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今こそ組織変革を。トップの情熱に
支えられ、社員たちに 〝意識の変容
〟
が波及していきました。

〝熱い思い
〟が未来を拓く

■

新潟支社長 荒井

人事課副課長 大関久章 氏

〝管理〟が目を塞いでいた

■

〝対象〟が確信を与えてくれる

■

人事課 竹内豊和 氏

オムロン アミューズメント
人事総務グループ長 上本智宣 氏

■〝
限界〟 という殻を突き破れ

うにやろうという風土になって

いるのではないかと感じました。

〝信念〟 の体得

片や災害事故発生時は、力を

という怒りから始まったメンバ

ーダーは何も教えてくれない」

私は今から十七年前、千葉支

最大限に出して結束し、素晴ら

ー参加。上期での失敗体験は今

これでは昨日以上のことが、何

しい対応力を発揮するのです。

でも 私 の 〝戒 め〟 にな っ て い ま

社の輸送課長のときに、組革研

紐解いてみると、マネジメント

す。走り込んでゴールし、ペア

も生まれませんし、仕事の面白

の実態は安全安定輸送確保のた

と握手したとたんに、「ゴール

にメンバー参加し、続けてリー

めに、ルールや基本動作を守る

できません」と告げられました。

さを味わえないのではないかと

ことを強く求められてきた鉄道

ＩＰでの時刻申告が正しくでき

ダー参加を体験しました。「リ

事業の一面もあり、『管理』が

ていなかったのです。私が時刻

さえ思いました。

強く『上意下達』の風土があり

を言って、ペアがそれを記入し

私は確認していなかったのです。

ました。しかし記入したものを

ました。

少子高齢化などにより、お客

さまが減少傾向にある一方で、

を担っているという誇りに満ち

鉄道という重要な社会インフラ

機能と人材を有していました。

要都市の鉄道拠点として優れた

潟鉄道管理局と称され、地域主

新潟支社は、旧国鉄時代に新

した。日々の業務に追われ、懸

とつ「活力がない」と直感しま

優秀でまじめなのですが、今ひ

も若い社員が大勢おり、誰もが

場にも支社の計画セクションに

心に輸送を担っている第一線職

化していました。乗務員区を中

退職し、約四千人の組織は若年

有化することが必要と考えまし

を知ることと、今後の課題を共

とりが支社を取り巻く今の状況

ません。そのためには、一人ひ

る組織にしていかなくてはなり

と厳しさに対応できうる活力あ

内の世代交代が進むなか、変化

せられていました。一方で支社

業に街づくりの中心的役割が課

事業が予定されており、鉄道事

報告しなければと、月曜日朝一

した。早く派遣責任者の上司に

日は早朝からリポートを作りま

が高揚感で一杯でした。翌日曜

組革研から帰った晩は、体中

だのです。

るのだと、この失敗体験で学ん

物確認を怠ると全てがゼロにな

頑張っても、肝心なところで現

責任を感じています。どんなに

新潟駅周辺では連続立体交差化 「あぁ、私のせいだ…」
。今でも

〇五年六月、私が支社長に就

命に働いているのだが、昨日の

から「すごい五日間でした！」

ていたのです。
任したときは、ＪＲ発足十八年

た。

稔
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ことを今日も、明日も、同じよ
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ンパスリーダーから「荒井さん

た。

と、夢中にしゃべりつづけまし

する社員を募る『若手応募型セ

そして、支社長との対話を希望

しよう。対象は約六〇〇人いる

た。「そうか、よかったな」と

と、外枠が決まっていきました。 せん。十七年前の私と同じでし

が、一回の定員は二〇人まで」

うれしくなりました。

ちでしゃべりつづけて止まりま

きて一日目、私に高揚した面持

「次回はここを変えてみましょ

修修了後には、研修担当者から

七二人を終了しました。毎回研

七年の年末には二十六回、計三

『若手応募型セミナー』も、〇

かないんだ。失敗したり成功し

思う 〝
熱い気持ち
〟 だけ。やるし

は企てや計算ではない。部下を

試行錯誤をしながら「リードと

つづけました。また「受講生の

講生をよく見ることだ」と言い

しました。「そのためには、受

かたを変えてみる」と課題を出

私は研修担当者に「毎回やり

きました。はずんでいました。

なんですか、今日は」と跳んで

テントに近づくと、「支社長！

豆高原の会場に出向きました。

なってじっとしておられず、伊

責任者二人を送りました。気に

十一月には、さらに社員育成

ています。

が、そこここから届く日を信じ

とに挑戦しています」という声

ここを変えました！ 変えるこ

講生からも「日々の業務の中で、

になりました。そして、研修受

うか」という声が出てくるよう

リーダー参加では、藤田キャ
はエリートですね」と何度も指

たり、その過程のなかで自分の

質問内容は紙にマジックで大き

摘されました。「上手くやろう」 ミナー』を、とにかくやってみ

思いがどれだけ伝わるかが勝負

く書いてもらう」と提案しまし

と考えながらやっていたのです。 ることになったのです。

だ」と、体得したのです。これ

た。しかし、研修担当者は、み

話したほうが早いという反応で

時間がもったいない。みんなで

はどうなっているか』のほうが

う対応していくか』より『対象

「同じ丸ではないんです。
『ど

「なるほど、対応より対象をつ

バーが、こう指摘したのです。

たメンバーに対して、別のメン

総務部人事課副課長 大関久章

した。「昨日よりダメになって

かむほうが大きいんだ。しかし

んなきょとんとしているのです。

〝管理〟 が目を塞いでいた

は私の 〝
信念
〟 という深い部分に
まで入り込んでしまいました。

改革の芽よ、育て
新潟支社で若手の人材育成を

大きいんです」と、チームメン

ない。支社長自らが支社の現状

的に話すだけの研修ではつまら

〇歳以下。講師
（管理職 ）
が一 方

ました。「対象は次代を担う三

を育成する研修」の検討を始め

「次代を担うにふさわしい社員

「まず、研修担当責任者を派遣

さぐりの研修が進むなか、組革

言いたい衝動を抑えました。手

た。

だ！」という衝撃に打たれまし

ほうがずっと価値がある！」と、 「自分は今まで何をしてきたん

くした』より『変えてみた』の

を、各自で書き写すという場面

促すことが仕事でした。つまり

見て回り、問題があれば改善を

革研」という言葉が出たのです。 かれた『仕事展開方針』
（左図参照） ました 。支社 の業 務執行 状況を

研ＯＢである人事課長から、「組

での出来事です。書き写した紙

となんだ！」
。

ら対応を省力化できるというこ

ではなく、対象をつかみ切るか

目指し、人事課の社員とともに、 もいいから、変えるんだ。『よ

と今後の課題を話し、続けて受

してみましょう」
。
こうして九月に研修担当の若

つを同じ大きさの丸で書いてき

をみんなで持ち寄ったとき、二

なのに、自分は逆になっていた

監査の仕事は対象をつかむこと

以前、私は本社の監査部にい

り、支社長がすべての質問等に

手二人を派遣しました。帰って

組革研一日目、もぞう紙に描

バーが指摘する声を聞いた瞬間、 対応がどうでもいいということ

講生から質問や自分の意見を募
答えるという、双方向の構成に

②

のです。例えば契約関係に問題

が『指示待ち』にさせていた。

があるとき、契約の全体の体系 『ロボット症』を、まさにつくっ

決意しました。

かかわりかたが

社内研修では私が講師として

にある。毎日違う、人

「マネジメントは対象

がらりと変わる

教える立場です。「人材育成は

によって違う、状況に

ていた！」
。こうして、私の目は

社運をかけた重要課題」とわか

よって違う」と気づい

より、誤りの部分だけに焦点を

「人を人としてではなく物とし

っていても、経験がなくて戸惑

たことを職場で体現す

開いたのです。

て扱うのが『管理』というマネ

いました。研修は「受講生を集

る番です。

あてていたのです。

ジメントだ」という藤田キャン

めて、会社が求めるレベルの内

しかし、どう考えても、私は部

知っていると思っていました。

のときに研修などを受講して、

ネジメントについては、監査部

部人事課に異動しましたが、マ

〇七年四月に新潟支社の総務

ど、大切なことではありますが、 です。

コミュニケーションの重要性な

社会人としての心得、時間管理、 ませんでした。対象こ

初めて担当した新人研修では、

ことが仕事と考えていました。

手法を踏襲し、忠実に繰り返す

いました。そして、従来の研修

見を聴くしか術があり

いた私は、みんなの意

ジメントを信じきって

人を物として扱うマネ

問題は行う側にあった

パスリーダーの言葉が、私の胸

容を時間内に与えるだけ」と思

下の『人間力』ではなく『道具

〝
マニュアルどおり
〟 を講議した

いや、正直に言えば、

に突き刺さりました。

力』を引き出していたのです。

ものです。

す。監査のときの癖で、上から

んて」と腹を立てていたもので

意見には、「上の私に意見するな

扱っていたのです。部下の反対

仕事をしていく上の道具として

いんだよ」という感じ。自分が

はこの部分をやってくれればい

ともなく、
「その達成ために、君

ることが必要なのです。まず、

で、それに応える研修を実施す

々 が 対 象（ ＝ 受 講 生 ）を つ か ん

う側に問題があったのです。我

かし本当は、受ける側よりも行

講生の責任にしていました。し

ないことに問題がある」と、受

に立たない研修はない、実践し

研修の成果にかかわらず「役

身が引き締まりました。

りません。「いよいよだ」と、

大変さと闘っていかなくてはな

見を言ってくる人間〟 をつくる

と焦りました。これからは 〝意

自己満足だけで終わってしまう」

が、誰も何も言わないのです。

ださい」と言いました。ところ

で、「何でもいいから言ってく

育成担当の助役を集めた会議

アルや方策はいろいろあります

何をやっても無駄です。マニュ

い〟 が大切です。それ がないと

で引っ張り上げた いという 〝思

「部下を、なんとしてもここま

い、それがないとよくできない。 ていることを話しました。

驚きました。「なんでも聞きた

が、部下をどうしたいかという

結果、今、自分自身に最も課し

えませんでした。考えつづけた

があり、いい加減なことなど言

りました。一言ひとことに責任

成』について話をすることにな

さらに新任助役の研修で『育

強く言うことが身に付いていた

私のかかわりかたを変えようと

そが、頼りになったの

自分の目標を部下と共有するこ

のかもしれません。「こんな私

③

方法を、バイブルのように尊重

は、先輩たちが築いてきた研修

見逃して、さっそく迷いました。 の育成」が課題でした。研修で

は違っているのです。なんとし

していました。なるべく忠実に

象三角形』を描き、対象側の二
組革研で、自分がこんなに揺

てでもゴールしてやろうと奮い

繰り返し、「まずは教えるから、

〝思い〟 がないと、人を育てるこ

らぐとは思いませんでした。感

立ち、すぐに「一つ手前の交差

その通りにやってください、そ

しかし明らかに、自分が上期と

み重ねが大切です」
。
謝しています。四十四歳にして

点まで戻って確認し直そう」と

れが全てのスタートです」とい

つは何かを考えています。

「対象を見ているか。対象を知
私は変わり、新たな仕事人生を

判断し、全力疾走で引き返しま

とはできません。毎日、部下と

らないで、こんなことを言って

送るきっかけをつかむことがで

どうかかわっているか、この積

いいのか」と日々、自問自答し

に並べて、足並み揃えて歩かせ

した。長い道のりも迷いがなく、 うスタンスでした。全員を一列

道なりの交差点であることも見

ようとしていたのです。

きたのですから。

ればわかりました。私を突き動

「見本を与えて、ロボット型人

ています。常に頭のなかに『対

〝対象〟 が確信を与えてくれる

かしていたのは、〝
確信
〟 です。

ることができました。すべてが、 生のためにこれでいいのか。そ

総務部人事課 竹内豊和

間をつくっていたのだ！

は、〝
正解
〟 がありません。社内

受講

こうして走りつづけ、ゴールす
「このままつき進もうか。や

繰り返していました。「この交

山中の道を辿りながら、葛藤を

の直前に研修内容について疑問

くこともしばしばでした。研修

で良かったのかな」と疑問が湧

きるんだ。その確信は、対象を

ても戻る勇気が湧き、ゴールで

「確信できれば怖くない。迷っ

組みを調査した成果でした。

十一月、十九年度の新入社員

向いたのです。

経ると、私の目は初めて対象に

がっているのだろう」
。組革研を

のか、どのような研修を受けた

もそもどのようなニーズがある

徹底的に現地現物でＳ

差点がこのこま図だろう…、た

を抱いても、いつも私は「打ち

よく見ることからこそ生まれる

三十四人に首都圏見学研修を実

の仕

研修の実施途中で、「この内容

ぶん」とあやふやなまま通過す

合わせも終っているし、もう検

んだ！」と、体でつかみ取った

―

で

ると、きまって次の交差点で、

討する時間などない。とりあえ

―

となるのでした。間

のです。

はり戻ろうか…」
。上期Ｓ

あれ っ ？

ずやってみよう」と、疑問に蓋

施することになりました。当社

違ったと思って振り返ると、な

の収入基盤である東京圏を見て、
達成感を得ることができません

の配属になりました。人事課で

て、〇六年四月に総務部人事課

車掌、運転士、輸送指令を経

もらう。ここまでは昨年通りで

を決めさせ、それぞれ見学して

ープに分け、グループ毎に行程

図ることが目的です。六人グル

商品知識や接客マナーの向上を
て、戻る勇気が出ないのです。

でした。私はこんな人間だった

は、役職別、就労年数別など多

した。私は新たに『新潟と東京

初めて 〝対象〟 を見た！

えて進んだあげく、さらに迷い、 のです。

最初からやりなおす大変さを考

りました。相談する相手もなく、 岐にわたる研修を実施していま

の違い』について、発見したこ

た。
悔しさと一緒に、職場の自分
が重なりました。人材育成に

スタートしてすぐに交差点を

一人で二人分走るのです。

下期は、ダブルゼッケンにな

すが、私は人材育成関係の研修

とを書き出してもらうことにし

結局、タイムアウトになりまし

担当で、「時代を担う若手社員

だよなぁ」と尻込みしてしまっ 「やっぱり失敗だった」となり、

をしていたのです。そして結局、

20

ぜか急な上り坂ばかり。「大変
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をありのままに書き出し、その

ました。対象をよく見て、事実

た私も、見ていたのに気づかな

今回は、作業指示を文字や絵

取りを繰り返していたのです。

を、もっと変えたくなったので

の研修では、全てを貼り出して、 にして、会場に貼り出しました。 文字の書きかた、絵の書きかた

かったものもありました。次回

すると、わからなくなる度に紙

す。「小さなことでもいい、毎

も見えてきました。もっとわか

なかから対策を生み出してほし
みんなで一覧一望してみようと

を見に行って、じっと考えてい

また研修時の作業指示におい

質問もなくなりました。静かな

生をよく見れば、何を変えるか

りやすい作業指示を貼るために、

いと考えたのです。
思います。

てもらい、その達成のために個

て、小さなことですが、やりか

がわかるはずだ」と、荒井支社

グループ毎に発見件数を決め
人の目標件数を出してもらいま

室内で、誰もが集中して作業に

長から言われていた言葉の真意

とさらに迫ると、「一〇〇件出

識せずに言葉中心で伝えていま

をするとき、今まではあまり意

研修』から『仕事を自分のもの

私のなかで、『失敗させない

ない 時 代 に なっ て い く で しょ

これからはますます経験則の

るのです。違う作業をする人も、 回、何かを変えてほしい。研修

した。「本当にこれでいいのか」 たを変えてみました。作業指示

取り組んでいるのです。

します！」という声もあがりま

した。すると違う作業をする研

にする研修』へと、価値観が変

わりました。一人ひとりで考え、 う。我々が生き残るためには、

がわかりました。

した。

修生が必ず現れ、二度三度と説

書き出されたものは、東京圏

第424回 ３月11日／火～15日／土

は「新幹線のホームに柵がある」 明し直して正していたのです。

第431回 11月11日／火～15日／土

2009年
第432回 １月20日／火～24日／土

第433回 ２月３日／火～７日／土

第434回 ３月10日／火～14日／土

会場

静岡県・伊東市
伊豆セミナーハウス

￥221,950

組織革新研究会へのご参加、お問合せ
は、下記事務局までご連絡ください。
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マネジメントセンター

かなければならないのです。

参加費

変えてみたら、私の次の課題

変わりつづける対象状況に応じ

第430回 10月14日／火～18日／土

自分の問題にしてこそ、成長が

第429回 ９月２日／火～６日／土

また、
「どうするんですか？」と

第428回 ７月15日／火～19日／土

「 案 内 表 示 が わ か り や す い 」な

第427回 ６月24日／火～28日／土
（特設会期）

て、新たな手を打ちつづけてい

第426回 ６月３日／火～７日／土

あるのです。

第425回 ５月20日／火～24日／土

いう質問が絶えず、
「それ、さっ

第423回 ２月12日／火～16日／土

ど、新鮮な視点に満ちていまし

2008年
第422回 １月22日／火～26日／土

き話しましたよね」というやり

会期

た。首都圏での勤務経験があっ

変革への原体験
組織革新研究会
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