
ストレス労働脱出計画 

 
世の中に数あるメールマガジンの中から、わざわざ 

このニュースレターに登録下さり本当にありがとうございます。 

 
あなたに向けたこのニュースレターが他のメルマガと圧倒的に異なるのは、   

今後メールを読み続けてもられえば、すぐにお分かり頂けるはずです。 

 

それは、僕の情報発信に向けた「⼼構え」が 

他の発信者とは全く違うからです。 

 
ブログでも紹介していた通り、3 歳で死にかけました。 

 

その後もフィリピンの⽥舎で殺されかけたり、「命を拾われた」と 実

感できる経験を数えきれないほどしています。 

 

安全といわれる⽇本に⽇本⼈として⽣まれながら・・・ 

 
おばあちゃん⼦だった僕には今は亡き祖⺟が 

守っていてくれていると信じていますが、 

 

それ以上に、命がある以上 

まだ今回の⼈⽣の使命を果たしていないと感じます。  

 

それが、今回オンラインメディアを通して情報発信をし 



もっと多くの⼈の役に⽴とうと決断するに⾄った理由です。 

 
ただし、どこかで聞いたような成功哲学や抽象的なことばかりを  

述べたものは、すでに巷にあふれています。 

 

それに⽬を通すだけで本当に⼈⽣が変わった、ライフスタイルが変化した、  

収⼊が具体的に増えたという例は、僕⾃⾝はもちろん周りを⾒渡しても 

ありません。 

 
そこで今回のメール講座、ニュースレターでは僕と仲間が時間的・経済的に 

⾃由になり、住む場所の⾃由を⼿に⼊れることができた「具体的な⽅法」を  

再現可能な形でお伝えしていきます。 

 

 

 
ただし、その⽅法を普段のお勤めの仕事の意識のまま取り⼊れても、  

うまくいかない場⾯に出くわします。 

 

⽇々の⾏動を継続しながら、 

考え⽅を変え成⻑していく・・・ 

 

これを仲間との理想にしています。 

 
今回のレポートでは「ストレス労働脱出」、つまり通勤や職場でのストレス、 

お⾦の不安や不満から解放されるための計画を進める前提となる 

基本的な考え⽅について、体験を交えてお伝えしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



少⼦高齢化、労働⼈口の減少、インフレ、⾦利低下、年⾦不安、そして、⼈⽣100年時代へ

突⼊し老後の寿命が延びると共に、かかる⽣活費や医療費が増えています。将来のお⾦に不

安を持つ⼈が増えている中、新型コロナウイルス感染症はその不安に拍車をかけました。 

 

それでも僕の周りにいる⼈はいつも明るく、いつも前向きです。彼らから将来の不安を聞い

たことは１度もありません。 

 

なぜ彼らにはお⾦の不安がないのか。その理由は明白です。それは、貯蓄があるからでも、

先のことはどうでも良いと投げ出しているからでもありません。節約に節約を重ね、貯⾦第

一の⽣活をしてきたというわけでもありません。 

 

彼らは、お⾦が回り続ける⽅法を知っているのです。というか、お⾦は使うことで回り始め

ることをわかっています。彼らはみんな、お⾦の稼ぎ⽅以上にお⾦の使い⽅が上⼿なのです。 

 

お⾦の作り⽅、稼ぎ⽅、節約の仕⽅も大事ですが、僕たちが最も⾝につけなければならない

のは、お⾦の使い⽅に関する習慣です。 

 

稼いだお⾦を正しく使うと、⾦額以上の価値を⽣み出すことができます。さらに、いつか使

った⾦額以上のお⾦が⼿元に返ってくることになるのです。 

 

このような「稼ぐ」と「使う」の好循環を⽣み出しているのが、先程申し上げた、お⾦の不

安がない⼈の特徴なんです。 

 

⽇々将来のお⾦に対する不安が消えない⼈、そして、コロナ禍で収⼊が減ったことにより⽣

活が変わってしまい、先⾏きの不透明さを気にかけている⼈など、１⼈１⼈がお⾦の正しい

使い⽅を学び⾝につけることができれば、こうなりたいという⾃分の理想を叶え、経済的な

不安から解放されることでしょう。 

 

あなたにとって、お⾦とは何のために存在するのでしょうか。少し⾃分に問いかけてみてく

ださい。⽣活のため、⼈間関係を深めるため、精神的に安定するため、ステータスのため。

お⾦は⼈によって様々な⽬的や役割を果たしてくれています。 

 

⾦融経済の世界では、お⾦には３つの役割（機能）があると考えられています。 

 

１、尺度。これは価値を数字で表したもので、商品やサービスの値打ちや価値を決める物差

しとしての働きです。 

そして２つ⽬の役割は、交換です。同等の価値のものと交換する。商品やサービスを交換す

るためのツールとしての役割です。 



そして３つ⽬のお⾦の役割が、保存です。今の価値を蓄えておける。食べ物などとは違って

お⾦は腐りませんから、預⾦するとか⾦庫にしまうなどとしていれば、⼿元に価値が残り続

けるんです。 

 

このように、一般的にお⾦には３つの役割があります。しかしお⾦には、尺度、交換、保存

というこの３つの他にもう１つ大切な役割があると考えています。 

 

それは、感謝です。お⾦を払うのも、お⾦を受け取るのも、その本質は感謝なんです。 

 

お⾦を支払うときには、要望に応えてもらったことに対して「ありがとう」の気持ちと共に

お⾦を支払います。そしてお⾦を受け取るときには、相⼿のニーズに応えたことに対して遠

慮や罪悪感なく「ありがとう」の気持ちと共にお⾦を受け取るんです。 

 

このように、お⾦のやり取りの裏側には感謝やお礼といった、⼈の気持ちのやり取りがある

んです。お⾦は経済を支えるツールであると共に、感謝の気持ちを伝えるツールでもあるん

です。 

 

世の中には、お⾦を使うと良くない気がするとか、お⾦を受け取ると少し申し訳なく感じて

しまうという⼈もいます。そんなあなたは、今⽇から考え⽅を変えてみませんか。 

 

こうしてお話ししながらも、お⾦を払えば払うだけ、他⼈や、⾃分以外のものや、出来事、

経験などに支えられて⽣きているんだということを僕は今改めて実感しています。 

 

お⾦が循環することで、感謝の気持ちが⼈から⼈へと運ばれ続けているのだと思うと、お⾦

を使うことも受け取ることも、良くないことなどには感じません。お⾦＝感謝という本質が

わかっていれば、お⾦を使うことにも受け取ることにも、⼼地良さを覚えるようになるもの

です。 

 

⽇々⾃分を喜ばせてくれる⼈や物などに、感謝の気持ちと共に対価を支払うのを忘れないこ

とはもちろんのことですし、相⼿からの感謝を気持ちよく受け取ることも、僕たちの⼈⽣を

充実させるために大切なことなんです。 

 

では、お⾦を持っていれば、僕たちは幸せになれるのかということを少し考えてみましょう。 

 

年収が高くなると、比例するように幸福度も上がっていくのでしょうか。お⾦と幸福度の関

係については、誰もが考えたことあるかと思いますが、実は世界各国でもその研究が幾度と

なく⾏われています。 

 



ノーベル経済学賞を受賞した、⼼理学者のダニエル・カーネマン名誉教授らの研究結果と、

内閣府が発表したいくつかのデータを参考にすると、経済的に恵まれていることと幸福度の

高さには、一定の相関があることに間違いはないようです。 

 

ただ、ある⾦額をピークに幸福度は横ばいになっています。カーネマンの研究結果によると、

その額は年収７万5000ドル。１ドル110円とすれば、825万円。そして、内閣府の報告書に

よると、世帯年収2000～3000万で幸福度は横ばいになってしまうそうです。 

 

しかし、お⾦があることと幸せでいることは、必ずしもイコールとは言えないのではないで

しょうか。なぜなら、幸せの基準は１⼈１⼈違うからです。世の中には、たくさん稼いでい

ても不満がある⼈もいれば、それほど収⼊が多くなくても毎⽇ニコニコしている⼈もいます。 

 

それは、感性の違いでしょう。どれだけ収⼊を増やし、一⽣贅沢ができるほどになっても、

幸せを感じる感性が乏しいと、不平・不満・不安はなくならないままです。 

 

そもそも、この世の中で起こることには意味づけなどなく、幸せという現象も不幸という現

象もないんです。起こったことに対してあらゆる感情を持つ僕たち⼈間が、幸せとか不幸と

か、嬉しい悲しい、とそれぞれの基準で評価しているだけなんです。 

 

例えば虫歯になって「まさか⾃分が虫歯になってしまうなんて」と悲しむ⼈がいます。しか

し、虫歯になったという事実と悲しいという感情はイコールではありません。虫歯になった

ことに対して、その⼈が後付けで悲しいという感情を抱いただけなんです。 

 

もし別の⼈が虫歯になったら「軽い症状のうちに気づいて良かった。おかげでこれからも食

事を楽しむことができる」というふうに捉えるかもしれません。 

 

このように、世の中には「幸せだ」と思っている⼈と「不幸だ」と思っている⼈の２タイプ

の⼈間が存在するんです。幸せな現象、不幸な現象などはなくて、どちらに傾かせるはその

⼈の感性次第なんです。評価次第なんです。 

 

お⾦がある・ないに関係なく、⾃分が幸せと思っている⼈は幸せなんです。 

 

例え一⽣お⾦に不⾃由しないことがわかっているとしても、⾃分が不幸だと思っている限り、

その⼈はずっと不幸なんです。 

 

そして、もう１つ、お⾦だけでは幸せになれない理由があります。 

それは、バランスです。 

 



経済的に恵まれているが⼼の充足感・充実感や満足感といった他の要素が足りない⼈、お⾦

は足りているのに幸せの感性が足りない⼈がいます。 

 

貯蓄は３億ある。けど、仕事にやりがいを感じない。けど、⼊院⽣活が何年も続いていて⾃

分の体が⼼配だ。けど、気兼ねなく話せる友達もいなくて、１⼈で寂しい。３億あるが他⼈

のために使いたいお⾦など１円たりともない。 

 

そんな彼らは幸せを感じにくいため、おそらく不幸せなお⾦持ちです。 

 

そして、健康、⼈間関係、仕事、お⾦、社会貢献。これらのバランスが整っている⼈たちは、

幸せなお⾦持ちと言えるでしょう。 

 

 

世界最大の世論調査会社、ギャラップインターナショナルは、50年かけて世界150か国を調

査・分析した結果として、幸福度を高めるために必要な５つの要素を明らかにしています。 

 

幸せを構成する５つの要素は次の通りです。１、仕事の幸福。２、⼈間関係の幸福。３、経

済的な幸福（お⾦）。４、⾝体的な幸福（健康）。５、地域社会の幸福。 

 

ギャラップ社の分析によると、この中でどれか１つの要素で高得点を取るということは

66％の⼈がクリアしており、比較的簡単なようです。しかし、この５つの要素すべてで高

得点を取るとしたらどうでしょうか。なんと、可能な⼈はわずか７％に過ぎないとのことで

す。 

 

つまり、経済的な幸福を充分に満たしていたとしても、その他の幸福を構成する要素が足り

ない⼈がかなり多いということです。 

 

先程の、３億円持っているが不幸せな⼈の例を思い出してください。あのような⼈は、経済

的な幸福だけは実現できているが、その他の幸福の要素が著しく欠けているわけなんです。 

 

お⾦を稼ぐ、もしくはお⾦を使わないことへの執着⼼が強い。これは、５つの要素のバラン

スを崩してしまう不幸なお⾦持ちに共通していることだそうです。 

 

他⼈よりもお⾦をたくさん持っていれば他⼈よりも幸せになれるんだとか、成功者とはお⾦

をたくさん持っている⼈のことであるとか、お⾦をたくさん持っている⼈＝正義、お⾦を持

っていない⼈＝悪。このように信じて、お⾦を稼ぐことに突っ走ってしまいます。 

 

他⼈を押しのけ、踏み台にして⾃分の利益だけを追い求める。お⾦を持っていることをアピ



ールして優越感に浸る。儲けたお⾦は⾃分の欲を満たすために使う。これは果たしてバラン

スが良いと言えるでしょうか。 

 

そもそも不幸せなお⾦持ちたちは、お⾦の使い道に偏りがあるような気がします。バランス

を整えるためにお⾦を使う、ということをしないんです。 

 

一⽅で、幸せなお⾦持ちに共通しているのは、お⾦を稼ぐ、またはお⾦を貯めることに執着

しないことです。⾃分の仕事の状況や、年齢、家族などに合わせて、今の⾃分に必要なこと

にお⾦を使いバランスを整えているんです。 

 

例えば「体力を維持するために若い頃以上に食事や運動に力を⼊れよう」とか、「新規事業

を始めたばかりだから今は仕事に全力集中しよう」とか、「部下が増えたので今は特に信頼

ある⼈間関係を築く努力をしよう」などと、幸せなお⾦持ちになる上で重要なのは、我欲の

まま贅沢にお⾦を使うことではなく、お⾦を増やすことで悦に浸るのでもなく、バランスを

整えるためにお⾦を使うことです。幸せ＝バランスなんです。 

 

ただ、お⾦があった⽅が良いか、ない⽅が良いかというと、そりゃ、ないよりあった⽅が良

いです。なぜなら、お⾦を持っていた⽅が幸せを感じられる機会が増えるからです。 

 

例えばお⾦があると、次の４つのメリットが得られます。 

 

メリット１、⼈⽣の選択肢が広がる。お⾦がないと「使えない」という選択肢しかありませ

んが、お⾦があれば、使うことも使わないこともできます。新しいことに取り組んだり、勉

強する⽅法、病気の治療、食材の比較など、僕たちの⼈⽣の１⽇１⽇が選択の連続です。お

⾦があると、多くの選択の中から最良のものを選ぶことができます。選択肢の多い⽣き⽅を

すれば、幅広い経験を通して幅広い考え⽅ができるようにもなるんです。 

 

そしてメリットの２つ⽬は、お⾦で防げる不幸を防ぐということ。お⾦があると、健康問題

のリスクとか、老後破産のリスク、倒産のリスクなど、⼈⽣で起こり得るリスクに備えてお

くことができます。 

 

そして、お⾦があるメリットの３つ⽬は、精神的な安定を得られるということ。⼈が安⼼・

安全を得るには、衣食住の基本に不⾃由がないことが必要なんです。 

 

また、様々な研究データからも、経済的に安定すると精神的な状態も良くなるということが

明らかになっているんです。例えば、ブリティッシュコロンビア大学、アメリカ疾病予防管

理センター、厚⽣労働省が⾏った調査結果を⾒ると、それぞれから次のような結論が出てい

るそうです。ブリティッシュコロンビア大学は「貯蓄があることは悲しみに対するクッショ



ンになり、貯蓄が少ないと苦しみや悩みの原因になる」と述べ、アメリカ疾病予防管理セン

ターは「貧困レベルの⽣活をしている成⼈は、それ以上の⽣活をしている成⼈に比べて、う

つ病に陥る可能性が３、４倍高かった」と報告し、また厚⽣労働省は、2020年版⾃殺対策

白書の中で「複数選択で、⾃殺の可能性（原因？14:34）・動機を調べると、中高年で２番

⽬に多かったのが『経済・⽣活問題』。男性の⽅が割合が多かった」と報告しています。 

 

あなたの⾝近にも、別に無駄使いしたいからという理由ではなくて、精神的な安定が欲しい

からお⾦が欲しい、と思っている⼈、結構いるのではないでしょうか。研究データから、や

はりお⾦があった⽅が精神的な安定が得られやすいということがわかっているようです。 

 

そして、お⾦を持っていることのメリットの４つ⽬が、社会や他者に貢献できるということ。

お⾦があることで実現する「誰かの役に⽴つこと」「他者に価値を与えること」があります。

少ないお⾦でできる社会貢献もあり、どちらも同じように尊いことは間違いありませんが、

お⾦がある⽅が、より多くの⼈が幸せになるために⾏動しやすいのは確かです。⾃分が社会

に貢献できたときに喜びを感じることができる。その喜びを知っている⼈とそうでない⼈と

では、⼈⽣の充実度に差が⽣じます。 

 

お⾦があるからといって必ず幸せになれるわけではありませんが、これらのメリットを得ら

れるか得られないかにより、⼈⽣の充実度に差が⽣じてくるのは確かなことだと言えるでし

ょう。 

 

個⼈的には、やっぱりメリットの３つ⽬の、お⾦があれば精神的に安定するというのが大き

いかと思いました。僕も、お⾦を散財したいとか、贅沢したいとか、そういった望みはない

んですが、精神的な安定のためにお⾦はやはり欲しいと思います。あなたはどうでしょうか。 

 

 

お⾦を貯め込むことに異常な執着を持つ⼈を守銭奴といいます。お⾦をできる限り多く貯め

ておかないと不安だと言う⼈もいるでしょうし、貯⾦が趣味という⼈もいるでしょう。 

 

しかし、お⾦を回さないということは、経済的な⾃由が⼿に⼊りにくくなってしまうのであ

まりお勧めできません。 

 

予期せぬリスクに備えるために、ある程度の貯蓄は確かにあった⽅が良いと思いますが、ポ

イントは、貯蓄や節約を⽬的にしないことです。「⾦は天下の回りもの」という言葉がある

ように、お⾦は循環させた⽅が良いと考えます。 

 

お⾦を循環させることで⾃分が成⻑しますし、１限でもお話ししたように、⼈⽣のバランス

が整うんです。お⾦は１か所に留まるものではなく、常に⼈から⼈へと回っているものです。



必要なときに必要なものにしっかりお⾦を投じることで、お⾦は良い循環を⽣みます。その

結果、⾃分がお⾦に困らなくなり、社会貢献にも繋がるんです。 

 

それは一体なぜか。⽇本の景気がなかなか向上しない原因の１つは、個⼈や企業がお⾦を使

いたがらないことだからです。 

 

今後の⼈⽣の不安や老後の⼼配があるからと、出費を抑え、せっせと貯⾦したり、節約に励

むばかりになると、社会にお⾦が回らない悪循環に陥ります。 

 

そうではなくて、個⼈や会社がお⾦を使うようになれば、お⾦がどんどん循環し世の中の景

気が良くなります。景気が良くなると、お給料も上がり、国の税⾦収⼊が増えて、社会保障

が充実するんです。貯⾦が趣味の⼈などは、通帳の数字が増えていくのが楽しみと思ってい

るかもしれません。 

 

しかし、それではお⾦が本来の力を発揮することがないまま眠っていることになります。⾃

分を成⻑させ、より豊かな⼈⽣を⽣きるためには、「貯める」と「使う」のバランスを考え、

お⾦を循環させること。そして、お⾦を使うときは、先ほど述べたように、幸せを作る５要

素をバランス良く満たせるように考えて使うことが大切です。 

 

そして、お⾦を使う上で重要なのは、出費に対してどのぐらいの絶対的な価値を⾒出せるの

かを意識することです。 

 

簡単に言えば、⾃分にとってどれだけの価値があるのかを考えるということ。絶対的な価値

は、⾦額の高い・低いに関わらず、その⼈の気持ちによってその物の価値が変わるんです。 

 

その反対の言葉である、相対的な価値は、⾦額に比例して価値が上がり、個⼈の価値観は反

映されません。⾦額が高いか安いかは最も大きな判断基準のひとつですが、それだけで判断

をしないことが重要です。 

 

値段だけでは測れない、その⼈にとっての価値というものがあるんです。 

 

例えば、リンゴが２種類売られているとしましょう。リンゴAが１つ100円、リンゴBが１つ

300円です。相対的な価値は、値段の高いリンゴBが上になりますが、絶対的な価値だとそ

うとは限りません。リンゴAが、大切な⼈からもらったものであったり、一度食べてみたか

った種類のリンゴだったという場合、その⼈にとってリンゴAは、300円のリンゴB以上の価

値を持つんです。 

 

 



⼈は、その⼈にとって値段以上の価値を感じればお⾦を多く払うことも躊躇わないはずです。 

 

例えば、移動⼿段にタクシーを使うか、電車を使うかだと、当然タクシーの⽅がお⾦はかか

ってしまいます。できるだけお⾦を使わないとか、お⾦を節約して貯⾦に回すという判断基

準で⾏動を制限している⼈であれば、おそらく電車を選ぶでしょう。 

 

しかし、体の負担を軽くしたいと思っている⼈、⾦の負担よりも体の負担が減ることに価値

を感じている⼈には、タクシーの⽅が向くでしょう。 

 

⾃分が価値を感じていることにお⾦が使えるようにするには、仕事で結果を出すことが必要

です。その仕事で結果を出すために、体に負担をかけない移動⼿段、美容室で⾝だしなみを

整える、体を鍛える、便利なホテルに住む、などといった⾃己投資をしているんです。 

 

このようにして、うまくいっている⼈は、⾃分にとっての価値があるものにお⾦を使うこと

で、仕事で良い結果が得られて、お⾦が⼊ってきている。稼ぐだけでなく、上⼿くお⾦を使

い、お⾦を循環させているんです。 

 

ただひたすら貯⾦をして通帳の額を増やすことや、ひたすら節約をすることは、僕たちの⼈

⽣の最上位に来るわけではありません。僕たちの⼈⽣で最も大切なのは、プライベートや仕

事を充実させることではないでしょうか。我慢ばかりせず、⾃分にとって価値があるものに

お⾦を使い、毎⽇をもっと充実させることができれば、あなたの⼈⽣はより豊かになると思

います。 

 

僕が特に積極的にお⾦を出したいと思っていることは、次の２つです。それは、⾃己成⻑と

社会貢献です。この２つに、僕は絶対的な価値を⾒出しているんです。そして、これらにお

⾦を使うと良いエネルギーを取り込めて、お⾦の好循環に繋がります。 

 

⾃己成⻑のために使うお⾦としては、勉強会やセミナーに参加する、本を買う、など、⾃分

のスキルや能力を高めるために使うお⾦。または、旅⾏、映画・演劇・音楽・アート鑑賞、

趣味など、経験に使うお⾦などがあります。 

 

 

社会貢献のために使うお⾦とは、文字通り社会のため、⼈のために使うお⾦です。そして誰

かを応援するお⾦です。社会貢献は、寄付だけではなく、応援購⼊や、起業による社会貢献

などもあります。また、社会に価値を提供する企業を支えるという意味では、株式投資も社

会貢献に値するのではないでしょうか。 

 

⾃己成⻑や社会貢献のためにお⾦を使えば使うだけ、多くの場合はそれ以上にどんどんお⾦



が⼊ってくるようになります。ではなぜ、そのようなことが言えると思いますか？ 

 

大阪大学⼈間科学研究科の研究グループは、幼児の⽇常⽣活において、親切が広く交換され

る仕組みが働いていることを確認しています。 

 

例えば、ある幼児Aが友達の幼児Bに親切にしている様⼦を、別の幼児Cが⾒ていたとしま

す。すると幼児Cは、幼児Aに対して選択的に親切にしていたということがわかったんです。 

 

このことから明らかになったのは、親切を⾏う幼児は、のちに周りの幼児から親切にしても

らいやすいということ。そして、⾃分が親切にした分を周りの幼児から返してもらっている

ということです。 

 

この親切が広く交換される仕組みは、⼦供の間だけではなく、大⼈の社会でも働いているん

です。社会貢献をするとお⾦の巡りが良くなるのはこのためです。 

 

社会のため、⼈のためにお⾦を使うと、いつか巡り巡って⾃分のところに返ってくるわけで

す。⾃分のしたいことや⾃分の大切なものにお⾦を惜しまない⼈、私利私欲のためではなく

⼈のためにお⾦を惜しまない⼈こそが、僕が考える「お⾦の使い⽅が上⼿い⼈」なんです。 

 

 

サラリーマンのあなたに向けたお話です。給料が安いとか、給料が上がらない、という会社

への不満があり「このまま給料が上がらないのなら転職を考えるべきかな」と考えている⼈

はとても多いと感じます。 

 

もし、頑張っているのに昇給してもらえなくて嘆いている、というのであればちょっと考え

てみてください。あなたの会社には、⼈事評価基準や賃⾦テーブルがありますが、給料や賞

与がどのようなステップで上がるのか、きちんとしたルールがありませんか。 

 

そのルールを、しっかりとあなたは把握しているでしょうか。 

 

ルールを知ることで、どう働けば給料が上がるのかのヒントを得られるわけですから、努力

の⽅向性を間違えることもないでしょうし、会社の規定通りの額が支給されているとわかっ

ていれば納得がいくはずです。 

 

会社が⼈事評価制度を正しく運用しているにもかかわらずその内容を理解していないのであ

れば、給与や賞与が上がるのかを理解していなかった⾃分にも非があるということになりま

す。 

 



もし、成果をあげているのに評価が低い、ルールを守っているのに給料が上がらない、とい

う場合は、⾃分の能力を正当に好評に評価してくれる会社に移ることを視野に⼊れるべきで

しょう。 

 

中には、⼈事評価基準や賃⾦テーブルがない会社もあります。その場合は、上司に尋ねてみ

ましょう。社⻑はどういう社員を求め、どういう社員を評価するのか、と。たとえ明文化さ

れた⼈事評価基準や賃⾦テーブルがなくても、社⻑の頭の中にはありますから、社⻑の期待

に応える働き⽅をするように努めるんです。 

 

社⻑の求めるスキルを⾝につけ、良い成績を残し、社⻑の期待に応えているのに、それでも

給料に反映されない。そうであれば、転職を考えると良いでしょう。 

 

⾃分が理想とする給料を受け取るには、まずあなたが勤めている会社のルールを知ること。

⼈事評価制度、あるいは社⻑が求めるのはどのような⼈材なのかをあらかじめ知っておいて、

それに沿って努力すること。給料明細もちゃんと⾒るようにしましょう。その上で、今の会

社で頑張るのか、別のキャリアを考えるのかを判断すると良いでしょう。 

 

 

それでは次、フリーランスの⽅にも通じるお話をします。お⾦に困らない⼈の考え⽅として、

安い仕事ばかりを受けない、ということはとても大切です。 

 

なぜなら、⾒積⾦額を下げるということは、⾃分の評価を下げること。⾃分には低い価値し

かないと認めることになるからです。 

 

相⼿が⻑期で継続的に利用してくれているからたまにサービスをするというならまだしも、

交渉するのが⾯倒くさいとか、高い⾦額を請求すると相⼿を不快にさせるのではないか、と

いった理由で価格を低く⾒積もることは、やめた⽅が良いでしょう。 

 

一度「あの⼈なら安くやってくれる」というレッテルを貼られると、その後も安いギャラン

ティでの仕事の依頼が続くことになります。それが当たり前となってしまうんです。安い値

段で引き受けたため、次の仕事も安い⾦額でやらざるを得ない。⾦額を上げたいが上げても

らいにくい。他の会社を紹介されたときにも、安い価格のまま引き受けることになると、そ

の後の収⼊の⾒込みが下がってしまうことになります。 

 

仕事の値段を決めることは、⾃分⾃⾝の価値を決めることであるとしっかり⼼に留めておい

てください。⾃分の能力に⾒合ったギャランティを受け取るようにしましょう。 

 

また、仕事の価格設定を下げるデメリットはそれだけではありません。それは、⾃分の⾃信



のなさや、覚悟のなさの表れでもあるんです。「安く引き受けたんだからその程度のレベル

でやって構わないだろう。」そんな甘さに繋がり、仕事の質を下げることになります。 

 

「安いだけあって質が良くない。高額を払えるわけがない。安くて当然だ」と相⼿からの評

価を下げることにもなりかねません。 

 

一⽅で、高い⾦額を請求することは、仕事の質を上げることになるんです。「それに相応し

い成果を出さねばならない」「先⽅に納得・満足してもらわなければならない」と考えるの

で、⾃然と仕事の質が上がるんです。そして「あの⼈はギャラが高いが、それ以上の仕事を

やってくれるので払う価値がある」と評価を上げることにも繋がるでしょう。 

 

少しでも高い評価を得たいのなら、仕事で得られるお⾦に大きな関⼼を持つようにすること

が大切です。 


