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無店舗運営部 高塚克則

宏之

営業推進部 宮高達也
専務理事 森

変革への火をつけろ！

■

―試行錯誤の中の六人の挑戦……⑤

昭和電工 「自由創造チーム」
熱交換器事業部 橋本武典

覚悟をもってやり切らせる

らコープの人間です。このとき

加しました。メンバーも全員な

った私は、組革研にリーダー参

店舗事業の配送センター）であ

〇五年、当時桜井支所長（無

姿が見えました。まだ興奮醒め

いました。坂の向こうに彼らの

なり、私は先にテントで待って

朝まで続きました。集合時間と

てください！」
。白熱した議論は

「熱が冷めてしまう、続けさせ

無店舗運営部長 高塚克則

の体験が、自分が大きく変わる

やらぬ声がだんだん近づいてき

ます。また突然、熱いものがこ

転機となったのです。

それまで自分は絶対に感情を

こみ上げてくるものを抑えられ

ました。ところが、あんなにも

きなり例のメンバーが口火を切

て酒を酌み交わしていると、い

最後のパーティで車座になっ

み上げてきました。

ないのかと驚くような体験をし

表に出さない人間だと思ってい

これらの克服という大きな課題

青木史郎

ならコープでは、八九年から

りました。「申しわけない、頑

これをくい止め、経営再建と

績不振に陥りました。

に巻き込まれ、九九年からは業

どの進出による市場競争の激化

その頃、相次ぐ大手スーパーな

遣を続けてきました。ちょうど

るシステム）
」
「くらしサポート

配送などによって商品を購入す

舗事業（消費者が店舗ではなく

その 〝原体験〟 を生かし、「無店

の同時派遣が開始されました。

ー参加とそれを率いるリーダー

を掲げて、十名単位でのメンバ

くなりました。

遠目にも伝わってきて、胸が熱

歩き回っている。その必死さは

期で挽回しようと、現地調査で

上期で業績が悪かったので、下

姿が目に飛び込んできました。

足を引きずりながら歩いている

組革研二日目、あるメンバーが

彼らのそんな姿を見たことがあ

うこともありましたが、今まで

ってやりきる。別の事業所とい

た。最後の最後まで力をふり絞

て」
。もう、我慢できませんでし

しまった。情けなくて情けなく

った。チームの足を引っ張って

張ったけど下期も完走できなか

〇三年からは『組織風土改革』

業績向上を図るべく『人と組織

リーダーが「休憩を入れるか」

今でも組革研で鮮明に覚えて

りませんでした。みんなが涙を

事業」などの部門において、以
これまでの組革研参加によって、 下に紹介する高塚氏、宮高氏の

と割り入ってくるほど、メンバ

流していました。
ような成果もいくつ生まれてい

いる場面があります。ブロック

かう仕組みの不在、自分中心病、 ます。

組合員への依存、競争に立ち向

ーたちは熱くなっていました。

最終夜の対決でも、ブロック

の変革』に迫られていました。

として、年一回数名の組革研派

たのです。

アルミニウム事業企画室

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

が浮き彫りにされてきました。
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懸命に調べている。それを見て

です。「メンバーは現場で一生

ではない」と出したときのこと

リーダーが、 ×
打ちの評価基準
を「現場の事実で確認したこと

間を与え、彼らの業績を伸ばさ

て助けるか、配達を代行して時

限界です。我々は彼らに同行し 「任せる」ことを意識しています。 備期間に当てたいのです」など

いるパートさんもいます。もう

配達員がいます。食堂で泣いて

した。「目標を達成できてない

てよかったと思いました。

すごくうれしい」
。その時、初め

を二週間前倒しにしてください。

てきます。「この課題は、期日

と、です。

自分で考え、仕事を自分のものに

すると思いも及ばぬ提案が返っ

その二週間を次の課題達成の準

もいない人間がどうして現場で

せたいのです」
。一瞬、私は迷い

〇六年に異動した現職場でも

確認していないと評価できるの

叱責されました。よくよく考え

の責任をとれるのか！」
。大声で

ったとき、おまえはこのチーム

と「下期で業績を上げられなか

目標を達成させることのほうが

日間で、配達をしながら自力で

あっての提案ですか。残りの二

とになるのですよ。その覚悟が

きたという自信と喜びを奪うこ

を達成できなかったら、「こん

厳しく映ったと思います。目標

った私は、部下からはずいぶん

転職しました。業績第一主義だ

私は銀行から、ならコープに

んな状況でしたが、キャンパス

ったくわかりませんでした。そ

から」と言われても、意味がま

動き出す。その後は動きが早い

ました。「自分たちで気づけば、

営業推進部長 宮高達也

ると自信が揺らいできました。

大事です」と突っぱねていまし

なかたちで、こういうやりかた

か。こんな 打
。 ました。しかし、「なぜ手助け
×ちはおかしい！」
私は思わず反論しました。する をするのですか。自力で達成で

「私が妨げになっているかもし

た。

だ」と、その重みを知りました。 らせることがリーダーの役割で

るために覚悟して言っていたん

のではない。部下が業績を上げ

ーダーは、部下を軽視していた

なかったのです。「ブロックリ

の別の評価基準は、私には何も

そして最終日には、全員達成

めか？」
、そして「彼らにやり切

いるのではないか？

部下のた

分の満足のためにやろうとして

た。またもや同じ申し出に「自

翌日も、三人はやって来まし

つづき、私もしんどい思いをし

なかなか独り立ちしない状態が

た。部下は何も意見を言わず、

怒ったり責めることもありまし

ると信じていました。ときには

これが強いリーダーシップであ

るためにはそれが必要であり、

出していました。部下が成長す

でやってくれ」と細かく指示を

う。折しも、近くに郊外型大規

す。みなさんの力で変えましょ

六支所のなかで最下位の成績で

の朝礼で話しました。「ここは

始めました。高田に着任した日

職場に帰って、とにかくやり

る。それを信じなさい」
。

いる以上のすごい力を持ってい

した。「部下はあなたが思って

リーダーの言葉は心に刻まれま

過ぎ〟 という弱点を突かれ続け

れない」と。業績を上げるため

ていたことが、実は成長の芽を

ではありませんでしたが、支所

ていたのです。
バーが言いました。
「支所長はリ

が決まり、着任の二週間前に組

〇四年、高田支所長への異動

がなくなります。職場を守るた

になっています。負けたら職場

模スーパーがオープンすること

す」と彼らに明言しました。
摘んでいたのかもしれないと気

目標を達成しました。あるメン
組革研から戻ると、上期の共

ーダーに、配送同行や代行はさ

革研にリーダー参加しました。

今まで、よかれと思ってやっ

づかされました。
済
（加 入斡 旋）
の取り組みの納期

せない、と言ってくださったん

が迫っていました。最終週に三

自分で達成できて、

めにもみんなで競合を向かい打

ですね！

会期中はメンバーに 〝かまい

人のリーダーが私に言ってきま

②

業績が悪かったので、負けるこ

した。今さら巨大スーパーに勝

ちましょう」
。シーンと無反応で

るので、ぜひ参加してください。 学びました。今では、メンバー

配達担当者は「楽しい企画があ

のコミュニケーション〟 です。

をもらえるようになりました。

きらめているようでした。長年、 周りの方にも知らせてください」 やパートさんからもアドバイス

てるはずがないと、はなからあ

気さくに話しかけてきてくれる

向かってつくり上げる楽しさを

私も、みんなで一つの目標に

ができたと思います。

〝勝ち残るんだ〟 という強い風土

単に 〝生き残る〟 のではなく、

えてくれるようになりました。

うものを、自分の問題として考

のです。誰もが業績、仕事とい

度も言葉が出かかりましたが、

しました。「違うよ！」と、何

イライラしてエネルギーを消耗

〝指示しない〟 のは大変でした。

当者に任せることにしました。

揮をとるのをきっぱり止め、担

私は、今までのように先頭で指

ルとして、大いに活躍し始めた

合員さんとの信頼を深めるツー

でした。『わくわく３』は、組

話が弾み、自信が生まれたよう

など、口下手だった担当者も会

を信じてこれにしてみませんか」

の数字が当たると思います。僕

決定していました。「今度はこ

チームリーダーとなり、同生

専務理事の森宏之氏は、自ら

舗部門では赤字が続いていま

職場展開されるいっぽう、店

無店舗部門で組革研体験が

いた手応えとは正反対の本部

を何とかしたいと、今年二月、 それまで無店舗部門で感じて

した。低迷している店舗事業

の実態でした。

そこで森氏が直面したのは、

いて、組革研に参加しました。

るメンバー
（チーム参加）
を率

協の本部・商品部十名からな

と手づくりのチラシを配り、組

とに慣れてしまっていたのです。 合員さんの希望を聞いて賞品を

必死で飲み込みました。自分で

のです。

それは注文書に差し込んだア

した。みんなでやりましょう！」

た。「皆さんのアイディアから

礼で発表できるまでになりまし

仕組みができあがり、五月の朝

か？」と始まった企画は徐々に

意欲がわいて、楽しいものは何

そうして、
「組合員さんの参加

ィアの嵐です。共同購入で実施

とが習慣になると、もうアイデ

担当者の意見を吸い上げるこ

でくれたのです。

いう、うれしい副産物まで生ん

締めで共済も目標を達成すると

その成果は、同年上期
（九月）
の

引き上げる結果となりました。

昇。低迷していた業績を一気に

月で前年比一一二％ちかくも上

専務理事就任以来『改革』を

新たにしました。

の先頭に立たねば」と、決意を

ある私こそが『組織風土改革』

事）
ミーティングで、「トップで

た生協のトップ
（理事長、専務理

〇三年一月の組革研に参加し

ー・チーム同時参加を重ねた結

〇三年から組革研へのリーダ

認識したのです。

組織を変えることこそが責務と

ました。私自らを変え、部下と

なくなるという危機意識に震え

ままでは組合員から必要とされ

のもの、私の責任でした。この

＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

間違っていると気づくまで見守

ンケート用紙に、好きな数字を

された『買えば買うほどおとく

唱えてきたものの、「やっても

果、職場には著しい成果が見ら

こうして、利用人数は六月単

三つ書いてもらい、当たれば賞

度が増すキャンペーン』
、北部支

やらなくてもいっしょ」という

れるようになりました。なかで

ろうと。

品が当たるというものでした。

所での『仲間づくりあぽ方式』

安易な組織体質は、トップ自ら

専務理事 森 宏之

「人」を大事にする組織へと

無店舗の強みは、なんといって

などなどです。

『 わ く わ く ３ 』が で き あ が り ま

も 〝フェイス・ツ ー・フェイス

③

も無店舗部門は、業績も向上。

巻いてました。

プが好きだ、夢のある職場だ」

盾。そして、〝いい情報〟 しかト

に、本部・商品部の十名を率い、

ない店舗事業の建て直しのため

そこで未だ明るい兆しが見え

した。

る」という手応えを感じていま

っているはずでした。それなの

の、それぞれが大事な役割を担

管理職にこそ就いていないもの

ればならない人間ばかりです。

れから組織を背負っていかなけ

今までまじめに働いてきて、こ

環境のここが悪い、あそこが悪

報告しました。
「昨夜から職場の

メンバーが立ち上がり、内容を

任回避』でした。思いがけない

後にギュッと掴んだものは『責

最終日の朝、我がチームが最

ません。

境をつくっていかなければなり

覆し、自由に言える上下関係環

私の責任です。この体質こそを

議だったのです。トップである

は、上に本音が全く言えない会

さんざんしてきたミーティング

ップの耳には入ってこない、と

私自身がリーダーとなり参加し

に、すでに自分の役割は終わっ

いと、書きなぐってきました。

今までだったら、自分で全部

メンバーは平均年齢四十六歳。 と言ってもらえることこそが、

たのです。トップ自らが行くか

たかのように、夢を持っていな

しかし自分は間違っていた。全

決めていたかもしれません。し

「組織改革はうまくすすんでい

らには、何らかの成果を生まな

いのです。こんな気持ちでは、

部自分の問題だったのです。今

いう現実も知りました。今まで

ければ。組織を変えるための本

本来の力を出せるはずがありま

今の私の課題なのです。

当のところを掴んで帰ることが

の決定どおりにやっているんだ。 機構の内容に変更と刷新を加え

かし今回は、みんなとていねい
今まで職場で職員の暗い顔を

ていきました。職員が力いっぱ

まで現場の職員に、『なんで言

い、という決死の覚悟でした。

見ると「なんでもっと頑張らな

聴くべきだ』と声を上げてきま

い、自由に動ける「ならコープ」

せん。

四日目の「体験を ギュッとつか

いのか」と彼らに失望したこと

した。こういう私に問題がある

できなければ、身を引くしかな

む」ミーティングではテーマを

もありました。しかし、頑張れ

になるために。組合員の満足度

間後に貼り出された内容を見て、

ングで書いた自分の課題『店鋪

会期前日のリーダーミーティ

はすでに完成していた『新年度

組革研から戻った日から、私

らえる価値ある「ならコープ」
に

ってよかったと職員に思っても

になるために。ここで人生を送

に協議して、一月に決めた組織

変えて、「自分がおかしいと思

んです。相手を見て自分を変え

を向上させる店鋪をつくり、本

私は言葉を失いました。自分が

の黒字化』の用紙を破り捨てま

の計画』の見直しを、連日連夜

なるために。

うことをきかない。おれは組織

った『職場の状況をありありと』 ない原因は、まさに職場にあっ

なくてはいけない、これからは

認識していた組織とは全く違う

した。もっと根底の問題＝
「人を

続けました。新年度に向けて、

共に組革研に参加してくれた

たことがわかったのです。

当に必要とされる「ならコープ」

実体が、ありありと露呈されて

大事にする組織ではない」と突

今ならまだ間に合います。私に

本音で描く」にしました。数時

そういう仕事に変えます！」
。

いたからです。

き付けられたのです。

メンバーとは、日常の職場では
たちが尊重されていない、軽視

仕事に自信を失っている。自分

くない。職場に行きたくない。

大事にする組織」へと変革させ

をしっかりと受け止め、「人を

いてくれました。彼らの気持ち

しかし、彼らはよく本音で書

そ大きな問題があったという矛

ローをする役割を担う本部にこ

まず、現場の店鋪部隊のフォ

そこには、「仕事がおもしろ

与えられた変革へのチャンスだ

あり得ない深い信頼関係が生ま
された存在に感じる。先行きが

なければなりません。
「ならコー

アになってくれるはずです。

彼らが、これからの改革のコ

れました。

と思いました。

不安だ」という彼らの悲鳴が渦

④

変革への火を付けろ！
昭和電工「自由創造チーム」
――試行錯誤の中の６人の挑戦

〇六年から昭和電工グループ
では、〇八年までの連結中期経
営計画「プロジェクト・パッシ
ョン」が始動しました。スロー
ガンには、「熱と力を糾合し、
変革への挑戦を！」と記されて
います。

ングを行いました。

夢の波紋を巻き起こせ

〇五年十二月末にキックオフ。

イしよう！」と奮起しました。

ュッとつかみたい…」
。真剣に議

ームは今後どうあるべきか、ギ

も参加できる『自由創造チーム

で情報を公開し、誰でもいつで

を創刊。二月には社内ＬＡＮ上

として参加し、組革研の緊迫し

チーム」メンバーがＶＩＰ担当

アドバイスもあり、「自由創造

組革研リーダー体験者からの

翌一月には『自由創造マガジン』 論しきる必要に迫られました。

フォーラム』をオープンしまし

橋本武典

「自由創造チーム」創設に当た

た現場に身を置いて、ミーティ

アルミニウム事業部門では、各

設置。新製品の開発を目標に、

さらに通用門に投稿ポストを

ら始めると、
「自由であることの

まず、
『一年間のふり返り』か

熱交換器事業部
チーム・リーダー

って、私は人選を任されました。 た。

ルミニウム事業部門で、六人の

事業部が独自に事業を推進して

「将来、どんなものがあったら

これを控えた〇五年十月、ア
メンバーによる「自由創造チー

います。このため事業部の最適

厳しさ」
「自分を安全地帯に置い

ングすることになりました。

ム」が産声をあげました。〝自由

便利ですか？」と社内アンケー

れの苦悩が浮かび上がってきま

化はすすんだのですが、反面、

る活動にとりかかり、例えば、

した。次に『アルミニウム事業

に創造的に〟 将来の夢を実現し

『涼しい犬小屋』というアイデ

部門のあるべき姿』『今後の目

ていた」
「他人の意識を変えるこ

横の連携が図れ、各部門の情

ィアに対し、社内の熱設計の専

標』へとテーマを変え、個で考

トを実施すると、たちまち七〇

〇〇人の従業員がいます。〝ここ

報が入手できる垣根のない集団

門家による講演会を開催。また

えて書き出し、一覧一望して、

事業部を越えた新しい事業が生

に変革を巻き起こせ！〟 という

にして、〝弾けた発想〟 を生みた

従業員の家族を対象に事業所見

全で議論していきました。

ようとするチームです。アルミ

一大ミッションを背負って、六

い。そんな願いで、技術担当の

学会を実施してきました。

との大変さ」
「時間外の活動だと

人の手探りの活動が始まりまし

私のほかは、企画、マーケティ

疑問が浮かび上がってきました。 も参加させていただき、キャン

〇件 ちか くの 〝夢〟 が届 き ま し

た。

ング、経理、人事担当と、ボー

パスリーダーのお話しに耳を傾

まれないという弊害も感じてい

昨年二月から組革研に個別に

ダーレスにメンバーを選びまし

「本来のミッションからぶれて

けました。すると「この視点が

ニウム押出材、熱交換器などを

参加し、各々がこの活動に生か

た。こうして、アルミニウム事

いるのでは？」と。また、各々

思い込んでいた」など、それぞ

してきました。しかし、一年間

業部門に上昇気流を巻き起こす

が組革研に参加して「調べきる、 抜けている、こういう考えかた

た。さっそくそれらを具現化す

の活動を経て暗礁に乗り上げ、

〝火付け役〟 を結成したのです。

もある」と的確な指摘となって

ました。

悩んでいるときに、あの「伊豆

「プロジェクト・パッション」

闘いきる、
やりきる」五日間を体

心に響き、私たちは何度も軌道

取り扱う同事業部門には約三五

高原」の地で突破口を見いだそ

にお い て 同 事業 部 門 が 掲 げた

験すると、「我々はやりきれてい

修正することができました。

その間、全体ミーティングに

運営のＶＩＰ担当

『 新 た な 技 術・製 品・事 業 の 創

ない」という消化不良感が芽生

『二〇二〇年に私たちはどうな

しかし一年をふり返ったとき、

として今年二月の組革研に再度

出』
。その実現に向けて、「自由

えてきたのです。「自由創造チ

―

参加し、変革への原体験がくり

に何でもできる、何にでもトラ

うと、Ｓ

広げられている現場でミーティ
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ーティングを迎えました。テン

う答に到達し、最終日の全体ミ

りたいか、目的地を描く』とい
ました。〝逃げ〟 られる状況のな

が低かった」という後悔があり

仕事は、自分にとって優先順位

たのです。

しても、私は同じスタンスだっ

ん。自由創造チームの活動に関

た自分。現業だけではありませ

「対象の三角形」の頂点に自分

かで、他のメンバーに頼ってい
たのです。

トの中は、徹夜で対決しきった
組革研参加メンバーたちの気迫

「変革」への原体験
組織革新研究会

５日間

た。まだまだ甘かった。私たち

違うインパクトで、キャンパス

にメンバー参加した時とは全く

みよう」と決意しました。

らなくてだめだ。自分がやって

にはなりえません。「自分がや

第 回 ６月 日～ 日

第 回 ６月 日～ 日

年
第 回 ５月 日～ 日

（いずれも火～土曜）

にはまだ温度差が残っていて、

リーダーのお話が心に響いてき

組革研から職場に戻ると、さ

会期

「一つになりきった」という手

ました。なかでも、〝対象〟 にこ

っそく月曜日から行動に移し、

が立っていれば、自分は部外者

応えを掴めてなかったのです。

だわってきたつもりが、自分が

『 新 た な 技 術・製 品・事 業 の 創

全体ミーティングは、一年前

組革研から戻り、全員が改め

「対象の三角形」の頂点にいな

出』という一大方針の具現化に

に満ちています。圧倒されまし

てミッションの重みを噛み締め

いことに気づかされたときは、

断的に行うことにしました。各

ています。ようやくそれぞれが

事業企画室で押出・機能材事

事業部に定着している 〝縦割り〟

向けて、新しいことを事業部横

た気がします。そして『二〇二

業部の企画担当という立場のせ

ショックを覚えました。

〇年の目的地を描く』作業に、

メンバーもいます。そのメンバ

を覆して。私が兼任する技術セ
はないので、仕事への関わりが

ーと 一 緒 に 呼び か け ま し た。

いか、仕事を傍観していたので

業員に投げかけ、そこから全員

薄くても許されると思い込んで

「お客様に向けて、アルミニウ

真剣に取り組み始めました。ま

で固めていきます。〝夢〟 という

おり、かつて事業部長から「仲

ム事業部門共通でＰＲ会を開催

ンターには、自由創造チームの

大きな波を巻き起こしていくた

間としてやるのなら、自分の問

しましょう。事業部の壁を越え

す。自分自身が事業部の所属で

めに。

題として取り組め！」と叱責を

て情報交換するために、各事業

仕事の壁を取り払って

受けたことがよみがえってきま

部から営業担当者を出席させて

青木史郎

こうして壁をはずしたとき、

ください！」
。
いはずなのに、「これは私の仕

私のなかにも優先順位がなくな

ムも、全てが私の仕事なのです。

事かそうでないか」と壁をつく

アルミニウム事業企画室
兼技術センター
スタッフマネージャー

いたのです。傍観者になってい

りました。現業も自由創造チー
私の中には「自由創造チームの

組革研にＶＩＰ担当で行く前、 って、自分を安全地帯に置いて

仕事は入り込んだら際限がな

した。

ず、私たちの「目的地」を全従

互いに刺激し合える仲間になれ

421 420 419 418 417 416 415
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