid19に対応するための通勤通学回避率

4月8日緊急事態宣言発動

諸外国と比べても、テレワークへの移行が遅かった日本(２０２０年)

２月２０日

２割未満



在来線の利用者は通常の７～８割

ロンドン（GW明けにロックダウン解除）

ひょっとして、日本人は、「通勤」が好きなのか？

東京（５月２５日に緊急事態宣言解除）

昨年１１月時点での中心都市の通勤状況（日英）

ロンドンの地下鉄の利用者は通常の１～２割

（注）論者本人の体感による

（注）在英大使館スタッフからの聴取



そう。。。日本のサラリーマンは、「通勤」が大好きなんです。

Viva!!
Man-in Densha♡



テレワークにこんなイメージ持ってませんか？

テレワーク＝在宅勤務？？



テレワークは、もっと幅広い概念です。

Tele Work＋
テ レ ワ ー ク

離れて 働くこと

「テレワーク」は、オフィス（通常の職場）を離れ
て仕事をすることを広く包含する言葉です。

「リモートワーク」「モバイルワーク」 などもほぼ同義



自宅
会社

サテライト・オフィス

リゾート移動(出張)中カフェ

本来の「テレワーク」は、自分で働く場所を選ぶもの



今回の「コロナ在宅勤務」で「顕在化」した課題

アクセス集中、機能制約など、使い勝手が悪い

部下が仕事をしているか心配

情報量が圧倒的に増加し、大変

リモート環境への準備不足の問題

マネジメントレベルの問題

デジタル・コミュニケーション・スキルの問題

孤独感、疎外感（寂しさ）

チームコミュニケーションの問題



不安・ストレスとの戦い

目に見えない「ウィルス」に対する不安や怖れ

生活面での様々な制約

自分の意思ではなく「義務的」に行う在宅勤務

全ての人が、強いストレスの下に置かれている

コミュニケーション不足、コミュニケーションストレス

仕事を失ってしまうかもしれない不安

「分断」や「対立」を避け、「共感」「協働」を
大切にする日常を心がけよう



「テレワーク」で問題となることの多くは、

「テレワーク」以前に問題だったはず

つまり「マネジメント」や

「チーム内コミュニケーション」の「未成熟」、
社員の「マインドセット」の転換ミス

「新型コロナ」がこれらの問題を「顕在化」



リモートが当たり前になる時代の
働き方とは？（一例）



「出張」も変わる・・・・・・



昭和の出張スタイル

かつては･･････。

出張で移動中は。



現代の出張スタイル

今は･･････。



「職住近接」から「職住分離」へのパラダイムシフト

誰もが、自分の望む場所で働きながら暮らせる社会に

「通勤」も変わる・・・・・・

通勤手当廃止 テレワーク手当創設 シェアオフィス拡充等

「転勤」も変わる・・・・・・

単身赴任廃止

「住み方」も変わる・・・・・・

「職住近接」は、不要に

「地方移住」への関心の高まり



「つながり方」も多様化する

 来客、面会、営業  会議、研修、イベント

「オンライン」「リモート」で繋がれることで、「つながり方の新しい
形」が見えてきた。

人々が「現実空間」を超えて、「サイバー空間」を通じて「リモート」
でつながれる時代。

遠方の人とでも顔を見て話しができる 遠方の会議やイベントに、オンラインで参
加できる



働き方を
どう変えていくのか？



「ワーク・ライフ・バランス」論の危うさ

働くこと(Work）と生きること
（Life）をあたかも対立する概
念として捉えるという考え方。

 「勤務時間」縮減だけを念頭においた取組の危うさ

 「テレワーク」は、時代へのアップデートにすぎない

今の「ワークスタイルを前提に「投入時間」だけを削減すれば、「組
織」も「人」も、確実に「価値」が低下する

「リモート」を活用したワークスタイルはICT革命の下では標準的な
アプローチであるべき



「働く」ことの価値とは？

労働が提供する価値に見合った
金銭的対価(価値)を得ること

「誰か」に喜んで貰えること。これ
は、人間にとって、本質的な喜び
に直結。

私たちは、「幸せ」や「喜び」を感じながら、
生き生きと働いているだろうか？



「働くこと」は、「生きること」です。

日本テレビ系「ハケンの品格」から

（スーパー派遣 大前春子さんの言葉）



「ワーク」と「ライフ」は対立するものではない

「働き甲斐」を感じること、「いきいきと」働ける

ことは、人生を豊かにする大事な要素であるはず。

「働き方改革」は、私たちの人生（ライフ）を
Happyにするような「働き甲斐」が感じられる
「働き方」（ワーク）を実現すること。



組織のパフォーマンスは、人的リソースの「数」と「質」だけで
決まるものではない。

「組織」「チーム」のパフォーマンスとは？

部門を任されたけれど、

翻弄されて

何をどのように進めれば良いか、

部下をどう指揮すれば良いか

分からない部門長

疲弊する

部下たち

メンバーが生き生きと働けない「チーム」が、勝てるわけがない



「働き方改革」は「『働き甲斐』改革」である

職員が、人生（ライフ）をHappyにできるような「働き甲斐」

が感じられる「働き方」（ワーク）を実現すること

職員一人一人の「人生」の価値、「ワーカー」と

しての価値の向上、「自律的な時間」の増大

職員が「いきいき」と働く（＝活性化する）こと

で、組織全体の価値の向上にもつながる

つまり「ワーク・ライフ・バランス」ではなく、ライフの価値を

高められるようなワークを目指すべき



これからの組織では、

私たちが目指したい「ワークスタイル改革」

 組織にとっての一人一人の「人材」の価値を高め、こ
れらの人材リソースの活用を通じて「組織全体」の価
値を高めること

 ワーカー個人にとって「人生」の中での「働く」の価値
を高め、

を目的として、「ワークスタイル」「ビジネススタイル」の変
革を進めることが重要。



組織・チーム運営上の課題

私たちの働き方をどう変えていくのか？



「伝統的な組織文化」からの脱却

組織が越えなければならない本当の「壁」とは！？

人財の育成・開発（＝人づくり）



 長年の前例や慣行の前に、思考停止しがちである。

例えば何がいけないのか？

「伝統的な組織文化」からの脱却①

 「会議」が惰性で長時間化しがちである。

→「仕事」をやっている「つもり」になっている。

→真に見いだすべき「価値」が見失われている。

 昭和型のスポ根・体育会系の職場慣行

→「会議」は、本来、意思決定の場である。

→「若いうちの苦労」は当たり前？？

→「無意味な苦労」を強いていないか？



 組織の都合を、「社員」にしわ寄せしがちである。

例えば何がいけないのか？（つづき）

「伝統的な組織文化」からの脱却②

 部下の仕事に「ケチ」だけつけて「価値」を与えない文化

 社員の個性に関わらず、同質性を重んじる文化

→同調圧力

→年功序列

→やる気が削がれる、成長を阻害

→組織内の負の再生産、ネガティブな組織風土

今さら「飲みニケーション」ですって！？



 常に「本質」を見定める「努力」を

「正解」があるわけではないが･･････

「伝統的な組織文化」からの脱却③

どうすれば良いのか？

 ワーカーが「やりがい」「幸せ」を感じられる組織作り

 対面コミュニケーションの質の強化

 ワーカーの個性や多様性を尊重する組織作り

← 「価値」の追求／「本質的な仕事」へのリソースの集中

← 「報」「連」のための会議は止めるか、極力短くし、

「相」のための会議（「決めるための会議」）に重点化



 「OJT」幻想（OJTだけでは、人材は育たないと心得よ）

人財の育成・開発（＝人づくり）①

例えば何がいけないのか？①

 「若いうちの苦労」には、「意味のない苦労」もある。

→「OJT」が機能するには、身近に適切な指導者・助言者が

存在することが必要条件。しかし、多くの日本型組織では、

しばしば彼らが不存在。（→「放置プレイ」）

→「頑張る」こと自体に価値があるのではない。

「正しい努力」をすることを指導すべき。



 「先輩の背中」には、何も書いていない。

日本の伝統的な組織文化は、長年にわたり
「人材」をダメにし続けてきたのではないか？

人財の育成・開発（＝人づくり）②

例えば何がいけないのか？②

部下への適切な指導方法を体系的に学んでいない。

→｢背中を見て育て｣と言うが、
｢背中｣を見て学べる先輩は、極めて僅少

→結果、不適切な大声での叱責や人格攻撃も散見

→未だに多くの組織でパワハラが散見



「勤務時間上限規制」は、「成長機会」を奪う

（働き方改革の「罠」）

• 上司・先輩は、「課題を与える」から、「答えを与える」へ

• やる気のある者が「学ぶ」ための時間がない。

足下にある「もう一つの危機」

結果、このままでは、「組織内ゆとり世代」が増殖！？

人財の育成・開発（＝人づくり）③

（時間外の勉強、時間内のセミナーを回避せざるを得ない）

（「成長のための時間」を与えている余裕がない。）



 自らも含め、マインドセットの転換が必要

人財の育成・開発（＝人づくり）④

「正解」があるわけではないが･･････どうすれば良いのか？

 良くも悪くも、一人ひとり「個性」(適性や癖)があることを理解せよ。

→「課題」は誰かに与えられるものではなく、

自ら発見するもの（自律）

→「課題」には、「正解」は存在しない。自ら最適解を考えること。

 「指導」しようとするよりも、まずは「傾聴」する努力を。

 「モチベーション」や「エンゲージメント」を意識せよ。



1. 組織の「ミッション」に遡った棚卸しを

まとめ ～働き方を変えるためのアプローチ

組織としてのアプローチ

3. 幹部、管理職、ワーカー各級のマインドセット研修

「人的リソース」をどう活用するのか

人材育成方針

1. 「自分は何者であるのか」の自省

行動指針

2. ワーカーへのしわ寄せの洗い出し、見直し

タスクの棚卸し

個人としてのアプローチ

自分の「軸」を見つける 「自律」

2. 自分の「軸」をベースとした「学び」、「人」とのつながり



（おわりに）「ワークスタイル改革」は「経営改革」である

少なくとも、経営陣の参画の下、「ICT」「人事(HR）」「オフィス設計、
職場環境(FM)」部門が一体となったプロジェクト推進体制が必要。

「組織の価値」をいかに高めるか。「組織」が目指すべきもの、ミッ
ションとの関係で、具体的にどういう行動をとるべきかは、トップの
コミットメントが不可欠。

∴部下任せにしていては、ダメ。コンサル丸投げも、ダメ。



ご清聴ありがとうございました。
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