
■ 今後はどうなるのか
　アメリカの調査機関が現在の職業が20年後に機械に奪われる可能性
を割り出した調査データがある。例えば、プログラマー：48.1％、ソフ
トウェアエンジニア：4.2％、家政婦：68.8％、ウェイター/ウェイト
レス：93.7％、バーテン：76.8％、調理師：96.3％、シェフ：10.1％、
経理：97.6％、経理部長：6.9％。
　これをみてもわかる通り、その仕事内容によって20年後もその職業
が存在するかどうかが大きく異なる。例えば、機械化率96.3％の調理師
と93.7％のウェイターが示すのは、20年後の世の中の多くのレストラ
ンが全自動になっていると言う事である。その一方で、メニューを考案
したり、調理方法を決めるシェフは自動化される可能性が低い。同じく
単純作業の経理の仕事は97.6％の確率で機械に奪われると予想されてい
るのに対し、経理部長という人とのコミュニケーションを必要とされる
マネージャ職を機械が行える可能性は７％も無い。これは、人間だから
こそ出来るタイプの仕事だからだ。ユーザーの立場に立って設計や仕様
決めを行うソフトウェアエンジニアの仕事は、ほぼ機械に奪われる可能
性が無い（4.2％）のに対して、単純作業となるプログラマーの仕事は
50％弱の可能性で今後自動化が進む。

■ 新しい仕事も生まれる
　自動化に関するテクノロジーが進む事で無くなる仕事があると同時
に、新しい仕事も生み出されると予測される。では、どのようなスキル
を身につければこれからも人工知能等の機械に仕事を奪われないのであ
ろうか。現在の企業内での仕事内容は、管理された組織の中で正しい答
えに辿り着く為の正確な単純作業や、精密な作業が求められて来たタス
クが多い。しかし、そのような仕事は近い将来ほぼ確実に賃金の安い地
域にアウトソースされるか、機械にとってかわられることで消滅してし
まう可能性が非常に高い。その一方で、次の３つのスキルはどれだけテ
クノロジーが進化しても人間にしか出来ない内容である。

（１）クリエイティブ
　ゼロから１を作り出す事。これは機械には出来ない。AIは過去のデー
タを元に未来を予測する事は出来るが、全く新しいものを作り出すのは
人間にしか出来ない。デザイナーやエンジニア等のクリエイティブな仕
事はこれからもどんどん必要とされていくであろう。

（２）リーダーシップ
　優れたビジョンを掲げ、卓越したコミニュケーション能力で人々を導
いて行く存在。人間との心の通じたやりとりができるそのスキルは自動
化が進む現代こそ一層求められている。人間がロボットのリーダーに
従って心が一つになる時代は恐らく来ないだろう。

（３）起業家
　機械は基本的には起業しない。絶対にしない。交渉力、ビジネスセン
ス、問題解決能力が求められるのが起業的スキルである。その点におい
てはテクノロジーがどんなに進化しても、新しいプロダクトやビジネス
を通じ社会を変えて行く起業家は、世の中にとって今後もより一層必要
とされるだろう。
� ※WEB検索サイトおよび各種雑誌の記事を中心に筆者が改編
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AI＝人工知能が
中小企業に与える影響
　最近やたら「人工知能」「AI」というキーワードが目につく。AIとは
Artificial� Intelligence。つまり、人工知能の略号だ。情報化技術やコン
ピューターの発達、テクノロジーの発展により、これまでは人間が行っ
ていた作業が、どんどん機械やロボットに代わられている。作業の効率
化や人件費を削減する為に、業務の自動化は今後もどんどん進んで行く
だろう。何が、どう変わるのか、何が、どう影響を受けるのか。

■ 作業の機械化も同じこと
　よく考えてみるとこれは最近始
まった事ではない。古くは洗濯板を
使って人力で行っていた洗濯が、洗
濯機の出現により自動化されたのも
同じコンセプトだ。特に難しいテク
ノロジーが搭載されていなくても、
別にロボットの形をしていなくて
も、それまでは人間が行っていた作
業を機械が自動的に行う事により、
効率アップやコストの削減を実現する事が可能になる。マシニングの機
械やNC旋盤などという高度な機械が出現したことで、人間技ではでき
ないことが機械でできるようになった。３Dプリンターなどという最近
話題の機械も同じことだ。人類は、過去に同じように人力でやっていた
ことを、機械化することで偉大な文明を築いてきた。人間がやっていた
掃除を、ルンバがやるのと同じことなのだ。

■ 人工知能はどこまで進化したのか
　実際に人工知能を使ってどこまでできるようになっているか、基本的
な概念は次の通りに分類される。

（１）識別
　・情報の判別、仕分け、検索（言語、画像ほか）
　・音声、画像、動画の意味理解
　・異常検知、予知

（２）予測
　・数値予測
　・ニーズ、意図予測
　・マッチング

（３）実行
　・表現生成
　・デザイン
　・行動の最適化
　・作業の自動化

　３つの利用用途を応用をしているものを見ると、「識別」や「予測」の
領域ではすでに一定以上のレベルでできているものが多く、一方で実行
には至っていないものが多い。とりわけ、設計や枠組み化などのデザイ
ン、行動や作業を単純化した状態での最適化、自動化に至ってはこれか
らの課題となる分野がまだ多い。技術によって認識・予測はできても、
その予測モデルの精度や予測可能な領域、実行をするためのスキーム、
プロセス改善に課題が大きい。

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

●人工知能回路

●人工知能掃除機

●人工知能の中枢CPU
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１．ストレスチェック制度が始まった背景
　昨年12月に労働安全衛生法が改正され、企業が従業員に対して「ストレス
チェック」をすることが義務づけられました。
　背景には、過労うつ等による精神疾患での労災請求件数・認定件数が、と
もに毎年上昇していること（2014年度には認定件数は497件と史上最多）な
ど、働く人の心の健康が社会問題として取り上げられている状況があります。

２．ストレスチェック制度の義務化
　常時50人以上の従業員を雇用する事業者は、全ての従業員に対して、毎年
１回、ストレスチェックを実施しなければなりません（契約期間が１年未満
の従業員や、労働時間が通常の従業員の所定労働時間の４分の３未満である
短時間の従業員は対象外：一般健康診断と同じ）。また、実施した旨を報告
書に記載し労働基準監督署長へ提出することが義務化されました。該当事業
者は、第１回目のストレスチェックを今年の11月30日までに実施しなけれ
ばなりません。

３．ストレスチェックの流れ
　大まかな流れは、図１のようになっています。事業者がストレスチェック
制度に関する基本方針を表明し、導入前の準備として、事前に実施体制、役
割分担などの社内ルールを決めます。体制が整った後の、主な作業は以下の
２点です。

（１）ストレスチェックの実施
　①�質問票を従業員に配って、記入してもらう。
　②�記入が終わった質問票を、回収する。
　③�回収した質問票をもとに、実施者（医師・保健師等）がストレスの程度
を評価し、ストレスが高く医師の面接指導が必要な者を選ぶ。

　④�結果を、実施者を通して直接本人へ通知する。
　⑤�結果は、実施者（または実施事務従事者）が保存する。

（２）面接指導の実施と就業上の措置
　①�ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた従業員
から申し出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施する。

　②�面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容
について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措
置を実施する。

　③�面接指導の結果は事業所で５年間保存する。

４．留意しなければならない点
　ストレスチェック制度は、従業員に安心してストレスチェックを受けても

社労士のデスクから

らい、適切な対応や改善につなげる仕組みです。「プライバシーの保護」に
は細心の注意を払わなければなりません。また、ストレスチェックの受検の
有無や結果、面接の申し出をしたことなどにより「従業員に不利益な取り扱
いをした」と思われないために、「こういう場合はこのように対処する」と
いう社内ルールを事前にしっかり規定しておくことが大切です。

５．これから企業に求められること
　大阪ガス統括産業医であり、NPO法人健康経営研究会理事長である岡田
邦夫氏は「健康経営」という考え方を提唱されました。健康経営とは「企業
が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても成果が期待でき
る、との基盤に立ち、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践するこ
と」を意味します。
　メンタルヘルス対策においては、メンタルヘルス不調を未然に防止する
「一次予防」、早期発見・早期治療の「二次予防」、復職支援と再発防止の「三
次予防」の３つの予防対策がありますが、「健康経営」の考え方で最も重要
とされているのが、「一次予防」です。ストレスチェック制度の目的も、「う
つ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止すること、つまり「一次予防」
です。
　メンタルヘルス不調による休職は半年〜１年など長期となることが多く、
特に中小規模事業所では、生産性の低下に直結します。
　事業者は、ストレスチェックにより、従業員に対して自らのストレスの状
況についての気づきを促し、「ストレスをためすぎないように対処する」「ス
トレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらう」などの自己管
理を求めることができます。
　また、事業者はストレスが高い従業員と医師との面談により、その従業員
に対して仕事の軽減などの措置を実施し、メンタルヘルス不調に至る前に対
処をすることができるとされています。
　さらに、ストレスチェックの結果を集計・分析することにより、「職場全
体の改善につなげる」という活用も可能です。

６．助成金について（従業員50人未満の事業場対象）
　同一都道府県に所在する、複数（２〜10）の従業員50人未満の事業場が、
合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレス
チェック後の面接指導等を実施する場合に、費用の助成を受けられる制度で
す。

（１）ストレスチェック（年１回）を行った場合
　１労働者につき500円を上限として、その実費額を支給

（２）ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
　１事業場あたり産業医１回の活動につき21,500円を上限として、その実
費額を支給（１事業場につき年３回を限度）

７．相談窓口の活用
　ご不明な点や助成金に関すること等については、京都産業保健総合支援セ
ンターやこころの耳、社会保険労務士にご相談ください。

（相談窓口）
　・京都産業保健総合支援センター（メンタルヘルス対策支援サービス）
　　　075－212－2600
　・ストレスチェック制度サポートダイヤル（こころの耳）
　　　0570－031050

　　特集：ストレスチェックの活用
（一財）京都労働災害被災者援護財団 京都城南診療所　　　　　

保健師（社会保険労務士）　松田雅子

一般財団法人 京都労働災害被災者援護財団 京都城南診療所

〒612-8427  京都市伏見区竹田真幡木町115
075-602-1670

健康増進部 保健師（社会保険労務士）  松田　雅子

●図１　ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ
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注目企業のご紹介

日本カラーフォトスタジオ株式会社 様
　創業昭和31年という業歴50年以上になる学校行事写真中心の企
業。京都府の小学校、中学校、高等学校約140校の学校写真に関
わる業務（入学式、修学旅行、証明写真、文化祭、体育祭等の年
間行事）の撮影を行い、卒業アルバムの制作に特化している。そ
の数は年間２万冊以上の膨大な数になる。高い撮影技術を評価さ
れ、京都府の公式行事、記念イベントなどには常にお声掛けがあ
り、記念写真の撮影などの貴重な記録を残す仕事もしている。
　社員は20名。学校写真が中心なので、特に学校行事が重なる入
学式、卒業式など人生二度とない記念のカットを切り取るお仕事
には非常に神経を使っている。失敗はプロとして許されない。同
じ日程に行事が集中するのが最大の悩みになる。
　最近では、右京区の本社近くにいろいろな場面をセットできるス

企業データ
社　　名：日本カラーフォトスタジオ株式会社
代表取締役社長：伊藤　正博
所 在 地：〒615-0093　京都市右京区山ノ内宮前町５
Ｔ Ｅ Ｌ：075-811-7272　／　Ｆ Ａ Ｘ：075-811-8008
資 本 金：25,000千円
事業内容：�学校写真による卒業アルバム制作、記念行事のスタジ

オ撮影・出張撮影、証明写真、商品撮影、コマーシャ
ル撮影など

E -Ma i l：info@nihonncolor.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nihoncolor.co.jp

タジオを設営し、特に子供の成長記録を残したいという親のニー
ズに応えるべく、新しい写真スタジオを目指して変身中の企業だ。

伊藤社長

新しいスタジオ

オフィス風景

卒業アルバム

　私の担当も今回を含めて残り２回になりました。今回は法人税
率について書かせていただきます。
　政府は法人税率を引き下げる方向を勧めています。これは日本
の法人税率が世界的に見て高いと言われているためです。世界的
に見て法人税率が高いから、日本の企業が国際的に見て競争力が
弱いというのがその主張ですね。だから法人税率を引き下げてい
く。その背景は経団連などが要望していることもあります。
　一般的に法人税と呼ばれるくくりには、法人税と法人都道府県
民税、法人市町村民税という３つの税があります。法人税は国税
で、法人都道府県民税と法人市町村民税は地方税になります。そ
して法人税率の動向として話しになるときは、これらを合わせて
実効税率と呼ばれます。日本の実効税率は現在36.05％、2015年
４月１日以降開始の事業年度分からは34.33％に引き下げられて
います。さらに今回の税制改正で2016年には29.97％、2018年
には29.74％に引き下げられることになっています。
　問題は法人税の実効税率が引き下げられると言うことは、税収が
減るということです。減った税収はどうやって穴を埋めるのか？
実はこれは法人税の中で穴を埋めるということになります。法人

税は課税標準×税率によって計算されます。そのうち税率が下が
れば税収は下がることになりますから、税収を下げないためには
課税標準を広げることになります。そのために租税特別措置法の
改正が考えられています。租税特別措置法には、中小企業への減
税などが組まれています。時限立法で政策効果が考えられる減税
項目などが法律として規定されています。租税特別措置法の改正
は中小企業への課税強化を意味します。
　すなわち法人税率の引き下げは中小企業への課税強化によって
実現されていくということになります。そして、今後の最大の焦
点は中小企業に外形標準課税が導入されるかということです。
　確かに法人税の実効税率が引き下げられること自体は、企業の
経済活動に対してはいいことのようにも思えます。しかし、その
背景では大企業への課税を減らし中小企業への課税が強化される
ということが行われています。今後は、法人税の実効税率の引き
下げについては、そういう視点でも見ていただければと思います。

第13回 法人税率の
動向について

税務のコーナー

法　人　名　　税理士法人りたっくす
代�表�者�名　　久乗��哲
住　　　所　　京都市中京区橋弁慶町234ゆたかビル8F
電�話�番�号　　075-255-9990
ＦＡＸ番号　　075-255-9991
Ｕ　Ｒ　Ｌ　　http://rita-x.tkcnf.com/pc/
ア�ド�レ�ス　　satoshi-kunori@rita-x.com
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。
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送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

３月になり、あと１か月で新年度４月が始まる。３月は年度の最終月なのであっという間に終わってしまう。ばたばたしているうちに、
年度の最後と次年度の開始の準備が重なり、相当慌ただしい。ここで新しい年度に向けていろいろな新しいことが始まる。いや、新し
いことが始まらないといけない。なにも変わらないで新年度になるのは、避けたい。新しいことが始まるのは疲れるが、それにチャレ
ンジすることが大事なのだ。（な）

編集
後記

今月の
推薦図書

安岡正篤
東洋思想十講 人物を修める
　相当昔に出版された書籍だが、ある雑
誌に紹介されていたので購入した。堅い
内容で、昔の修身の教科書のようだが、
経営者としての心構えが随所に心に響く
表現で書いてある。おそらく若い年齢の
頃では理解できなかった内容かもしれな
いが、最近ではこの書いてあることがぴ
んと来るようになった。今は難しくても、
デスクの側に置いてあるだけでも安心で
きる気持ちになる。
　文中、ものごとを考える上に大切な３
つの原則を述べている。
　第一は、目先にとらわれず、長い目で
見ること。
　第二は、物事の一面だけで見ないで、
できるだけ多面的、全面的に観察するこ
と。
　第三は、枝葉末節にこだわることなく、
根本的に考察すること。
　特に、人の上に立つ人ほど、心がけな
いといけない原理原則だ。
　中国の古典や仏教の教えの中から、企
業経営に役立つ輝くフレーズが満載だ。
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NMO勉強会 京都例会　http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第172回
日　時： 04月14日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です

会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講　師： 久乗　哲氏 
    （税理士法人りたっくす 代表）

テーマ：平成28年度の税制改正の解説 
    〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜

第171回
日　時： 03月10日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です

会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講　師： 片山　貴史氏 
    （メンタルビジネスパートナー 代表） 
    http://ameblo.jp/taka-katayama/

テーマ：人財と業績が成長し続ける強いチーム作りの秘訣 
    〜仮想体験ゲームで社員が自発的に行動する仕組みを体験！〜

第133回
日　時： 04月19日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です

会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）

講　師： 今仲　清氏 
    （税理士法人今仲清事務所 所長）

テーマ： 平成28年度の税制改正の解説
    〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜

第132回
日　時： 03月15日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です

会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）

講　師： 片山　貴史氏 
    （メンタルビジネスパートナー 代表） 
    http://ameblo.jp/taka-katayama/

テーマ： 人財と業績が成長し続ける強いチーム作りの秘訣
    〜仮想体験ゲームで社員が自発的に行動する仕組みを体験！〜

NMO勉強会 大阪例会　http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

成岡秀夫経営塾
マネジメント基本講座シリーズ
時間　13：30〜17：00
場所　�京都市下京区烏丸四条COCON烏丸ビル４階シティラボ内� �

セミナールームにて
形式　成岡からの講義形式／毎回自由参加
費用　�毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）� �

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）
定員　６名で先着順／申込後のキャンセルはできません
申込　��ホームページ、Eメール、FAX、電話にてお申込みください

第19期（2016年度前期）

 スケジュールと内容 
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

19-1 4月17日 日曜日 決算書・試算表を理解する
〜貸借対照表〜

19-2 5月15日 日曜日 決算書・試算表を理解する
〜損益計算書〜

19-3 6月19日 日曜日 決算書・試算表を分析する
〜キャッシュフロー計算書〜

19-4 7月10日 日曜日 設備投資の判断基準を知る
〜投資判断基準〜

19-5 8月  7日 日曜日 資金調達と資金繰りの基本を知る
〜現実の資金繰り方法〜

19-6 9月11日 日曜日 経営計画を作成する
〜中期計画を作成する際のポイント〜


