そし て

――『キヨスク改革』で変貌する組織
ＪＲ東日本リテールネット

『人と組織の変革』を実現するため
に、多くの組織が組革研への派遣を強
化しています。派遣者の期待とは。ま
た、原体験を経た参加者に生まれた、
意識の変容と職場の変化について紹介
します。

創造的仕事集団を目指せ

■

ＪＲ東日本リテールネット

変革の芽よ、育て

■

飛躍の基盤をゆるぎなく

ミッションは、キヨスク大変革

から当社に出向してきました。

〇六年四月、私はＪＲ東日本

キヨスクならではの 〝
強み〟を最

た。 〝
人
〟 という財産を活かし、

テー ル」 の 未 来 像 を 描 き ま し

をすすめながら、私は「Ｊ ―リ

常務取締役 伊藤嘉道

の遂行でした。

ャルの高さが再認識されていま

一日一六〇〇万人ものＪＲ旅客

キヨスクの 〝
強み
〟。それは、

大限に発揮できる組織を。

す。景気好調とはいえ、消費は

という恵まれたマーケットを有

駅構内市場は、そのポテンシ

伸び悩み、成長してきたコンビ

長期債務で改革を余儀なくされ

が誕生しました。膨大な赤字と

によって、「東日本キヨスク」

（財）
鉄道弘済会の分割・民営化

一九八七年、国鉄改革に伴う

の新しい多角展開
［ネット］
」を

専門店など）
に、さらなる「将来

として、エリア全土に有する多

プの「小売業
［リテール］
」の雄

小売業が「キヨスク独占」とい

致をすすめています。エキナカ

Ｋ、
コンビニのＮＥＷＤＡＹＳ、 グループ外からの有力企業の誘

彩な店舗形態
（駅売店のＫＩＯＳ

う時代は、終焉を迎えたのです。

ネスの競争力を強化するべく、

有効活用を図り、エキナカビジ

時にＪＲ東日本も、資産
［駅］
の

のチャンスを狙っています。同

いう魅力的な市場へ、新規参入

有力コンビニは、〝
エキナカ
〟と

ています。勝ち抜く道は、
「創造

当社飛躍の条件であると確信し

運営力をより強化させることが、

器に、業態ごとの企画力、店舗

ウの蓄積です。この 〝
強み
〟 を武

自の商品揃えと店舗運営ノウハ

る駅ごとのお客様に合わせた独

ニもそのマーケットは飽和状態。 していること。そして対象であ

た国鉄とは異なり、駅構内とい

実現させ飛躍しようという 〝
夢
〟

Ｊ ―リテール）
へと変更しました。 は、〇六年度より始動した『キ

東日本リテールネット」
（以 下、 た 「 Ｊ

親しまれてきた社名を、「ＪＲ

社は、七月一日をもって、長年

本年創立二〇周年を迎えた同

―リ テ ー ル 」
。そ の 変 化

れ変わるべく第一歩を踏み出し

激化の一途をたどるなか、生ま

小売業を取り巻く競争環境が

などさまざまな経営改革の施策

見直し、業務運営体制の見直し

人件費削減、人事・賃金制度の

しました。世代交代促進による

的組織〟 への変貌である と確信

は、自ら進む道を切り拓く 〝
自立

『キヨスク改革』の最大の課題

部下を変えることを学びました。

の気」と「意識」こそが、仕事と

う原体験を経て、リーダーの「そ

バーと対峙し、自分と闘うとい

ー参加を重ねてきました。メン

加して以来、私は十回のリーダ

九一年に組革研にメンバー参

新社名には、ＪＲ東日本グルー

ヨスク改革』に始まりました。

〝熱い思い〟 を改革の火種に

的仕事集団への変革」です。

う恵まれた市場を独占したうえ
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http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

が包含されています。
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身の管理職や先輩だからと遠慮

い出す部下たち、相手がＪＲ出

して、その中に自分の仕事を見

ド』から、常に『対象』を意識

を始 め ま し た。 彼 ら の 『 リー

に期待をかけて組革研への派遣

候補者だ」と、私は一人ひとり

「君は、次代を創るリーダーの

熱い思い〟 がいつまでも 色褪せ

続けてほしい。一人ひとりの 〝

で感じ取った 〝
熱い思い
〟 を持ち

としています。組革研の原体験

合い、自由に本音で語り合う場

ます。直面している課題を出し

めたＯＢ会を月例で開催してい

サービスとともに、体験者を集

現在、ＪＲ東日本パーソネル

働いています。その九割ちかく

があり、一万人余りの従業員が

わが社には約一五〇〇の店舗

楽しかったのです。

なども常にお客様の目線を意識

くて、商品発注やディスプレイ

でも多くのお客様を取り込みた

喜んでもらう」ことです。一人

最優先していたのは「お客様に

く手探りですすめていました。

トまで階層別のＣＳ研修。テ

ＣＳ研修／管理者からアルバイ

に売上げという結果につながり、 Ｊ ―リテールスタンダード／企

しました。そのがんばりは確実

ーマはコミュニケーション力

考案しました。

する』をテーマに、ＣＳ施策を

払拭するために『自ら考え行動

う』を柱として、やらされ感を

たち 」 に し てお 客 様 に 伝 えよ

よう』そして『ＣＳマインドを「か

お客様を大切にする心）を育て

つまり、
「組織改革の基盤」は、 根付けば、当社の未来は確実に

や配慮するのではなく、堂々と

ることなく、「Ｊ ―リテール」

が、高校生や主婦などの契約社

「リーダーの育成」にあるのです。 拓けていくはずです。

意見をぶつけられる個性、「変

改革の火種となって燃え続けて

員とアルバイトで占められてい

務に追われ、店を回すだけで精

です。現場でマネージャーは業

死ですすめている最中に、組革

いう声も漏れ聞こえるなか、必

「これで成果が出るのか？」と

ＤＣＡをまわす。

を見つけ改善に取り組む。Ｐ

ＣＳフォーラム／チームの課題

強化。

ュアルの策定。

業態共通のスタンダードマニ

えてみる！」という主体性が評

ほしいと切に願いながら。

観てみました。するとさまざま

ます。私は、たくさんの店舗を

価される生産的風土、これらが

〝働く喜び〟 がＣＳを高める

され感」があるのです。店舗ス

一杯という状態でした。そのた

研への参加となったのです。

な問題が浮かび上がってきたの

〇五年九月、
「ＣＳ推進室」が

タッフのお客様に対する意識も

めスタッフには「これして、あ

一栄

立ち上がった際、担当課長に任

希薄で、店にいて売るだけ。こ

ＣＳ推進室担当課長 原

命されました。社長自らが室長

なす、さばくという印象でした。 れして」という押しつけの指導

う？」と、疑問を持ちました。

ぜ楽しく仕事ができないんだろ

ージャーと話をするなかで、
「な

研修などを通じて多くのマネ

の覚悟を感じました。

新しく変えていくんだ」と社長

姿を見て、「ＣＳを核に会社を

運営の全てを、マニュアルもな

ら商品仕入れ、採用や指導まで

レッシャーのなか、店舗設計か

あり、〝失敗できない
〟 というプ

それはエキナカ専門店第一号で

いた日々を思い起こしました。

店の店舗マネージャーに就いて

私は、入社五年目で女性雑貨

『ＣＳマインド
（お客様に感謝し、 に後押ししてくれるヒントに満

たなければＣＳは実現しません。 すすめかたを軌道修正し、さら

喜んでほしい」という思いを持

まず一人ひとりが「お客様に

て言えない状況でした。

いきいきと働いているとは決し

状況も多く見られ、スタッフが

や、反対に任せっぱなしという

ーダーのお話は、現状のＣＳの

た。なかでも藤田キャンパスリ

テンションが上がっていきまし

うに、組革研は後半になるほど

まるで新店舗のオープンのよ

初めに現場ありき

に就いて陣頭指揮をとっている

ＣＳの取り組みに対する「やら

②

じ失 敗 は 繰 り返 し て ほ し くな

で良質な接客をしてほしい。同

私は「チェーンとして 〝
均一
〟

い」と、気づいたのです。

出させなければ、真の解決はな

を直視し、現場で解決方法を見

「間違いが起こったときは事実

いん だ 」 と 目が 覚 め ま し た。

策だけで、どうして苦情対応に

のときは、反論しました。「対

同していたでしょう。しかしこ

早速作成して徹底しよう」と賛

自分だったら、「それはいい。

三〇〇人ほどの研修なので、相

ステム』を導入する計画です。

員を対象にした研修に『個全シ

た、秋に予定されている大卒社

意識が必ず高まるはずです。ま

ちていました。

い」という意識でスタンダード

ャーから口ぐちに「うちはもっ

ですから配布時に店舗マネージ

徹底に懸命になっていました。

いればいい」と考えるスタッフ

のために、決められた時間だけ

えようと考えています。「お金

『主体性を引き出す研修』に変

みんな違うはずだ」と主張する

べき。苦情の原因は一つひとつ

それにより解決方法を考え出す

と）
」を禁止しているのですが、

「逆両替
（小銭を大銭に換えるこ

しました。接客マニュアルでは

先日、こんなクレームが発生

るか、事実や状況を十分に調べ、 ればなりません。

当数の個全ボードを用意しなけ

と具体的なルールを決めてほし

も、お客様の目線で店舗を見て、 ことができたのです。

今、ＣＳ研修の最優先課題を、 なるのか。現場はどうなってい

い」と言われると、困惑してい

「何ができるか」と考えられる

マニュアルをつくり、その周知

たのです。「このマニュアルを

ようになれば、やる気や喜びが

ちょうど一年前にメンバー参

て「ぶら下がり」であったこと

ット症に陥っていたこと、そし

せる」ことを考え続けた体験か

「メンバーを良い仕事に向かわ

が下せませんでした。しかし、

て『 ×
打ちの評価基準』を出す
のが難しく、瞬時に的確な判断

死でした。メンバーの状況を観

ーダーとして参加しました。必

今年の七月、今度はチームリ

し〝
鵜のみ
〟 ではロボットをつく

マニュアルは必要です。しか

りました。

玉しか使えないことが後でわか

したコインロッカーは、五百円

即答し、お客様を怒らせてしま

はにべもなく「できません」と

と言ってきたのです。スタッフ

つを五百円玉に換えてほしい」

あるお客様が店頭で「百円玉五

ベースに各店舗でオリジナルマ

生まれるはずです。

加しました。正直、何がなんだ

をまざまざと思い知らされまし

ら、新入社員研修においては、

る道具になってしまいます。店

マニュアルは絶対ではない

ニュアルをつくってもらえばい

かわかりませんでした。チーム

た。それからは、「今まではこ

いかに「仕事を自分のもの」に

頭に立つスタッフの意識を「与

総務部研修課副課長 渡辺

ロボットを 〝
勇士〟 に変えろ

リーダーに質問しても、「自分

うだった」という概念を捨てさ

させるかが最大の課題であると

いました。実はその店舗に隣接

で考えてください」と言うばか

って仕事に取り組んでいます。

崇

りで、具体的な答が返ってきま
も苦手で、何より 打
が
×ちで ×
打たれると、自分が全否定され

てほしい」という要望が上がり

ス別の対応マニュアルを作成し

「接客中の苦情に関して、ケー

案してもらおうと計画していま

今後は、課題自体から彼らに考

えて取り組ませていましたが、

今までの研修では、課題を与

暗中模索しているところです。

『やる気を起こさせる研修』を

と、どうわかってもらうか…。

るべきか。
「初めに現場ありき」

えるため、どのような研修をす

えられる」から「考える」に変

た気持ちになったものです。

ました。店頭には毎日、多くの

す。そのことで、仕事への問題

ＣＳ研修の打ち合わせの席で、 思うようになったのです。

しかしこの体験を経て、自分

苦情が発生します。それまでの

せん。自分の考えを書き出すの

は指示され、教えられて、ロボ

③

変革の芽よ、
育て
――“世界レベル”へ昇るために

住友ゴム工業／白河工場

一九〇九年、英国ダンロップ
社が日本初の近代的ゴム工場と
して神戸市で創業した住友ゴム

誰もが 〝きっかけ〟 で変わる

本人が問題を抱えて行くほど、

収穫が大きいようです。ある人

事課の若者は、仕事のすすめか

古屋、泉大津、宮崎ほか国内外

大規模の白河工場を筆頭に、名
従業員に元気がない。身なりが

い頃、
「製造現場が何か変だよ！

高見工場長が就任して間もな

そうした一辺倒の組織からは変

理のなかですすんでいきます。

ざまなことがトップダウンと管

いていますが、どうしてもさま

いく。変化をキャッチして、自

「君の役割はどんどん変わって

としているのが感じられました。

見もなかなか主張できずに悶々

たが 〝
指示どおり
〟 で、自分の意

七工場で、トラックバス用タイ

だらしなく、きちんと挨拶がで

主的に動くのが仕事だ」と助言

人事総務課長 丸山邦英

ヤ、自動車タイヤ、その他各種

革は生まれず、危険な組織状況

していました。思い切って組革

工業。現在は国内タイヤ工場最

タイヤの製造を行なっています。 きていない」との指摘がありま

となります。上司が振り向いた

連日遅くまで残業をしているの

した。それから、「人と組織を

です。彼が本来持っていた力が

グローバルな市場競争が激化

組革研では二つのことを得て

引き出され、仕事への関わりか

研に派遣してみると、ちょっと

工場長が泉大津工場の変革に

きて 欲 し い と願 っ て い ま す。

たが前向きになったのです。

ら協 力 す る 部下 が 一 人 も いな

の企業キャラクターを確立する

乗り出したきっかけは、経験が

「真のマネジメント＝リード」

また、製造ラインのある課長

どう変えていくか、そのために

織の変革』が展開されています。 浅くルールも守れないと思って

ために、工場の現場で『人と組

いた若手たちが、実は 〝やる気
〟

への気づき。そして、 ×
打ちに
象徴される「なまなましい事実

代理は、日ごろから 〝おせっか

する現在、
「世界一の現場力・開

今年一月、白河工場長に就任し

と〝
量り知れない力
〟 を宿してい

＝対象」への気づきです。いか

い〟 が気になりました 。参加後

した変化が出てきました。会議

た高見昌文氏は、前任の泉大津

ることを発見したことにありま

に目標のためではなく対策に走

のレ ポ ー ト を読 む と 、 部 下の

何をすべきか」というテーマで、 い、そのようなマネジメントで

工場長時代に、わずか三年足ら

した。そこに工場の未来を賭け

って仕事をしているか、という

『ロボット症』をつくっていた

発力・技術力」が企業目標の一つ

ずで、同工場を閉鎖の危機から

たのです。改革のヒントとなっ

自分を発見してほしい。できる

自分に気づき衝撃を受けた様子

で自分の意見をはっきり述べ、

再生させました。〝
若手のやる気

たのは、工場長自らがメンバー

だけ早めに、若いうちに気づく

がありありと伝わってきました。

工場長と議論を重ねてきました。 はどうにもなりません。

に賭ける〟 ことで、生産 量・生

参加したときに書き留めた一冊

ことで、将来、自分が仕事をし

に掲げられました。世界レベル

産性 な ど が 最下 位 だ っ た 工場

の『組革研ノート』だったとう

何がきっかけになり変わるかは

誰にでも可能性があるのです。

と話しました。

たすら我慢することが必要だ」

れと育成は別物だ。育成は、ひ

が、安全・品質・コスト・生産性い

我 わ れ が 大事 に し て い るの

「あなたは仕事ができるが、そ
変貌したのです。再生のヒント

は、仕事の知識やノウハウを学

組 革 研 へ 送り だ す と き は、

やすくなるのです。
は、かつて高見氏が体験した組

ぶ研修ではなく、〝
人間のベース

「真っ白で行きなさい。食らい

かがっています。

革研にあったといいます。高見

になる研修〟 です。白河工場に

つきなさい」と言っています。

ずれも優秀な、元気な工場へと

工場長就任後、八か月が経過し

は、約一九〇〇人の従業員が働

変化が見える

た白河工場を訪れてみました。
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ために、開眼しないままで終る

わかりません。きっかけがない
幅な改善が進み、結果残業レベ

人をしていません。生産性の大

をしていたのに、この半年は求

対して絶対にあきらめない。最

ようになっていました。部下に

できるにちがいない」と信じる

帰ってくると、「いつかは、

ードしなければと頑張ってきた

と、よく言われていました。リ

だけ ど 三 木 はク ー ル す ぎ る」

それをリードすることが大切。

「部下一人ひとりのモチベーシ

のではもったいない。組革研を
ルが大きく低下し、休みも取り

後の最後まで粘って話し合って、 つもりです。しかし確かに、持

からないよ」と流していたので

まい、
「そんなのお客さんにはわ

した。ついつい対象を忘れてし

を追い求めている自分が蘇りま

見たときも、工場で効率ばかり

で、料理の『対象の三角形』を

『対象の概念』のお話のなか

い思い』はどこから生まれてく

私は「何とかせねばという『熱

のだろう…。組革研四日目に、

ギーは、いったいどこからくる

続しているのです。このエネル

見ると、一年三六五日それが継

しまうのです。かたや工場長を

ん。一か月も頑張ると、疲れて

ョンをいかに高く維持するか、

れっ！」と、うれしくなります。 やすい環境が生まれつつありま

体験して変わるのを見ると「あ
す。この変化の鍵はやはり「や

本人に成し遂げてもらうのです。 久力に欠けていたかもしれませ

工程、品質の管理をしています。 念』のお話では、強烈なパンチ

す。最近、
「これはつくる側のエ

るか」という質問を書きました。

部下を信じる

っと」と、応援したくなります。 る気の目覚め」「その気の目覚

そのまま伸びると「もっと、も

め」だった。工場の皆が感じ出

部下は派遣などを含め七五名で、 を食らった思いでした。耳を傾

ゴじゃないか」と、よく口に出

そして、藤田キャンパスリーダ

今、工場は少しずつ動き出し

けているうちに、自分のなかの

すようになりました。
「じゃあ、

ーのお答を聞き、「私は七五人

しています。

悩みは山ほどありました。自分

〝矛盾
〟 がまざまざと蘇ってきた

どうするんですか」 と返されて

ています。毎月欠員補充で苦労

一人では全てをできないので、

のです。

工場の生産技術課で、技術、

『人を人として』と『対象の概

生産技術課課長 三木洋二郎

部下の 〝運命
〟 を握っている

仕事をやってもらわなければな

も、まだ「うーん、考えてみる」 という部下の運命を握っていた

「人が育っていないから、いろ

う葛藤が日々あったのです。

部下はまだできないなぁ」とい

「自分だったらこうするのに、

え、納期が迫ると「しょうがな

は〝
それなり
〟 のアドバイスを与

した。だから取り組みの途中で

いなぁ」と、いつも思っていま

き、心の奥で「無理かもしれな

就いた職で、わからないことづ

職 場 で 部 下に 課 題 を 出 すと

いろな問題が起こるんだ」と、

いなぁ」と、結局自分でやって

中途採用で入社して三年、採

くし。〝中途
〟 という遠慮と重な

りません。しかし正直に言うと、

私の課題は一貫して「人を育て

いたのです。「自分は、部下に

用・研修関係を担当してきまし

り、自信を持って話すことがで

んだ！」と、リーダーとしての

る」でした。しかし組革研を体

対して失礼だった！」と深く反

た。入社当時は、会社の様子も

きませんでした。それをずっと

というレベルなのですが…。

験すると、それに向かう自分自

省しました。部下の『人間力』

わからないうえに人事は初めて

人事総務課 土屋隆一

〝被害者意識〟 を脱ぎ捨てて

私はそれまで高見工場長から、 責任に目覚めたのです。

身が大きく変わったのです。

を信じることを知ったのです。

藤 田 キ ャ ンパ ス リ ー ダ ーの
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を闘わせることが苦手だったの

引きずり、強く主張したり意見
体で思い知らされました。

分の弱点を、いやというほど、

すごく楽しかった。「この高揚

しいどころか、その 〝
一体感
〟が

「仕事はやってくるものだ」と

守られたのです。

何か問題が発生すると、「ま
経験で仕事に向かい、ミスや失

なく、自分の思い込みや過去の

から解放されていました。組革

腹が据わりました。「あっちか

た起きた、どうしてこんなにい
敗の原因になっていたと、わか

組革研から戻ると、上司の思

の五日間は一生の宝もの。これ

感を忘れないうちに、職場で実

ろいろ起こるのだろう」と暗く

ったのです。対象は揺るぎなく

いが理解できるようになりまし

私には『対象』という意識が

なっていました。仕事が期限ま

そこにあり、私がどう考えてい

た。厳しい叱責を受けたときも、 からも『自分自身と闘う』を忘

です。

でに終わらず上長から叱責され

ても 〝
不変
〟 のもの。だから、仕

「自分のために言ってくれてい

ら来て当たり前。やっぱりきた

ると、「自分はダメだ…」と落

組みをきちんと解明し、解決策

るんだ。ロボットになってしま

践したい！」
。

ち込 む ば か り。 し か し 内 心で

を見出さなければならないのだ

う自分を、何とかしたいと思っ

第二部になり、「俺たちの体

考えているのです。また、上長

てくれているんだ」と前向きに

「変革」
への原体験
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れずに頑張っていきます。

なり、いつからか 〝
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〟

か、そうだよな」と思うと楽に

は、「これではいかん」と自分

と学ぶことができたのです。
験はこれだ！」という課題への

自分自身と闘う

への憤りがあり、「組革研への
参加で変わることができたら」
と望みを託したのです。

年

たとき、
「上期はゴールできなか

出るまで、「まだだめ、まだだ

せん。何時になっても、結論が

でも、まったく教えてもらえま

ました。

ます。なんだか、うれしくなり

すると、真剣に耳を傾けてくれ

できるようになりました。進言

月

回

った。下期は何とかしたい！」

め」と徹底して考えさせられ、
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と、奮起しました。意外にもス

追い込まれていきました。しか

に対しても、自分の意見を主張

ムーズに進み、気持がハイにな

し個全の闘いを繰り返すうちに、 かたも変わりました。研修生の
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私にとってわかりやすい所にあ

れていったのです。むきになっ

う看板を見て、ますます動転し

我を忘れて「何とかしなければ」 ました。そして現場まで行って

日 ／火～

ったので、誰の目にもつきやす

て大声で意見を通している自分。 で協力してくれないんだろう」
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ました。結局、見つけることが

と、課題に向かっています。苦

声をかけ続けただけで、納期は

できないままタイムアウト。自

対象であるメンバーへの接し

い場所にあるのだと思い込んで
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