―― 熾烈な競争時代を勝ち残れ！
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世界の強豪に打ち勝つ道を模索して、昨
年度より工場改革への取り組みに加速を
かけた呉工場。その推進のために組革研
へ派遣する意図は。また、体験者から芽
生えた職場の変化について紹介します。
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■

二〇〇〇人の意識改革

〝やれでやる〟 より 〝やるでやる〟

れた船です。また戦後は世界最

の先進的技術と考えかたで造ら

建造した『戦艦大和』は、当時

を決めました。かつて呉工場が

あったこのコピーで、私は就職

三十数年前、会社案内に書いて

『やれでやるより やるでやる』
。

にしてこの 〝
甘え体質
〟 を脱する

感
〟 が欠落していたのです。いか

い歴史の上にいることで、〝
危機

意識にあったのです。揺るぎな

どありえない」という甘えが無

に、「呉は基幹工場だ。縮小な

場、相生工場、横浜工場を横目

撤退や再開を体験した愛知工

俊秀

大のタンカーを建造しており、

か。将来に向かって立て直すか

呉工場長 荻

そこには確かに『やれでやるよ

…。工場長として苦悶するなか、 ①

オイルショック以来、造船業

近年、日本の造船業は活況を

り やるでやる』の精神が流れて
同社と組革研との関わりは古

は長引く低迷期に苦しんできま

取り戻し、昨年は史上最高の建

さらに大きな逆風にさらされる

〇二年、石川島播磨重工業の

く、東京本社と呉工場の設計部

した。〇二年の我が社の分社独

造量を記録しました。この伸長

いました。
船舶海洋・艦艇部門から分社独

門から多くの管理職・候補が参

立は、先行きの見えない状況下

ことになりました。

立し、アイ・エイチ・アイ マリン

加してきました。呉工場では、

我が社も建造量が急増しまし

ユナイテッドが誕生しました。

立であり、新会社の理念には、

た。しかしこの需要に、〝
甘え体

は、十二年まで上り詰めると予

『自由闊達な集団、自ら変化を

質〟 のみならず『二〇 〇七年問

で「スリムな小回りの利く会社

近年、日本の造船業界は中国

創り出す集団』とありました。

題』が立ちはだかったのです。

昨年五月から製造部門からの参

所です。現在、従業員約一〇〇

特需の恩恵で、オイルショック

しかし分社独立後の呉工場は、

ベテラン層が大量に辞めていく。

同社基幹工場である呉工場は、

〇人、協力会社のメンバー含め

以降の長い低迷期を抜け出し、

決して良い状況ではありません

人数的にも能力的にも圧倒的に

測されています。

約二〇〇〇人が、船舶海洋分野

活況を取り戻しました。そのな

でした。工程は混乱し、業績は

になり存続していく」ための独

において世界トップクラスの技

かで建造数の急増に沸く呉工場

加も始まり、組革研への派遣が

術力・生産力をもって大型タン

がますます脆弱化するという、

人が不足することで、組織体力
有様だったのです。

悪化し、給料を削減するような
迫られているのでしょう。

が、なぜ『人と組織の変革』に
組んでいます。

カーやコンテナ船の建造に取り

『戦艦大和』を建造した呉海軍

総務 人事 グル ープ 松本 誠 二郎 氏
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より強化されています。
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工廠の流れを汲む歴史ある造船

伊豆高原

工場革新への挑戦

〇六年度を迎えるにあたり、

信しました。

化、行動の変化」が最重要と確

革』即ち「全従業員の意識の変

主役の産業です。私は、
『個の変

ピューター化されても、
「人」が

どんなに自動化されても、コン

きは線になり面になって、急速

く秘めているのです。点の気づ

革研』へとつながる可能性を強

職場全員でのチーム参加は『組

加は『自革研』となりうるが、

な発見もありました。個での参

うになりました。そして、新た

変革につながりだしてきました。

が、現実の業務や仕事の中で、

つつあります。組革研での体験

やるでやる』の精神を取り戻し

呉工場は今、
『やれでやるより

りません。

価値船で勝っていかなければな

の英知と技術を結集した高付加

速させることです。変革の事象

スタートが切れれば、あとは加

に、新たな事を起こすのです。

成ろう世界一に

組革研参加のさらなる強化を決
意しました。設計部に加え、新
たに製造部門からも、管理職や

を一日でも早く、一つでも多く

バルな産業です。今後は、韓国、 創出します。二〇〇〇人が一丸

造船業は、国境の無いグロー

なにより「工場長こそ一番行く

中国の建造量が増え、市場競争

キーマンを参加させるのです。
べき」と、私自身も十月にメン

は激しさを極めていくでしょう。 である 『一人一人の知恵と努力

となって、呉工場のスローガン

バー参加しました。そして、リ

で 成ろう世界一に 造ろう世界
やるでやる』ことが重要である

「今こそ、変わらなければ！」
。 るような体験をしてほしい」と

然ではなく、必然だったと思え

設計部に加えて、製造部門から

が熱を帯びてきました。工場の

場を改革しよう！」という気運

〇六年度を迎えると、「呉工

彼らを集めてくれ」
。組革研から

を活かして、工場を変えたい！

「これまでの組革研参加者の力

ンバー参加したのです。

そして秋には工場長自らが、メ

断を出し、順次管理職が参加。

弘

現在、呉工場の組革研経験者

も組革研への参加が始まりまし

戻られた工場長は私に声をかけ

船舶海洋設計部次長 西岡

〝部下に力を出し切らせる〟 闘い

リードで組織を変える

低廉な労働力を武器とした価格

深刻な事態が予測できました。

ことを再認識したのです。
「組革

ードする側にとっても、される

若手への技術伝承と育成を核と

研に は 、 変 わる き っ か け があ

一を』を目指します。

した『組織の体力強化』が急務

る！」
。確信を得た私は、今後派

競争力に、我が社は一人ひとり

です。近い将来に、三十五歳ま

遣したい従業員のリストを一気

側にとっても『やれでやるより

での若手が中心となって高品質

に書き上げました。「参加が偶

（製造部門）
の
に な り ま し た 。「 ロ ボ ッ ト 症 」 た。まず、工作部

は、従来参加者を含め九〇人程

長が参加して「工場改革のため

てきました。「これから工場全

ャンスが訪れたのです。

まずは、個の変革だ

願いながら。

造船は、人の力を結集して造 「人間力」
「対象」
「一覧一望」な

に組革研を利用すべし」との判

重圧のなかで、まさに変革のチ

る『労働集約産業』の典型です。 どの言葉が日常的に使われるよ

未来はありません。

な船を造れなければ、呉工場に

約390,000㎡の広さを有する呉工場

②

大きさを実感し、
「工場長ととも

始めるんだ！」
。私自身の責任の

体で、改革に向けて大きく動き

ってしまうのです。

り、そのうちに、元の状態に戻

の中では個人の動きに限界があ

帰ってきても、職制のある組織

現しているかというと、できて

ていたつもりです。しかし、体

答するのです。理屈ではわかっ

メンバーのためか？」と自問自

やったらがんばってもらえるか」

い力を出してもらいたい。どう

そして、
「メンバーに目いっぱ

てくれます。

に工場を変えていこう！」と決

因は、派遣者・上司が、
「部下を

り組みが始まりました。

設定し、工場変革を目指して取

縮』と、それぞれ大きな課題を

部は 『 船 の 建造 期 間 の 大 幅短

計の品質向上と納期遵守』
、工作

が始まりました。設計部は『設

組むべきこと』をテーマに議論

と』
『それを活かして工場で取り

が集まり、『組革研で学んだこ

即座に参加経験を持つ管理層

自分にリーダーコース参加を課

力になろう」と腹が据わると、

今年になり、
「改革を牽引する

る立場を続けていました。

では、組革研への派遣を推奨す

なっていたのです。そして工場

にわかった」という 〝
つもり
〟に

ねるうちに、「
『リード』は十分

東京ミーティングへの出席を重

参加者のフォローアップである

ーダーも体験。さらにリーダー

チーム参加したときはチームリ

しました。四年前、設計部から

ー参加がいかに有意義かを実感

メントする立場にとってリーダ

リーダー参加も体験し、マネジ

めてメンバー参加した直後に、

けではありません。十年前に初

職場に戻ると、私はシールを

何なのかがわかりません。

があるのですが、私との違いが

だす。ここに、まさに 〝リード
〟

発すると、目覚めたように動き

ブロックリーダーが来て言葉を

ったままなのです。そんなとき

ものの、メンバーの動きは止ま

と言って、動くようにしむける

見ればわかる。きっかけをポン

いかは、メンバーの状態をよく

リーダーとしてどう動けばよ

安心したいのでした。

という自己満足。結局、自分が

しまう。理由をわかってほしい

しているのです」と、説明して

ればならない。それで指示を出

なら、こうだから、こうしなけ

これだ」だけでいいのに、
「なぜ

言われ続けました。
「やることは

「言葉が多い、理屈っぽい」と

かんでくれているんだ、感じて

っています。あぁ、こんなにつ

ふうに直結化するんだ！」と言

対象である部下と仕事をこんな

れたように、職場に帰ったら、

岡リーダーが自分たちにしてく

言葉は、
『直結化』でした。「西

けたメンバーたちが行き着いた

これだ』というテーマで闘い続

のことです。『ここでの体験は

ある組革研の最終日、朝がた

っとできる、もっと力があると

う。そのために、メンバーはも

たらいいのだろう、と向かい合

んばってもらうために何をやっ

んばっている人には、もっとが

るか、瞬間瞬間が勝負です。が

る人たちが、どういう状況にあ

ってしまいます。今、ここにい

は対象を見るときの 〝
障害
〟 にな

いないことばかりだったのです。 と考えました。もくろみや計画

派遣さえすればよい」という間

しました。そして五月から毎会

作り、ＰＣや机などいたるとこ

もらえたんだと、目頭が熱くな

かくいう私も、胸を張れるわ

違った認識で、参加後のフォロ

期、伊豆高原に通うたびに、参

ろに貼りました。『対象のため

意すると、全身に力がみなぎり

ーもなく、具体的な課題を持た

加されているリーダーやメンバ

りました。自分が行なったこと

ました。

せないチーム参加では、とうて

ーの方から教わることばかりで、 か』と印字されたカラフルなシ

の結果が、メンバーの動きにな

設計部門における組革研への
派遣は古く、十七年前に始まり
ました。しかしこの間、職場に
目立った改革が起きなかった原

のです。

信じ続け、リーダーとして動く

い職場の動きに繋がらなかった

ールは、いつも、私を気づかせ

改革を生めなかった

のです。参加した者が「職場を

会期中は行動のたびに「これは

リードの 〝肉体化〟

改革しよう！」と、熱い思いで

③

でと全く違うものの見かた、考

リーダーがおっしゃった「今ま

していません。藤田キャンパス

かったというレベルには全く達

今でもまだ、私はリードをわ

も完成姿にも向かい合う業務が

種に分かれています。お客様に

各グループ内で作業工程順の職

設計部は、技術的な専門性か

『部下をいかに仕事に向き合わ

で学んだ『対象』という概念、

ダー経験者です。私は、組革研

装という四グループで構成され、 は、全員が組革研のチームリー

ら、構造／船体／機装／電気計

せるか』というマネジメントの

活動 の リ ー ダー と な っ た 三人

した。私を含め機装グループで

私は設計部機装グループの長で

っています。力を出し切ること

〇〇〇人の社員すべてが力を持

まだまだ、これからです。二

す。

芽になっていると実感していま

ひとつは小さくとも、〝改革
〟の

し今回の『ＣＳ活動』は、一つ

〝改善
〟 の域のものでした。しか

きた品質向上活動は、まだまだ

それまで工場でくり返されて

えかたでリードできるようにな

比較的多いのですが、設計の後

徹底に努めました。三人は互い

で、
生きている手応えをつかみ、

この活動に取り掛かった当時、

るには、言葉だけで理解したつ

工程になればなるほど、その傾

に負けまいと切磋琢磨し、甘え

この工場で仕事をするのがおも

ないというメンバーも少なくあ

もりになるのではダメです。く

向は強くなっていました。いわ

が許 さ れ な い状 況 と な り まし

しろいと思えるように、〝
リード

ってここにある…。初めて得た

り返し行なうことで『肉体化』

ゆる 〝
大企業病
〟 に侵されて、誰

た。これが功を成し、
「図面あり

りません。

することが必要です」というお

のために仕事をしているのかが

手応えでした。

言葉の真意が、やっとわかって

ん。変革を実現するために、こ

〟 がな さ れ な け れ ば な り ま せ

きの発想で仕事をしよう」と、

れからも全力で、率先して取り

きの発想は止めよう。現場あり
設計者にとっての顧客
（Ｃ ）
と

メンバーにも揺るぎなく迫るこ

忘れ去られているのです。
顧客にとっての満足
（Ｓ）
を、一

組んでいきます。

きました。行くのが億劫だと思
うことがあった組革研が、おも
しろくなってきました。

とができたのです。

〝自分の都合〟 から 〝相手の立場〟 へ

ＣＳ活動で視点の逆転を図る

人ひとりが見出し、自らの課題
上させ、納期遅れをなくそう。

として作業することで品質を向

改革のために掲げられた設計

私は「組革研で対象を知らずに

改革になっているか

部の課題『設計の品質向上と納

を実行しても業

対応してＳ

―

期遵守』は、昨年十二月末から

望

を『原因を決めつけて、すぐに

船舶海洋設計部機装グループ課長 幅田

「ＣＳとは何かわかるか？」
。

対策に走ることをやめる』『自

績が上がらないのと全く同じで、
らないと良い仕事ができない。

グループの全員集会で、西岡グ

分たちに都合の良い見かたを捨

『ＣＳ活動』として具体的な取
呉工場の新造船は、全長が三

ＣＳ活動を敢行して、設計を変

ループ長
（当時）
からの問いかけ

仕事の対象であるＣのことを知
〇〇メートルを超える大型タン

え、工場を変えよう！」と決意

バーが少なくありませんでした。

カーやコンテナ船です。工程は

てる』と掲げました。
『ＣＳ活動』の具体的内容と

そこで、組革研体験者で議論

しました。
ぶため、セクションによっては

成果は、続いて幅田より紹介し

種々雑多で長期
（半年 以上 ）
に及
お客様である船主との接点がな

ます。

し、この課題への取り組み方針
かったり、船の完成姿さえ知ら

私の所属である機装グループ

ＣＳを体に染み込ませる

に、
「わからない」と答えるメン

り組みがスタートしました。

20

④

十三人。平均年齢は三十七歳と、 ではありえないとするメンバー

を行っています。メンバーは四

は、船のエンジンルームの設計
とするメンバーと、これらはＣ

支払う部品メーカーもＣである

現場を見る〟 ことをやっていな

い距離です。しかし 〝日常的に

現場は、歩いて一分とかからな

Ｃの一つに挙がっている建造

ＡＤオペレーターの女性スタッ

リングでわかったこと』で、Ｃ

『現場調査、アンケート、ヒヤ

果に大きな差が出てきました。

仕事方針を打ち出しました。

ープのＣとＳを知る』と決め、

ームに分け、課題を『機装グル

されました。私は⑤以降の作業

④の結果、十二チームが編成

で船主以外もＣとなりました。

ップ３を書く時点では全員一致

り、さらに、貢献すべきＣのト

であるとするチーム数が六とな

②では、社内もメーカーもＣ

という行動が皆無だったのです。 プ 貫 通 の 向 き が わ か り づ ら い 」

場を見て発見し、是正しよう」

いよう、図面の不都合などを現

「後工程の人たちが作業しやす

現場の人たちはシビアに寸法を

る」
「 〝ブロック切れ〟 を、作業

ない、という概念にとらわれて、 小さすぎると見落とすことがあ

現場に行って仕事の邪魔はでき

見ている」
「設計図におけるパイ

するのが仕事だから出歩けない。 目に止まりました。

とはっきり分かれたのです。

フや若手社員などが書いた紙が

①自分のＣは誰か個人で最大限

方針を二つ示しました。『事実

愕然としました。組革研で、 「バルブは、図面に流れ方向がな

若手の多い構成です。私は七チ

かったのです。ＰＣの前で設計

③七チーム分を一覧一望して最

であること。想像／思い込みで

②チームで「自分たちのＣはこ
れだ」を出す。

「図面にある注意書きは、字が

も貢献すべきＣのトップ３を

は

に書き出す。

個人で書く。

針とし、ここから全員が個人

⑦これをグループ全体の行動指

る。

内容や方法はチームで決め

⑤チームでＣを調べる。調べる

ム分けする。

挙げたメンバーで改めてチー

ているＣＡＤオペレーターや設

かもわからない」と途方に暮れ

有様でした。
「何を調べたらよい

若手も中堅社員も何分もかかる

に三つ書くよう求めたところ、

止め、インタビュー項目を個々

と言うチームのメンバーを呼び

漠然と「インタビューに行く」

や方法の検討が始まりました。

自分の立場では ×
』
。
明けて一月になり、調査内容

一月下旬、いよいよ現場調査・

っていただけなのです。

一人でやれている 〝
つもり
〟 にな

迫ってきました。私はＣＳを、

はリーダーの問題」との言葉が

らいただいた「ＣＳは、八〇％

席で藤田キャンパスリーダーか

たのです。東京ミーティングの

に、部下にはやらせていなかっ

自分ではそれを自覚していたの

とい う 宣 言 を書 き 出 す と き、

⑦で「今から私はこうする」

の第一歩として充分なものでし

仕事の関わりかたを変える革新

が伝わってくるようでした。

いたんだ！」という彼らの驚き

らないで、なんとか済まされて

結構ある！

す。
「現場には困っていることが

まうこともある」などとありま

』『Ｃの立場であること。 『対象の概念』を体験した私は、 いと上下逆さまに取り付けてし
×

で業務の中で実行していくこ

計アシスタントもいます。私は

アンケートが始まりました。日

『今までやっていなかったこと

④これを一覧して、同じ対象を

とを宣言する。

「調査対象であるＣの仕事の様

常業務に追われながらも頭と体

とＳはこれだ」を出す。

らの感性と力を痛感したのです。

た。
「ここまでやれた！」と、彼

皆が掴んで帰ってきたことは、

こんなことすら知

早くも①段階から、意見が大

子を現場で見る 〝調べること調

をや る』『今ま で や って き た こ

⑥チームで「機装グループのＣ

きく分かれました。船主がＣで

を総動員してミーティングを重

ここまでやれた！

あることは全員一致しましたが、 べ〟 をやってみては？」
と声をか

とと、別のことをやる』と、二

けました。

ねてきたチームもあり、調査結

社内の他部門や、当社が対価を

⑤

言がキャンペーンのスローガン

に出るようにしよう。彼らの宣

「製作図用チェックリストの作

業が易しくできる下絵を描く」

ばかり。方向性が見出せない苛

は通用しない」と自問自答する

るのか。過去の教育の繰り返し

つの方針を示しました。
書き出された彼らの宣言のい

成」などの宣言が、記名入りで

へ参加することになったのです。

のようにあっさり終わるのでは

「自分の都合になっていない

一番衝撃を受けたのは、藤田

くつかを、ここに紹介します。

か？ 対象 の た め に な っ て い る

キャンパスリーダーのお言葉で

立ちのなか、二月会期の組革研

こうして機装グループで始ま

か？」と、これからも試行錯誤

す。一緒にチーム参加した溶接

張り出されています。

よう、標準取説を完成させる』

った宣言は、四月から、設計部

をくり返しながら、部下と向か

職のメンバーが、「新入社員に

なく、体と仕事に染み込ませよ

…船の取扱説明書は自分の立場

全体の達成課題『チャレンジ〇

い合っていきます。機装グルー

は、一緒に溶接をしながら教え

『機関部の取説が乗組員にとっ

で書いていたが、船の乗組員た

七』へと拡大していきました。

プが設計部で一番に、呉工場で

る
（与える）
教育をしている、こ

う」
。

ちにあまり読まれていないこと

今も四階の廊下には、「調達に

一番に、そして全社で一番のグ

て価値あるドキュメントになる

をヒヤリングで知った入社六年

迷惑をかけない作業」
「ＣＡＤ作

れでは駄目か」と質問すると、

てみて、それをビデオにとり、

テランそれぞれに溶接をやらせ

う返事。「たとえば、新人とベ

「それは一番効率が悪い」とい

ループになることを夢見て。

総務人事グループ 松本誠二郎

〝与える〟 から 〝考える〟 へ

新人教育大改革

目の男性社員の宣言。
『もっと現場を見る、もっと顧
客と話す』…寸法の数値を線に
並べ代えて作るだけではなく、
造るということを意識しながら
製作図を作ろうという女性ＣＡ

私は総務人事グループで、主

造船業の技能習得には十年が

このとき、頭を殴られたような

全員で見比べる。そうすると仕

私は、メンバーの仕事への向

に採用活動、教育の企画・立案・

必要 と 言 わ れて き た な か で、

気持ちになったのです。

Ｄオペレーターの宣言。
き合いかたに現われてきた確か

実施、賃金計算業務を担当して

「人材育成に要する期間を五年

にも考えさせることができる」
。

事がよくわかるはず。新入社員

な変化を感じました。これまで

います。

ました。

の 〝自分 の 立 場 と 都合〟 を 捨 て

ォローアップしていこう。調査

「必ず、一人ひとりの宣言をフ

我 々 基 幹 職は 誓 い ま し た。

み、教育のさらなる充実が不可

ードをあげて人材育成に取り組

重きがおかれていたのは「スピ

策が打ち出されました。中でも

て考える者が増えてきたのです。 工場長からいくつかの課題と施

が多い」としか思えていなかっ

かない。自立できていない人間

ルを守れない、言われないと動

課題。正直言えば私は、「ルー

ない！」という無謀とも思える

十年後に呉工場で船造りはでき

す。しかしこれではロボット症

法はないと思い込んでいたので

手っ取り早く、これ以上よい方

ました。ですから、これが一番

と一緒に仕事をして覚えていき

員だったときも現場でベテラン

継がれていました。私が新入社

工場では『現場教育』が引き

が不十分なときは追加調査をく

欠」とのことです。背景には、

たのです。だから「教育担当者

をつくるロボット指導員になっ

それができなければ

り返 さ せ 、 ＣＳ を 意 識 し た仕

今年、団塊世代の大量退職がピ

として、いったい私に何ができ

今年度頭の全員集会において、 縮めろ！

事、誰のための何のための仕事

ークを迎えるという事情があり

て、図面を受け取る立場に立っ

であるかが無意識のうちに行動

⑥

念が変わりました。「偉そうに

てしまうのだ！ と、ガラリと概
のです。

アップするのでは」と、閃いた

を見直すだけで十分にスピード

職場に戻って数日後、共にチ

時間不足を追い風に

教育担当といいながら、誰も育
てていなかった…」と、胸苦し
いなか、あるシーンがよみがえ
ってきました。

改革点を書き上げました。

度高卒技能系新入社員教育』の

続いて二人は、『平成十九年

持ちよく働ける人間に変えてあ

の場で話してください。皆と気

ことがあるでしょう。それをこ

バーと働いていて、気にかかる

です。皆さんは現場で若いメン

「一か月間の合宿形式研修にす

げてください」
。

わかったのです。

る」
「座学ではなく体験を基本に

喫煙室で組革研を振り返りまし

のとき突然、工場長が部屋に入

なんという偶然でしょう。こ

朝マラソン、挨拶運動、ボラン

研修内容の決定も任せると、早

の私が出る幕などありません。

現場で感じていることを話し

た。彼は同期入社で、下期のＳ

ってきました。ホワイトボード

ティア
（清掃）
活動、ゴミ分別体

ーム参加したメンバーの一人と、 したカリキュラム」
「指導員は職

社時教育を担当しています。こ

でペアとして一緒に走った

を見るなり「いいなぁ、これ」

験、技能訓練、三分間スピーチ

私は高卒技能系新入社員の入
の教育項目の一つとして「学生

仲でした。意気投合し「工場改

と呟くと、間髪入れず、幹部会

などが挙がってきました。

てもらうのですから、総務人事

度の座学を毎年実施していまし

革のために何かしでかそう！」

で実施を宣言してしまったので

的で自己満足だった」と答えざ

たのか」と問われたら、「形式

の意識を変えさせることができ

せんでした。「それで新入社員

メモを取るものなど一人もいま

だぼんやり聞いているだけで、

る重要性について話しても、た

せていました。
しかし、メモをと

うにと、順番に読ませて終了さ

競業他社を調べてみると、最長

革が本当にできるのか？」と、

研修。
「これで社会人への意識変

変革」を目的とした二泊の合宿

三日目からは「社会人への意識

「就業規則、安全教育」など、

して い ま し た。 二 日 目 ま では

育で、総務人事グループが担当

入社員教育は、五日間の集合教

四月に実施する高卒技能系新

ら、まず指導者としての教育を

もいい。しかし、自信がないか

の顔が曇りました。「指導して

となどできない」と、半分以上

「乱暴なことをする。教えるこ

ュール表を見せたのですから、

係者を集めて、いきなりスケジ

事前説明や同意もないまま関

が追い風になったのです。

せん。しかし、この時間のなさ

周囲の同意を仰ぐ余裕もありま

けています。まさに高校球児の

ようございます！」と、声をか

〇〇〇人の通勤者全員に「おは

らりと並んで、出勤してくる二

す」と書かれた大看板の前にず

たち は 十 九 年度 の 新 入 社 員で

朝七時からは挨拶運動。「私

に泊まり、後は全て任せました。

指導員が泊まり込んで合宿が始

脇の社員寮に新入社員二十名と

四月二日からいよいよ、正門

長や若手に委ねる」…。

た。『社会人の常識』という十

と盛り上がりました。そして、

す。もう後戻りできません。す

るを得ません。

で二か月間かけている工場もあ

してくれ」と言われました。私

ような大声でくり返すので、通

―

に「挨拶は自分から」「メモを 『新入社員教育をどうするか』に

数ページの教育資料で各ページ

ついて、その場で、具体的にホ

『育成期間の五年短縮』という

るのです。当工場は早期戦力化

は不 安 を 抑 えて 言 い ま し た。

勤者のほうが戸惑ってしまうく

から社会人へ」という一時間程

とる」といった解説がつづられ

ワイトボードに書きだしました。 でに二月末。四月の実施までに、

課題に対して、私は 〝画期的な

を優先してきたため、あまりに

「教科書を使う教育ではないん

目が輝きだす

たものを配布し、退屈しないよ

教育の導入〟 だけを考えていま

も短期すぎた、形式的だったと

まりました。私は初日だけ一緒

した。「まてよ、今までの教育

20

⑦

日に日に輝いていくようでした。 分くらいいた。すごくうれしか

とにしました。新人たちの目は、 日は挨拶を返してくれる人が半

書いた日誌を持ち帰って読むこ

私は毎週金曜日に、二〇名が

った。でも返してくれない人は

ン。そして挨拶運動。なんと今

三日目「今日も朝からマラソ

た反省会で話してくれました。

ーがいたのです。研修が終わっ

し、ピアスを外してきたメンバ

したのです。茶髪長髪を坊主に

せてくれる光景を目の当たりに

しかし、そんな不安を払拭さ

問で、いわば 〝賭け〟 でした。

「挨拶は自分から」という一ペ

本当に返してくれない。明日か

「私には指導できる自信がなく、

かったと思った」

ージを読んでいるときとは、全

らその人を見たら、デカイ声で

どう接していいのか悩んでいま

らいです。

く違うのです。
挨拶しようと思う。

「帰りたい」と訴えてきた若者

社三日目でホームシックに陥り

ます。山口県下関から来て、入

四〇〇〇万円と聞いたときは信

ゴミにかかわる費用は年間一億

ぱいゴミがありびっくりした。

そしてゴミの収集作業。いっ

のことはやってないのに、すご

のです」
。そして、
「難しい内容

場として説得力がないと思った

も正さないと、躾を指導する立

した。せめて身なり格好だけで

なく、身なり格好は新入社員と

た。二十代前半の若手は部下も

指導者側の変化も見られまし

とはありません。しかし、「世

私は船づくりに直接携わるこ

「変革」への原体験
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16
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ここに、一人の日誌を抜粋し

です。

じてなかったけど、今日現場で

一日目「今日はボランティア

い成果が出たね」と、皆が顔を
るのに一日かかる。この分別作

今朝も、私が背中を向けてい

改めて実感した。全部かたづけ

ミが多い！

業を通じて、そこで働いている

たのに、後ろから「おはようご

清掃活動があった。この街はゴ
がすごくあった。一〇〇本は拾

人の大変さ、仕事のツラサがわ

ざいます！」と声が飛んできま

トだった。ちょっと悲しかった。

変わらない 〝
茶髪にピアス
〟 とい

界一の造船工場にするために、

16

13

22

12

11

28

ほころばせていました。

ったと思う。タバコのポイ捨て

かった。この合宿はけっこうい

でも僕が挨拶をされる側だった

う有様でした。彼らは最初、指

世界一の従業員の集団となる」

07

10

11

08

11

タバコの吸いがら

はいけないな！」

した。新入社員は変わりました。

指導者となった若者も変わり、

いことを学べていると思う」

二日目「挨拶運動をした。正
直、精一杯挨拶をした。しかし

私も変わることができました。

ら、間違いなく無視してる。な

導する立場に戸惑っている様子

という信念を持って、今後の業

きっかけで人は変わる

そして工場内清掃活動。そこ

でした。正直、私にも彼らにど

応えてくれるのは三〇パーセン

でコンテナ船を発見。すごくで

んか恥ずかしいからだ。

なんか

務に取り組むことを宣言します。

誰もが変わることができるので

かかった。ビビッた！

の程度の指導能力があるかは疑

す、きっかけさえあれば…。

感動した。この会社に入ってよ
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