― 東芝セラミックスでの
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いうのが本音です。

られて、しかたなく参加したと

いからこそ行ってこい！」と怒

いからです。ところが、「忙し

しいし、利益も出さねばならな

てください。貼り付け基準は、

ッドカードを工場中に貼り付け

〇分間で、各人一〇枚以上のレ

ました。「今から、きっかり一

全員を集めＡ３の紙を貼り出し

明らかに異常と思える部分、場

組革研では、さまざまな体験

一望」は「赤札作戦」と名づけら

組革研で体験したこの「一覧

所」と書いた指示書です。

やキャンパスリーダーの話しを

れ、次の三つをポイントに行い

まずは「赤札作戦」

通して、何となくいろんなこと

ました。

一、簡潔でわかりやすい指示

を詰め込まれたなぁ、という消

化不良の状態でした。

時は、
「あっ、これならできる、

彫りにしたという話しを聞いた

を貼っていき、問題箇所を浮き

工場内の不具合箇所全てに赤札

ト症」を目の当たりにすること

しかしそこで、私は「ロボッ

なってくれれば嬉しい。
）

三、ともかく続ける。
（競争に

二、無駄な説明はしない

には何もできない自分に気がつ

になったのです。まず、指示書

しかし、ある企業の実践例で、

入社して二十二年、
「改善」や

やってみよう」と、素直にポン

して何もできない。やっと始め

きました。「製造現場が弱い、

実は工場の現場を任されてか

ても一〇分どころか二〇分経っ

「改革」に携わる部署に長く在籍

ら、
「工場も生き物だ。ここの人

ても終わらない。それでも全く

を見ても、みんなただおろおろ

課長になってから二か月は、

のです。

まな施策を行なってきましたが、 れた時に、答えが何もなかった
一向によくならないというジレ
ンマを抱えていました。

川のように自浄作用が発揮され、 人。最高でも一〇枚しか貼って

貼れない人、一枚しか貼れない

いない。課題は「一〇枚以上」

悶々とした日々を過ごしました。 るようになれば、自然を流れる
しだいに、自分にとって仕事が

誰に指示されることなく、自ら

弱いのではないのかという思い

全くおもしろくないという状態

となっているのに。

もありました。ですから〇五年

が改善していくようにならない

は守れず、しかも言われた範囲

に陥ってしまいました。
そんな折、専務から「組革研

組革研から帰って二週間後の

の中でしか動けない、というこ

そこでわかったことは、細か
ときは、
「よし、自分が今まで思

に行ってこい」と言われたので

朝礼で、課のメンバー二十九人

だろうか」と思い描いていたの
っていることをやってみようじ

す。「行けません」とまずは断

な説明がなければ動けず、時間
ゃないか」と奮起したのです。

りました。異動したばかりで忙

です。
しかし着任してみると、実際

の二月に製造課長に任命された

一方で、わが社は製造現場が

たちが自分たちで考えて行動す

と閃きました。

年
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健
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してきました。その間、さまざ
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①

ドは合計一六八二枚に達してい

ました。八週間後、レッドカー

それでも「赤札作戦」は続け

した。

がこうだとわかって愕然としま

症」なのか、自分も含めて全員

て、なるほどこれが「ロボット

とです。初めて客観的に見てみ

です。

がわからず、悩んでいるばかり

ころがＳは何をしたら良いのか

を組んで改善を試みました。と

ダーに立て、ミニプロジェクト

こで私は、若手技術者Ｓをリー

らない事態が発生しました。そ

部を挙げて何とかしなくてはな

歩留まりが非常に悪く、これを

そこからプロジェクトが回り始

なんとなく見えてきたようで、

後、ようやくＳ自身は方向性が

ばらくそれが続きました。二日

これまた「一覧一望」です。し

をじーっと見つめていました。

貼り終わると、彼らはそれら

たのです。

ら、やっともぞう紙に貼り始め

た。また、仕事のやりかたやす

かと、何となくわかってきまし

ーダーの言われていたことなの

となんだ、これがキャンパスリ

あ、これが組革研で体験したこ

職場に帰ると時間とともに、あ

不思議なことに、組革研から

か、自ら異常箇所をなおしてカ

だん気持ちが悪くなっていくの

ろいことが起きました。皆だん

そうしているうちに、おもし

形」を用いれば、対象は、セラ

でした。組革研での「対象三角

の中で形状が反ってしまうこと

いる主な原因は、焼結をする炉

Ａ製品の歩留まりを悪くして

ことはわかっておらず、また、

自負していたのですが、肝心な

ロセスについても知識があると

者です。素材についても製造プ

Ｓも含め、彼らは中堅の技術

るようになりました。

自信を持って仕事をすすめられ

念が持てるようになったので、

た気がします。少しですが、信

時に動くのか、わかりかけてき

本来どういうもので、どういう

何かおもしろく

ました。

ードをはがし始めるようになっ

ミック素材と製造プロセスであ

仕組みを理解していないことに

すめかただけではなく、人間は

たのです。はじめは、「汚れてい

り、課題はそれらをどうマッチ

気づいてはじめて、すすむべき

めたのです。

るから」「軍手が転がっているか

ングさせるかです。

最近は「何か、おもしろいこ

ら」と貼っていたのに、時とと

とになってきたぞ」という感覚

違ってきました。歩くスピード

方向が明らかになり、プロジェ

半年が過ぎ、Ａ製品の歩留ま

も速くなりました。こういう変

私はＳに聞いてみました。
「こ

はどうなっているかを理解して

りは大幅に改善されました。そ

化を一度でも体験すると、道の

もに、貼る前にきれいにするよ

いるのか」と。Ｓは何も答える

の結果、損益は約三〇％も改善

りは遠くても、まだまだ変われ

で仕事ができるようになってき

ことができません。「じゃあ、

され、課の柱的な製品へと変わ

る、変わるぞ、という思いが出

クトが動き出したというわけで

きれいに見えるようにと、少し

紙に書いて全部貼ってみろよ」

っていったのです。しかし、Ｓ

てきます。

のプロジェクトの対象は何か。

ずつ何も言わなくても自ずと変

と言って貼らせました。

はそのプロジェクトを終わらせ

組革研にはこれから、部下を

うになったのです。工場内のレ

わっていくようになりました。

わかっていること、わかって

たくないようで、こう言うので

派遣し、仲間を増やし、発想を

ました。実際、部下も目の色が

我われの職場には、問題が起

いないことを書いて貼るだけな

す。
「僕はまだ仕組みを理解でき

変えながらやっていきたいと思

す。

こってから解決に至るまでのス

のに、「どうやって貼ったらい

ていません」
。まだ、このプロジ

っています。

イアウトも、仕事がやりやすく、 対象である素材や製造プロセス

ピードが大変遅い、という弱点

いのか」で五時間ちかくも議論

ェクトは続いています。

「対象三角形」

がありました。

していました。深夜になってか

Ａというセラミック製品は、

②

部下たち力で設備故障ひと月で半減
― 横浜ゴムでの「一覧一望」作戦
同社／三島工場設備課係長

敦
舟山

自分が「指示待ち」を

設備担当者として責任を持たせ

ていくことで、最終的には、そ

点検は以前も行っていました

つけていたのです。まさに私自
待ち人間」にさせていたのだと

が、全く効果が出ていませんで

そして、点検により出てきた

れぞれが四〇件という目標を自

初めて気づき、深く反省しまし

した。その原因は何なのか、現

「正常でないところ」の全てを

ました。

た。

場を観察したりヒヤリングして

Ａ４の紙に一件ずつ書かせて貼

身が部下を「ロボット症」
「指示

それからは「どうすれば部下

みますと、例えば機械がちょっ

り出しました。合計一二〇枚の

うすればいいのか」と悩んでい

い、部下も動いてくれない、ど

ます。「故障がなかなか減らな

や品質にも大きな影響を及ぼし

当然ながら、設備故障は生産

起こしておりました。

停止寸前までいくような故障も

は故障件数が多く、昨年は工場

わからない人。二人目は電気・

れば抜群だがその動きはてんで

図面どおりに機械づくりをさせ

名選任して徹底的に取り組むこ

ていました。私は、担当者を三

三台の設備機械に故障が多発し

工場では、製造工程でとくに

に動いていないところを洗い出

見つける」のではなく、「正常

そこで、点検で「故障箇所を

人は機械のメンテナンス担当で、 深掘りさせるか、です。

とにしました。三人のうち、一

す」ということを課題にスター

問題は、いかに妥協させずに

していることがわかりました。

ていて、その結果、故障を誘発

がない」という妥協が日常化し

も「そういうものだからしかた

御のプログラムにバグがあって

ら、まぁいいか」とか、電気制

「こんな改善をしてみました、

がり、今では何も言わなくても

他の部下たちにもこの方法が広

成果が出ました。そればかりか

が半減という、短期間で大きな

自分の担当の機械を見に行くよ

ういうところもあるんだ」と、

回か繰り返すうちに、
「あれ、こ

の新たな発見がありました。何

こと、見逃してきたところなど

ると、一人では気づかなかった

ほかスポーツカー関係のタイヤ

らに課して点検をすることにな

を製造しています。私は設備課

たちが自分たちで考え、自分た

と曲がっていたり、ちょっとぶ

「一覧一望」です。みんなで見

つくっていた

で、生産設備の維持・管理（保

ちで行動するのか」が私のテー

つかっていても「動いているか

たときに、組革研に参加しない

制御のメンテナンス担当で、電

トしました。そして、彼らの得

見てください！」と提案してく

りました。

全等）および改善を主な業務と

マになったのです。

三島工場では、普通乗用車の

しています。その中でも最も重

かという話がきました。すでに

気系には強いが機械の構造は全

意分野以外にも問題意識が及ぶ

る部下が増えてきました。

要な業務が「設備故障の削減」

工場長をはじめ幹部が参加して

然わからない人。もう一人は製

ようにと、なるべく多くの目標

三月から始めて四月には故障

昔は自分がやってみないと気

最初は誰もが「一〇件」とし

とのほうがうれしい、と思える

部下が自分からやってくれるこ

が済まなかったのですが、今は

か言わなかったのですが、「本

ようになりました。私が一番変

「
（私の）
改善を見てください」

おり、いろいろと話を聞いてい

造課の代表者で、タイヤをつく

件数を自己申告させるようにし

です。恥ずかしながら、本工場

たので、「ぜひ行かせてくださ

らせれば一番だが機械は全くわ

ました。

うになったのです。

い」と即答しました。

からない人。あえて極端な三名
最初に行ったのは設備の点検

当にそれだけで機械は正常に動

組革研に参加して気づいたの
手に判断していたということで

です。三人を、ネックとなって

わったのは、この点です。

を指名しました。
す。「彼らにはこれ以上は無理

いた設備三台にそれぞれ配置し、 くようになるのか」と話を詰め

は、今まで私が部下の能力を勝

だ」と、かなり見くびって決め

③

部下がやり遂げた大プロジェクト
― ＮＳＫワーナーでの「リード」へのチャレンジ
同社／生産技術部生産技術課長

覚
安間

強烈な体験となったのです。

す」と宣言しました。

では「何かを変える」というイ

り上げは右肩上がり。特にここ

四年前に途中入社して以来、売

カーに供給しています。私が十

の自動車会社とミッションメー

ミッションを製造し、国内全て

我が社は、自動車のトランス

気づかされたことです。組革研

てしまっている」ということに

介をやいて、
『ロボット化』させ

かれと思って手取り足取りお節

なのに、部下を管理監督し、よ

大きな責任を負っている。それ

「私は部下の人生を握るという

でも最大級のＡＢＣライン統合

休でした。その間に、工事の中

の年末年始は、我が社は十一連

中的に行ないます。二〇〇四年

の大型連休に合わせて工事を集

レイアウト変更なので、年三回

備の導入・開発・改造や大きな

と信じていたのです。

向に暴走することはないだろう

そして真面目なので予期せぬ方

あり、現場を熟知していました。

の対象職場でのスタッフ経験が

また、Ｔ君は本プロジェクト

ンパクトが部下に伝わらないと

数年は毎年一〇％以上の伸びを

は、部下を管理するのではなく、 というプロジェクトが予定され

ＡＢＣプロジェクトは、生産

生産技術部の業務は、生産設

記録していますので、傍目には

放任するのでもなく、
「リード」

私はこれを、一人の部下、Ｔ

技術的にはそれほど難しくあり

中でも一番衝撃的だったのは、

業績順調な優良企業に見えてい

することを教えてくれました。

君に任せようと決断しました。

頭をトンカチで殴られた

ることと思います。

しかし、会社に戻っていざ実

品を扱っていることの恩恵です。 きな不安を感じてしまいました。 スキル、職級とも部下のなかで

械、配管、運搬などの業者、合

ームが非常に大きく、電気、機

Ｔ君は三十五歳で、キャリア、 ません。しかし、仕事のボリュ

「課長は本気だ」

考えたからです。

しかし、これはお客様に恵ま

行しようというときになり、大

ていました。

れ、パテントで守られた特殊部

は中ぐらいでした。中途採用の

造、品証、技術など他部署との

私自身が、
「リード」と「放任」
の

し、五年前から生産技術課に配

折衝も行う必要があります。さ

特に頑張ることもなく努力や意

属されていました。真面目な優

らに、連休中に完了しなければ

わせて一〇社以上をコントロー

しい性格で周囲からの信頼も厚

ならないという納期の厳しさが

現場の作業者でしたが、その後

職場に戻り、二十数名いる部

いのですが、リーダーシップが

ありました。

違いをわかっておらず、自信が

社長は、これを危惧したのか、

下のマネジメントを変える勇気

足りず、周りを引っ張っていく

識変革とは無縁に成長してきた

我が社から初めて、海外事業部

も自信もないまま、とりあえず

というタイプではないと私はみ

ルしなければならず、社内の製

課長と私の二名を、この組革研

ミーティングで、組革研で教わ

ていました。

立案、そしてなにより「必ずや

ＱＣ改善活動などで頭角を現わ

に参加させたのです。

った「能力は使わないと退化す

なぜ、Ｔ君に最大プロジェク

り遂げる」という信念を持って

持てなかったのです。

正直にいえば、どうせ仕事に

る」という話しや、
「指示待ち人

トを任せたかというと、今まで

周りのメンバーを引っ張ってい

せいか、管理職も含めて体質は

役立つテクニックを教えるだけ

間」
「ロボット症」の話しをしま

も係長クラスには責任の重い仕

くリーダーシップが不可欠だっ

甘く危うい会社だと思います。

のぬるい講習会だろう、という

した。その上で、手始めに「部

事を任せることがありましたの

たのです。

「今後は任せる！」

安易な気持ちで参加しました。

下にわかる変革」を起こそうと

で、同じように係長に任せたの

組革研に参加した経験のある

ところが予想はもろくも外れ、

考え、「今後は、仕事を任せま

とはもちろん、時間単位の計画

工事内容を詳細に把握するこ

頭をトンカチで殴られるような

④

たことにより、問題を抱えたま

かかり、製造に大変な迷惑をか

ダーシップは、いわゆる単純な

く達成させるというイメージで

けてしまいました。しかし計画

業者や他部署との摩擦やトラブ

いよいよ連休に入ると、彼は

した。しかし、今回のＴ君のす

どおりの生産能力・工程能力が

組革研で得たことから、この

断していた）リーダーシップが

寝食も忘れ、本プロジェクトの

すめかたから、声や態度は小さ

達成されるまでは、担当者にこ

ま量産立ち上げに突入し、大き

出てきてくれれば、 と期待して

綿密な進捗管理や各業者間の調

くても本気になって取り組み、

の件だけに集中させ、問題から

ボスタイプで、いろいろな方向

いました。

整・トラブルの対応に全力投球

他部署や業者と誠意を持って折

逃がさずに、最後まで敢行させ

ルもほとんど発生せずに、連休

本プロジェクトには、一億二

していきました。私も心配で毎

衝し、目標を明確にして同じ方

ました。このことにより職場も

ような大きな仕事をＴ君に全て

千万円の予算、納期、仕様およ

日にように差し入れを持って顔

向を向かせ、逃げずに一つの仕

引き締まり、本人も大きく成長

なトラブルになってしまいまし

び効果が明確に決められていま

を出しました。なにしろ、休み

事を成し遂げることのほうが、

に向いている人たちを強引に同

した。「その枠内で、全てを任

明けにラインを稼働させないと

より優れたリーダーシップだと、 してくれました。

の二週間前には、詳細な計画と

せる」とＴ君に説明しました。

お客様の生産を止めてしまうこ

逆に教えられました。

をする」のではなく「自分の仕

任せるという「チャレンジ」で、

最初彼は半信半疑で、他部署と

とになってしまいます。非常に

次のような例もあります。新

事をやり遂げる」職場へと変わ

た。このフォローには三か月も

の折衝や仕様書の承認、業者選

責任の重い重要な案件でした。

機構設備をある部下に任せたと

ったことを感じています。

じ方向に向かせ、目的を効率よ

定などの場面ごとに、係長や私

そしてみごとに、連休明け一日

ころ、事前の調査が不足してい

手配を完了させました。

に相談に来ましたが、そのたび

前には品質確認が終わり、生産

彼に不足している（と勝手に判

に「自分の判断でやりなさい」

できる状況が整ったのです。

部です。

革新研究会／定期報告会」の一

十一日に東京で開かれた「組織

部下たちが「与えられた仕事

と、つれなく対応しました。
以前から、それらは全て課長

そして伊豆高原」

この冊子は、組織革新研究会

「
この工事の終了以降、Ｔ君は

自分でやり遂げる職場へ

を押すので見た目では従来と何

ＡＢＣ工程の第一人者として周

決済であり、今回も私が承認印
ら変わりません。しかし、業務

囲から認められるようになり、

継ぐものです。

刊されてきた『

同報告会では、「組革研参加

の中身に関して一切口出しや指

本人にも大きな自信が生まれま

の原体験」が、企業の現場でど

アンリツ・田中留雄氏に引き続

松浦正明氏、同社・真壁英貴氏

前号の昭和アルミニウム缶・

う展開されているか、ここに焦

載しました。

き、この号では五氏の報告を掲

この号の内容は、昨年十一月

点を当てています。

第二巻は組革研での「変革へ

氏からの報告がありました。

のＯＢ会 である「 人と組織 の

示をしないという点で、本質は

した。実は、相当困る場面が出

によって『人と組織』の動きが

大きく変わっていました。

るだろうと覚悟していたのです

会」によって、第一巻として発

「これは、課長は本気だ」と感

が、あまりにスムーズに遂行で

こう変わった」について八社九

じたらしく、Ｔ君もこの仕事に

きてしまい、逆に拍子抜けした

』を引き

のめり込んでいきました。そし

くらいです。
それまで私が考えていたリー

て、彼なりの誠意ある粘り強い
折衝と調整で業務をすすめ、各

⑤

部下たちの仕事意識改革
― さいたまコープでの逆転発想による時間外管理

大の生協になっています。しか

世帯の組合員を数える、県内最

プは現在、埼玉県内に約六六万

ための組織です。さいたまコー

という、組合員による組合員の

が「出資し・利用し・運営する」

するのだろうか…。それを部下

先端にいる部下たちは力を発揮

ーダーがどんなことをしたら、

るか」です。私や直属部下のリ

象
（部下）
の状況がどうなってい

番大事にしていることは、「対

重ねる中で職場に戻ってから一

合です。生協は消費者
（組合員） 参加しています。組革研体験を

ありありと出すように指示した

たときや、一週間の残業実態を

当初、この問題を言葉で伝え

残業が発生していました。

多い人は七〇～八〇時間という

なく、ここ数年、さいたまコー

これは我がセンターだけでは

ドルの金券を用意して全員に渡

そこで私は、一人ひとりに三万

残業予算は、三〇時間でした。

した。一か月に五〇～六〇時間、 職場で行ったのは、まさにこれ

プ全体の大問題にもなっていま

しました。「一時間、千ドルで

払うシステムになっています。

革研では、仕事する側がお金を

なりません。普通とは逆に、組

時間が問題になってきたのです。 残業代として金券を支払わねば

し、大手スーパーをはじめ数々

の動き（＝
「対象状況」
）
の中から

ときには、しばらくの間は少し

ス」でリーダーとしても十三回

の宅配サービスなどとの競合が

教わり、
「課題化」していくこと

す。これから一か月間、残業申

さいたまコープは生活協同組

多く、一般企業と同じように厳

早く帰るようになりましたが、

請時に金券をリーダーに支払っ

さに「仕事を与えられた作業と

すが、当初の職場の状態は、ま

います。着任して二年になりま

ける配送所）の事業所長をして

（トラックで商品を組合員に届

ました。なんとか達成したいと

への向き合いかたも変わってき

しずつですが、部下たちの仕事

すめてきました。これにより少

いろいろな形で「課題化」をす

この考えのもとに、職場では

の問題にどう取り組んだらよい

ちはどう解決したらよいか、こ

とに気づかされました。部下た

の出した課題が間違っているこ

部下たちの動きを見て、自分

は、まだ配属されて四か月目の

こに登場する伊藤君という職員

てくれた一文を紹介します。こ

ト改革推進担当者がレポートし

ここで、私どものマネジメン

十一月度の職員一人当たりの

でした。

しい市場競争に直面しています。 こそが、私たちリーダーの仕事

日が経つうちに、残業を減らそ

してやっている」という印象で

いう気持ちが芽生え、やりきる

かがわからなかったのです。

であると思っています。

てください」と話しました。

した。受付け作業、商品を積み

までは止められない、という意

私は朝霞にある配送センター

うとする動きは立ち消えになっ

込む作業、さらにその商品をお

欲のある職場へと変わってきた

たのです。

新人です。しかし、ひと月で残

この残業問題の解決のヒント

業を半減させました。彼がこん
ところが、彼らの意識が変わ

となったのは、組革研で行なわ

財布の中の金券が…

すると、大きな変化が出てき

届けする作業に至るまで、与え

と思います。

ていきました。

られた仕事を一人ひとりが時間
の中で淡々とこなしているとい

れば変わるほど、逆に、大きな

れている「ミーティングコスト」 りました。財布の中に残業代の

なことを言っています。
う印象がたいへん強かったこと

問題が発生してきました。残業

の仕組みでした。

ドル紙幣
（金券）
を入れているの

「常に時間を気にするようにな
を覚えています。

問題です。仕事が終わるまで全

で、朝、コンビニに行って買い

上げようと、メンバーが時間外

組革研では、Ｓ ― の業績を
事への取り組みかたが変化して

に仕事をしようとする場合には、 て、自ずと意識してしまうんで

力でやりきるというように、仕
組革研に「メンバー参加」し

きたため、一方で、膨大な残業

物をした時にも、目に入ってき
てから約三年、「リーダーコー

部下の動きに教わる

20

同／朝霞センター長

笹沼文晴

⑥

す。『あと○千ドルだ。今月は
は私たちは動かない」と彼らが

れば、そのことが「この課題で

きたそうなのです。そんなふう

のか」と、先輩たちに相談して

月度に正規職員二十一人で七六

結果的には、十一月度は、九

二時間に減りました。これは部

あと○時間しか残業できないの

また、メンバーどうしが「あ

下の一人ひとりが、自分の仕事

七時間あった残業時間が、五八

このような考えかたができるよ

といくら残っている？」「どう

を見直し、それまでのすすめか

に変わってきました。

休日でもです。買い物をした
うになった、その 〝
根っこ
〟 にあ

してそんなに早く仕事が終わる

教えてくれているのです。私が

時に金券が見えると、『今月は

るのは、やはり組革研での体験

か』と。

これを何等分すれば、一日△時

を縦横に展開できるようになる

ことが意図されています。

・企業のリーダーとなる人

□

に、二〇〇一年から本コースを

参加者
付設しました。

組革研
（伊豆高原）

時 毎月開催される組革研の

人と組織の変革に 年間挑戦

してきた組革研で、日常以上の

右記リーダーコースに「時

＊スポットリーダー参加

内での展開をフォロー

東京ミーティングで企業

フォロー

五回の参加を想定

るものではありません。訓練を

しただけでは、そう容易に動け

「リード」は、理論を頭で理解

ます。

である「リード」
、それを体得し

から生まれてきたマネジメント

仕事との闘いを展開する場の中

場

・企業の明日を背負う人

のリ ーダ ー」 育 成実 現の ため

組織革新研究会では、「本物

リーダー変革・育成コース

変えたことの結果ではないかと

たを変えたことの結果、発想を

言ったときに、今まで六〇時間

日々、職場で見られるようにな

の？」などと話し合う場面が、

く然と『あれやって、これやっ

残業してできていた仕事が三〇

思っています。

です。
今回のことは小さなことかも
しれませんが、私にとっては決

て……、だからあと何時間かか

時間分しかできていないのに、

りました。

間残業できる。なんとかこの金
券の範囲内で仕事を達成しなく
ては』。

る』と考えていました。『あと

「金券がなくなり仕事ができな

断するのに大きな勇気が要りま

何時間でやるにはどうしたらい

くなったので帰ります」と、セ

もちろん、今までも早く終わ

いのか』とは考えなかったので

ンター長のお墨付きだからと、

した。センター長が「金券がな

す。今は、どうすれば早くなる

達成できていないまま当然のよ

らせないといけない、早く帰り

かを常に考えていて、『二時間

うに仕事を止めてしまうように

くなったら残業をさせない」と

かけていた仕事を一時間でやる

なるのではと、大きな不安を抱

たいと思っていました。でもば

にはどうするか』という発想に

えながら実施したのです。
ても、「自分は配達にこれだけ

しかし、先ほどの伊藤君にし

変わったのです。それは、この
金券がなくなったらおしまいな
ので……」

の時間がかかっているが、隣の
この金券発行に関しては、メ

んなに時間がかかってしまうの

っぱいある。自分はどうしてこ

手法を身につけ、企業内でそれ

験の連続によって、その発想と

本コースは、組革研での実体

られています。

スポット参加の制度が設け

で参加できない方のために

不安の中での決断

ンバーの動きがその結果を教え

か。どこが違うんだろう。時間

間が取れない」などの理由

てくれていると思います。もし

を減らすには何を変えればいい

要します。

彼らの動きがまるで変わらなけ

先輩を見るとまだまだ金券がい
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⑦

自分が変わったら部下も変わった
― 三井造船での意識変革

同社／環境・プラント事業本部設計部主任

剛
和田

設計をしています。上流部署か

ンクリート基礎および管理棟の

私は現在、発電プラントのコ

こでの体験はこれだ！」につい

目夜から行われた「俺たちのこ

えるものでした。なかでも四日

私の仕事への意識を根底から変

その彼にも変化が現れました。

私には部下が一人いますが、

使うこともあります。この間で

図書の作成には、外部の業者を

施工部隊などへ渡します。設計

の設計図書を作成し、下流側の

かり。夜を徹して続きました。

らず、議論は平行線をたどるば

プも自分たちの説を主張して譲

した。あの時はどちらのグルー

ての「グループ対決」は強烈で

らに突発的な仕事が入ってしま

データに途中で変更が生じ、さ

起こりました。上流部署からの

設計が遅れるというトラブルが

ある時、彼に任せていた基礎

部下にも変化が

らの諸データをベースに図面等

起きた問題を、上流部署や業者

組織革新研究会

第四〇五回
５月 日
（火）
～ 日（土）

第四〇六回
６月６日
（火）
～ 日
（土）

第四〇七回 ［特別研究会］
６月 日
（火）
～７月１日
（土）

第四〇八回
７月 日
（火）
～ 日（土）

16

ったことにより、予定通りにす

21

明け方の五時頃になると、私は

18

と調整するコーディネイト的な

第四〇九回
８月 日
（火）
～９月２日
（土）

12

すまなかったのです。

以前の私なら、彼の仕事を替

第四一〇回
９月 日
（火）
～ 日（土）

17
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組織革新研究会・会報
「はこね そして 伊豆高原」Ｃ

は、 左記事務局にお問合
せください。

組織革新研究会について

□

第四一二回
月 日
（火）
～ 日
（土）

第四一一回
月 日
（火）
～ 日
（土）

14

頭も体も疲れきって、もう相手
のグループの案に妥協しようと

ないまま妥協するのはよくない、 ませんでした。すると彼の態度

20

10

15

10

仕事などもしています。
組革研体験前の私は、はっき

わりにやるか、できない理由を

あげて先延ばしにし、施工部隊

いう気持ちになりかけていまし
た。

り言って仕事に対して甘い人間
でした。いかに短い時間で仕事

いう対処をしていたでしょう。

でその遅れを面倒みてもらうと
価基準を変えたことなどもあっ

しかし今回は、あえて助け船も

結局は、チームリーダーが評

く切り上げるかを常に念頭にお

て、私たちのグループ案が残る

出さず、「今日はもう遅いから

をこなすか、手を抜いてどう早
いて行動していました。設計事

形で終わりました。

務所からの図面に疑問があって

が一変し、「これは私が必ず今

明日にしよう」という声も掛け

めれば…」と、そのまま図面を

自分が正しいと思っていること

日中にやります」と言ってきた

この体験をとおして、納得し

現場に送ってしまうこともあり

は最後まで貫かなければと、強

も、「後でいいや。施工前に決

ました。他部署などとのトラブ

のです。そして図面はスケジュ
職場に帰ってからは、以前は

烈にわかったのです。
も、妥協して折れてしまうこと

一歩踏み込むようになりました。 ないのですが、私の態度から何

これでよしとしていたことにも、

かを感じてくれたらしいのです。

ルも、たとえ相手に非があって
が多々あり、上司や周りから、

他部署との問題も、納得しない

自分が変わることで、部下も変

ール通りに完成しました。
仕事のやりかたが甘いとよく言

限り相手に対して折れずに向か

わるのだということを知る貴重

あえて何かを言ったわけでは
われていました。

い合い、安易には妥協しない自

な体験となりました。

安易からの脱出

分になれたと思います。

組革研の体験は、そのような

16
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11

29

11

⑧

