―“他責”からの発想転換

こ の 号は、去 る 十 二 月に行なわれた
「組革研／定期報告会」の報 告 の 中か
ら、次の四氏の報告を掲載しました。

クレームを一〇〇％自分の問題に

■

東芝セラミックス 山田泰守 氏…①

教えない、
与えない

■

い放って済ませていたのです。

にしました。こんな小さなアイ

示シール」を、表面に貼ること

ディ ア 、 し かも た っ た の 一枚

しかし、組革研から帰ると、

「本当にしかたがないのか？

なに注意深く梱包しても、予想

また輸送・発送時には、どん

とになったのです。

もう、やれることは無いのか？」 が、誤納入の数を激減させるこ

と自問するようになりました。

「対象」が変わると

たった一度の組織革新研究会

直接原因でないものも含まれて

客先不具合の中には、当社が

とっての問題ではないか。どう

輸送業者の責任でも、我が社に

るということは、たとえ商社や

「エンドユーザーに迷惑をかけ

発想の転換が生まれたのです。

と、〝他責〟 から 〝自責〟 へと、

「対象」という概念に目醒める

ら…。

付けることが私の仕事だとした

す。この二つを最適な形で結び

「 製 品 」と「 エ ン ド ユ ー ザ ー 」で

やらねばならないことが、次々

り見えてくると、やれること、

ユーザーという「対象」がはっき

リスクはないのか？」…エンド

「ほかに、出荷時に、輸送中に

て検討しているところです。

出しました。現在、試作を重ね

入れるという突飛な発想が飛び

場から、ジュラルミンケースに

にしよう」と食い下がると、現

ても破損しないような梱包方法

「客先が、少々乱暴に取り扱っ

我が社にとって「対象」とは、 もつかない破損が起こります。

へのメンバー参加でしたが、そ

います。例えば、当社から出荷

しようもない、ではダメだ。何

と出てくるのでした。

横浜ゴム 川又康永 氏…②

れ以降、私の仕事へのかかわり

した製品が商社を経由して違う

とかならないのか！」と職場で

品がお客様の受入検査において

を担当しています。出荷した製

最後の砦である「検査と出荷」

私は製品をお客様へ出荷する

っていました。「どうしようも

私は自分とは関係ない問題と思

から連絡がきても、それまでの

から発生する不具合です。営業

これらは、私たちの手を離れて

扱い注意不足による輸送破損。

こで、誰が見ても間違えないよ

らいはず、と痛感しました。そ

は商社に着いたときにわかりづ

ることがわかりました。これで

製品が梱包されて出荷されてい

同じ荷姿の段ボール箱に異なる

出荷現場をよく観ると、全く

ぬけと言っていたものだと、私

よくもこんな立派なことをぬけ

れていたのだろうか…。以前は、

しかし本当にそういう目線でや

ようによく口にしていました。

して』でした。私も当たり前の

た品質方針は、『顧客第一に徹

さいたまコープ 福岡和敏 氏…④

■ 最高業績」
「
を生み出した組織体質

ボッシュ・レックスロス 皆川修三 氏…③

部下の頭のなかが見えてきた

かたはガラリと変わりました。

お客様へ誤って流れてしまった

■

変えようと意図したわけではあ

声を張り上げていました。

不具合発生となると、「客先品

ない！ しかたないじゃないか、

のです。

質苦情」として営業から連絡が
きます。

自身深く反省しています。

組革研ホームページ

う、ひと目で中身がわかる「表

新年度頭にあたり会社が掲げ

誤納入。また、輸送業者の取り

http://www.sokaku.co.jp

りません。ごく自然に変わった

そして

東芝セラミックスＡＣ製造長

山田泰守
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こちらは何もできない！」と言

伊豆 高原

クレームを１００％
自分の問題に

①

教えない、与えない
― 60歳派遣社員への新人教育

横浜ゴム 航空部品事業部
航空部品工場生産技術課長

川又康永
とつであると自負しています。

ぼり出すことも重要な活動のひ

的なコスト低減により利益をし

動の使命ですが、一方で、徹底

新商品を生み出して社会貢献

推進」の役割を担っています。

ト低減を図る「工程・作業改善

は、あらゆるムダを省いてコス

航空部品工場における私の課

の地図を書いて、自分で確認し

がどこにいるのか、自分で工場

そして「明日から、この人たち

の関係者への引き合わせだけ。

初日、私がしたのは、工場内

小さな挑戦を決めたのです。

であろう力を引き出せないか、
と

した。本来、当人が持っている

し変えてみよう、と思いたちま

ら、この新人への接しかたを少

前に参加した組革研での体験か

た。

件がズラリと提示されてきまし

たちが見落としていた新鮮な案

ください」と投げかけると、私

とを、毎日二十件以上提出して

られるのではないかと思ったこ

ときに疑問に感じたこと、変え

さらに、「工場を歩き回った

をとりはじめました。

食らい付くように質問し、メモ

です。やがて、いろいろな人に

内のことしかしないという部下

わないと動かない、言った範囲

そして手間ひまかけて、何か言

ぎていたことを痛感しました。

やこれやと教え、世話をやきす

てのことが多いだろうと、あれ

それまでの新人教育で、初め

た。逆に動きやすかった」とい

と、「特に奇異には感じなかっ

じませんでしたか？」と尋ねる

を育てていたのです。ムダを見

う返事が返ってきました。

大きな責任感と仕事へのおもし

てください」と告げました。六

し、利益を上げることは企業活

ろみ、しかし大半は思うように

まさに、組革研の体験を再現

を感じるようにしむけることが

く本人で、おかしいと思うこと

つける目を育てるには、とにか

ある人に、これは礼を失した放

してみたのです。会場に着いて

必要なのだと確信しました。

与えたら動かない

私を含める九名で、地道な活動

任と紙一重の接しかたではない

バスを降りていきなりこま図を

いかない挫折感を味わいながら、 十歳のい わば 〝人生の 先輩〟 で
を続けてきました。

か、と私自身、大きな抵抗を感

工場の中はムダ＝改善案件の

渡され、自分でこま図を理解し

以来、彼は毎日、業務日記を

じながら。

宝庫です。しかしムダを見定め

そんな中、六十歳の新人を迎

ました。

のほかＯＢや派遣社員の方もい

テランぞろい。課員には、社員

齢も私が下から二番目というベ

どんな情報を持っているのかを

次に、「関係者と面談して、

地図ができあがっていきます。

の居場所の記入が増えていき、

き始めました。しだいに関係者

工場の見取り図を自分なりに書

入観をもって見ると、本当のこ

そういうものだと思い込んで先

れると、自分で動かなくなる。

は、雲泥の開きがある。与えら

て回ってありありと調べたので

人から教わるのと、自分で見

の力も上がっていくはずと期待

が少しずつ変わっていけば、課

れました。彼のように課員全員

りえない、きっかけだ」と言わ

「すぐに変わるなんてことはあ

藤 田 キ ャ ンパ ス リ ー ダ ーは

自分なりに書いています。自ら

えることになったのです。前の

感じとってください」「とにか

とを見落としてしまう。これは

が膨らみます。カチッとスイッ

すると、彼は工場を歩き回り、 ながら部屋に辿り着いたあの体

会社で長年にわたって経験を積

く、わからなかったらその人に

組革研の五日間で、私が身をも

チが入りました。小さいけれど、

るには豊富な経験が必要で、年

み、定年後に派遣社員として当

聞くように」と伝えました。専

って体験し、気付くことのでき

きっかけが見えた、と実感して

いろいろと調べ、うるさがられ

社に派遣されてきました。私に

門用語も充分には教えていませ

た事柄でした。

験です。

とって「ムダを見つける目、ム

ん。最初は見聞きすること全て

います。

るくらい質問しています。

ダをなくす人」の養成とレベル

がチンプンカンプンだったよう

後になり、彼に「不親切と感

アップは重要課題です。私は直

②

部下の頭のなかが見えてきた
―思い込みをかなぐり捨てて

ボッシュ・レックスロス 品質保証部名古屋品証課係長

皆川修三

四十半ばを過ぎた私が、今に
観的に判断し、全ての 〝答え〟

策も、まさに事実を見ないで主

ブ製品を中心に製造を行ってい

名古屋製造部では、油圧バル

リーダーが困らないようにと、

口を出してしまった自分に腹が

ースの割りこまはかんたんに発

トを切らされました。一つのコ

になり、有無を言わさずスター

幸か不幸か、私はＷゼッケン

仕事は任せませんでした。彼ら

ないようにと配慮して、困難な

いました。そして、彼らが困ら

できないだろう」と決めつけて

が掛かりすぎるし、どうせよく

部下たちに対しては、「時間

底的に自分たちの問題にさせら

を導入することにしました。徹

私はここに「個全システム」

い、対策を決める活動です。

るか、組立作業者全員で話し合

して顧客への不良流出を防止す

組みが展開しています。いかに

「即対策病」でした。 ます。現在、不良撲滅への取り
の自分の姿は、今でも鮮烈に思 「即原因病」

けるのか不安になりました。

は、この先、うまくすすめてい

「個全システム」を提案した私

け顔で動かないメンバーたち…

なぜ を
×打ったのかと尋ねても、
なかなか口を開きません。しら

なさげに ×
を打ち始めました。

ごとくボードに歩み寄り、自信

やっと一人、二人と、牛歩の

立ちました。

見できました。
「この程度か」と

の能力を自分の思い込みで低く

れ、真実に迫らされ、追い込ま

しかし二週間が過ぎた頃、あ

職場で実践しよう！

なってこんなに熱い体験をしよ
を出 して いた ので す。 重症 の

いう安堵も束の間、もう片方の

評価していたのです。部下をだ

れる …従 来 では あ りえ な かっ

―

割りこまが発見できません。同

いなしにしているとは考えもせ

た、個が中心となった本気のぶ

うとは…。なかでも上期Ｓ

じ道を何度も何度も行ったり来

ずに…。それは「仕事」のみな

は、当然タイムアウト。こま図

くれました。右往左往の結末

全てにおいて一貫した自分の姿

らず、
「家庭」や「友人関係」の

です。

つかり合いをしてほしかったの

らわれない全く新しいやりかた

しました。彼は従来の方法にと

ベテランが、慣れている現状の

を提案しました。これに対して

件出すように」と提示を義務付

題を貼り出して「一覧一望」し、 したのです。それにつられて、他

作業方法を変えたくないと反撃

「現場での問題事項を、一人五

組革研の体験は、今までの自

けました。なんとか出てきた問

でした。

けたため、手も足も出なかった
のです。打ちのめされました。
職場での物づくりの毎日は、

の困難を乗り越えてきたという

下を持って長年にわたり、幾多

処に追われます。それなりに部

異品選別といった数々の問題対

がったのも事実です。熱いもの

しれないという期待感が膨れ上

い喜び、何かを始められるかも

な自分と出逢えたような瑞々し

した。しかしその反面で、新た

ゃんこにされ、息苦しいほどで

ム対応、是正処置、不具合連絡、 を全否定するものでした。ぺし

して く れ た 貴重 な 時 間 な んだ

ティングの時間は、会社が提供

「何やってるんだ！ このミー

求めているように見えました。

動不審におちいり、私に助けを

いきました。リーダーの目は挙

状態になり、時間だけが過ぎて

打ちを強要しました。
×
予想どおり、全員がフリーズ

いう手応えを感じたからです。

なかが、やっと見えてきた、と

ました。部下一人ひとりの頭の

私は心の中で自分にうなずき

革研と同じ風景がありました。

です。そこには、伊豆高原の組

となく意見が飛び出してくるの

くと、次から次へと、止まるこ

言しはじめました。一度火が着

のメンバーも自分の思う事を発

経験が、私のなかでゆるぎない

がこみあげて、止めることがで

ぞ！」と、思わず叫びながら、

分の「言動」
「思い」
「考えかた」

そのために、職場で発生する

きませんでした。すぐにでも、

自信になっていました。
さまざまな問題の原因究明も対

生産のかたわら、むしろクレー

何かを始められる！

と風景を思い込みだけで決めつ

い出すことができます。

たり。焦りを通り越して途方に

る新人のひと言から状況は一変

20

③

「最高業績」
を生み出した組織体質
― 最前線で活躍するパート職員
す。九四年上期の赤字計上を契

七十三万人の組合員さんがいま

さいたまコープには、およそ

ってきました。

組織をあげて全員で、毎日、行

ッチングトレーニング』です。

て始まったのが、『組合員ウォ

ループ
（いばらき、
とうきょう、
ち

名称を変えて、コープネットグ

は『観たこと聴いたこと』へと

今、『組合員ウォッチング』

どくなって、今のパートを選び

あり、仕事と家事の両立がしん

ましたが、子供が小さいことも

以前はフルタイムで勤めてい

てやりたい、今度は近くて扶養

機に、大手スーパーとの競争が

こ の よ うな 「 人 と組 織 の 改

の範囲で働けるところを」と思

ました。「仕事、仕事と頑張ら

その 柱は 、
「マネジメント改革」 参加者をウォッチングしている

革」活動の結果、業績は着実に

ったのです。

ば、
ぐんま、
ながの）
全体へと広が

手法をそのまま取り入れたもの

好転し、〇六年度の業績は過去

組織革新研究会へは、すでに

紙に書いて貼りだすという簡単

気づいたことを「ありあり」と

かって実践している、いくつか

ちで知恵を出し合い、目標に向

い様々な課題に対して、自分た

職場で解決しなければならな

れたことさえ間違えなければい

働こうと決めていました。言わ

頑張りすぎないように、淡々と

める感覚で、むしろできるだけ

いうより、空いている時間を埋

ですから、頑張って働こうと

八七年から役職就任者の参加が

なものです。「対象」を観れる

の現場を、ほんの一例ですが紹

これは、組革研のサービスセ

と「職員の意識改革」です。目

です。日常の仕事の中で、「お

最高に達しました。

始まっており、職場への展開が

ようになるための一種のトレー

いや、という感覚。実際、パー

激化するなかで、生き残りをか

指したものは、職員全てが「課

や！ あれっ！ おかしいぞ」
「い

ずに、子供のことにも手をかけ

題を自らのこととしてとらえ、

つもと違うぞ！」と感じたこと、

ろうとしています。

行動する」ということでした。

図られてきました。〇二年から

介します。

※」によって、

『組合員ウォッチング』活動を

―

最前線にいるパート職員まで参

通じ て得 たも の は、 仕事 には

※秩父Ｓ さいたまコープのパート職員

は「秩父Ｓ

加対象が広がりました。今日に

「対象」があり、対象を知らず

を対象とした特別会期。一泊

至るまで、総勢四、
六〇〇余名の

して良い仕事はできないという

体験者を数えています。組革研
は、さいたまコープでの「人と

とを 書き 続け て いく うち に、

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全ては

組合員さんのために

の職場に生きています。あちら

が組革研で感じたことが、今日

多くの職員・パート職員たち

喜びになったとき、この取り組

他者＝組合員への貢献が自分の

した。そして、自分ではなく、

み込んでいる人」が増えてきま

日三時間半だけ、コハイ
（個人宅

ますが、私もその一人です。一

ート職員
（八〇〇〇人以上）
がい

さいたまコープには多くのパ

行動できることが、体の中に染

こちらで「芽」が息吹いている

みは、仕事そのものになってい

川越センター 勝村ますみ

のを実感します。

配）
係として働いています。

ません。

言っても過言ではないかもしれ 「対象＝組合員を観てから考え、

組織の改革」における、〝核〟 と

意識です。観たこと、聴いたこ

二日のＳ -体験。

20

ったのです。

で、こうして、ああして、と細

かく仕切ってくれたので、自分

の頭で考えることもなく、つい

ていくだけで、毎日が忙しく過

ぎていったのです。

けれども、「コハイ業務の外

部委託化」という話を耳にする

と、「ちょっと待って、今の作

」という不安

業がそっくり委託になったら、

私はどうなるの

もよぎりました。

―

」という自己啓発の研修に参

ちょうどその頃、「秩父Ｓ

!?

20

また、組革研への参加と併せ

20

20

トの先輩がとても一生懸命な方

ニングでした。

ンターの方たちが、対象である

さいたまコープ共同購入部部長
けた組織改革が始まりました。

福岡和敏

④

加させられたのです。厳寒の一

さん」です。コハイ係の私にと

んが喜んでくれると、とてもう

ングだったのだとわかりました。 のことがうまくいって組合員さ

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

すべては、「対象」のために行

っての「対象」は、「個人宅配

なうのです。

い。だから他のパートさんにも

月に秩父の山に一泊し、夜を徹

れしいのです。

ングするというものでした。ひ

「自分たちの都合で考えない。

お願いしています。お客様の様

を利用してくださっている組合

とりで歩かなければならず、寒

組合員さんにとってよいことか、 いたまコープのベーカリー中、

子を観て、自分たちの仕事をど

せっかくこのベーカリーに来

くて、怖くて、心細くて、涙が

業績 ト ッ プ店 ） に 入っ て き た

んどん変えてくださいねって。

して真っ暗な山道を、懐中電灯

お客様から

こぼれました。歩き抜くことが

そうでないかというのが、判断

ら、すぐに、お客様の様子を観

「買っていただいたパンを、お

員さん」なのです。私の業務の

できたなんて、信じられなかっ

基準のすべて」と、仕事観が一

るようにしています。

一本を頼りに、オリエンテーリ

たくらいです。終わってみると

変すると、迷いがなくなりまし

ましたし、言われたことを言わ

思うことはできるだけ避けてい

分が辛い、いやだ、面倒だ、と

てきませんでした。だから、自

という見かた、考えかたしかし

それまでは、「自分が働く」

ただ今日一日、いろいろなこと

めに書くの？」と思いながら、

ていたので、「じゃ、なんのた

要望は入れてはいけないと聞い

書いてきました。個人の意見や

も毎日、観たこと聴いたことを

ォッチング』という活動で、私

さいたまコープの『組合員ウ

よ、二十分後に焼き上がります

「今日のおすすめは、○○です

は、 欲 し い物 が な いの で す 。

ーを 持 た ない で 考 えて い る 方

ますよ」と声をかけます。トレ

ば、焼き立てをお持ちいただけ

ってから立ち寄っていただけれ

きあがります。お買い物が終わ

いる証拠。「あと五～六分で焼

ければ、これから買おうとして

まず、買い物かごにパンがな

『自分でやってしまったのだか

してしまったパンも、お客様が

トレーに乗せた後ひっくり返

きることは何でもしたいの。

で。うちのベーカリーとしてで

の判 断 で 断 わる こ と は し ない

かが手伝いに行くから。あなた

忙しくても。できないときは誰

えるようになってね。どんなに

しょうか？』と、こちらから言

たら『ひと口大に、お切りしま

子さんが公園で食べたいと言っ

いパンを持って帰ってもらいた

れたようにだけする、が全ての

にどれだけ気付けたかを書いて

から」
。カートが空だったら、今

お客様がこのベーカリー（さ

てくださったのだから、美味し

今まで感じたことがないほどの

た。頭の中の霧が晴れたように

目をそらさないで！

大きな達成感と自信に包まれま

本当にすっきりしました。

ポレール浦和東 林田栄子

した。それは、私の人生の転機

行動の基準でした。「ミスやト

いました。
も、自分には関係ない。言われ

するには、「対象」をしっかり

仕事で何をなすべきかを判断

がいます。三十分でお作りしま

ろうから、「先にご注文をうか

から買い物に三十分はかかるだ

「子供さんは、自分で選んだパ

ても綺麗なものと交換してね」

らこれでいいわ』と言ったとし

ともいえる体験でした。

ラブル、苦情が発生したとして
たとおりにやったのよ。私だっ

と見つめることがとても大切な

なんです。ちょっと手間でも、

て迷惑している」くらいのつも

自分で組合員さんの姿から問

子供さんのパンだけ別の手提げ

ンは自分で持って帰りたいもの
ナを出して見ようとしなくては

題を発見して、自分の力で仕事

に入れて、お子さんに持たせて

すよ」
。
それがどうです。この研修で

いけません。『組合員ウォッチ

のすすめかたを変えてみる。そ

のです。それには、常にアンテ
知った「対象」という言葉。生

ング』は、そのためのトレーニ

りだったのです。

協にとって「対象」は「組合員

⑤

自分がお相手したお客様が、
熟読しなければなりません。し

めには全員で共済マニュアルを

上げたいと思いました。そのた

しょうか、ふだんは缶詰めを並

たのです。自分で作ったからで

メンバーから声が上がりはじめ

あげてくださいね。
その場を去ってから次のことを

てしかたがない様子。絵を見て

べているメンバーも、気になっ

話が違う。店で品出しをするの

かしそんな時いつも、「それは

くやりたいからと、こちらの都
が私の仕事、勧誘をするなど聞

やってください。別のことを早
合で、目の前にいるお客様から

いるお客さんから目を離そうと

（いずれも火～土曜）

５日間

「変革」への原体験
組織革新研究会

会期

年
第 回 ５月 日～ 日

は敏感です。こちらが嫌々やっ

などしたくない」と大きな抵抗

いていない。今さら共済の勉強

説明を始め、加入のアタックを

れずに近寄って、あれこれと、

しません。いてもたってもいら

第 回 ６月 日～ 日

第 回 ６月 日～ 日

12

22

14

30

16

26

二つを最良のかたちで結び付け

績」と「メンバー」です。この

店長の私にとって、対象は「業

す。これ、なかなかいいじゃな

の勉強をしてしまったみたいで

見ながら描くので、同時に共済

「絵を描くのに、資料の内容を

こうして、みんなで共済キャ

は、本当にすごいでしょう。な

月 日～ 日

22

13

16

15

16

26

17

20

月 日～ 日

12

年
第 回 １月 日～ 日

第 回

第 回

第 回 ９月４日～８日

第 回 ７月 日～ 日

26

しているのです。

10

11

マネジメントを任されている

るために、私には何ができるか

んに質問されても、答えられる

の中には、元幼稚園の先生や美

ンペーンの目標をやりきってし
みんな上手に描いてきてくれ

んとＭＶＰを頂くことができま

10

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

絵に描いたら
加入数トップに

そこで今回は、「わかりまし

ようになったんですよ、この私

い、なんて思えてきて。お客さ

ミニコープは、五十坪ほどの

た。ではみんなで絵に描いて、

が！ そうなると、今度はすす

考えました。

コンビニタイプの店鋪のことで

手作 り ポ スタ ー を 作り ま せ ん

ミニコープ浅間台 池田やよい

す。ここで働いているのは、店

か」と提案しました。メンバー

職員で、みんなで切り盛りして

大出身で絵の得意な人がいたの

まったのです。うちのメンバー

長である私を含め全員がパート

めたくなってきて…」

います。

で、つい口に出たのです。

八歳。組革研は、〇三年に行わ

ました。共済部からは、大きな

私はもうすぐ定年を迎える五
れた「エクセレント会期※」に

さいたまコープのエクセレン

※エクセレント会期

した。こんなこと初めてです。
ましたが、それは一枚も使わず

美しいポスターが支給されてい
昨 年 の 夏も 、 毎 年恒 例 の 、

に、みんなの手作りポスターを

参加させていただきました。
「共済のキャンペーン」の季節

勤めるパート職員）だけを対

トリーダー（職場リーダーを

すると、「あっ！ あのお客さ

象とした特別会期の組革研。

全部並べて貼り出しました。
入は、店の大きな純利益につな

ん見たわよ！ 見たわよ！」と、

を迎えました。組合員さんの加
がります。なんとしてでも数を

08 11

よ」

にあってしまうのです。

07

ていると、すぐにわかるのです

目を離してはダメです。お客様

421 420 419 418 417 416 415
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