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１． 注目されるジョブ型人事制度

近年、人事部門の関係者の間では「ジョブ型人事制度」への関心が高まっている。しかし、

その具体的内容となると多様な形となって、定義が難しい。本来、ジョブ型人事制度は、採

用・育成・配置・評価・報酬・退職までをトータルに構築すべきものであるが、現在は名称が

先行し、その実態は導入企業によって適用範囲にはかなりの差がみられる。主に大企業で

長く続いてきた人事制度を短期間で変更することは、各世代の従業員の理解と納得を得る

ことが容易ではなく、経営層の本気度と人事担当者の熱意と力量が問われることになる。

新制度が受け入れられ、生産性が向上する働き方の改革となるか否かは未知数な面もあり、

チャレンジングな取り組みとなろう。

半世紀前の高度経済成長の時代に導入された職能資格を柱とする人事制度は、日本的

経営の特徴として運用されてきたが、バブル崩壊後に激変した企業環境の中で、職務等級

給・役割給等、年功的要素を減少した賃金体系への改訂が様々に模索されてきた中で、今

回の「ジョブ型人事制度」への変更が加速されつつあると理解できる。

本稿は、「ジョブ型人事制度」において、まだ議論の少ない企業の人材育成の側面から、

考察してみたい。

２． 「ジョブ型人事制度」導入の背景

現在、新制度を導入ないし検討しつつある企業を取り巻く環境について整理する。

第一は、グローバル経済の爛熟期にあって、わが国の大手・中堅企業の多くが、事業経営

の軸足を国内ではなく海外に置いていることがある。世界で日夜進行する企業間競争の中

にあって、DX等を始めとする高度専門人材・異分野人材が不足していると指摘されている。

長期継続雇用を前提とした人材の採用・育成・処遇では必要な人材を確保できないとの経

営側の危機感がある。世界中の有為な人材を的確に採用・活用するには国際標準としての

「ジョブ型人事」が不可欠であるとの観点である。

第二は、人生百年時代といわれ、高年齢層の雇用が企業に義務付けられる中で、ミドル・

シニア層にも生産性と処遇の適正かつ公平さが求められてきている。若年層から見れば、職務

と業績のバランスが取れていないと見えるシニア層の存在があり、一方で現役時代と変わらな

い業績を上げている定年後継続雇用者からは、職務と処遇の適正なマッチングは年齢に関

わりなくなされるべきと主張がある。
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第三は、働く者のダイバーシティとコロナ禍で加速した働き方の多様化がある。少子高齢

化社会を迎え、従来からワークライフバランスを重視する女性や雇用延長のシニア層では、

職務(ジョブ)を明確にした働き方が意識されてきたが、テレワークが一般に拡大する中で、

若手や管理マネジメント層にも責任と権限に裏付けられた職務の明確化が議論されるよう

になってきた。

第四は、就労意識の変化である。長期継続雇用を前提としたわが国の企業が、経済社会

環境の急速な変動に伴って業態や職務が変化し、必要とされる人材もまた変化し、大手企

業といえどもM&A等で経営主体が変わることが頻発している。若年層やミドル層が、現在

所属する企業を離れることも想定した自らのキャリアプランを、企業と社員が真剣に考える

時代となっている。

3．導入企業の事例

公表された資料から、ジョブ型人事制度の導入事例を見てみたい。

事例１．三菱ケミカル

同社は、2017年4月に三菱化学、三菱樹脂、三菱レーヨンの3社が合併して新たに発足した。

歴史ある企業間の合併であり、人事面での統合は困難な局面があったことと想像されるが、

2019年に「会社と従業員が互いに選び、活かし合う関係、ともに成長していくカルチャー」を

形成していくとの方針を掲げ、人事制度においても「主体的なキャリア形成」「透明性のある処

遇・報酬」「多様性への促進と支援」の三つの観点から改革を進めてきている。

具体的には、従来の等級制度を再編し、管理職層では6段階から4段階に、処遇は職責に

よることで、ポジションが変わり担う職務が変われば、等級の上下が生じることとした。整備し

た職務記述書は約5千のポジションとなったという。また一般社員層では、従来の「職能資格」

と｢職務等級｣の2本立てであった賃金体系を、年次・年齢を問わず実際に就いている職務

(役割)に応じた等級とする一本化を図った。なおこれまで一般社員は、工場等で実務を担う

「基幹実務職群」と大卒入社者が主となる｢総合職群｣に二分されていたが、新制度では工場

のライン分野を「T職」、その外は「E職」に再編することで、その結果E職が大幅に増加する

ことになった。

新制度のもう一つのカギは人事異動を原則社内公募としたことにある。公募は年間4回実

施され、「社内公募に応募して合格しなければ、原則として異動が発生しない」ことになる。会

社が主導して従業員のキャリアを決めるのではなく、「従業員が自ら考え、行動する主体性と

意欲を高めたい」との狙いをもった施策である。勿論、該当者がいない時や育成に必要等の場
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合には会社主導の異動も実施することを担保している。職務(職責)を処遇にリンクさせ、従

業員にキャリアへのチャレンジを促すという明確な方針をもったジョブ型人事制度への取り

組みである。

事例２．富士通

同社では2020年4月、国内の幹部社員約1万５千人を対象にジョブ型人事制度を導入した。

DX企業への転換を進める中にあって、グローバルで働く約13万人の社員間のコラボレーシ

ョンが求められているが、海外基準のジョブ型制度に国内の制度も合わせることにより、地域

をまたぐアサインやチーム編成を可能とし、イノベーションを起こす人材の流動性を高め、社

員の自発的なチャレンジを促す仕組みとすることを狙いとしている。

ジョブ型制度の中心となるのは、6段階の職責とこれに基づく報酬体系である。従来の職能

ベースの体系では月俸報酬にレンジ（幅）をもたせていたが、職責ベースでは等級レベルで定額と

なる。そのため、評価により等級レベルに上下が生ずれば、報酬も変更される。日本型人材マネ

ジメントの特徴である「適材適所」からグローバル基準の「適所適材」に変えていくことになる。

ジョブ型人材マネジメントの基盤となるのは、「人材計画の見直しと現場への権限移譲」であ

るとして、各事業本部にはそれぞれの組織に即した採用、登用、育成と、人材流動化に対応す

るダイバーシティ向上が求められる。そこで重要な役割を果たすのがポスティング(社内公募)

となる。各本部が公開する募集ポストはいつでも誰でも閲覧することができ、希望者はシステ

ム上での応募により各本部での面接、審査を経て、翌年の4月に昇格する仕組みとなっている。

会社主導による育成、キャリア形成から、社員自身が実現したいキャリアプランを自律的に考

え、より上の職責にチャレンジすることを可能にした。そのために求められるのは、教育機会の

提供である。同社ではオンデマンド型教育を導入し、新たな教育プラットフォームを設置し、ス

マホ・PCでいつでもどこでも利用することを可能とし、互いに切磋琢磨し、思いやナレッジを

共有する組織風土への変革を図ろうとしている。

「企業がジョブ型人事制度に踏み切る目的を十分に説明し、一般社員を含め理解納得の上、

実際の現場で運用できなければ、形だけの制度となってしまう。職場の目線に立つことを常に

意識しながら進めていくことが重要である。」との人事幹部の言葉に共感する。

事例３．ブリヂストン

同社は2021年1月に経営体制や人事制度を刷新し、中長期事業戦略の推進に取組んでい

る。コロナ禍の中で早期にテレワーク制度を改定し、拠点オフィスの統合・再編やサテライトオ

フィスの増設など迅速な対応を進めている。今回の制度改定の目的は、「個人の働きがい、
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やりがいを高め、付加価値創造と生産性向上を両立する新しい働き方への変革によって、人

と組織がともに成長する姿の実現を目指す」ことにあり、ジョブ型人事制度への移行も、事業

実態に即して評価を見極めながら漸進的な方策を取ろうとしているように思われる。

新制度では、現行のメンバーシップ型の利点を生かしつつ、管理職層のうち高度専門知識

やスキルが求められる一部ポジションにジョブ型コンセプトを導入し、効果を検証しながら順

次対象を拡大する「ブリヂストン流のハイブリッド型制度」を目指していくという。コアであるタ

イヤ事業とは異なる人財が求められる分野では、今まで以上に役割や責任を明確にして力を

発揮してもらうために、これまでの仕事の延長線上にないポジションを切り出して「ジョブ型」

と定義し、それに見合う報酬体系に変えていく。また、一般層（スタッフ職）については定期昇

給制度を廃止し、成長ベースでの評価を基準に昇給するとしている。2022年度から総合職

の定期採用に「職種別採用」を採り入れ、職種志向が強くキャリアプランの明確な人財の採用

を促す。募集コースは「デジタル職」「研究開発職」「セールス・マーケティング職」等で、内定時

に当該職種への配属が約束される。もっとも、「ジョブマッチング制度」や「社内公募」等、入社

後に変更できる道も残す柔軟性を持っている。

人財育成面でも、次世代グローバル経営人財候補の選抜・育成とともにダイバーシティや

インクルージョンについても女性管理職の登用や外部採用強化、メンター制度などのサポー

ト体制を整備し、女性が自らのキャリアを切り開くための支援をする。

コロナ禍で研修運営も大きく変わったが、リモートとリアルの利点を生かすハイブリッドで、

部署・部門と連携しながら、個々人のキャリア形成を促していく。

同社は、メンバーシップ制の意義も十分踏まえながら、環境変化に対応する人事制度を前向

きかつ慎重に進める方針と思える。

4．ジョブ型人事制度の利点と課題

ジョブ型人事制度のプラス面については、一般に以下のような点が挙げられている。前記の

事例はそのプラス面に焦点が当てられているといえよう。

・従業員が主体的にキャリアを意識し、自主的に学ぼうとするインセンティブが働く。

・功績と処遇を整合しやすい。

・海外を含め社外から適材を採用しやすい。

・事業の環境変化に応じた適材を社の内外から集めやすい。

一方で、ジョブ型人事制度への変更は、次のようなマイナス面や懸念も指摘されている。

（1）タイムリーな人材確保・組織運営が困難である

必要な専門スキルを持つ人材は他社でも同じであり、高処遇を提示する企業間の奪い合い
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となり、採用費用が増大化する。また該当者の退職によるポスト空席は容易に埋められない。

また職務の限定の採用は、ミスマッチが判明しても他部署・職務への異動が困難であり、常

に変転する経営環境に対応しにくい。

（2）自社流儀の共有が取りにくい

自社にない異能人材を中途で採用した場合、企業特有の企業理念、価値観、業務プロセス

を共有することは容易でないと思われる。長期雇用の人脈に裏付けられた暗黙知、阿吽の呼吸

などのインフォーマルなコミュニケーションの取りづらさも生じよう。わが国でも盛んに謳われ

ている「〇〇ウェイ、○○バリュー」は、もともとグローバル企業が様々なキャリアを前提とし

たジョブ型雇用において、企業が目指す目的を常に共有化する必要に迫られたものともいえる。

（3）人材マネジメントの運用に難しさが伴う

ジョブ型雇用は、同じ職務職責であれば原則同一の処遇となる。業績評価による変動は

あるものの、ジョブ変更がなければ昇給は起こらないことになる。定期的な昇給のインセン

ティブが働かず、取り残されてしまった社員の仕事への意欲を維持することは別の課題を

生むだろう。また、意図に反して「使えない人材」を採用してしまった場合や当該職務が無

用となった場合、安易に解雇することには困難さが想定できる。

（4）人材育成上の課題

ジョブ型雇用は、必要な業務知識や能力が不足していることを補完する目的で行われる

ので、そもそも企業内で育成することが困難であり、社内に指導できる者が少ない。多種

多様な職務遂行能力を持続的に向上させていくためには、外部教育機関や自己啓発努力

に依存することになり、企業全体的な人材育成の計画・実行はハードルが高くなる。

5．企業の人材育成の現状をどう見るか

日本型人事制度の中で、1960～70年代にかけて、わが国の企業は社員の教育研修に力

を入れていた。新卒から定年（かつては55歳が一般的であった）までの30年以上の間で社

員の育成を長期的に計画し、教育投資にも多くの経費が充てられていた。欧米先進国をモ

デル・目標として「学ぶべきもの」が明らかで、その獲得のための教育研修は投資効果が高

いと判断されていた。

1990年代における未曽有のバブル発生とその崩壊により、企業は存続を懸けた経営・財務

の見直しを迫られ、「効率経営」のもとにあらゆる分野での変革がなされて、人事部門もその

影響を大きく受けた。また、ステークホルダーとしての株主の位置づけが高まり、年度・四半

期の企業業績が問われる傾向が強まった。結果として、教育投資のように効果が短期間の数

値に表れにくい分野の費用削減が進むことになった。
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また、経営戦略、意思決定面でも、効率化、集中化が指向され、分社化とホールディング化を

採る企業が増加した。ホールディング化は、戦略経営には効率的であるが、現場の実態が見

えにくくなることは否めない。特に、わが国の特徴といわれるOJT中心の教育研修の実施

状況は把握しにくいだろう。やっていてもしなくても短期の経営・財務指標には反映しにくい。

その結果として、わが国の企業教育研究費は減少を続け、先進諸外国に比べて大きく後れ

を取ってしまっている。

一方で、グローバル化、多様な雇用と働き方、派遣社員化等により、従業員の社外化が広

がり、本体社員が直接指揮管理する範囲が狭まってきた。「社員研修」のボリュームも減少し、

間接部門の合理化の一環から人事部門での外注化が進み、教育部門において社内の指導者

や専門担当者が少なくなり、外部の研修企業等に委ねることが多くなってきた。隆盛であった

往時の重厚な人材育成部門は近年見られなくなっている。

６．メンバーシップ型雇用制度は、時代遅れなのだろうか？

市場と技術のグローバルでの競争、年功型逓増賃金と生産性の低減、ダイバーシティ雇用

での公平性・納得性の確保等、様々な変化が進む中で、企業が旧来の人事制度によって従業

員を処遇できなくなった。ではなぜ新卒採用を止めないのか、それが今にあっても日本企業

にとって必要であるからだろう。今後ともジョブ型人事制度への模索は続くであろうが、現在

その多くは、従来の職能資格制度の年功的運用から、役割や役職に応じる職務処遇制に変更

することで、働く者の貢献と処遇にバランスを取りつつ、企業全体として生産性を高めていく方

向に進めようとする試みにみえる。

｢人的資本｣という観点からみれば、人事部門はその資本をいかにして獲得し、維持し、質を

高めるかが最大の役割であり、まさに「ジョブ」であろう。

では、どうすればよいのか。企業と社会全体の視点から取組みを求めたい。

人生100年時代での就労期間の長期化は必然であり、各種の調査統計でも裏付けられてい

る。しかしながら、高齢者の就労能力・意欲の維持について企業の取組みは十分といえない

だろう。ジョブ型制度は、若年・中堅層や管理・経営層に重きが置かれている。「リカレント」教

育は国や地方行政の役割であり、自己啓発に求められる比重が高い。

高等教育修了者に人生100年時代の教育機会を提供するのは国家の重要戦略・政策であ

り、文部科学省、厚生労働省や経済産業省等との役割分担の見直しも必要であり、そこには

地方行政の参画も求められよう。ライフステージの各段階、個人としての生き方に応じた働き

方、産業・社会の変化に対応する「求められる人材」として、学び続ける意欲を高め、学べる

機会を社会全体で創る必要がある。
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長い就労期間の中で、働く者が社会人としての知識を身に付け、成長していくには、実態と

して企業の「人材育成力」に勝るものはないと思う。企業としてすべきこと、やれることを明らか

にして、その協働者として国・地方行政、各種の教育機関との連携を取って、全体としての国民・

国力の維持向上を図っていくことが求められる。

企業は、ジョブ型雇用を拡大しつつも、長期継続雇用を前提とするメンバーシップ制度を存

続させ、新卒で入社した従業員にキャリアの全体像を示すとともに、変化常態の企業環境の下

での知識と意欲の維持向上を求めていく。

大多数の働く者にとって、雇用の安定は第一義的な要素であろう。信頼して、自らの人生を

かけられる企業が「よい会社」であることは論を待たない。その中で、70歳雇用を視野に入れ

た、一人ひとりに適切な教育機会を提供する企業の評価は、国民経済的にも高まるであろう。

すでに、「投資」との観点からもその取り組みが評価される状況となっている。

７．階層別研修への新しい視点

本論の末尾として、「ゾーン型基礎研修の薦め」を提案したい。

従来の「階層別研修」は職能資格人事制度にリンクしていた。資格ごとに一律に受講し、それ

が昇格の必要条件とされてきた。

それを大きく「新人」「中堅」「管理指導」「シニア］に括り、職務（ジョブ）毎に身に付けるべき

知識・技能・人間力等を明らかにし研修プログラムを用意する。定期的な面談の機会に本人と

上司が相談し、中期的な計画をつくった上で、毎年の教育受講計画を作成する。その受講履

歴と達成評価の継続的資料は、一元的に本人・直属上司・部門人事・全社人事が共有化する。

担当業務によっては、中堅社員であっても管理者向けの「リーダーシップ研修」が有効であ

り、シニア層にも新人向けの「コミュニケーション研修」が必要なことがある。IT研修、コンプライ

アンス研修等は新人、シニアに関わらず定期的なバージョンアップを一緒に受講することも必

要となるだろう。また、人生100年時代であれば、年齢に関わらず「ライフマネー研修」「健康

維持研修」「生き甲斐、趣味講座」等の提供も求められよう。

仕事の上でも、人生のライフステージでも本人が必要な時に必要な研修が受けられる人材

育成体制を創り運営していくことが、ジョブ型人事制度にも適合すると考える。「人的資本」の

形成と蓄積に人事担当者が力を発揮する時代が到来した。

本論に関して、以下の資料を参照・引用させていただきました。

＊労政時報 第4017号（2021年7月 9日） 事例：三菱ケミカル

＊ 同上 第4029号（2022年2月11日） 事例：富士通

＊Business Labor Trend  2021年4月号 事例：ブリヂストン
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管理者、監督者の役割と人間問題
～MTPやTWIを傍らに、敢えて挑戦すれば～

COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

日本産業訓練協会 元専務理事 成瀬 健生

はじめに

十人十色、人それぞれと言いますから、人の好みは、それこそ人それぞれで、誰からも好

かれる上役の一般化などは不可能でしょう。

それでもやっぱり企業では、良い管理者、良い監督者が必要なのです。日産訓の管理者、

監督者教育のベースであるMTPやTWIも、それを目指しています。

もうお気づきでしょうが、ここまでで問題が一つあります。そうです、良い管理者、良い監

督者というのは、部下から見てでしょうか、それとも経営者から見てでしょうか。

確かに、企業トップや直属上司の考え方と部下の考え方は、時に違うでしょう。トップや上

司は効率を重視し、部下は効率重視よりも優しい上司が好きなのではないでしょうか。

ですから、管理者や監督者は、上を見て、下を見て、さてどちらを優先しようか、何処で妥協

しようかと迷いながら経営陣の偉い方々と、毎日接触する親しい部下との「繋ぎ目」に在って、

色々苦労をすることになるのです。

ただ言えることは、会社の方針と、部下の意識がうまく合っていれば、仕事はやり易くなる

という事ではないでしょうか。

そんなことを考えながら、管理者、監督者が当面する色々な問題の中で、少しでも納得で

きるようなところを探してみたいと思います。

1    監督者、管理者の役割の中身について考えれば

--- 働く人の階層と役割（会社組織の横糸と縦糸）

人間が集まって仕事をするとき、効率よく仕事をしようとすれば、それぞれの人やグループ

を役割別に分けることになるようです。

役割の分け方には横と縦があります。横というのは、やる仕事の種類で、材料を仕入れる

人（仕入れ）、材料を加工する人（製造）、出来上がった製品を売る人（販売）といった分け方

です。縦の分け方は、一般職、監督者、管理者、経営者といった分け方です。

9



大きな会社になると仕事の種類も沢山ありますから、横の分け方は、それぞれの会社が、仕

事をするうえで都合のいいように分け、「職種別」と言います。

縦の場合は 階層別と言って、一般職は直接決まった仕事をする人、監督者は、その仕事

の仕方を教えて、きちんとできるように監督する人、管理者はそうした人たちの仕事が会社全

体の目的に巧く一致するようにバランスをとる人、経営者は、現在将来、会社がどんな仕事を

すればいいのか考え、会社の仕事全体をそれに合うように調整し、会社を育てる人といったこ

とでしょう。

会社はこの横と縦の仕事を横糸と縦糸のように組み合せて立派な成果に織り上げて社会の

役に立つことをやっていこうということになるわけです。

ここでの課題はこの中の縦の仕事の階層の役割の中で、特に監督者と管理者の役割につい

て考えようという事です。

--- 監督者の役割とは

監督者の部下は一般職の社員です。一般職の社員は新入社員からベテランまでいますが、

出来ればみんなが早くベテランのように、正確に効率的に仕事が出来るようになると、会社に

は大きなプラスです。

監督者の仕事は、そうした現場の従業員の育成です。部下が早く仕事を覚え、てきぱきと正

確に仕事をこなせるように、仕事のやり方を教えることです。そのためには部下のやる仕事は、

すべて立派にできるベテランで、その上に教え方が巧くなければなりません。つまり、仕事がで

きるという事と、部下にうまく教えられるという２つの能力が必要なのです。

この巧く教える能力を中心にして、相手の納得を得る対人関係能力、職場の良い人間関係

の理解と実践の能力は、部下の数も多く、職種も多様になる上位の職種、具体的には監督者

の上司になる管理者ではより重要になり、最もそれが重要になるのは重役、社長でしょう。

監督者とは、そうした人間理解を学び、人を育てるという会社にとって重要な仕事を身に着

ける第一歩を踏み出す立場になったという事です。

--- 山本五十六とチャールズ・アレン

話はちょっと横道に入ります。

皆さんは山本五十六をご存知と思います。太平洋戦争の時の海軍の総司令官で、アメリカ

と闘うべきではないと思いつつ、戦争の指揮を執ることになり、戦争末期に戦死されました。

この人を悪く言う人はほとんどいないでしょう。

山本五十六さんの「三十一文字」に

「やってみせ 言って聞かせて させてみて 褒めてやらねば 人は動かじ」というのがあります。

人に物を教えるときの大事なことを簡潔に歌い込んでいます。

COLLOQUIUM
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ところで、チャールズ・アレンというアメリカ人をご存知でしょうか。この方はOJT (On-

the-Job Training) の創始者です。

この方はOJTの４段階としてShow, Tell, Do, Check と言っています。日本語にすれば、

「やって見せる」「説明する」「やらせる」「講評する」ということで、なんと、山本五十六さんの

言った事と全く同じです。（山本さんの方が少し優しいかな）

--- 管理者の役割は上下のリンク

管理者と言えば、最も一般的な役職名は「課長」でしょう。

課長になると通常、労働組合員にはなれなくなります。残業もつかなくなります。つまり、従

業員サイドから経営者サイドに入るという事でしょうし、残業が付かないという事は、労働時

間は自分で決めるということでしょう。

もともとこういう割り切った発想は欧米のものですから日本の企業では、職場の現実となか

なか一致しません。労使関係や労働基準の法律の問題は、その道の専門家にお任せするとし

て、ここでは管理職の役割とは何か、具体的な仕事は、そして、管理職の役割を果たすために

は、何が一番重要かといったことを先ず見ておきましょう。

課長は、経営者の末端にいて、従業員の仕事については、かなり広い分野の知識や仕事

の遂行能力もあり、そして大事なことは、往々にして対立しがちな経営者と従業員、つまり

労使関係についての知識も大事で、さらに言えば知識だけではなくて、どうすれば労使の

仕事のベクトルが同じ方向を向くように合わせられるかを身をもって実践する必要も出て来

る仕事です。

言い換えれば、経営方針を従業員に伝え、従業員の気持ちや意見を経営サイドに伝えると

いう上意下達、下意上達の両方の実践が必要になります。

正に情報の交差点ですから、交差点の信号がうまく働かないと渋滞や事故が起きる可能性

があります。それを防ぐためには、監督者より一層進んだ人間についての理解、職場の行動

科学などの理解と活用も含め、人を良く理解し、人からは信頼されるような、人間関係が仕事

の中で創り上げられるような行動がとれることが大事ということでしょう。

---大事な原則を一つ

経営管理者の末端は課長で、役割は、まさに経営者と従業員の間にたって、双方向コミュ

ニケーションに尽力し、上司と部下のベクトルを合わせる努力が重要になるのですが、上司と

部下のどちらより重視すべきかという問題に常に悩むことになるでしょう。

ゴマすりの現場を部下に見られるのもカッコ悪いし、「部下に甘いのもいい加減にせい」と

上司に思われるのもまずいでしょう。やっぱり、やるべき事をきちんとやることで、評価しても

らうしかないと考えた時、これが決め手だと思ってほしいのは、「部下を育てる」という事です。

COLLOQUIUM
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「彼／彼女の下にいるとやる気が出るのかな、力がついてくる部下が多い」とか 「あの課

長の下にいたから確りしているだろう」と言われる管理職（監督職でも同様ですね）は、間違

いなく評価が高いでしょう。部下を確り育てていれば、その人の評価は必ず高まります。

会社に最も役に立つのは「部下を育てる」ことというのが、監督者、監理者にとって最も期

待されていることだからです。部下を監督者の資格十分まで育てた監督者は、もう管理者の

仕事が出来ているのだと評価され、部下を課長職が出来るように育てた課長も同様に、それ

ぞれ昇進対象にするという会社もあるようです。

２ 良い管理者、良い監督者と言われるのはこんな人たち

① 会社の考え方、仕事の意味を教えてくれる人

人事管理や人材育成の教科書によくこんなことが書いてあります。ご覧になった方もい

らっしゃるかもしれません。

太い丸太を鋸で挽いている人たちがいるので、何をしているのか聞いてみました。

A 「見りゃ解るだろう。鋸で丸太を挽いているんだよ」

B 「丸太を挽いて四角い柱を作ってるのさ」

C 「家を建てているんだ」

A は鋸挽きのベテランになるでしょう

B は建設工事の現場監督になるでしょう

C は管理者か経営者になる可能性があります

といった話ですが、意味するところは、自分のやっている仕事について、何処まで全体像が

解っているかが大事、という事でしょう。

会社でやっている仕事も、最初のうちは、極く部分的な単純の事から始まるのでしょう。

しかしそれは会社の重要な目標を実現するために実現するために、必要不可欠な仕事の

はずです。

今やっている仕事と、会社のトップの人たちが何を目指しているかという経営の目標、経営

理念などを解り易く説明してくれる上司がいると、自分のやっている仕事の重要性も解り、意

欲も高まり、いい工夫をしようという気になるかもしれません。

会社の仕事の全体像を一人一人の従業員がしっかり理解することは、従業員育成のベー

スでもあるでしょう。

② 相談しやすい人

部下は上司に命じられて仕事をします。そして上司が期待するような結果を出そうと努力
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をするわけです。しかし、上司の意図が良く解らなかったり、仕事がうまく進まなかったり、

悩みや不安はいつも付きまといます。

そんな時、仕事を命じた上司に、「おっしゃった趣旨はこういう事で良いのでしょうか」とか

「ここがちょっと難しくて」とかいうのは、部下にとってはかなり勇気がいることです。

部下が思い切って尋ねた時、「だからこう言ったはずだ」とか「そのくらい自分で考えろ

よ」、さらに「僕も忙しいんだよ」という上司もいそうですね。

一方、「そうか、ちょっと説明不足だったかな」とか「確かに簡単じゃないね。僕の経験を

話そうか」と応じてくれて、さらに「何かあったらいつでも言ってきてくれよ。君たちの相談

に乗るのが僕の仕事だから」という上司もいるでしょう。どちらが良い上司か歴然ですが、

良い人間関係を作る基本は「相手を安心させる」ことにあるといわれます。

上述したように、監理者監督者の一番大事な仕事は部下を育てることです。それには部

下に信頼され尊敬されなければなりません。部下の相談に突っぱねた返事をすれば、部下

は付き合いにくい人と反発し、本当は自分の失敗にしたくないからだとか、自分でも解ら

ないのではないかと不信感を持つことになるようです。これは上司にとって大きなマイナ

スです。

③ ダメ出しでなく補完してくれる人

部下が上司の期待通りの仕事をしてくれれば、監督職、管理職としてはたいへんありが

たいことです。ですから、出来るだけ早く部下がそうなるように、育成することが大切です。

そこで、どうすれば効率よく育成の成果が上がるかが最も重要な問題になるわけです。

昔は、丁寧に教えるなどというのはカッコ悪くて、部下はしごいて育てるのがいい上司な

どという考え方もありました。

諺にも、「若い時の苦労は買ってでもしろ」などというのもありましたが、先に書きました

ように山本五十六さんは「やってみせ 言って聞かせて させてみて 褒めてやらねば 人

は動かじ」と育成の神髄を説いているのです。

たとえば、「報告書」を頼むよという時も、詳しく書いてほしい場合も、ポイントだけ解

ればいいという場合もあるでしょう。はっきり指示しないといけません。ただ「報告書を」と

言っただけでは、部下には不十分です。部下が仕事をやり易くするのが最も大事です。

「報告書」が上がってきます。どこまで手を入れるかです。「これじゃだめだから書き直し

てこい」というのは最悪です。部下は途方に暮れるでしょう。仕事の能率も最悪になります。

こんなことが続くとうつ病発症とか、マスコミを賑わす過労自殺になるでしょう。たとえ
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不十分な報告書でも、多少手直しすれば７～８割は生きるというのが普通でしょう。そう考え

ることが大事です。生かせるところは出来るだけ生かして、補完すべきところはヒントを書いて

おく、急ぐときは「こんな風に直したら」と、書いて教えるのが効率的かもしれません。

ビジネス文書は解り易いことが一番で、名文でなくても、多少表現が稚拙でも、まず読んで

解ることが最優先でしょう。

上司であっても、必ずしも自分の文章の方が優れているとはいえないのです。事実と違え

ば直しますが、どちらでもいい所は敢えて直さないのがいいようです。

ところで、いろいろ書いてきましたが、いつも長くなってしまうので、あとはポイント書きで４

つほど付け加えます。

★ ブレない人になって下さい

時によって意見が変わると、部下は混乱し、上司を信用しなくなります。

★ 常にトラブル・シューターを心掛けて下さい

トラブルメーカーにならないことは勿論ですが、問題が何であっても、スマートに片付けるに

はどうしたら良いかを先ず考えましょう。

★ 飲み会では聞き役8割

喋りすぎないように注意しましょう。話を聞く方が得るところが多いのです。時に自分の評価

を知るチャンスでもあります。

★ 仕事を楽しくする上司になろう

大変な仕事でも、皆で協力すれば楽しくできる。楽しくなければ仕事じゃないをモットーに、

渋い顔や困った顔も笑いを誘うように心掛ける。その方が良いアイデアが出ます。

他にも、いろいろあると思います。皆様も考えてみてください。
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2022年6月17日、当協会本部研修室で、第68回定時総会が開催されました。

昨年度は、緊急事態宣言下にあり、オンラインによる開催としましたが、本年度は、新型コロナ感

染状況を考慮して、少人数の出席による開催となりました。

以下の議案が審議され、いずれも賛成多数で承認されました。

＜議案＞

１．2021年度事業報告

２．2021年度決算の承認

３．2022年度事業計画及び予算の報告

４．役員改選について

５．役員報酬支払額について

議案の内容について、要約して記述します。

１．2021年度事業報告

当協会の主要事業である講習会事業は、新型コロナ感染拡大で経済社会活動が大幅に制限

された2020年度に続き、年度当初に計画した講座の中止を余儀なくされました。一方で一部の

講座を除き、ZOOMによるオンラインでの開催を進め、開催回数で前年度比2倍の42回、受講

者数で2.3倍の222人の参加数となりました。

講師派遣事業は、件数で34件増となり、延べ派遣日数は235日と前年度比15％増加しました。

いずれも緊急事態宣言が繰り返された中で、感染防止に留意しつつ、実施の時期を的確に判断

し、感染事故を回避したことで年度の計画を達成することができました。

なお、前年度に経費削減等の理由で休刊した「産業訓練」に替えて、ホームページに「産訓コロ

キュウム」を4回掲載しました。また、第3回目となるMTP研究会は、前年同様オンラインで開催し、

35名の参加による活発な意見交換の場となりました。

2．2021年度決算の承認

2020年度は、コロナ禍による主要事業の大幅縮小により、▲14,275千円の赤字決算でした

15

第68回 定時総会の開催について

日本産業訓練協会 業務部



COLLOQUIUM

産訓コロキュウム

が、2021年度は上記事業の回復と大幅な経費削減を行った結果、経常収益が84,863千円、

経常費用が83,770千円となり、差額109万円の黒字を計上でき、正味財産期末残高を

58,306千円とすることができました。

３．2022年度事業計画

新型コロナウイルス感染による経済社会活動の制限は、国民の間に浸透した感染対策や数

度にわたるワクチン接種の進展により、緩和の方向にありますが、本年度中にコロナ前の状態

に戻るか否かは慎重に見極める必要があります。そのため、事業活動は前年比で約1割の増

加を前提とした収支均衡の予算を組んでいます。

具体的には、講習会は52回開催し、39回を集合リアル方式で、13回をオンライン方式として

計画しています。講師派遣事業では前年度比11％の収益増を見込みました。

今後、事業活動の状況推移をみながら、収支のバランスをとりつつ、テキストの改訂や事務局

の人員強化、新規事業のTWIトレーナー研究会開催など、今後の産訓事業の充実・拡大に向け

た活動を進めていきます。

４．役員改選について

本年度が改選期に当たりますので、審議の上新たに以下の理事・監事が選任されました。

＜理事＞

（重任） 狩野尚徳 （キヤノン（株） 人財・組織開発センター所長）

（重任） 鈴木俊男 （前ILO理事）

（重任） 和栗安広 （（一社）日本産業訓練協会 事務局長）

（重任） 渡 淳二 （前サッポロホールディングス（株）顧問）

（新任） 田中憲一 （（株）日立製作所 執行役常務 人財統括本部人事勤労本部長）

＜監事＞

（重任） 泉 智雄 （公認会計士）

（重任） 三入誠司 （東レ（株）東レ総合研修センター副所長）

なお、総会後の2022年度第2回理事会で、理事互選により、理事長に鈴木俊男、専務理

事に和栗安広が再任された。 （以上敬称略）

５．役員報酬支払額について

役員の報酬額は、前年度の金額を据え置くことが承認されました。
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日本産業訓練協会（以下、日産訓）の組織変更に伴い、平成２６年〈２０１４年〉７月１日

から九州事務所の所長(非常勤)をしております生田千年雄〈いくた ちとお〉と申します。

よろしくお願いいたします。

従前は、九州支部として九州の大手会員会社の皆様に委員をお願いしての運営でした

が、本支部一体化の組織変更により、九州支部から九州事務所となって活動を継続する

こととなりました。【従前：運営委員会〈経営・運営〉、企画委員会〈企画・立案・実行〉→

現在：企画委員会のみ情報連絡会として存続】

九州事務所は、ベテランの江頭事務局員の顧客対応でまわっています。私自身は、企

業様からのご相談への対応と、公開講座時の臨席と、講師との交流を担当しております。

前号掲載の府川亮一氏（前研修部長）と同い年です。府川さんとは呑んで肝胆相照らす

仲になりました。現在の山口和人研修部長とも楽しく、未来を語り合ったりしております。

【MTP-I TWI-Tについて】

ＭＴＰ、ＴＷＩは「科学的アプローチ」による問題解決思考と、アメリカ型の個人主義を基

盤とした「人間性の尊重」をしていくことによって支えられていると思います。

九州事務所長になる以前から、個人で中小企業診断士、社会保険労務士として、ＭＴＰ

インストラクター、ＴＷＩ-４Ｊトレーナーの資格を活用しながら、地元中小企業と関わってお

りました。中小企業で起こる人事の問題は、ほとんどＭＴＰに載っていますし、中小企業

の現場力強化にはＴＷＩは最高のツールだと確信しています。自身の業務的にはとても助

かったのですが、日産訓会員企業様のように、教育訓練体系の一環として継続的に実施

していくことは案外難しいものです。たとえば、佐賀県のある組織の場合のように、外部

委託の人材開発部として、キャリア・コンサルティングを含めて何から何までをサポートし

ないと効果が上がる人材育成は無理なのだと思い知らされています。九州事務所では現

在、公開講座、講師派遣までに留まっております。
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◆講師紹介 ※日頃、日産訓でご活躍の講師陣に、自己紹介をお願いする企画です。

今回ご紹介するのは、九州事務所所長・生田千年雄 講師です。

生田 千年雄
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【最近の企業研修における課題と感じていること】

① 雇用体制と勤労観の変化〈ジョブ型の雇用システムへの移行期〉

昨今のジョブ型雇用システムへと移行する流れの中で、ますますＭＴＰ、ＴＷＩの根幹で

ある「人間性の尊重」に、世界水準で取り組んでいかなければならなくなりました。

その一方で、「人間性の尊重」を自ら実践しているからこそ伝えられる講師でないと、

ＭＴＰ、ＴＷＩの真髄は伝えきれないのではないだろうかと心配もしております。

また、日産訓ではこれまでＯＪＴの担い手を育成していく社内講師となるＭＴＰインストラ

クター、ＴＷＩトレーナーを養成してきましたが、国際的な人的資本報告の流れの中では、ＯＪ

Ｔは評価されにくいということへの対応策を考えていくことにも注意が必要だと思われます。

② オンラインが当たり前にある環境

コロナ禍で、一気に進んだオンライン化の進展は、リアルがいいとか、オンラインではどこま

でできるのかという議論を、無意味なものにしてしまいました。

オンラインが当たり前にある環境の中で、どう工夫するとより効果的なのか、オンラインなら

ではの良さを生かしていくにはどうしていくのか、すでにたくさんの実践の中で、気づきが

生まれています。また、貴重なリアル研修の場面を、今までのリアル研修とは別の次元で、

直接会うことの意味と効果を、その前後でのオンラインの活用も含めて考えていくことも

必要なのかもしれません。

皆で対話しながら共創していかねばならないと考えております。これからは、Ｚ世代以降

のデジタル・ネイティブに「いいね」と言われるものしか生き残れないのではないでしょうか。

【九州地区での活動状況など】

２０１４年に所長に就任してすぐに、今後、高齢化していく講師陣のことを考えて、３０代か

ら４０代の、話を聴ける訓練ができているＣＤＡ（国家資格キャリアコンサルタントの前身）

やコーチの知り合いの中からＴＷＩ-４Ｊトレーナー、ＭＴＰインストラクターの資格取得を働き

かけて、現在の九州事務所の講師陣の世代交代の準備をはじめました。

産訓コロキュウム２０２１年４月号に掲載の森山順子さん、７月号の佐藤靖子さん、他にも

男女の素敵な講師陣を揃えています。全員、オンラインも熟達者です。

本年度は、6/28-29にＴＷＩ-ＪＲ、9/6・21に中堅社員研修、10/18-20、12/6-8の

２回ＭＴＰ３日間アレンジコース、翌年の3/7-10のＭＴＰなどを九州の講師陣によりＺｏｏｍ

で開催いたします。

是非、九州事務所のホームページ（本部のホームページにリンクがあります。）もご覧くだ

さい。全国の企業の皆様、九州事務所開催のＺｏｏｍ公開講座をご活用ください。
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【最近思うこと】

目標に向って引っ張るだけのリーダーシップ像は過去の遺物かもしれませんね。最近の

若者の期待する上司像「丁寧に教えてくれる上司」とか、組織観「助け合える職場」などは、

本来のＭＴＰ、ＴＷＩが伝えようとしているものだと思っています。

最近、九州で開催したＴＷＩ-ＪＲトレーナー養成講座で、若手の女性受講者から「周りも

嫌な思いをしていますね」（ハラスメント的な状況は１対１の個別で特別な問題だととらえら

れがちですが、働く人たち全体の職場環境への被害を忘れてはなりません）という発言や、

ＭＴＰオンライン講座＜３日間アレンジコース＞で、男女ともに、「周りが助けてあげる」

「他の上司や先輩に助けを求められるように支援する」（ハラスメント的な状況が周りで

発生しているときには、それを見逃すことなく自ら支援の行動をとっていける共に働く

仲間としての意識がとても大切です）などの発言が、普通に出てくるようになりました。

このことは、「安心で安全な場」などと言っている受動的な観点よりも、さらにその担い手

としての意識があるマネジメント、リーダー層が、日本でも生まれてきていることを教えて

くれています。

公開講座や企業内でＭＴＰ、ＴＷＩの講師を担う人たちは、掲載されている事例をハラス

メントという視点から再点検しておかないと、ハラスメント法制化の流れの中で教育されて

認識を得た世代と、当たり前になってからの世代との間では、ギャップが出てくるかと思わ

れます。そのギャップは、富士山の麓から肉眼でその姿を見て、さあ登ろうとしている人達

と、日本海溝の底から、なんだか見たことないけど富士山ってあるらしいよ。へぇ～。な人達

との認識の違いぐらいのように感じています。

最後に、私の夢であり妄想ですが、世界標準としてのジョブ型雇用システムが日本でも

広がっていく中で、ＭＴＰインストラクターのテキストは、日本で改訂を重ねてきたものを、

もう一度、英語版としてジョブ型雇用の諸外国でも通用する形での再検討をして、それを

再度日本語に訳し直すという作業や、ＴＷＩトレーナーのテキストも英語版がアメリカで実

施されているものと日本語版との整合性を検討し直すなどをしてみたら、いいのになぁ～

と考えたりします。

現在、ＭＴＰインストラクターとＴＷＩトレーナーの日産訓での資格取得者は、名簿が管理

されていますが、公開講座で実施している一般のＭＴＰ、ＴＷＩの修了者は名簿として一元

的に管理されていません。また、各社が社内研修として実施している研修受講者名簿も日

産訓へは報告されていません。

それを一括管理していくシステムが構築出来たら、ジョブ型雇用

システムの中で、資格者、修了者へのスキル・パスポートとしてお

守りの一つにならないかなぁ～と思っています。
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