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この号は、去る七月に行なわれた「組革
研／定期報告会」報告集の第二弾です。
組革研参加によって、『人と組織の動
き』がどのように変わったのか…。
第一弾で紹介した昭和電工に続き次の三
氏から報告がありました。

部下たちが〝宝〟にみえてきた
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絶対に逃げない

■

秋田大学生協 櫻田光治 氏 …③
〝
やらされ仕事
〟 から〝
自分のもの
〟へ

■

ＩＨＩ マリンユナイテッド
岡崎丈典 氏 …⑥

にあることに気づき、いつの間

抱える問題の解決の糸口が随所

ていきました。しかしその後、

地現物思考」の強い集団が育っ

切っていなかったのだと思い知

これではまだ「はこね」を使い

私は現場が好きだし、誰より

らされる出来事に直面すること

にか夢中になっていました。

もよく知っている、部下への指

になるのです。

スを与えず、「ロボット症」に

ツタイヤと合併し、私と数名が

〇三年七月、住友ゴムはオー

「ソニー厚木工場」の再来か

示やリードもできていると、そ

れまでは自負していました。し

していたのだと気づき、頭をハ

旧オーツタイヤの工場だった泉

かし実は、部下に考えるチャン

ンマーで殴られたような強い衝

ました。実は私は数年前から国

大津工場に赴任することになり

帰りのバスでは、なぜか涙が

内全タイヤ工場の製造部門にお

撃を受けました。

止まりませんでした。職場で一

ける生産性改善責任者となって

おり、この工場の生産性の低さ

と心が

刻も早く実践したい！
はやりました。

計画を作成して活動を開始した

「一覧一望」し、その中で改善

た。皆の考えを事実を基にして

について徹底的に話し合いまし

長と時間をかけて、課題と目標

ループ総量の一割にも満たない

宅に囲まれ拡張・増産は困難、グ

一番小さく古い工場、周りを住

が露呈しました。グループ内で

見てみると、さらに多くの問題

工場長の立場で改めて工程を

には手を焼いていました。
悶々としていたある日、人事

のです。同時に、六百人全員と

生産量、おまけに製造原価はダ

職場に戻るとさっそく職・班

最大規模である工場の製造部門

課長から「組革研」参加の誘い

の面談を開始。これには二年ち

ントツに悪い。４Ｓはできてお

っという間に半年が過ぎてしま

に、約六百人の責任者として赴

があり、藁をもつかむ気持ちで

かくを費やしましたが、実に多

らず、中間在庫が通路にあふれ、

当時三十七歳の私は、
「部下が

いました。

と高をくくって着任したものの、 変で、何がなんだかわからない

少々多くても何とかなるだろう」

うえに、職場のことが気になっ

くの 〝見えなかっ たこと〟 を知

任しました。

いざ業務が始まると、生産、安

て、ストレスばかりが溜まる状

従業員の六割は経験の浅い若者。

参加当初はついていくのも大

参加を決断しました。

全、品質、労務面等において頻

ることになり、今までとは違う

そのうえ、トイレは落書きだら

―

目で現場を見られるようになり

なんで俺がここの工場長に…

け…。

このような活動を通して「現

ました。

態で し た。 し かし Ｂ Ｓ（ 現Ｓ

スリーダー
（以下藤田ＣＬ）
のお

）
体験を通して、藤田キャンパ
ば焦るほど、仕事が思いとかけ

話を聴いているうちに、自分が

杯。何とかしなければと、焦れ
離れた方向にすすんでいき、あ
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在から帰国した私は、グループ
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発する問題の対応に毎日が精一

今から十三年前、アメリカ駐

伊豆 高原

―若手のやる気に賭けた
工場再生

①

膨れ、息苦しいほどでした。こ

対応への困難さが不安となって

と、正直、会社を恨みました。

る「熱い思い」を持続させるた

私にとって、つい忘れがちにな

ト〟 を開きました。この一冊は

必死に書き留めた 〝はこねノー

た形跡も…。私は注意事項だけ

した。それにトイレ内で喫煙し

書きをされた」と報告が届きま

いになり満足してると「また落

極端に少なく、指示されたこと

べき四十～五十歳代、職班長が

若手ばかりで、指導者層になる

この工場は、勤続年数の短い

と欲しているんだ！」
。

のままでは数年で、本当に閉鎖

貼り付けて、もう一度落書きを

が伝わらない、守れないという

思い込んでいたのですが、一気

引っ張っているのは若手だ」と

ペンキで塗り直しました。そん

ある朝の出会い

弱い組織でした。だから「足を

めの道具でした。
そして、全社員に危機的状況
を訴え、目標＝五年後の姿を掲
げたのです。
一．安全、品質、生産性でグル

トラブルの連続でした。もぐら

た能力と、工場の将来性が見え

前向きな考えかたに、秘められ

同時に着手した工程内改善は、 に考えが逆転しました。彼らの

叩き 的 な 処 置 に 振 り 回 さ れ、

たのです。

ープ一番になる。

「何をやってもダメだ。やはり

手始めに工場内のトイレを、私

ったのですから。

にも実現への具体策は何もなか

いうものでした。正直、私の中

場長がまた何か言い出した…と

しかし皆の反応は、新しい工

で一番になる。

変動経費）において国内工場

四．直接原価（材料＋労務費＋

ぎ早な質問に、不思議と会話が

か？」
。 初対面でしたが、矢継

パソ コ ン が 使 え る ん で し ょう

んな差がありますか？

みんな

の若手社員と我われとでは、ど

二十六歳になります。住友ゴム

Ｉ、彼は押出し班のＮ、同期で

工場長ですよね。私は混合班の

「おはようございます。新しい

そんなある朝、売店の喫茶で朝

パソコン等の「勉強室」を立ち

ム部に頼み込み、安全、品質、

思いました。ＯＢの方やシステ

に対し、可能な限り応えたいと

彼らの旺盛な知識欲と向上心

若者二人が声をかけてきました。 ま で 〝負〟 に 見 え て い た 彼 ら

食をとっていると、夜勤明けの

上げ、徹底的に教え込んでもら

者たちに賭けてみよう！」
。それ

していてはきりがない。この若

る工場になる。
三．当事者意識を持ち、自発的

工場 を つ ぶ す し か な い の か」

ソニー厚木工場」が、今、まさ

と幹部全員で明るい色のペンキ

弾みました。

ったのです。（残業時間を教育

これがターニングポイントに

行動のできる社員を育成す

と、暗い日々が続いていました。 なりました。
「無いものねだりを

二．４Ｓ＋あいさつが一番でき

なことが数回続きました。

される、ひょっとすると、合併
後の最初で最後の工場長になっ
てしまうのか…。
しかしそうなったら、六百人
もの社員が路頭に迷ってしまい
ます。その背中越しに大勢の家
俺に

族の顔が見えた時、「いや絶対
にそうしてはならない！
は責任がある」と体の奥底から
奮い立ったのです。

る。

にここにありました。私は鞄の

で塗り替えることから始めまし

「実は、やる気のある若者たち

に使ったために、労務費が一時

組革研で聞いた「三十年前の

中に持ち続けていた、九年前に

た。小さな工場と言ってもトイ

やりたい、学びたい

●まず勉強会

改革、始まる

が、〝宝〟 に見えてきました。

レは何か所もあるので大変な作

なんだ！

では、何から手を着けるか。

業です。一週間でずいぶんきれ

普段使っている機械を全員で掃除。ピカ
ピカになるまで、こだわっています。

②

的には悪化しましたが）
。

いものが生まれ出したのは、改

●情報開示

現場の若手もいっそうはりきっ

まし た 。 私 か ら の 通 信 を はじ

って「情報コーナー」を開設し

を、逆に教えてもらったのかも

たかった「状況が人を動かす」

今考えると、私が彼らに教え

て掃除に余念がありません。

彼ら若手が主役となり、役員

め、安全、品質、生産性等の目

しれません。若者の測り知れな

工場メイン通路の壁一杯を使

の目標を書いてもらいました。
たちに向って堂々と報告し、評

標と実績、トピックスをわかり

い力、彼らの成功体験がさらな

革に着手してから半年も経って

これを基に順次面談を実施し、

価されている姿を見て、「方向

易く貼り出し、会社や工場の情

る成功を生むことを。

並行して若手班長、リーダー

彼らと私の想いをぶつけ合い、

は間違っていなかった、短期間

報共有化を図りました。

いなかったと思います。

目標への育成計画を作成し、可

ですばらしい工場になれる」と

に対し、五年後、十年後の自分

能な限り早く実現するように努

以前の私は、工場長として製

確信がわいてきました。

幹部を交えての朝礼や月末方

力させました。

マは育成計画から選ぶ

は、①リーダーは若手
③少人

②テー

立ち 上 げ ま した 。 キ ー ワ ード

う返答を予想していたのに、返

を探りました。「いやだ」とい

して、現場の活性業務への参画

庶務業務の女性たちとも話を

それからの改革は私が経験し

になり、それぞれの職場で責任

けてきた二人の若者も二十八歳

品であるタイヤを見ていました。

数 ④短期間（三か月以内）
勝負

ってきたのは「やらせてくださ

たことのないスピードで進みま

針説明会において、私とみんな

⑤他人に頼らず、まず自分た

い！」
。 そして工場見学や社内

者となって頑張っています。

●女性パワー全開

⑥実績は皆

した。生産システムもトヨタ生

さらに、各種プロジェクトを

ちで実行してみる

報・広報活動をはじめ、購入品

産方式をベースに「泉流プル生

しかし今、見ているのは「人」

が見えるようにする ⑦定期的

削減
（天使のプロジェクト）
や事

産システム」を創りあげ、中間

の意思疎通にずいぶん役に立っ

に報告会を実施する ⑧優秀事

務改善にまで、女性ならではの

在庫を半減させ、生産性では三

です。工場の若者との談笑は、

例は表彰する。

目線から参加してもらうと、嬉

年間で三十％を超える実績を記

ています。

最初は手書きで内容の乏しか

々として取り組み、新しい提案

録。グループ内で一番小さく古
派な資料で発表できるようにな

善には無関心と思っていたのは

積極的な姿に、女性は現場改

をとっても引けをとらない優良

全、品質、コスト、生産性どれ

い工場は、目標より前倒しで安

りました。あの朝、私に話しか

私のかけがえのない楽しみとな

った報告会も、次第にパワーポ

が次々に生まれました。
り、やがて、工場役員巡視と業

勝手な思い込みで、〝機会を与え

工場に生まれ変わったのです。

生まれ変わった工場

イントやエクセルを駆使した立

績報告にも、これらの報告書を

ていなかっただけ〟 だったと痛

泉大津工場の劇的ともいえる

活用できるほどになりました。

感しました。
「すごいぞ！」と思わず声をか

生産技術課や生産課任せにし
ていた生産性・品質改善も、自

けると、「今度は私がやります！」 断ちません。ガイド役は女性で

再生に、今日、工場見学が後を
分たちでＩＥやＱＣ手法を使っ

と元気に手が挙がります。

結成された「プリティセブン」
。
て分析改善し、非常に内容の濃

社長報告会。現場に資料を掲示し、
実績を報告しています。

③

絶対に逃げない
―パート・アルバイト職員の意識変革
櫻田光治

秋田大学生協／専務理事
業しています。職場はパート・

の三店舗・二食堂・一事務所で営

秋田大学生協はキャンパス内
業革新の軸にすることが決定し

組革研のマネジメント改革を事

な矢先に、東北地区大学生協で
た。

うとうリーダーを解任されまし

る毅然とした態度がとれず、と

日後には全店で十名程度に増え、

退職したいと申し出があり、数

イトから、ついていけないので

その周辺に動揺が広がっていき

緊急で正規職員を集め「パート

この苦い経験から「正念場で

われている個を生かすミーティ

を本気で仕事に向き合わせるに

アルバイトが八割を超えるため、 ま し た 。 私 も 「 こ れ に 賭 け よ

ました。

組革研に私を含めて職員全員

ング手法）で出させきり、自分

はどうしたらよいか」でミーテ

絶対逃げない。職場での問題を

をメンバー参加させました。私

たちの問題にさせる。それなし

ィングを行い、これまで「世話

う！」と決断し、取り組みに着

になっています。いわゆる「女

はひき続きリーダーコースにも

に変革はスタートできない」と

やき」をすることで自立の機会

人数確保と定着、仕事への主体

性の職場」で、新人が定着しづ

参加し続けて、店長もリーダー

心に念じて当日を迎えました。

店舗間トレードの人事異動を宣

しかし私は引きませんでした。

らく、良くも悪くもベテランパ

コースに出しています。

「必ず○か を
×打つ」「 は
×大
きくだ」と声をかけながら全チ

告したのです。

『個全システム』
（組革研で行な

ートに頼らざるを得ず、新しい

正念場で逃げるな

ームを回り、〝馴れ合い〟 を壊し

手したのです。

仕事に挑戦させるのに苦労して

〇六年二月四日、「パート・

ていきました。最終的に各チー

的取り組みの徹底が、重要課題

「 私 は パ ー ト な の に 」と い う 言

アルバイト職員の契約更改説明

ムで「組合員に迷惑をかけ続け

た。しかし、月日を重ねるうち

て累積赤字の解消を実現しまし

以来、私は経営再建から着手し

九七年に専務理事に就任して

ほど遠い状況にあったのです。

ていました。仕事の主体者とは

したという意識だけが前面に出

った仕事内容・勤務時間で契約

負う立場にはない、待遇に見合

ない」（もう調査に行きたくない） を各自の契約更改エントリーシ

あるこま図がないので調べられ

わかった。あとはそのマークが

がなく、我がチームは疲労とあ

り返しても発見につながる収穫

日目深夜。現場調査をいくらく

のリーダーコースに参加した二

心に浮かぶのは初めて組革研

ポイントを競わせることにしま

返るシートと同僚の行動を観察

そして毎日、自分の行動を振り

それを解決するために「私は二

る原因はこれだ！」を一つにし、

というメールを送りました。そ

店長。私は彼に、「新学期後に

いう毅然とした姿勢を示さない

況を彼女たちで乗りきらせると

濁し、忙しさを理由に、この状

各自一枚具体的に書かせました。 の中途半端な個人面談でお茶を

月末まで行動をこう変える」を

の後、彼が本部に来た時に「店

した。さらに結果
（内容と点数） 若手職員Ｍを店長に抜擢する」

「自分の担当分は一個を除いて （評価）
するシートを書き、枚数

きら め に 包ま れ て いま し た 。

ートに記入させ、自分でやると

をこう変える！

ることになりました。残り組と

イト十四人中の六人もが退職す

手形店では、パート・アルバ

「私たちはパー トですから」

にいつ の間に か 〝守り〟 の姿 勢

と言い出すメンバーも出て、チ

決めたことをサボると契約更改

さらに追い込む

を潰してきた正規職員に対して、

葉で、自分たちは正規職員とは

会」が開かれました。

いました。

違ってお客様
（組合員）
に 責 任を

になっていて、市場環境の変化

ーム全体が仕事を途中で投げ出

という思い切
を考えると「再建もしたが、こ

この場面で再度調査に向かわせ

すると、直後に二名のアルバ

ければ本部に異動になっても仕

の ま ま で は つ ぶ す の も 自 分 か 」 しそうになってしまったのです。 に響く、ということにしました。 った行動に出ろ。それができな
と、
不安を抱いていました。そん

④

三月四日に出席した組革研・

事はないぞ！」と伝えました。
が納得しない顔で「反省文を書

ミーティングを覗くと、パート

全くない。早めに帰宅する夫の

取り組みには反対で、やる気は

どう埋めるか、進入学で一番の

月十日以降、残り組がその穴を

六人がいっせいに退職した三

職場改革には大反対だという者。 なる」と泣きながら訴えるパー

たちで何とかしていくんだとい

ために残業ができず、やらなけ

トさんがいました。

う姿勢に変わっていきました。

く」という課題に取り組んでい

で、「職場で直面して困っている

「組合員＝仕事」が真ん中にな

「あなたがお客様のためにやり

その過程でベテランパートの

東京ミーティング（リーダー体

問題」として私はこの問題を挙

く、仕事をする姿勢そのものが

たくても時間がなくてできない

一人を「パートリーダー」に位

かき入れ時である四月の店づく

げました。手形店の店長・パー

欠落している様子に、伏せてあ

仕事を、体制含めてやるように

ればならない仕事も手つかず状

ト職員に問題に直面させるには

るコップを上に向け、水（専務

置づけたところ、皆と相談しな

ました。仕方なく書く反省文、

その策と

変えることが職場改革の目的で

がらパート・アルバイトの出勤

験を職場展開するためのリーダ

どうしたらよいか？

の話＝方針）が注げる状態にす

す。同じ事を目指しているんで

シフトを組み、日常的な出退勤

りをどうするか、とミーティン

して自ら「取り組み点数がマイ

ることが先決だと悟りました。

す。さあ、『今までやりたくて

管理、店長・正規職員とパート・

態。仕事のことで夫婦喧嘩にも

ナスになった職員のエントリー

私は必死になり、思わず土下座

も出来なかったこと』『これか

アルバイト職員間の橋渡し、さ

ーコースフォローミーティング） 忙しさの現状だけを訴える者、

シートを専務
（私）
は受け取らな

をして、このような状態を放置

らやりたいこと』を書き出しま

らには新人の教育にまで当たる

ります。「本当にそうなったら

ら閉店に追い込まれることにな

ないことになり、三月十三日か

希望の八人全員が契約更改でき

何も手を打たなければ契約更改

よって、手形店は店長が現状に

に喜んでもらえること〟 を実現

改革は、〝良い仕事＝組合員さん

人面談を行ないました。「職場

チャンスだ！

と、引き続き個

〝本音の話〟 が出始めたのです。

すると、ベテランパートから

ートを自分から書き始めました。 を中心に横につながり始めまし

あんなに拒んでいた振り返りシ

げました。そして、次の日から

中して十三点もの課題を書き上

彼女は退勤までの一時間に集

バイトたちが、パートリーダー

ぶら下がっていたパート・アル

これまで正規職員に縦割りに

グを重ねるなかで、徐々に自分

い」と打ち出しました。これに

してきた責任を謝罪しました。

しょう」

…」と考えると、頭が真っ白に

するためのものであり、皆さん
手形店の職員は変えられません。 と説明し、本人の意思＝現状認

し、「これからやりたいこと」

を使って教科書売場を切り盛り

と同じことを目指しているのだ」 の力を借りずにアルバイト七名

その後は、なんと、正規職員

自分たちで何とかしていこうと、

れない職場になってきている。

『やりがい』がなければ続けら

た。パートリーダーは「ここは

ようになりました。

なりました。

識、仕事に対する考えかた、困

しかし、この機会を逃したら
三月五日
（日 ）
の夕方、店長四人

た。新人はそんなつもりで来な

を店内で着実に実現しています。 コミュニケーションもよくなっ

いので辞めていくこともある。

っていること等を話してもらい

ることもしばしば。ご主人とも

今はそれが悩みの種だ」と言っ

と緊急ミーティングを行い、私

す る と 「 自分 は 仕 事 が 好き

話し合い、ある程度認めてもら

ています。

四月中は、八時すぎまで残業す
だ。お客様のために最大限の仕

ったようです。

ました。

事をしたい。しかし職場改革の

は自分の決断を宣言しました。

本気でぶつかる
翌日、手形店で開かれた緊急

⑤

“やらされ仕事"から
“自分のもの"へ

―“改善”活動の変革
岡崎丈典

ＩＨＩマリンユナイテッド／呉工場船舶海洋設計部課長
コンテナ船を建造しています。

呉工場では、大型タンカーや
それをやり遂げた後の表情にメ

に「なにくそ」と本気になり、

風土は変わらない」と気付きま

くら続けても意味がない。組織

しかし、「このやりかたでい

たらよいかなど、本音を「個」

がうまく回らないのか、どうし

ました。そして、なぜこの活動

すると大きく三つの問題があ

ンバーの達成感を感じ取ること

べき姿は、「いつも改革を意識

ることがわかりました。

材料費高騰のあおりを受けて厳
さらに藤田ＣＬのお話しから

して仕事に向き合う姿勢」であ

①どんなことが改善・改革にな

で書き出してもらったのです。

りのための「業績向上」が大き
「改善と改革の違い」を学びま

り、「このやりかたはおかしく

るのかがわからない。特に若

した。この改善提案活動のある

な課題になっています。そのた

した。それが、弊社の改善提案

ないか、どこか変えられないか」

い世代は、自分より上流ある

ができる、
など。

め、この課題を達成し、
「世界一

活動に大きな疑問を投げかける

と疑問を持つこと。それがまさ

しい経営状況下にあり、生き残

の工場」にすることを目標に、

きっかけとなったのです。

我われが目指さなければなら

革につながるのかがわからな

全体像が見えないので何が改

いは下流の現場における仕事

従来の改善提案活動は、改善

ないのは、改善された状況では

い。そのため、作業マニュア

に藤田ＣＬが言 われる 〝仕事〟

工場全体で改善提案活動に取り
組んでいます。
バーとして、昨年はリーダーと

提案シートと呼ばれるＡ４の用

なく、改革された職場や組織な

ルやチェックリストだけの提

状況が理解しきれず、仕事の

して、今年五月はＶＩＰ担当と

紙に改善した内容を書き込み、

のだ。仕事のやりかたを変えて

案になってしまう。

そのものなのでした。

して参加し、その度に、自分の

毎月一人一件ずつその成果を報

いく風土を根付かせることなの

真意は 〝改革〟 にある

仕事への取り組みかたを見つめ

告する制度でした。しかし毎回

私は組革研に、三年前にメン

直す機会を得てきました。

ーは余計な指示や世話焼きをせ

たり良くなったりする。リーダ

言でメンバーの動きが悪くなっ

生まれる。また、リーダーの一

つかり合うことで互いの理解が

ことができる、そして本気でぶ

切り、結果として達成感を得る

よって本来持っている力を出し

考えていました。要するに、改

が忙しいのに、面倒くさい」と

ければならないのか、他の仕事

こんな意味のないことをやらな

いる状態。という私も、「何で

ノルマを果たすために捻出して

内容も作業マニュアルの追加や

まず最初に、頻繁に提案を出

た。

なり の 変 革 活動 に 着 手 し まし

めのリード」を目標に定め、私

しかも、提出期限のギリギリに、 ーが「あるべき姿に到達するた

不具合追加という程度でした。

す人たちと、全く提案を出さな

設計部・機装グループのメンバ

私は上司と相談し、船舶海洋

変えるのは上長の仕事であっ

と思うが、仕事のやりかたを

出勤もいとわずやり遂げよう

なくなる。

活動で中味がなく、やる気も

役に立っていない。形だけの

け。表に出ることなく、皆の

類はファイルに収められるだ

②せっかく提案しても、その書

ず、メンバーの動きから教わっ

善提案はラインの仕事とは別物

い人を個別に集めました。各々

て、自分たちがやるべき仕事

どのグループも数件しか出さず、 だ！

て課題を出すべきなのに、何が

で、そのために時間を割かねば

に、変革活動の主旨と、私が描

ではない。

人間は、追い込まれることに

世話焼きで何が指示なのかわか

ならないことが不満だったので

いている「あるべき姿」を話し

指示された仕事は残業や休日

せやっても何も変わらない。

③
「やらされ仕事」であり、どう

らず苦労しました。きつい仕事

す。

やらされ仕事になっている

でメンバーを追い込んでも、逆

⑥

に、
従来は提案しても改善効果が

たを 変 え る 」こと 。その た め

目指すところは「仕事のやりか

革提案の対象を定義しました。

問題①に対しては、改善・変

道であると確信しました。

意識」を持たせることが最良の

ない問題であり、まず「当事者

そが早急に打開しなければなら

一方的に負かされますが、時間

グループは仕切り屋グループに

なります。また当初は、依存派

がいないので自ら動くしかなく

依存派はグループ内に頼れる人

るようにします。こうすると、

プにし、グループ間で差をつけ

に、同質の人をまとめてグルー

仕切り屋グループといったよう

すると、その月は提案数が他

には負けるな！」

しました。「絶対にタンカー班

い込みました。そして激を飛ば

仕事をせざるを得ない状況に追

でも「変える」ことを意識して

件の提案」を義務付け、否が応

示として、メンバーに「一人五

リーダーである私は、上司の指

活動開始日、コンテナ船班の

遂行する際に、依存派グループ、 ました。

になりました。間違いなくだれ

生え、三班が熱く競い合うよう

と発奮。こうして対抗意識が芽

揶揄されると、「なにくそ！」

クは、全く提案が出ないな」と

大人しいバルク班も、「バル

ことに夢中になっていきました。

人よりいい提案をより多く出す

面々も、そのうちお金ではなく、

も原因」と口をとがらせていた

案が出ないのは、額が少ないの

各提案に対してはわずかなが

無け れ ば 却 下し て い た の です

が経つとだんだん言い返し始め、

班に大差をつけて一番に。私は

もが当事者意識をもって本気に

人しいバルク班、と三つに分け

が、効果が無くても提案は全て

本気度が増して、最後には対等

班対抗のグラフを作り、「コン

組革研では、チームで仕事を

受け付けることにしました。失

に議論するようになっていきま

テナ船班三十件！

私は、③の「他人事意識」こ

敗提案、問題点提起、希望的提

す。これはリーダー体験での、

位！」と派手なマークを付けて

問題②に対しては、毎週のグ

ることを狙ったのです。

問題をグループ全体の問題にす

共有化することにより、個人の

員四名の計十三名（男性十名、

Ａチームは本工九名と派遣社

チームへ着火して巻き込もう」
。

た。「その火種を短期間で他の

置付け、活動をスタートしまし

あるＡチームを火種チームと位

に年代が若く個性にバラつきの

成されています。私は、比較的

機装グループは三チームで構

も、
「ああ、これ提案になるね」 そのためにも、「いい人」を捨

かと探し始めました。仕事中に

善・変革になるネタがないもの

こ う し て 皆が 、 ど こ か に改

ンバーに渇を入れています。

今月は絶対負けるなよ！」とメ

コンテナ船に負けていいのか、

ー班のリーダーが、「お前ら、

した。それを見上げて、タンカ

皆が見えるところに貼り出しま

て、本気でメンバーと向き合い、

集団になりたいと考えています。

は設計部・工場全体を牽引する

た強い設計集団を築き、ひいて

プ全体に広げ、問題意識を持っ

活動をＡチームから機装グルー

なったのです。

に立ち、他を引っ張るかたちに

ープ内の他チームと大差で優位

こうしてＡチームは機装グル

動いています。

ら褒賞金が出ます。最初は「提

案、全てを受け付けて失敗や問

大きな発見でした。

ループ連絡会の後にショートミ

女性三名）
、平均年齢三十二歳。

「それがうまくいけば、Ｂ級の

逃がさず、追い込み、リードし

ダントツ一

題を顕在化し、グループ全体で

ーティングを設け、伝える必要

これを①行動派・仕切り派が多

提案になるよ」という会話が頻

対抗意識に火を着けろ
いよいよ、問題③「やらされ

③若い世代で構成する大

改革は未だ途上です。今後は、

がある内容を簡潔に紹介する場

②女性と新入社

ていくことが、私の課題になっ

を設けました。

仕事になっている」です。ここ

繁に飛び交うようになってきま

ています。

船班

いタンカー班

で、組革研での「グループ分け」 員で構成する真面目なコンテナ

した。
が大きなヒントになりました。

⑦

リードは対象の状況によって変わる
< 定期報告会／「質問への回答」の中から③>
違いとは何か？

質問 「管理」と「リード」の

ません。こうあるべきだという

す。管理には、この発想があり

「対象の状況」が教えてくれま

トを す れ ば いい の か 、 そ れは

です。どうのようなマネジメン

ね。自分が困ると、人間は必ず

なっ た ら 、 その 人 は 動 き ます

だと思いますか。職場が火事に

す。動かすものが必ずある。何

しかし、人間は必ず動くんで

動くんです。

管理というのは、物とお金を

です。

躍的に向上させるマネジメント

一方、
「リード」は人と組織を飛

織をダメにするマネジメント。

時は、上司は口出しをしないほ

遂行させます。逆に余裕のある

何時までにこれをやれと言って

たとえば、待ったなしの仕事

足を引っ張っているだけなので

る。こうして、皆さんが部下の

で、部下は困ることを忘れてい

ている時間的余裕がない場合は、 ントしていませんか。そのなか

があったとします。部下が考え

す。

ないようにと努力してマネジメ

おそらく皆さんは、部下が困ら

決め事を実行していくだけで、

一言

マネジメントする方法です。し

うがいいでしょう。また、わか

ですから「部下が動かない」

藤田キャンパスリーダー

かし、人 間には 〝心〟 があ りま

り易いように極端な例でいうと

ではなくて、彼が動かなくても

職場は困ることだらけなのに、

す。意識もあり、血が通ってい

部下が幼稚園の子供だったら、

いいようにしているのは自分だ

ここが根本的に違います。

ます。それをマネジメントする

こと細かに教えて世話をやかね

と、自分のテーマにしなければ

で言いますと、
「管理」は人と組

のと、心もなければ血も通って

ば、何もすすみません。
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いない物をマネジメントするの

ダメです。ぜひ、自分自身の問

このようにリードの場合は、

リードの核心は、部下が困る

とが同じでいいはずがありませ

トが変わってくるのです。つま

状況をつくることです。たとえ

題にしてください。
り上司のありかたというのは、

ば一つの仕事を彼一人に任せ、

ん。正反対でなければいけない。 対象の状況によってマネジメン
ところが企業のマネジメント

対象
（部下と仕事）
のありかたで

これは単純な話です。
をみると、これが一緒になって

一人でやらざるを得ない状況に

ずとも、仕事をしようとしたら

決まるわけです。まず、対象の
よく、
「部下が動かない」とい

困る部分はたくさん存在してい

います。つまり、管理という手
ダメにしているのです。ダメな

う言葉を聞きます。自分の思う

ます。それをいかに個人に切迫

するなど。しかしあえてつくら
人間にちゃんとした仕事ができ

通りに部下が動くなんてことは

するように仕向けるかが、リー

状況が先なのです。

るはずがない。当然、組織もダメ

ありえませんよ。おだてても、

ドの核心になるのです。

間ひまとお金をかけて、人間を

にな り ま す。

怒っても動きません。

リードの対象は、部下と仕事

11

⑧

