ものづくり現場リーダーの苦闘と喜びの奮闘記!!
LIVE

生の声だから伝わる、学べる2日間!!
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はじめに
『第一線監督者の集い：名古屋』とは
第一線監督者は、
“現場の経営者”である！
『第一線監督者の集い』は、1982 年（昭和 57 年）当時の日本能率協会中部地域評議員会・
議長である故・大野耐一氏（当時 豊田紡織（株）相談役）のご尽力を得て、第 1 回目を
名古屋で開催いたしました。
以来 36 年間にわたり、各社で活躍される第一線監督者の方々による職場活動事例の発表
と情報交流の場として毎年 1 月に実施しています。
“第一線監督者”とは、会社の最小の管理単位である“職場（現場）”の最高責任者です。
本大会における発表は、単なる現場改善の事例や活動の結果発表ではなく、その役割を全う
するために、どのようにして取り組み、果たしてきたのかを発表する場です。
本大会では、改善事例そのものの内容・成果の良し悪しを評価するのではなく、
「第一線
監督者の活動・行動として相応しく、他の模範となると思われる」ことを評価の着眼点として、
来場者の投票により、1 日目、2 日目の最も多く得票した発表者それぞれに最優秀事例賞
（大野耐一・杉山友男賞）が授与されます。
〈評価・投票する際の主なポイント〉
① 自分の悩みや持っている課題に対して示唆・解答を与えてくれた。
② 努力の度合いの大きさ、困難さの克服度に衝撃を受けた。
③ 第一線監督者として強いリーダーシップ・熱意を発揮している。役割を全うしている。
④ 結果や改善アイデア、取り組みの態度に対する驚き・素晴らしさ。
⑤ 全体活動に対する評価。
⑥ 会社の現状認識を的確に行って課題に対して果敢に取り組んでいる。
⑦ 成果が会社の業績に直結している。高い目標にチャレンジしている。
⑧ 人材が大きく育っている。
⑨ 改善指導により全員参加型の改善活動が展開されている。
⑩ 改善に対する展開プロセスが際立っていて、大いに参考になる。
など

第 37 回 『第一線監督者の集い：名古屋』 開催概要
・名 称：第 37 回 『第一線監督者の集い：名古屋』
・会 期：2019 年 1 月 17 日（木）～ 1 月 17 日（金）
・会 場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 大ホール（名古屋駅前）
・主 催：一般社団法人 日本能率協会
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第37回 『第一線監督者の集い：名古屋』
（2018年11月現在 敬称略）
発表者・テーマ一覧
1日目

2019年1月17日㈭

9：30 ～ 17：00

1と
 どけ！この想い‼
～熱く、楽しく、夢中になる職場を目指して～

第１製造部

チームリーダー就任時の所信表明で『仲間力を向
上させ職場のレベルを上げる』と宣言。しかし自
分の気持ちとは裏腹に職場のQCDは低下。新任
チームリーダーとしてマネジメントの難しさに直
面し、もがき、苦しみながらも仲間と共に奮闘し、
熱く、楽しく、夢中になる職場を作りあげてきた
会津オリンパス㈱
１部品工作グループ 機械加工２チーム 主任 渡 部 臣 也 取り組みを紹介します。

2『お声がけ』

～「知らなかった」から
「もっと知りたい」へのマインドチェンジ～

ＨＰＣ製造部

接客業からの転職。作業のスペシャリストを目指す
中、突然の災害発生！『ただ作業をする・教える』
だけではダメ！設備知識や作業の目的を理解する
重要性を通感。その後、作業長に昇格し、任され
たのは熟練者揃いのグループ。一人ひとりと向き合
い、積極的に「お声がけ」を実施。ベクトルが同
NGKセラミックデバイス㈱
小牧工場 第２製造課 ＧＬ（グループリーダー） 石 山 彰 吾 じ方向を向いたことでの現場の変化を紹介します。

3 働く仲間が刺激し合える『魅力ある工場へ』
～また来たい・また働きたい 大作戦～

滋賀製作所

ダイキン工業㈱

空調生産本部

滋賀製造部 支援G

グループリーダー

中 村

4 男女の壁ってどんな壁？
～『○○○だから』をぶっ壊せ～

刈谷工場製造部

トヨタ紡織㈱

エレメント・コイル製品製造室

職長

年間生産変動が激しい工場では、人の変動もロス
の無い柔軟さを維持させる手段。人の要求側から
投入する立場になり、来ない・定着しない‥‥の
悪戦苦闘のもどかしい日々が続く。こんな現状を
変えてみせる！夢を描き突き進む。
「ずっと働き
たい」「もう一度働きたい」と働く全ての人達が
進 感じる魅力ある工場への邁進奮闘記。

堀

働く女性が増え、私たちの職場も女性作業者が配
属される事が増えました。そんな中、様々な問題
が発生した時に私に出来る第一線監督者としての
姿を家族に気付かされ、職場の母となると決意を
決め、皆と一緒に喜びが実感できる改善を進めた
み ほ 事例を紹介します。

5 作業の標準化により実現した
職場の改善風土の醸成
～お客様へ安全と安心を届けるために～

高品位商品の急拡大が計画される中、製造現場で
はこれを実現するモノづくり力に不安を抱えてい
るものの、打開策が無く閉塞感が漂っていた。不
安要素であった作業マインドを見つめ直し、作業
の標準化を切り口に問題を見える化した事で、改
善に対し意見が活発化し改善風土が醸成され、も
㈱登米村田製作所
製造二課 グループリーダー 猪 股 直 也 のづくり力向上に至った事例を紹介します。

20年間慣れ親しんだ職場から、応援者比率6割を
6 気づきで職場は強くなる‼
超える生産変動の激しい職場へと異動し悩む中で
「やらされ感」から「達成感」へ
～自分が変わり 未来を変えた！平成オヤジ奮闘記～ 様々な仲間との出会いをきっかけにコミュニケー

繊維機械事業部

ションの大切さに改めて気づき、自分自身が変わ
ることで職場メンバーの意識と行動に気づきを与
え一人ひとりが、より輝くことのできる職場づく
㈱豊田自動織機
生産部 製造課 工長 藤 田 直 人 りを目指した取り組みを紹介します。

7 鉄道発祥の地・英国へ、日本匠技術を伝承
～新たなる生産体制を築け！
グローバル化に向けた挑戦～

笠戸事業所

車両製造部

車両第一課

2012年、英国鉄道史上最大規模のプロジェクトが
決まった。当時、鉄道車両の構体は、一部の部品
を協力会社と分業製作していたが、グローバル化
で増大する作業量を乗り越えるには、生産体制を
一新する必要があった。構体製作25年の経験を基
に生産体制強化に着手した取り組みと、仲間と共
㈱日立製作所
構体係 建て組 組長 先 村 和 夫 に奮闘した軌跡を紹介ます。

8 だれもが安全・安心に作業できる
職場づくりへの挑戦！
～チーム一丸となって取り組んだ職場力向上活動～
幸田製作所

停滞傾向にあるサークルで、新米班長がチームの
職場力を向上させる為、奮闘します。誰でも安全
安心に作業できる職場環境を作り上げていく活動
に、チーム一丸となって取り組み、全国大会で感
動賞受賞を果たすまでのサークルに成長できた事
㈱デンソー
長
﨑
幸
徳
例です。
エレクトロニクス製造部 物流管理課 部品管理 班長
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第37回 『第一線監督者の集い：名古屋』
（2018年11月現在 敬称略）
発表者・テーマ一覧
2日目

2019年1月18日㈮

9：30 ～ 17：00

1「各の人から核の人へ」

～職場の心を“観る・看る・診る”～

滋賀（竜王）工場

私達は工場の自動車生産設備の保全業務を担当し
ております。近年設備の技術進歩が進み複雑な機
構や機能が複合されており、特に非定常作業時で
は指揮者、作業者に数多くの確認・判断を委ねる
状態が多くなり、職人気質を変える事で、お互い
の安全を守れるチームワークをコミュニケーショ
ダイハツ工業㈱
第２製造部 技術課 係長 岡 本 征 晃 ンにより築き上げた事例の紹介です。

2 人生を変える改善がそこにあった！
～中途・ノンキャリの7年戦争～

当時は興味の無かった「工場仕事」でしたが、転
職の繋ぎで派遣されたこの会社が私の人生の転機
です。改善活動を通じて、自分自身の考え方を変
え、後輩を育成し、更には先輩社員の「なんで？
なんでやらなあかんの？」を「やれば出来るん
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部 製造グループ Ｐ１チーム リーダー 小 田 辰 也 や！」へと意識改革させた奮闘記を紹介します。

3 現場を“見切る”
～ 3S（整理・整頓・清掃）で目指す
誰一人怪我しない職場～

パワートレーンカンパニー

金型加工は危険と隣り合わせ。仲間を災害から守
りたい一心で徹底的な整理･整頓･清掃に取組み
隅々まで見切れる「見える職場」を目指したが変
化を嫌うメンバーから強い反発。
「工具が多くて
当たり前。
」
「近くに置くのが効率的。
」反対の声
に悩みながらも現地での対話に拘った活動で共に
トヨタ自動車㈱
パワートレーン工機部 工長 坂 本 勇 二 成長してきた軌跡を紹介します。

4 自ら考え行動する現場を作る
～ゼロからのスタート～

新しく40人規模の塗装職場を立ち上げろ！期間は
半年！降りかかった難題。私は、短期取得可能な
技能教育手法を開発し、
準備を整えていきました。
しかし、いざ生産に入ると次々に問題が噴出。未
曽有の危機に直面して辿り着いた解決策。
それは、
自ら考え自ら行動する仕掛けでした。私と私の職
ヤマハファインテック㈱
カーパーツ事業部 材料生産グループ 職長 柿 本 昌 嗣 場の七転八倒をご紹介します。

5 職場の活性化を求めて
新たな改善活動への挑戦

新川工場

品質向上を中心に活動を進める中、自職場の総時
間低減、改善活動が低迷、職場全体も自ら進んで
行動する事を忘れ、ルールも守れない状態であっ
た。職場の活性化を求め、測定基準の作り込みに
よる測定生産能率への挑戦、技能員一人ひとりが
リーダーとなり、個々のつながりを深め、職場の
アイシン精機㈱
品質管理部 検査課 工長 清 水 裕 孝 活性化を進めた事例です。

6 強制・強要はもう古い！
自主性を促す「俺流」人材育成
～『傾聴』と『自由闊達』な雰囲気作りによる
ラインリーダー育成～

主力の電動コンプレッサーの増産・新規ライン導
入に伴い海外でも活躍できる人材育成が同製造ラ
インのパイオニアとしての責務と捉え、過去の詰
込み教育を反省し、きちんと身に付く教育として
自主性を重視した改善を進めたが、予定より増産
が早まり活動が停滞。それでも諦めず目標と役割
サンデン・オートモーティブコンポーネント㈱
の共有に徹底し人材育成を完遂した事例です。
淺
田
義
則
生産本部 八斗島工場 製造部 製造1課1係 係長

7 鋳造工場ゼロ災害に向けて
～安全意識の向上・本質安全化～

生産本部

磐田第1製造部

監督者で構成される『FC会』のグループ活動で
２年連続での参戦！鋳造工場ゼロ災害を目指し、
①質の高い教育資料・教育マニュアルを作り危険
な行動をしない安全な人づくり②現場リーダーが
繰り返し教育を行える仕組みづくりとして２本柱
の安全活動を展開してきました。最終目標である
『本質安全化』
へのこだわりと活動の中でリーダー
から監督者という立場になった自分自身の成長期
を重ね合わせ、
『安全に対する意識がどう変化し
ヤマハ発動機㈱
生産1課 第1工区 職長 望 月 祐 樹 ていったか』を紹介します。

8 後世に残せ！
ロールハウジング整備技術！

知多工場

生産ラインの中でロールハウジング（略称Ｒ/Ｈ）
は重要設備です。そのＲ/Ｈを整備するには専門
的な知識、特有の技能と経験が必要です。しかし
その整備技術のレベルに達した作業者が少なく、
Ｒ/Ｈの不備は生産にも影響します。そこで必要
とされる整備技術をどう後世に残すか！私がリー
大同特殊鋼㈱
ダーとなり取り組んだ内容を紹介します。
中
川
巧
次
設備センター 機械チーム 班長
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第37回『第一線監督者の集い：名古屋』
最優秀事例賞（大野耐一・杉山友男賞）受賞発表
〈2019年1月17日（木）〉

「男女の壁ってどんな壁？」
〜「○○○だから」をぶっ壊せ〜
【発表者】

（敬称略）

トヨタ紡織㈱
刈谷工場製造部 エレメント・コイル製品製造室
職長

堀

みほ

皆さん、こんにちは。昨今、働く女性が増え、男
職場だった私たちの職場も女性作業者が配属され
ることが増えました。そんな中、様々な問題に直
面し、悩みながらも壁を乗り越え成長した活動報
告をトヨタ紡織（株）刈谷工場の堀が発表させていただきます。
弊社は愛知県刈谷市に本社を置き、国のため世のため人のために尽くす産業報
国の強い想いを現在も受け継いでいます。
「築こう、安全品質の刈谷工場」を
スローガンに掲げ、
日々業務に励んでいます。
「言い訳せんと行動しいや」がモッ
トーの堀みほです。ここで少し自己紹介をさせていただきます。渦潮で有名な
徳島県鳴門市で生まれ、NBA に憧れ、初めてバスケットの頑張りが認められ、
トヨタ紡織に就職することができました。2000 年入社。仕事とバスケットの
両立は大変でした。2010 年、刈谷工場初の女性班長を拝命。その後女の子を
出産。2016 年、現在の職場に異動。男性がほとんどで「女だから」と言われ
ないようがむしゃらに毎日を過ごしていました。夫が昼勤の日は家事を済ませ
た後、子どものことを任せて朝早く出社し、休日出勤は進んで引き受け、型替
えなども男性に交じりやっているうちに気がつくと作業者から話しかけてくれ
るようになりました。みんなと打ち解け始めた頃、ほとんどが男性だった職場
も、人の入れ替えなどで女性が増え始めました。すると職場の雰囲気がガラリ
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と変わり、男性、女性それぞれの愚痴を聞くことが増え、いつしか笑顔のない
職場になっていました。
そんな中、
女性の言い訳に男性の不満が遂に爆発。男女の間に大きな壁が。「言
い訳せんとやりなよ！これだから女の班長は…」と言われるのが嫌で自分を守
るために彼女たちの話も聞かず怒ってしまいました。「堀さん、いつも男の味
方じゃん。私たちだって、ちゃんとやってるもん」。男女間のみならず私との
間にも壁ができてしまいました。
家に帰ってからもいろんな感情を抑えきれず、
一人お酒を飲んでいると、
「肩の力を抜きなよ」と夫が声を掛けてくれました。
一緒にいた子どもも「ほんまは寂しいけどママがお仕事頑張れんようになるけ
ん、言わんかったよ」と本音を話してくれました。女だからって舐められたく
ない一心で部下の気持ちには一切寄り添わず、自分の気持ちを押し付けていた
ことを家族に気づかされ、本来守るべき子どもに守られていたことを知り、母
親として監督者として、今変わる時だと痛感しました。
まず、監督者とは何かを勉強。勉強するにつれ、職場の経営者は家庭の経営者。
人材育成は子どもの育成。作業指導は家事の指導。ルールの遵守は子どもへ守
るべきことの教育など、監督者の役割が家庭での自分の姿と重なり、監督者も
同じ目線で行えば私らしくやれるのではと思い、みんなの母になろうと決意し
ました。
やると決めたら即行動。まずは「やってみせる」
。これは家族に掃除を教える
時、一番最初に行ったことです。ありきたりですが自分が行動しないと人は動
きません。そこで現場を巡回し、
YKI 作業を探し自ら改善することに。一人黙々
とやっていると、男性陣が声を掛けてくれました。それを見た女性陣は、やは
り良い顔をしませんでした。そんな中、
一人の作業者が声を掛けてくれました。
この一言をきっかけに、一人、また

一人と女性陣が改善に参加。私自身が変

わったことで女性たちに変化が起き始めました。自らが変わったことでみんな
にも変化が現れ、少し自信がついた私は次のステップ、みんなの困りごとを聞
こうと考えました。困りごとを聞くためにボードを作製したが、1 週間経って
も誰も記入してくれませんでした。ここで諦めたら前の自分に戻るだけ。なぜ
を繰り返し解決策を考えることにしました。
「なんで書いてくれんのやろ。な
んで書けんのやろ。
自分が書くんやったらどうやろ」。作業者の立場になり考え、
「人の目が気になるんちゃう」
、と思い、あまり人目につかないトイレの横に目
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安箱を設置。するとポツポツ紙
が入るようになりました。内容
を確認すると、あの時彼女たち
が言っていたことが書かれてい
ました。どれもこれも職場の問
題点。言い訳と決めつけ、話を
聞くこともしなかった自分の未
熟さを反省し謝りました。家に
帰り、変わるきっかけをくれた家族に感謝。なんだかスッキリしたことで、美
味しいお酒が飲めました。私にも職場にも変化が起き、今が成長の時です。人
は褒められた時向上心が生まれます。夫が自ら掃除をするようになったきっか
けは、家族からの「ありがとう」でした。改善に興味を持ち始めた部下が、改
善の楽しさ喜びを知ればもっと成長するのでは。私が思う喜びは使う人からの
ありがとう。使う側にも作る側にも喜びが生まれるみんなの困りごとを改善す
ることに。目安箱で教えてくれた困りごとを解決するためには、男女が協力し、
定量的に問題を捉え改善する必要があります。そのため混合チームを作り、IE
手法、作業解析ソフトの使い方、エルゴノミクスを使って姿勢評価のやり方を
教育し、改善を進めようとしたが、教育の必要性を理解してくれませんでした。
「改善は使う人に喜んでもらわんと意味ない」そのためには後戻りのない改善
が必要。だからこそ手法やソフトを使って本当の問題点を見つけることが大切
だと理解させ、教育を実施しました。
教育で学んだことを活かし、困りごとを実際に評価してみると、袋たたみ作業
の点数が会社目標を達成できていないことがわかりました。簡単で楽そうに見
えた作業も、数値で見える化したことで、作業内容の割に大変な仕事だと男性
陣も納得することができました。
「何とかしてあげたい」思いから「誰でもカ
ンタン楽ちん」を合言葉に改善に取り組むことにしました。何とかしたい女性
陣、何とかしてあげたい男性陣。それぞれが知恵を出し、お互いの弱みを補い
ながら改善したことで「誰でもカンタン楽ちん」な器具が完成しました。後戻
りのない改善をしたことで、会社目標を達成することができ、みんなの自信に
もつながりました。この器具は昨年のからくり展に出展し、皆さんの好評を得
ることができ、とても誇りに思います。男女間の壁がなくなり、使う側にも作
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る側にも喜びが生まれる改善ができたことで、ありがとうが生まれ、改善する
楽しさを知り、成長することができました。喜びを知り、成長した今こそ、挑
戦の時です。私たちの職場は 1 台の機械を一人で生産から型替えまで行ってい
ます。しかし女性に型替えを教えることもなく、男性が掛け持ちでやっている
ので、女性ラインは手待ちが発生し、残業が増えていました。子どもがいる作
業者からも「仕事を残して帰るのも気を使う」と悩みが。これらの問題は女性
が型替えできないことが原因でした。
このままだと大きな問題になるのではと、
危機感を持った私は、
「できん、やれん」ではなく、誰でも「できる、やりた
い」と思える職場づくりに挑戦することにしました。そのためには自分たちで
問題点と解決策を見つけられる人づくりが重要です。そこで残業が多いをなぜ
なぜ分析してもらうことに。出てきた対策案を聞くと、「女性が型替えをする。
だけどできるわけないじゃん」と回答が。女性が型替え出来れば問題も解決で
きる。しかし今の職場には「女にはできない。男がやる仕事」といった固定観
念があり、型替えをやっている私に対しても職制だからできると決めつけてい
ました。職場の現状から目を背け、固定観念にとらわれている作業者に、これ
から女性作業者が増えていく中で、問題の解決・残業低減につながるので、今
挑戦する時だと思いをぶつけたが、理解を得ることはできませんでした。しか
しここで諦めるわけにはいきません。
「職制やけんでできることは一つもない。
何回も練習してできるようになった。特別な人間は一人もおらんよ」と自分の
気持ちをみんなに伝えました。
すると悩みを打ち明けてくれたみきちゃんが「私
型替え、やってみたい」と手を挙げてくれました。しかし固定観念が拭えない
他の作業者はみきちゃんの意見を否定し、中には陰口を言う人もいました。み
んなと話し合いをしようかと悩みましたが、手を差し伸べ守るだけが母ではな
い。時には厳しく接することも
必要です。みんなの成長を見て
きた私は、やるべきことだと気
づいてくれることを信じ、少し
言い方は悪いですが突き放すこ
とにし、みきちゃんと型替えの
訓練を始めました。やって見せ、
やらせてみせ、要所作業ごとに
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エルゴ評価をし、やりにくい作業を洗い出して改善。これを繰り返し行いなが
ら、型替えの訓練を実施しました。エルゴ評価が一番悪かった型を移動する作
業を誰でもできる作業に改善したことで、一人で型替えができるようになりま
した。みきちゃんがやった型替えの作業はすごくやりやすいと男性陣から評判
になり、
「僕達では気づけなかった、ありがとう」と感謝されていました。女
性による型替え作業の挑戦をしたことで、型替えの待ち時間がなくなり、残業
を低減することができました。｢これで気を使わず帰れる｣、とみきちゃんの悩
みも解消です。
今回の挑戦で男性陣の負担が減り、他の作業者もそれを実感したことで、固定
観念が消え「できる、やりたい」と思える職場になり、2 人目、3 人目の女性
型替え作業者を育成中です。
今回の活動の中で、自分のために生まれ消えていった困りごとボード 1 号。い
ろんな情報を知るために役立ってくれ、みんな成長と共に出番がなくなり撤去
した目安箱。みんなで職場の困りごとを無くしたい思いから、学んだスキルを
活かし新たに作成してくれた困りごとボード 2 号。一人ひとりの成長が職場の
成長につながると実感しました。その他に、刈谷工場で一番きれいな職場に挑
戦したいと活動ボードを作成し、みんなで自主的に活動しています。
皆さんも職場で様々な壁に直面し、悩んだことがあると思います。その壁はど
んな壁でしたか？この事例で出てきた壁は、男女の考え方、働く環境、固定観
念など自分たちで作ったものでした。私が直面した最初の壁は女だからと言わ
れるのを恐れ、私自身が作っていた思い込みの壁でした。間違いに気づき、変
わるためにまず行動。
自ら作りだした壁を乗り越えるため一歩を踏み出した時、
壁なんかないことに気づきました。そして行動したから成長でき、成長したか
らこそ挑戦することができたの
です。職場には障害を持つ人、
再雇用、男性女性など様々な作
業者がいるため、配慮すること
は必要です。先入観を捨て違い
を受け入れた時、そこに壁は存
在しません。
最後に、なぜあの時声を掛けて
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くれたのか作業者に聞いてみました。
「あの時お子さんが入院していたのに、
何も言わず頑張っているのを見て私も変わりたいと思って。きっかけをくれて
ありがとうね」と言ってくれました。子どもが小学生になることで、今まで以
上に時間に制約ができるため、このまま班長ができるか悩んでいましたが、彼
女からもらえたありがとうは、私の心を動かしました。「もっとありがとうを
聞きたい。
」そんな私の思いを受け止め「子どものことは俺に任せろ」と工場
初の男性時短勤務を申し出てくれた夫。それを受け入れ「私とパパは大丈夫」
と言ってくれた娘。そんな家族の強さは私を大きく成長させてくれました。今
年から職長に拝命し、第一線監督者としてはまだまだ未熟者ですが、感謝を忘
れず私らしく挑戦するために成長し、
成長できるような行動を続けていきます。
ご清聴ありがとうございました。
【コーディネーター講評】
堀さん、発表お疲れ様でした。男女の壁をどう壊して職場を一体化していった
かという改善事例だったと思います。印象に残ったのが、「みんなの母になる」
というキーワードでした。家庭、家族と両立していくためにどうやって考えて
いくかという点で、
監督者の役割と家庭の役割を上手く結びつけて、自分がやっ
て来たことを仕事と結びつけて改善をしていったところが一つヒントだと思い
ます。経営者の立場や育成、指導・躾など上手く活用されていますね。素晴ら
しい点だと思います。2 点目は伝え方、まとめ方でいくつかのヒントがありま
した。ひとつは信条にあるようにやってみせる。行動を起こしながら見てもら
うという伝え方。あとは相手の立場に立ってきちんと伝えるということです。
目安箱の話も含めて人の目が気になるので入れにくいといったような、管理者
の立場ではなく入れる人の立場で考えること。それと「ありがとう」という感
謝の言葉です。やってみせるという伝え方も大事だと思いますが、言葉で伝え
ることも伝え方の一つだと思います。3 点目がエルゴ評価というもの。改善を
していく時に、固定観念をなくして問題解決をしていく時に科学的アプローチ
を使いながらきちんと目的や理屈を理解してもらう。そういった手法を上手く
活用しながら繰り返し行っていったことが、皆さんの気持ちを変えていったと
思います。
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【質疑応答】


（敬称略）

〈回答者：堀〉
トヨタ紡織㈱
職長

堀

刈谷工場製造部 エレメント・コイル製品製造室

みほ

〈質問者：コーディネーター〉
㈱日本能率協会コンサルティング
センター長

茂木

サプライチューン革新センター

龍哉

コーディネーター：
堀さんにはたくさん質問が来ていますが、一番多く来ているのが、堀さんの意
欲やパワーはどこから来ているのか。その源泉を知りたいという質問で、自分
のモチベーションの源泉は何かございますか？
堀：
やっぱり家族ですね。娘だとか。それと職場のみんなが笑ってくれるというの
がパワーになっています。
コーディネーター：
バスケの経験は役に立っていますか？
堀：
バスケをやっていて精神的には鍛えられたので、そういう部分では役に立って
いると思います。
コーディネーター：
家族の支えや仲間の支えという点ではコミュニケーションも大切にしているの
ですかね。
堀：
そうですね。相手のことがわからないとどうにもならないので、コミュニケー
ションは大事だと思います。
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コーディネーター：
2 点目は、女性の方で残業でき
る方は多いのですか、また男女
の配置は工夫しながら行ってい
るのですかと、人員配置や残業
の差を意識して折り込んでい
くという質問ですが、いかがで
しょうか。
堀：
男女での差はありません。家庭を持っている方もいるのでその辺を配慮しなが
らやっています。男だからとか女だからという点はあまり意識していません。
コーディネーター：
実際に女性が増えていったことによって、苦労した点や良くなった点は何かあ
りますか？
堀：
事例にもありましたように、女性が増えたことによって男女間のいざこざが増
えましたし、女性の方、特に主婦の方のアイデアも出てくるので、それは良い
と思います。
コーディネーター：
管理として配置を意識していないわけですが、徹し方や引き出す会話などで、
主婦のアイデアを引き出そうとか、そうしたことに工夫していることがあるわ
けですね。
堀：
そうですね。
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コーディネーター：
実際にコミュニケーションをとる場やヒント、やり方とかはいかがですか？
堀：
コミュニケーションをとる場は、ミーティングや飲み会、朝顔を合わせれば挨
拶をして一言話すとか、それくらいですね。
コーディネーター：
特に特別な場を設けるのではなく、常日頃からコミュニケーションを取ってい
るという感じですかね。あとこれは少し難しい質問かもしれませんが、堀さん
の次の後継者や、今の職場の中で次の班長を育てるということで、育てたり意
識して取り組んでいることはありますか？
堀：
人によって考え方も違いますし、目指す方向性のベクトルを合わせなければい
けないと思いますので、後継者になりそうな人に同じ方向を向くように努力は
しています。
コーディネーター：
ある方の質問によると、その方の職場にも女性がいて、その方を班長にしたい
と思っているが、その方に断られて困っているということですが、何かヒント
になることはありますか？
堀：
なぜできないかということを聞いてあげて、そこを改善していくこと。たぶん
できない理由があるので、そこを聞いてあげれば少しは変わるのではないかと
思います。
コーディネーター：
堀さんご自身が私ができるのだから、
ということを自ら見せて伝えていたので、
そこはできることですかね。それと面白い質問ですが、資料にオオカミがよく

12

登場したのですが、これは何か意味はありますか？
堀：
単純にオオカミが好きなんです。それで資料にも使いました。
コーディネーター：
オオカミをキャラクターとして用いたわけですね。資料で見ると人を育てると
か守るとかを動物の絵があって伝わりやすかったと感じたのですが、そういう
意図も多少はあったのですね。最後に改善内容の中身についてですが、袋畳み
機の改善事例はどのように考え出されたのか、みんなを巻き込んでどのように
取り組んだのか、改善の取り組みについて質問が来ていますが、いかがでしょ
うか？
堀：
改善を始めた当初は何となくしかわかりませんでしたが、作業者がこういう風
にできないか、というのがあり、私自身も分からなかったので上司に相談しま
した。上司からはからくりを作る専門の部署があるので、その方を呼んでいた
だいて教育をしていただいて作っていきました。元々からくりを作ろうとして
始まったわけではなく、作業者から出た意見がからくりではないかということ
から結果的にこうなりました。
コーディネーター：
からくりは普段皆さん接していないので、楽しく改善できたのでは？上手くそ
れを活用できたわけですね。以
上です。
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「第一線監督者の集い：名古屋」

最 優 秀 事 例賞
受賞インタビュー

トヨタ紡織㈱
刈谷工場製造部
エレメント・コイル製品製造室
堀 みほ氏
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職長

第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

今、会社全体で働き方改革や女性活躍に力を

聴講者から
発表者へ

入れているので、私に日頃の取り組みを会社
を代表して発表してほしいとのことでした。
--- その時のお気持ちは？

--- 受賞おめでとうございます。まず「第一
線監督者の集い」で発表することになった

（堀）「えっ！」でしたね。自分が発表するな

きっかけをお話いただけますか？

んて考えたことはなかったです。
--- 堀さんのこれまでのキャリアを教えてい

（堀）発表する前の年に、聴講者として第一

ただけますか？

線監督者の集いに参加したのですが、その時
に副工場長から「来年、発表してほしい」と

（堀）入社は 2000 年です。最初はエアエレ

言われました。

メントの製造をしていました。入社した時は
私が QC サークルなどの活動に取り組んで

バスケットボールチームの選手も並行してい

いたのを知っていたようで、事前に大会の雰

たので、8 時間製造の仕事をして、それ以外

囲気を感じた方が良いだろうと考え、連れて

の時間でバスケの練習をしていました。

いってくれたようです。

トヨタ紡織㈱
刈谷工場製造部
エレメント・コイル製品製造室 職長
堀 みほ氏
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その後、2004 年からオートマチックトラ

を呼んで「段取りをお願いします」とやって

ンスミッション用フルードフィルターの製造

もらうようにお願いしていたんですけど、だ

部署に異動になったのですが、その業務では

んだんと悔しくなってきたんですね。「なぜ、

工程の途中で、金型の段取り替えが必要でし

毎回頼まないといけないんだろう」と思った

た。金型の段取り作業を自分でやるように

んです。「もしかしたら、自分でもできるか

なったのはその時からです。

もしれない」と思ったのがきっかけです。
いきなり自分だけでやってみるのも怖いの

「自分でも
できるかもしれない」

で、 い つ も 段 取 り を お 願 い し て い る 人 に
「ちょっとやってみたい」と言って、
「じゃあ、
やってみる？」と試しにやらせてもらったん
です。

--- 今回、発表いただいた金型の段取り替え
の作業は力仕事なので、なかなか女性には難

作業のコツを教えてもらってやってみて、慣

しい仕事のように思います。堀さんがやって

れるまでは練習がてら、時間を見つけて自分

みようと思ったきっかけは何だったのでしょ

だけで試しにやってみたりしました。

うか？
--- 段取り替えを女性で行っていたのは堀さ
んだけだったとのことですが、いつからされ

（堀）最初は段取りが必要になったら、男性

4
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第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

もともと、小さい時からそういうのが嫌いで

ていたのですか？

した。

（堀）2004 年からですね。今の部署とは違
うのですが、同じような成型機を扱っていま
したので、その時からです。もう 10 年ほど

---「第一線監督者の集い」での発表に向けて、

になります。

どのように作業を進められたのでしょうか？
（堀）最初に参加依頼を受けた時から、すぐ

--- 周りの方の反応はいかがでしたか？

に準備を始めました。発表した内容は発表の
（堀）その部署はそんなに人数もいなかった

ためにしたことではなく、その時、取り組ん

ので、「段取り替えしてるね」ぐらいの感じ

でいたことをそのまま発表しました。やって

でしたね。

きたことが既にあったので、それをそのまま
発表したわけです。

立ち上がったばかりの部署だったので、「こ
の仕事は男性がするものだ」みたいな意識も

ありのままを資料にしたので、それが良かっ

まだなかったんですね。仕事に対する男性・

たのかもしれません。社内の中に見てもらっ

女性の意識が今より薄かったのかもしれませ

てもあまり修正の指示がありませんでした。

ん。

QC 活動を通じて、資料のまとめ方を学んで
いましたので、それが役にたったのだと思い
ます。

誰に対しても
特別扱いしない

発表当日も特に緊張しませんでした。何度も
発表の練習をしていたこともありますが、
「失
敗してもいい」とみんなが言ってくれていた
からだと思います。

--- 自ら男性 / 女性の区別がなくなるような
に取り組んできたということだと思います

「感謝の気持ちで発表すればいいよ」と声を

が、女性が働きやすい環境を作るためにされ

かけてもらっていたので気が楽でした。普段

ていることはありますか？

社内で幹部の方におこなっている発表の方が
嫌ですね（笑）。

（堀）これは正しいかどうかはわからないの
ですが、分け隔てなく誰にでも同じ接し方を
するようにしています。

女性が働きやすい
職場にしたい

例えば、耳が聞こえない方がいたとしても、
特別扱いせず、他の人と同じように接する。
これは昔からですね。何かのきっかけがあっ

--- 今回、最優秀事例賞の発表を聞いた時は

てそうするようになったのではありません。

どんなお気持でしたか？
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トヨタ紡織㈱
刈谷工場製造部
エレメント・コイル製品製造室
アシスタント
岡本 祐樹氏

自分たちが変わらなければいけません。

（堀）「やったぞ」という気持ちでした。会社
のみんなの期待がプレッシャーになっていま

壁にぶつかって悩んでいる人がいたら、自分

したので、ほっとしました。

で考えるように促したり、助けたりして壁が
なくなるように協力したいですね。

当日は、同僚も発表を聞きに来てくれていた
ので、大会の後にお祝いをしていただきまし

--- 今後の目標は？

た。家に帰って、家族に報告したら、旦那さ
んもとても喜んでくれました。どうやら隠れ
て泣いたみたいです（笑）。

（堀）これからも女性が仕事を辞めなくてよ
くて、ずっと働ける職場を作っていきたいで

--- 発表のテーマは「壁」でしたが、なぜ「壁」

すね。スキルを持った人財がたくさんいるの

ができてしまうのでしょうか？

で、そのスキルを活かせる工場になればいい
なと思います。そのためには自分自らが何か
を示さなければいけないと思います。

（堀）発表したように、「この仕事は力がいる
から男性でなければいけない」と考えて、業
務分担を決めると、それが根付いて、自然に
壁ができてしまいます。
当たり前だと思っている壁をなくすためには

6
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トヨタ紡織㈱
部長
黒井 宣男氏

刈谷工場製造部

で、社員にもいろんな職場を経験してスキル

いろんな職場で
スキルを磨く

アップしてもらいたいと思っています。
ですので、定期的に監督者が積極的に社員を
ローテーションさせるようにしています。

--- 上司の方にもお話を伺いたいと思います。
御社の職場作りに対する考え方を教えていた

（大渕）QC サークルに積極的な社員がたく

だけますか？

さんいるのもこの工場の特徴だと思います。

（黒井）弊社にはスキルを持った社員がたく

今回発表した堀も普段から積極的に業務に打

さんいます。ですから、その多様な人財をもっ

ち込んでくれています。その活動を第一線監

と活用していきたいと思っています。

督者の集いで発表してもらいました。
期間社員や派遣社員の方も QC サークル活
動に入って、一緒に参加してくれています。

刈谷工場ではいろんな製品を製造しているの

8

そういう風土がどの職場にもあるので、うま
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るのは採用活動の強化です。現在、社員の平

くいっているのだと思います。

均年齢が 36.4 歳なんですが、このままでい
くと 2025 年には平均 46.9 歳になります。

会社が指示をして、改善をやるのではなく、
現場が自主的にしてくれる。そこはとても良

今、日本では少子高齢化が叫ばれていますが、

いところですね。

まさにウチの工場も同じ状況です。その課題
（黒井）期間社員や派遣社員との間の差はあ

に対応していくためには、今の人財を活用す

りません。みんなが熱心に参加してくれてい

ることも必要ですが、新たな人財を採用する

ます。

ことも必要です。
これからはもっと女性や障害を持たれる方で

優秀な人財が
流出しないように

も活躍できる工場にしていこうと考えていま
す。
また、産業用ロボットを活用しながら、一部

--- 現在、おこなっている施策や取り組みを

の作業を機械化していくことも検討していま

教えていただけますか？

す。ロボット活用については、現状の工程を
前提にするのではなく、今のラインとは切り
離して、新たに考えることも視野に入れてい

（黒井）これから強化していこうと思ってい

トヨタ紡織㈱ 刈谷工場製造部
エレメント・コイル製品製造室 室長
大渕 忠司氏
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います。何れにしても、優秀な人財が流出し

ます。

ないようにすることも必要になっていると思
います。

また、時短にも取り組んでいます。短い勤務
時間でも働くことができるような仕組みを検
討しています。

社内で評価された活動
をそのまま大会へ

（大渕）今も会社には子育て休暇を取ってい
る社員が何名かおりますが、休暇が終わって
職場に戻っても、今まで通り 8 時間の勤務
はできないということで辞めていく社員もい

--- 今回の堀さんの受賞についても、コメン

ます。

トをいただけますか？

スキルと熱意を持った社員がいなくなってし

（黒井）発表する資料ができたので、チェッ

まう。それは大変もったいないことです。そ

クのために見せてくれたのですが、どこも直

うならないために、時短などの働き方改革で

すところがなくて、完璧でした。びっくりし

なんとかできないか考えているところです。

ました。いつもはわかりにくいところがあっ
て、「こう修正した方がいいよ」と指示する
のだけれども、それが全くありませんでした。

同じように、定年退職したスキルを持った社
員に、定年後も働いていただくことも考えて

10
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誰でもわかる資料になっていた。その点に驚
きました。本人の伝えたいことがそのまま表
現されていました。
（大渕）改善内容については社内で既に評価
されていました。会長にも聞いてもらったら、
「みんなに聞かせなければいけない」という
ことになって、役員が勢ぞろいする生産会議
でも発表しました。とても良い改善だと思い
ます。
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第37回『第一線監督者の集い：名古屋』
最優秀事例賞（大野耐一・杉山友男賞）受賞発表
〈2019年1月18日（金）〉

人生を変える改善がそこにあった！
〜中途・ノンキャリの7年戦争〜


（敬称略）

【発表者】
富士ゼロックス
マニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部
製造グループ P1 チーム
リーダー

小田辰也

皆さん、こんにちは。富士ゼロックスマニュファクチュアリング（株）鈴鹿事
業所の小田辰也です。テーマ「人生を変える改善がそこにあった！」をお聞き
ください。よろしくお願いします。
当社は神奈川県海老名市に本社を置き、国内に 4 つの事業所があり、私は鈴鹿
事業所に勤務し、海外拠点及びマーケットにキーパーツを供給しています。鈴
鹿事業所は主要 4 事業あり、私の所属は電子部品事業です。電子部品事業は第
二製造部が管轄であり、私は製造グループ P1 チームの実装工程リーダーを担
当し、総勢 72 名で電子部品の製造を行っています。
私は 1979 年に小田家の長男として生を受け、小中学校は常に笑いを取るのが
日課でした。高校へ進学するが父親との喧嘩が絶えず、わずか 1 年で自主退学
し、職人の道へ進みました。しかし転職のつなぎで派遣として勤めた工場仕事
が私の人生の分岐点でした。派遣先は複写機の製造会社。毎日決められた作業
を繰り返し行う。作業改善を提案しても興味を持たれず「まぁ、工場仕事って
こんなもんや」と思い、日々を過ごしていました。そんな時 TPS 導入により
改善活動が活発になり、社員から「金属加工や棚の作製ってできるかな？」と
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声を掛けられ、淡々とこなすうちに社員から注目を受けるようになりました。
派遣社員内でグループを組み、改善活動を進めると TPS 指導会へ参加しない
か、と声を掛けられ現場での実績を報告。派遣主体の QC サークル活動を繰り
返し、その実績が他部門に通用するのか。事業所内改善フォーラムに挑戦する
と見事金賞を受賞。しかし、派遣の限界ってここかな。職人に戻ろうか。先の
見えない考える時期でした。
ちょうどその頃、会社の組織変更による雇用体制の見直しがあり、期間社員制
度が導入。2010 年より社員登用制度が導入され、学歴のない私でもチャンス
はあるのか。筆記試験に挑み、面接はカッチカチでしたが、見事第 1 期中途採
用試験合格。私の登用でみんなのモチベーションも向上するぞ、と期待してい
ました。しかし社員登用後は期間社員の間で「学歴ないくせに」とか「上手い
ことやったな」など、想像とは違い重たい空気。しかしその中でも、僕達も頑
張ったら社員になれますか？輝いている奴らがいました。ここからが社員登用
を目指す若手育成から始まった中途・ノンキャリの 7 年戦争の始まりです。
社員登用後は職場の活性化を課題の一つと捉え、3 つのステップで活動を進め
ました。チーム内の改善活動を飛躍させ、部門目標である原価改善活動につな
げる。まずは困りごとを打ち明けてもらう策に出ましたが、現場の声が上がら
ない。
「やってもらえない」が根付いていました。まずは打ち明けられる環境
と実績を作ることに。ステップ①では問題を打ち明けられる職場を目指すた
め、改善が実る日を作成し作業者意見を抽出ツールを展開。すると少しずつ意
見が打ち上がるようになりました。ステップ②では打ち上がった問題をみんな
でシェアし、3 現主義でコツコツ改善を繰り返しました。問題が打ち上げられ
るから改善へ参加できる環境へ変化しました。ステップ③では部門課題へチャ
レンジです。増産に耐えられる生産体制をテーマとし、現状把握では設備電子
項目を整理。一日のキャパを超える設備停止時間の低減が目標。要因分析し対
策立案を打ち上げるが効果予測が未達となり、他にアイデアが浮かばない。そ
こで上長に相談すると「ベンチマークするか？」と外の世界を見に行くことに
なりました。外の世界とは、他社との職場見学会を行い、知見を広める活動や
改善報告による報奨金でメンバーとプチ旅行へ行き、些細なこともベンチマー
クしネタ帳へ落とし込みました。今回の改善では愛知県警の 1 ヵ所で集中管理
する仕組みを参考に生産ラインのアラームを遠隔処置できるシステムを取り入
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れ、野球観戦ではスコアボードの識別に注目し、部品補充の順序を色分けでタ
イミングを表示。これらの改善により目標達成となり、みんなで楽しく QC 活
動を進めることができました。また、私自身も成長するために、富士ゼロック
ス主催のワールドカフェへ参加し、意識を高め、管理監督者の勉強会に参加し、
知識を付け、資格へチャレンジと、学がなくても努力で乗り切る挑戦する姿を
行動に移しました。これらの活動の結果、2012 年には若手 3 名が中途採用試
験に合格。また新入社員も 2 名配属となり、もっと職場を盛り上げよう。活動
を加速し 2013 年度には 4 サークル増え、各サークルへ期間社員もメンバーと
して参加。原価改善目標では目標以上の実績が出るようになりました。後輩の
社員登用から正のスパイラルは続き、事業所改善フォーラムでは 4 期連続上位
入賞し、各メンバーが部門の課題にチャレンジできるステップ③まで来たと実
感しました。また社外 QC サークル大会へ出場し、社外でも認められるサーク
ルに成長したと各自の自信にもつながりました。
2014 年は若手の出向や部署異動、寿退社と若手が成長し巣立つ姿を見てうれ
しさを感じた反面、みんなで成長してきたので私の心にぽっかり穴が空き、悲
しく感じました。しかし悲しんでばかりもいられない。サークル活動が失速し
ないためにも若手育成をさらに加速する必要がある。このままでは活気ある職
場の低迷が予測されました。そこで技術部門からリーダークラスが異動してく
ると言う朗報が。周囲の噂では顔が広く、行動的で面倒見が良い兄貴肌。豪華
客船がやって来ると期待に胸を膨らませていました。異動当日に「臼井さん、
リーダー同士頑張りましょう」と声を掛けるが、
「おう、中途採用、ボチボチやっていこうに」。「あ
れ、ぐいぐい行くイメージをしていたけど、なん
か想像と違うし、中途採用って何」。私の中で不
安感がよぎりました。チーム内のリーダーミー
ティングでは臼井さんが改善フォローに抜擢され
たが、
「なんでなぁ」と少し卑屈に聞こえ、若手
の相談には「ええんちゃう」とそっけない対応。
現場に出て確認しているわけでもないのに大丈夫
かな。そんな態度が気になり、私の方から「若手
の育成をもう少し丁寧にできませんか」と話しか
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けると、
「なんでなぁ、お前関係ないやん」
。話をしたので様子を見ることにし
たのですが、
現場では若手が困惑し進め方が分からない状況。とうとう若手リー
ダーから「話を聞いてくれない」と相談されることに。もう一度話をすること
にしました。臼井さんに「現場に出て、現状を見て」と話をすると、「なんで
なぁ、
お前関係ないし」
。頭にきた私は口調強く
「リーダーらしく見本になって」
と言うと「なんでお前がそこまで言うんや。年下やろ」と口論になってしまい、
決別。私一人で十分と線を引いてしまいました。若手育成を一人で右往左往す
るが会合時間も調整できず、期間社員の足は遠のき、現場の空気は重くなり、
改善活動が停滞気味に。今まで培った職場を維持できず低迷の一途をたどり負
のスパイラルに陥りました。夕食時に
「なんで、
なんでっていちいち言わなきゃ
わからんのか。豪華客船って泥船やんけ」とぼやいていると、退職して暇そう
にしているサラリーマンの大先輩・お父さんに相談してみたらと妻から一言。
久しぶりに実家へ帰り親父と話をしていると、
「お前が帰ってくるとは珍しい
な。何か困っとるんか」と親父の会話に対し、
「うーん、ちょっと仕事で行き
詰まって。この前先輩とぶつかったんやけど、何でやろう」と相談すると、
「お
前の悪い癖。人の気持ちになってないやろ。先輩のやりがいは、それと年上の
立場になって気持ちを整理してみろ」親父のアドバイスを愚直に行動に移すこ
とにしました。先輩の立場になって考えてみるために若手との会話を思い起こ
し、うれしく思うことの裏返しで自分が取られたら嫌な行動を想像してみまし
た。すると臼井さんに対しては 4 つも当てはまっていました。もう一度臼井さ
んと会話し距離を縮めたい。そこで臼井さんと会話のきっかけを作るため技術
部門で趣味を聞き出すことに。そうするとパチンコが大好きという情報を得ま
した。定時後に近隣のパチンコ店に見に行くと、情報通り臼井さんを発見。次
の日も次の日も毎日遅くまでいるけど、ここでは話しかけられない。とある休
憩所で隣に臼井さんが。私は思いきって話しかけると何気ない内容でしたが久
しぶりに会話ができました。ある日パチンコ店で臼井さんからコーヒーの差し
入れが。次の日の休憩所で「昨日はごちそうさまでした」から会話が始まり、
週末に飲みに行くきっかけができ、距離を近づけるチャンスが来ました。臼井
さんとの会話では「臼井さんの気持ち、考えていませんでした」。すると「技
術から製造やで。アウェイ感、半端ないで」
。
「わかります。私も社員登用時は
派遣、社員のどっちつかずでアウェイ感ありました」「そういう意味では今の
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俺も一緒や。どうやって克服した？」
「私は中途・中卒がコンプレックスです。
それを補う努力をして周りから認めてもらい、自分の自信に変えました」会話
は進み「小田はどうしたいんや？」
「私は臼井さんと一緒にあの職場を盛り上
げたいんです」
。臼井さんは一言「俺のコンプレックス。まずは現場に入って
みるわ」
。ようやく二人のベクトルが合った。これからの狙いを再度見直しま
した。第一線監督者の 7 つの役割を見直すとこれまで進めてきたステップ①②
③は 7 つの役割の 3 〜 7 に該当すると認識し、これから私たちが目指すところ
は 2 の次代の第一線監督者の人材育成と捉え、
新たにステップ④を掲げました。
部下育成において第一線監督者に求められる役割を意識し行動に移しました。
臼井さんは宣言通り 2 ヵ月現場に入り製造オペレートを経験。現場のメンバー
が臼井さんの頑張りに気づき始めます。休憩所では仕事の話が増え、現場に歩
み寄ってきた感じが出てきました。そんな時若手の改善リーダーから改善のサ
ポート役をして欲しいと臼井さんに。臼井さんは私に若手の指導方法をサポー
トして欲しいと相談があり、自ら若手の育成に乗り出しました。若手育成では
一人ひとりの能力を把握し、各自のスキルにあった教育を進めるよう私は陰な
がらサポートを行いました。改善の進め方では過去の改善事例掲示板を作成。
実例で教育するとメンバーからも好評。活動を進める、では適切な指示が出せ
るようになり、他の若手も臼井さんの変化に気づき始めました。休憩所では教
育にやりがいがある、などと仕事が面白いと感じる会話が増え、「何で？」を
聞くことがなくなってきました。ある日班長より改善事例掲示板のような生産
管理が見えるような管理板が欲しいと意見が打ち上がりました。私たちは早速
現場の意見を聞き出し、みんなの要求を集約。これをどうやって見える化する
か、悩んでいるところ「俺に任せろ」臼井さんの技術部時代の経験と人脈の広
さを発揮し、情報システム部門を巻き込んだ打ち合わせが繰り返されました。
現場の要求を集約した電子管理板が完成し、班長からも「めっちゃわかりやす
い」の好評に、臼井さんは「やればできる」を実感しました。
これらの活動により若手、上長からの尊敬を勝ち取り、サークル活動も活気が
溢れ、期間社員のメンバーも再度参加するようになりました。臼井さん個人と
しても資格へ挑戦、
外部発表をするなど自信に満ちあふれる人材となりました。
職場全体の活性化では、次代の第一線監督者の育成も達成と認識しました。
この 7 年を振り返ると職場の活性化を目指すために、現場の問題の共有から始
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まり化一膳の繰り返しができる継続力を身に付け、途中低迷する危機もありま
したが、お互いの悩みを共感することにより先輩の変革と職場の活性化につな
がりました。2018 年の姿とこれから目指す姿では改善活動の継続はできてい
ます。もっと若手に力を付け、高い変革意識を持った次代の第一線監督者の育
成を進めています。私の目指す姿は新たにステップ⑤を掲げ、職場の全体管理
ができる経営者を目指します。
小田がこの 7 年間で学んだこと、私や臼井さんは改善活動を通して人生が変わ
りましたが、誰でも変化・変革するきっかけはあります。会場の皆さん、まだ
遅くない、諦めないでください。コンプレックスをポジティブに捉えると最高
の強みです。
最後になりますが、本日は PC 操作を臼井さんに担当していただいています。
この場をお借りして、臼井さん、最高の相棒としてこれからも一緒に頑張って
いきましょう。以上で中途・中卒・ノンキャリの 7 年戦争を終わります。ご清
聴ありがとうございました。
【コーディネーター講評】
小田さん、発表どうもお疲れ様でした。臼井さんも操作、お疲れ様でした。小
田さんの発表は小田さんの経歴が社員登用の頃から非常に厳しい環境の中で、
自分自身が成長してきたストーリーを中心に、部下の育成、臼井さんとの関わ
りも含めてどのように職場を変えていったかといったお話しでした。その中
でいくつかヒントや我々が学ぶべき点を少し整理してみますと、1 つ目、ご自
身の成長ではいろいろ厳しい環境の中でやってきたのですが、ステップ①②③
と整理していく中で、きっかけになったのは上長に相談されて外の世界を見に
行ったところが素晴らしい点だと思います。上司の方もそれを受け入れてそ
うした場を作らせたことで、自分だけ
の殻に閉じこもらず外を見ながら学ぶ
ことが自分の視点を広げるきっかけに
なったのではないかと思います。2 つ
目は臼井さんとの関わりで、同じリー
ダークラスということで、自分がやっ
て来たことを臼井さんにもやってもら
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いたいという思いの中で、ご自身のタイプやご自身のやり方とは違うスタイル
に直面し、そこを打開していった。やり方として趣味を探ってみようとパチン
コで上手くきっかけを作り、さらにその次が重要で、共通するテーマという
か経歴が少し違っていてもお互いの似ているところ、小田さんも社員登用で非
常に肩身の狭いところから改善を進めていき、臼井さんも他部門からいらっ
しゃって少し肩身の狭い思いをして、そうした同じ気持ちに気づかれたことで
すね。お互いに同じ気持ちや共通する課題・問題があるとコミュニケーション
も進みやすくなるといったことで、一緒にやっていこうという思いがここで芽
生えたことがヒントかなと思います。最後はステップ④で人材育成に取り組も
うと進めていった中で、臼井さんを主役にし陰ながらサポートする。生産管理
の部分で言うなら臼井さんの強みを活かしながら改善を進めていくといったと
ころで、一人ひとりの性格や個性をきちんと理解しながらサポートし改善を進
めていき、最後は外部発表まで成長されたという点で人材育成のたくさんのヒ
ントをいただけたと思います。また共通するテーマで、コンプレックスをポジ
ティブに捉えようという言葉も非常に参考になる素晴らしい言葉だと思います
ので、みなさんもぜひご参考にしていただければと思います。
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【質疑応答】


（敬称略）

〈回答者：小田〉
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部 製造グループ P1 チーム
リーダー

小田辰也

〈質問者：コーディネーター〉
㈱日本能率協会コンサルティング
センター長

茂木

サプライチューン革新センター

龍哉

コーディネーター：
小田さんの発表で一番質問が集中したのは、最後にキーワードとしておっ
しゃった「コンプレックスをポジティブに変える」ということに皆さん興味が
あったようです。
小田さんのご経験からそういったものがあったと思いますが、
コンプレックスをどのように捉えて変えて来たのか、どう努力してきたのです
か、どのようなきっかけがあったのですか、というエピソードを聞かせていた
だけますか。
小田：
私は学歴が中卒で、最初の発表にもありましたが社員登用の時に、みんなが
「小田でもなれるんや」と喜んでくれるかなと思っていたら、それがなくて多
少ひがみもあって。私は 2 チャンネルとかあまり見ていませんでしたが、みん
ながこういうところにアップされているよ、と。やっぱりそうなんや、と自分
も 1 回気づきがありました。仲の良いメンバーから話を聞いてみると、人の第
一印象は見た目であったり、学歴であったり、そういったところから入ってい
くので、もう一回学校へ行けばいい話
ですがそんなことはしていられないの
で、それでも私が頑張ってこういうこ
ともできるということをメンバーに分
かってもらおうと。そのためにこの現
場で何が必要かを自分の中で考えた結
果、第一種衛生管理者、現場を管理す
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るために資格を取りに行ったり、管理監督者の CPF を取りに行ったりしまし
た。自分が劣っているところで、逆に劣らなければいいのかなと。まだ欠点は
ありますが、そういった部分を伸ばしていこうと思っています。弱みを強みに
変えていくことで、コンプレックスを克服していきました。
コーディネーター：
なるほど、弱みを強みに変えると言うことですね。そこを上手く利用して、僕
でもこれだけ頑張っているんだよという部分を見てもらおうということです
ね。そういった気持ちが変化していった期間はいかがですか。
小田：
社員登用が 2010 年で、2012 年までの 2 年間で資格を取り、若手も成長し、期
間というとまだ終わっていません。今月高圧ガスの試験に合格して、常日頃挑
戦をしていこうと思い、みんなが持っていない資格を取っていこうと思ってい
ます。そういう意味でまだ期間としては挑戦中です。
コーディネーター：
反骨精神というか、コンプレックスを上手くバネに、モチベーションに変えて
いるということですね。資格を取るためにはどれくらいの期間勉強されるので
すか？
小田：
資格にもよりますが、
CPF で 2 ヵ月間勉強しました。
集中的にやって合格しました。
コーディネーター：
モチベーションが自分を変えるきっかけとして大
事なところですね。2 つ目にあったのがコミュニ
ケーションで、相手と話をする時に気を付けている
ことや大切にしていることを教えてくださいとい
う質問が来ています。
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小田：
まず、よく失敗例で聞くのが、すぐ相手の懐に飛び込むということですね。私
は過去に派遣会社の担当をしていましたが、それで失敗した例もあります。で
すから相手によって趣味を共感したり、趣味が合わなくても食べ物など些細な
ことでその人に近づいて会話をしていく。会話をつなげていくと次第にコミュ
ニケーションがとれるようになって、少し仕事の話をし出して食らいついてく
れば、こっちのものかなと。少しずつですけど近づくようにしています。
コーディネーター：
臼井さんに聞いてみましょうか。
臼井：
モデルとなった臼井です。私は十数年間 CAD 設計をしていました。その中で
突然製造の方へ行きました。そこでものすごい不安と仕事ができないと、小田
君のチクチクくるというのもあって、その結果仕事へ行きたくないとか、嫌だ
とか、
小田君にむかつくとかありました。その中でも小田君のすごいところは、
私がパチンコを打っているとはじめの頃は端の方にいました。それも挨拶なし
でむかつきました。
会社でもむかついてプライベートでもむかついていました。
それでも小田君は日々近づいてくるんです。話もせず挨拶もなしで。そして気
がつけば横にいるんです。それも挨拶なしで。その時私は小田君にむかつくの
ではなく、興味を持ちました。これはやられた、と思いました。仕事も同じで
興味がないと面白くないということになり、自分も小田君のお陰で前向きにな
れましたし、仕事も面白くなりました。日々、こういった経験を生かして人は
変われると今回は身にしみました。今回は上長も来ておられます。本当は上長
を尊敬したかったのですが、年下の小田君を先に尊敬してしまいました。
コーディネーター：
臼井さん、ありがとうございます。今のは本当でしたね。小田さんが言ってい
たのは徐々に近づいていくこと。本当の距離も近づいていったわけですね。確
かに最初に懐に入ろうとする反発を覚える方もいらっしゃるので、臼井さんに
近づくのはその作戦が良いじゃないかと考えられたわけですかね。
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小田：
ちょっとやり方が露骨だったのですが、いつこの人は気づくかなと。
コーディネーター：
はい、ありがとうございました。それでは 3 つ目の質問ですが、7 年戦争とい
うかなり長い期間ですが、7 年間で一番辛かったことは何ですか。
小田：
これは資料には書けませんでしたが、妻の体が弱くて子どもができたのに 4 日
で亡くなってしまって、その時私は立ち直れないかもしれないと思いました。
それが 2012 年でした。その時にみんなが支えてくれて、すごく助かりました。
そして 2 年前に妻が体調を崩してしまい、1 週間くらい休みをもらいましたが、
その時は臼井さんが助けてくれました。そういうのがあって、今回は 7 年でしっ
かりまとめたいと思いました。この 7 年間が自分の人生の中の一番のターニン
グポイントであり、その時にこういう人たちがいてくれたことで今の自分があ
ると思います。
コーディネーター：
ご自身が辛かった時期に部下や仲間が支えてくれたというわけですね。そのバ
イタリティーやエネルギーはどこから来ているのですかという質問も来ていま
すが、今のプライベートの話も一つだと思いますし、その他、仕事の関係も含
めて諦めない気持ちやモチベーション、情熱はどうやって生まれるのですかと
いう質問もたくさん来ていますが、その源泉はどの辺にあるのか最後にお願い
します。
小田：
学歴がないというのもそうですが、学歴がある方と肩を並べられるように日々
努力しています。
たぶん努力しなくなったら会社を辞めると思います。モチベー
ションが下がらないように努力、挑戦していきます。
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人生
改善

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
鈴鹿事業所
第二製造部_製造グループ_P1チーム

小田 辰也

会社紹介_鈴鹿事業所紹介
新潟事業所

新潟県柏崎市

富山事業所

海老名本社

竹松事業所

神奈川県
海老名市

神奈川県
南足柄市

富山県滑川市

三重県鈴鹿市

電子製品事業
電子製品事業

光学製品事業
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✓高密度実装基板（ＰＷＢＡ）
✓電子サブシステムユニット

✓高密度実装基板（ＰＷＢＡ）
✓電子サブシステムユニット

✓LPH (LED Print Head)
✓高精度部品
✓高精度組立ユニット

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
鈴鹿事業所
第二製造部_製造グループ_P1チーム

小田 辰也

職場紹介_第二製造部製造グループP1チーム

会社紹介_鈴鹿事業所紹介
職場紹介_第二製造部製造グループP1チーム
海老名本社

《 第二製造部組織図 》

竹松事業所

新潟事業所
《
第二製造部組織図 》

第二製造部（電子製品事業）

第二製造部（電子製品事業）
新潟県柏崎市

神奈川県
製造G
海老名市

製造技術G

生産技術Ｔ

Ｐ ３Ｔ

製造技術Ｔ

Ｐ ２Ｔ

Ｐ １Ｔ

試作Ｔ

実装設計Ｔ

電子製品事業

品質管理_4名

生産準備G

Ｐ１チーム総勢７２名

Ｐ１チーム総勢７２名

電子製品事業

三重県鈴鹿市
実装工程統括リーダー_以下62名

工程設計Ｔ

生産技術Ｔ

Ｐ ３Ｔ

製造技術Ｔ

Ｐ ２Ｔ

Ｐ １Ｔ

試作Ｔ

実装設計Ｔ

工程設計Ｔ

生産設計Ｔ

富山県滑川市

製造G

製造技術G

神奈川県
生産準備G
南足柄市

生産設計Ｔ

富山事業所

実装工程統括リーダー_以下62名

光学製品事業

生産管理_6名

品質管理_4名

生産管理_6名

シフト班長_10名

シフト班長_10名
前準備段取り_16名

機構製品事業

✓高機能性ロール
✓高機能組立ユニット

カラー

モノクロ

70枚/分

75枚/分

ApeosPort-V C6680

60枚/分

65枚/分

ApeosPort-V C5580

50枚/分

55枚/分

設備操作_オペレート

装置の使用部品を供給

検査工程_7名

設備操作_オペレート

実装検査_品質保証

組立製品事業

プリント速度
商品名

だんどり

自動実装12ライン_29名

✓高精度組立ユニット

ApeosPort-V C7780

みずすまし

前準備段取り_16名

✓LPH (LED Print Head)
検査工程_7名
✓高精度部品

自動実装12ライン_29名
✓高密度実装基板（ＰＷＢＡ）
✓電子サブシステムユニット

✓高密度実装基板（ＰＷＢＡ）
✓電子サブシステムユニット

みずすまし
だんどり
✓原稿入力装置
✓プリンタ･複写機
✓周辺機器(フィニッシャー)

装置の使用部品を供給

実装検査_品質保証

1
私（小田）の紹介
派遣先は複写機の製造会社

私（小田）の紹介
派遣先は複写機の製造会社

《 私の生き立ち 》

《 私の生き立ち 》

《 言われた事だけをやる毎日
》
《 社員に提案しても… 》
・1979年に小田家の長男として生を受ける

《 言われた事だけをやる毎日
》
《 社員に提案しても… 》
・1979年に小田家の長男として生を受ける
社
員

この手順で
作業をする

社
員

・小/中学では常に笑いを取るのが日課
作業がやりにくいですよ？
・高校へ進学するも…社
員
父親との喧嘩が絶えず1年で自主退学
人の話を

聞け!!

毎日繰返し…
退屈やな

この手順で
作業をする

・小/中学では常に笑いを取るのが日課
作業がやりにくいですよ？
・高校へ進学するも…社
員
父親との喧嘩が絶えず1年で自主退学
そんなもんやで！サラリーマンが

人の話を

そんなもんやで！サラリーマンが

聞け!!

なんぼのもんじゃい！

毎日繰返し…
退屈やな

仕事バカ!!
工場仕事ってこんなもんやろ…
頭でっかちの
クソ親父

仕事バカ!!

なんぼのもんじゃい！

工場仕事ってこんなもんやろ…
頭でっかちの
クソ親父

《 TPS(トヨタ生産方式)の導入により『改善活動が活発』に！ 》

《 TPS(トヨタ生産方式)の導入により『改善活動が活発』に！ 》

任せてください!!

任せてください!!

ＨＨＨＨＨ

ＨＨＨＨＨ

ちょっと複雑のようで
ありがちな家庭環境

金属加工…

金属加工…
棚の作成ってできるか？

ちょっと複雑のようで
ありがちな家庭環境

棚の作成ってできるか？
職人一筋で人生を考えていたが…
社員 転職の繋ぎで派遣で務めた『工場の仕事』が人生の分岐点でした
社員から注目を受けるようになった!

職人一筋で人生を考えていたが…
社員 転職の繋ぎで派遣で務めた『工場の仕事』が人生の分岐点でした
社員から注目を受けるようになった!
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2
改善活動への参加
雇用体制の見直しと社員登用制度導入

改善活動への参加

《 派遣社員で改善グループを結成_TPS(トヨタ生産方式)指導会へ参加する
》
☆鈴鹿富士ゼロックス→富士ゼロックスマニュファクチュアリング(以降FXMFG)☆

《 派遣社員で改善グループを結成_TPS(トヨタ生産方式)指導会へ参加する 》

《 雇用体制の見直しが導入された 》

TPS指導会に参加するか？

TPS指導会に参加するか？

北村

荒川

数社の派遣会社からP1Tへ派遣されていた→ 雇用見直し後に希望者は…

北村

山本
社員
よろしくお願いします！

職場経験の長いメンバーと
グループを組んで改善活動開始

荒川

A社

C社

社員

よろしくお願いします！

TPS指導会で実績報告

D社
B社
FXMFG_期間社員制度
《 派遣主体のQCサークルとして初参加/事業所初の金賞受賞
》

TPS指導会で実績報告

《 派遣主体のQCサークルとして初参加/事業所初の金賞受賞 》

《 2010年よりFXMFG社員登用制度が導入 》

改善前:179秒

改善前:179秒

これまでの努力も評価され

第一期中途採用試験合格 !!

▲109秒/回

▲109秒/回

改善後:70秒

改善後:70秒

作業低減を徹底追及！

山本

職場経験の長いメンバーと
グループを組んで改善活動開始

学歴なくても
社員登用？

筆記試験!!
作業低減を徹底追及！

派遣サークルリーダーとして
事業所初の金賞受賞!!

派遣サークルリーダーとして

事業所初の金賞受賞!!
私の登用でみんなのモチベーションも向上するぞ！

3

3
社員登用後の現場の環境
《 期間社員のメンバーから 》

48

重たい空気…
0000 名無し1 2010/11/01

学歴が無いくせに
学歴無いくせに
0000 名無し2 2010/11/01

うまいことやったな
うまいことやったな
0000 名無し3 2010/11/01

上と仲良くしてるし

筆記試験!!

私の登用でみんなのモチベーションも向上するぞ！

社員登用後の現場の環境

社員登用後の現場の環境
社員登用後の現場の環境
《 期間社員のメンバーから 》

重たい空気…
0000 名無し1 2010/11/01

学歴が無いくせに
学歴無いくせに

おっ、お前ら!!

おっ、お前ら!!

0000 名無し2 2010/11/01

うまいことやったな
うまいことやったな
0000 名無し3 2010/11/01

上と仲良くしてるし
北村

山本
0000 名無し4 2010/11/02

北村

荒川

中卒でもなれるんや

山本

荒川

『僕たちも頑張ったらなれますか!?』

『僕たちも頑張ったらなれますか!?』

0000 名無し5 2010/11/03

ほんとに仕事できるの

学が無いのが
コンプレックス
その中でも輝いているやつがおった!!

その中でも輝いているやつがおった!!
噂話/SNS

4

若手育成から始まった!!
社員登用後の課題

若手育成から始まった!!
社員登用後の課題

《 職場の活性化と今後の狙い 》

《 職場の活性化と今後の狙い 》

サークル活動を飛躍

部門目標へつなげる!

部門の課題にチャレンジ
改善に参加できる
問題を打ち上げられる

STEP１
STEP2

STEP3

10年

《 若手育成で現場を活性化_職場の困りごと抽出 》

11年

12年

若手の育成
2011年

2012年

10年

11年

12年

～

やってもらえないのが
根付いとるよな…

若手の育成

現場の困り事
を上げて！

・・・・

2013年

2014年

2015年

2016年

2010年

2017年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

中途・ノンキャリの７年戦争

中途・ノンキャリの７年戦争
現場作業者

先輩の変革

STEP3

《 若手育成で現場を活性化_職場の困りごと抽出 》

・・・・
2010年

STEP2

～

やってもらえないのが
根付いとるよな…

現場の困り事
を上げて！

目標
実績
予定

2010年

2010年
STEP１

原価改善目標と実績
原価改善目標（金額）

先輩の変革

部門目標へつなげる!

P1T_QCサークル
疾風族

目標
実績
予定

ホワイトベース

モチベーション

原価改善目標（金額）

疾風族

改善に参加できる
問題を打ち上げられる

ホワイトベース

オダンゲリオン

モチベーション

部門の課題にチャレンジ

サークル活動を飛躍

職場の活性化

原価改善目標と実績

P1T_QCサークル

オダンゲリオン

職場の活性化

の、始まりです！
打ち上げられる環境と実績を作っていこう！

現場作業者

の、始まりです！
打ち上げられる環境と実績を作っていこう！

5

5
STEP1_問題を打ち上げられる→STEP2_改善へ参加できる
STEP3_部門の課題にチャレンジする

STEP1_問題を打ち上げられる→STEP2_改善へ参加できる

《 STEP1_現場の問題を打ち上げるツールを作成 》
《 テーマ選定 》
《 現状把握 》
800
18%増

《 STEP1_現場の問題を打ち上げるツールを作成 》

“改善の木”
改善で満開に!!

400

600

300

増産に耐えられる
生産性向上！

400

《 目標設定 》

実装設備停止
“改善の木”
改善で満開に!!

200

100.0
80.0

0

改善の実る木を作ろう！
少しづつ現場からの意見が打ち上がるように♪

0
12/1

現場の問題をみんなでシェアし『コツコツ改善』を繰り返す
《 STEP2_コツコツ改善を繰り返す 》

1/1

2/1

3/1

稼動時間
1092分

20.0

増産後

0.0

685台
/Day

200

改善の実る木を作ろう！

現在
580台
/Day

停止時間
348

60.0
40.0

100

411

←

1290分

目標：▲261分/日

少しづつ現場からの意見が打ち上がるように♪
0
360 720 1080 1440 (分)

4/1

現場の問題をみんなでシェアし『コツコツ改善』を繰り返す

《 要因分析/対策立案 》
《 STEP2_コツコツ改善を繰り返す 》

ベンチマーク

職場の活性化
するか？

職場の活性化
モチベーション

モチベーション

部門の課題にチャレンジ

改善に参加できる
2011年

部門の課題にチャレンジ

改善に参加できる
2011年
問題を打ち上げられる
いいアイディア
ないでしょうか？

問題を打ち上げられる

2010年
2010年
STEP１

STEP１

STEP2

STEP3

問題打上げ→改善に参加出来る！

効果予測が目標未達

STEP2

6

6
STEP3_改善ネタを探しつつプチ旅行
《 外の世界(社外)を見る…ネタ帳を作成_2012年開始 》

49
他社と『モノづくり研究会』を開催

上長
STEP3

問題打上げ→改善に参加出来る！

ベンチマーク!?外の世界を見に行くことに！

報奨金でプチ旅行

愛知県警
集中管理塔

いいアイディア
ないでしょうか？

効果予測が目標未達

上長

ベンチマーク!?外の世界を見に行くことに！

STEP3_ネタ帳から改善ネタへ

STEP3_改善ネタを探しつつプチ旅行
STEP3_ネタ帳から改善ネタへ
《 外の世界(社外)を見る…ネタ帳を作成_2012年開始 》

愛知県警本部見学での気づき

愛知県警本部見学での気づき

野球観戦での気づき

野球観戦での気づき

Ｂ

Ｂ

Ｓ

Ｓ

地域の異常を一括集中管理

Ｏ

Ｏ
愛知県警

報奨金でプチ旅行

他社と『モノづくり研究会』を開催

地域の異常を一括集中管理

集中管理塔
一目で分かる色での識別

一目で分かる色での識別

ネタ帳を職場へ展開！

ネタ帳を職場へ展開！
生産状況 685台/Day

生産状況 685台/Day

使用道具：棒グラフ
作成時：2012/1/31
作成者：荒川

改善前
改善前

色分けで
名古屋空港
タイミング表示!

東京駅
アラームを
短時間での新幹線内清掃

全体を見渡せる司令塔

遠隔処置！

改善前：411分
↓
改善後：1４５分

改善後

0

名古屋ドーム
設備稼働時間
設備停止時間
720スコアボード
1440

色分けで
タイミング表示!

アラームを
遠隔処置！

些細な事もベンチマークしネタ帳へ落とし込む!!
『みんなで楽しくQC活動』を推進!!

使用道具：棒グラフ
作成時：2012/1/31
作成者：荒川

改善前：411分
↓
改善後：1４５分

改善後

0

720 1440

設備稼働時間
設備停止時間

『みんなで楽しくQC活動』を推進!!

7
意識を高め・知識を付け・資格へチャレンジする
後輩の社員登用から正のスパイラル

意識を高め・知識を付け・資格へチャレンジする
後輩の社員登用から正のスパイラル

《 富士ゼロックス主催_ワールドカフェへ参加 》

《 富士ゼロックス主催_ワールドカフェへ参加 》

意識を高め！
2012年新入社員

2012年_中途採用入社式

意識を高め！
2012年新入社員

2012年_中途採用入社式

よろしくお願いします！

よろしくお願いします！

知識を付け！

知識を付け！

意識を高める!!新入社員2名配属！
もっと！もっと！
行動に移す！

意識を高める!!新入社員2名配属！
もっと！もっと！
行動に移す！

《 知識を付ける_管理監督者の勉強会参加 》 《 資格にチャレンジする 》
《 2013年度にはサークル数も増加 》
安全意識の取得
原価改善目標と実績
原価改善目標（金額）

ボーイズメンテ

やまもと本舗

12年

Ｓ ガ
- ールズ

11年

知識を付ける!!

第一種衛生管理者

目標
増産対応
実績

第一線監督者マネジメント
資格認定試験_CPF

第一種衛生管理者

『挑戦する姿』を行動に移す!!!!（やって見せる!）
期間社員も各サークル活動へ参加！
目標以上の結果も出せた!!

『挑戦する姿』を行動に移す!!!!（やって見せる!）
期間社員も各サークル活動へ参加！
目標以上の結果も出せた!!
10年

と あ る職 場 の
ギラギラギン

第一線監督者マネジメント
資格認定試験_CPF

P1T_QCサークル

疾風族

目標
増産対応
実績

ホワイトベース

オダンゲリオン

原価改善目標（金額）

やまもと本舗

知識を付ける!!

ボーイズメンテ

Ｓ ガ
- ールズ

と あ る職 場 の
ギラギラギン

疾風族

ホワイトベース

オダンゲリオン

P1T_QCサークル

盛り上げていこう!!

若手3名が社員登用♪

盛り上げていこう!!

若手3名が社員登用♪

《 知識を付ける_管理監督者の勉強会参加 》 《 資格にチャレンジする 》
《 2013年度にはサークル数も増加 》
安全意識の取得
原価改善目標と実績

10年

13年

11年

12年

13年

8

8
後輩の社員登用から正のスパイラル

金賞

部門の課題にチャレンジ
改善に参加できる

STEP3

各自が部門の課題にチャレンジ
→職場の活性化!!

社外QCサークル大会へ出場

みんなで成長してきた…

社外QCサークル大会へ出場

東海支部長賞

サークルギネス
認定書

2012年

問題を打ち上げられる

2010年
STEP2

部門の課題にチャレンジ
改善に参加できる

金賞
金賞
荒川が
2010年
山本/北村が部署異動
STEP１
STEP2 寿退社
STEP3
ベトナムへ出向
各自が部門の課題にチャレンジ
事業所内227サークルのトップに!!
→職場の活性化!!
成長した若手が巣立って行くのはものすごく嬉しい！

問題を打ち上げられる
STEP１

事業所内227サークルのトップに!!

2012年

職場の活性化
モチベーション

金賞

職場の活性化
モチベーション

鈴鹿事業所改善フォーラム
金賞
金賞

後輩の社員登用から正のスパイラル
後輩の移動による現場力低下_2014年
鈴鹿事業所改善フォーラム
若手の旅立ち
金賞
金賞

東海支部長賞

QCサークル感動賞

サークルギネス
認定書

QCサークル感動賞

穴

社外でも認められるサークルに成長した!!
心にぽっかり穴が空いたような…

社外でも認められるサークルに成長した!!

9

9
後輩の移動による現場力低下_2014年
《 新たな若手もこれから育成が必要 》 2013年/2014年_社員登用

異動/退職

2014年_新入社員

Ｓ ガ
-ールズ

ボーイズメンテ

やまもと本舗

とある職場の
ギラギラギン

疾風族

ホワイトベース

オダンゲリオン

50

P1T_QCサークル

若手の育成を加速が必要!!

穴

心にぽっかり穴が空いたような…

技術部門からリーダークラスがやってくる

後輩の移動による現場力低下_2014年
技術部門からリーダークラスがやってくる
《 新たな若手もこれから育成が必要 》 2013年/2014年_社員登用
ボーイズメンテ

Ｓ ガ
-ールズ

やまもと本舗

とある職場の
ギラギラギン

疾風族

ホワイトベース

オダンゲリオン

P1T_QCサークル
周囲の噂
・顔が広い
・行動的
・面倒見がいい
・兄キ肌

2014年_新入社員
どんどん
行くぞ!!

目
標

周囲の噂
・顔が広い
・行動的
・面倒見がいい
・兄キ肌

はいっ!!

どんどん
行くぞ!!

目
標

豪華客船か!?

イメージ
豪華客船か!?
若手の育成を加速が必要!!

はいっ!!

イメージ

異動/退職

あれ

あれ

職場の活性化
モチベーション

部門の課題にチャレンジ

リーダー同士
頑張りましょう!!

改善に参加できる

リーダー同士
問題を打ち上げられる
頑張りましょう!!

おっ中途採用!
低迷の危機!?
臼井リーダー
ぼちぼちやってこに

2010年
STEP１

STEP2

STEP3

上長

おっ中途採用!
臼井リーダー
ぼちぼちやってこに

ざわ…？
技術部門から
リーダークラスが来るぞ！
中途採用って？(イライラ)

ざわ…？
中途採用って？(イライラ)

10
メンバーを持たせてやらせてみる
職場が負のスパイラルに陥る

メンバーを持たせてやらせてみる
職場が負のスパイラルに陥る

現場に出てないけど
大丈夫かな？
《 若手教育が始まると… 》
リーダーらしく見本になって!!
1人で十分や！
ええんちゃう？

《 仕事をお願いして見ると
リーダーミーティングにて
《
》》
若手の育成が困っています！
議題：フォロー見直し

若手の育成が困っています！
議題：フォロー見直し

現場に出て!!

現場に出て!!

ざわ…
ざわ…

若手リーダー

臼井、改善フォローな

なんでお前がそこまで

なんでなん？

なんでなん？

モチベーション

臼井さんに
もう一度話しするわ…

方法

期間社員メンバーの
足が遠のく…

現状分析じゃ？

問題を打ち上げられる

STEP2

設備

お前関係ないやん？

改善に参加できる

STEP１

人

コスモス

方法

なぜ工数が多い？

予感的中(痛)

臼井さんが現場に出て来ない(苦)
会合無くなったよね!?
職場の活性化

要因分析

世界の藤井

若手の育成…もう少し丁寧に…

出たとこ勝負

疾風族

ざわ…
P1T_QCサークル
ざわ…
四安高

期間社員メンバーの
足が遠のく…

現状分析じゃ？

新米サークルの教育

部門の課題にチャレンジ

ホワイトベース

ざわ…
ざわ…
オダンゲリオン

方法

お前関係ないやん？

モチベーション

設備

コスモス

人

なぜ工数が多い？

世界の藤井

若手の育成…もう少し丁寧に…

方法

《 現場は困惑口論となってしまい…
》
《 若手リーダーから相談が… 》

《 職場の空気が重く…改善活動も停滞気味 》要因分析？

臼井さんが現場に出て来ない(苦)
会合無くなったよね!?
職場の活性化

要因分析

出たとこ勝負

疾風族

四安高

ホワイトベース

オダンゲリオン

ざわ…
P1T_QCサークル
ざわ…

なんでお前がそこまで

進め方はこれでいいですか？
言うんや!!年下やろ!!!!

なんでなん？お前関係ないし!!

《 事務所では… 》

《 現場は困惑口論となってしまい…
》
《 若手リーダーから相談が… 》

《 職場の空気が重く…改善活動も停滞気味 》要因分析？

ざわ…
ざわ…

ざわ…
ざわ…

若手リーダー

臼井、改善フォローな

進め方はこれでいいですか？
言うんや!!年下やろ!!!!

なんでなん？お前関係ないし!!

《 事務所では… 》

現場に出てないけど
大丈夫かな？
《 若手教育が始まると… 》
リーダーらしく見本になって!!
1人で十分や！
ええんちゃう？

《 仕事をお願いして見ると
リーダーミーティングにて
《
》》

新米サークルの教育

早く対策しないと!!
なんで？そんなに言うん？
1人で教育を頑張るが…今まで培った職場を維持できず… 話…聞いてくれるかな???
職場は低迷の一途

臼井さんに
もう一度話しするわ…

問題を打ち上げられる

STEP１

早く対策しないと!!

STEP3

部門の課題にチャレンジ
予感的中(痛)
改善に参加できる

STEP2

STEP3

なんで？そんなに言うん？
1人で教育を頑張るが…今まで培った職場を維持できず… 話…聞いてくれるかな???
職場は低迷の一途

11

11
妻・親父からのアドバイス
相手の気持ちになって考えてみる

妻・親父からのアドバイス

《 夕食時に… 》

先輩の立場になって考える

《 夕食時に… 》

サラリーマンの大先輩に
相談してみたら？

豪華客船?

なんで？なんで？って
いちいち言わな分からんのか？

バカ息子!!

若手との会話を思い起こす
サラリーマンの大先輩に
相談してみたら？

豪華客船?

なんで？なんで？って
いちいち言わな分からんのか？

くそ親父!!

バカ息子!!

くそ親父!!

きっかけつくり
《 父に職場の愚痴をこぼしてみると… 》

珍しく帰ってきて･･･
《 嬉しく思う事
父に職場の愚痴をこぼしてみると…
イラっとする事》 とられて嫌な行動
技術部
『何か困っとるんか？』

珍しく帰ってきて･･･

『何か困っとるんか？』

ＨＨＨＨＨ

感謝される

この前先輩とぶつかった…

『なんでやろ？？？』

先輩のやりがいは?

非礼される

頼りにされる
上げ足をとられる
この前先輩とぶつかった…

『なんでやろ？？？』

お前の悪い癖！

『相手の気持ちになってない!!』

関わりたくない！
距離を置く
分からない振りをする

お前の悪い癖！

『相手の気持ちになってない!!』

積極的に話してくれる

会話が無い

近づかない

慕ってくれる

疎まれる

一線を引いてしまう

態度が悪い
関わりたくない！
先輩のやりがいは?
年上の立場になって気持ちを整理してみろ
臼井くん？

愛嬌がある

年上の立場になって気持ちを整理してみろ

臼井さんの
趣味は？

ＨＨＨＨＨ

へそを曲げる

『仕事で行き詰って･･･』
相談される
押しつけられる

『仕事で行き詰って･･･』

パチンコ大好きよ

親父からの『アドバイス』を愚直に行動へ移すことにした

親父からの『アドバイス』を愚直に行動へ移すことにした

臼井さんと会話し距離を縮めたい!!

12

12
臼井さんとの会話するきっかけが出来る
《 とある定時後の出来事 》

51

月曜

臼井さん
見つけた！

126 777

若手の情報通り
臼井さんを発見!!

火曜

今日もおるし
明日も来るかな？

126 776

次の日も見に行くと…

水曜

かなり負けてる？
もう閉店やで

126 776

その次の日も…

距離を置く

頼りにされる

上げ足をとられる

積極的に話してくれる

会話が無い

近づかない

慕ってくれる

疎まれる

一線を引いてしまう

愛嬌がある

態度が悪い

関わりたくない！

分からない振りをする

臼井くん？

パチンコ大好きよ

臼井さんと会話し距離を縮めたい!!

臼井さんとの距離を縮める

臼井さんとの会話するきっかけが出来る
臼井さんとの距離を縮める

社員
登用時

776

そういう意味では…

今のおれも一緒や！
どうやって克服した？

小田はどうしたいんや？
一緒にあの職場を

珈
琲

臼井さんと

移動時
今現在

派遣/社員どっち付かずで

『アウェイ感』ありました

《 熱い思いを臼井さんにぶつける！ 》

ごちそう様です
小田はどうしたいんや？
勝ったでな！

臼井さんと
盛り上げたいんです!!

盛り上げたいんです!!
はい…

アウェイ感『半端ない』

久しぶりに

昨日は珈琲

えっ!?珈琲？
臼井さん？？

技術から製造やで

考えてなかったです

それを補う努力をして自分の自身に変えました！

《 とある休憩所の出来事 》
《 再びパチンコ店で 》 《 再び休憩所で 》
《 熱い思いを臼井さんにぶつける！ 》
あ…昨日パチンコ屋に
いました？

臼井さんの気持ち

中途・中卒はコンプレックスです…

製造なん？

製造

移動時
今現在

そういう意味では…

今のおれも一緒や！
『アウェイ感』ありました
社員
登用時 中途・中卒はコンプレックスです…
どうやって克服した？
若手の情報通り
臼井さんを発見!!
次の日も見に行くと…
その次の日も…
それを補う努力をして自分の自身に変えました！

一緒にあの職場を

派遣

126 776

社員やろ！

社員なの？

社員

派遣

社員

126 776

派遣/社員どっち付かずで

製造やろ！

《 仕事の話を切り出してみると… 》

製造なん？

アウェイ感『半端ない』

考えてなかったです

126 777

かなり負けてる？

もう閉店やで
水曜
技術から製造やで

技術

製造やろ！
今日もおるし

火曜 明日も来るかな？
臼井さんの気持ち

見つけた！
社員やろ！

製造

臼井さん

月曜
社員なの？

技術

《 とある定時後の出来事 》
《 仕事の話を切り出してみると… 》

よくいくんですか？

そこまで言うんやったら

毎日や！

そこまで言うんやったら
日課やで！
時間あるなら…

お前もおったん？

『まずは現場入ってみるわ！』

今度一杯どうですか？
『まずは現場入ってみるわ！』
いこか！

何気ない内容だけど
久しぶりに会話が出来た

ベクトルがあった!!これからの狙いを明確にしよう!!

さり気ない気遣い？
調子がいいのかな？

距離を近づけるチャンス到来！
ベクトルがあった!!これからの狙いを明確にしよう!!

13
管理監督者の役割を再度見直す
臼井さんが変わり始める

管理監督者の役割を再度見直す
臼井さんが変わり始める

－５．ルールを厳守できる
職場つくり

改善活動も同じですよ！

－６．快適な職場風土づくり
改善を指導する立場
にならなあかんな
職場を活性化させる

現場に歩み寄ってきた!?
－７．職場から尊敬される

女性の若手リーダーから支援依頼
－２．人材の育成を行う
－２．人材の育成を行う
（次代の第一線監督者）
（次代の第一線監督者）

人間モデルになる

⑥高い革新意識を
持った技能者を
育成する

部門の課題にチャレンジ

201X年

2012年

改善に参加できる

俺っ!?

新たに
をお願いできますか？？
小田じゃなくて？
STEP4
これまで進めてきた
2011年

改善活動のサポート役

問題を打ち上げられる

126

STEP2

STEP3

STEP4

－３．改善指導
継続を行う

－６．快適な職場風土づくり
改善を指導する立場
にならなあかんな
職場を活性化させる

現場に歩み寄ってきた!?
－７．職場から尊敬される
人間モデルになる

とある定時後にて…

④１人ひとりに
即した目標を持たせ

201X年

部門の課題にチャレンジ
2012年

改善に参加できる

②基本的な要素を

俺っ!?

2011年

をお願いできますか？？

小田じゃなくて？

これまで進めてきた

2010年

STEP１

新たに
STEP4

改善活動のサポート役

問題を打ち上げられる

③技術向上の
モチベーションを

STEP2

⑥高い革新意識を
持った技能者を
育成する

人材育成を行う
次代の第一線監督者

職場の目指す姿

①１人ひとりの
能力を把握する

持たせる
達成を支援する
自ら若手の育成に乗出した!!

STEP3

126

おう!

標準3票活用方法
観測員

P202NVM

時 間

作 業 内 容

手

1

作成年月日

標準作業組合せ票

YV_部 品取付け

工 程
作
業
順

送 歩行

作
5"

10"

15"

業
20 "

201 8/5/10

/
P1T

所 属

時

間

CT2 6秒

（ 単位
35 "

1目盛り 1 秒 ）
40"

分かりやすい!!

④１人ひとりに
即した目標を持たせ

3票テーマ

なるほど!

2014年度改善事例

達成を支援する
自ら若手の育成に乗出した!!

STEP4

シフト班長から相談
おう!

3

3

2

要因分析

対策立案

標準化

6

9

201 8/5/10

/

P1T

所 属

時

間

CT2 6秒

（ 単位
35 "

1目盛り 1 秒 ）
40"

P1T改善掲示板

3票テーマ

なるほど!

2014年度改善事例

実績報告

テーマ選定
現状把握
どんな情報があれば
役に立つかな

1

目標設定

要因分析

対策立案

標準化

1

シャッターを開け る

2

トップテープを外す

1
2

キャリアをシャッターま で引く

優秀賞

2

トップテープを通す

1
シャッターを閉める

11
12

4

トップテープをかける

3

部品を送る

13

4

班長

3
フィーダーを台車へ置く

3

進捗や品質状況かな？

3現主義で調査開始

1

フィーダーを取る

10

2
1

トップテープをかける

部番を目視で見る

7
8

優秀賞

？
…

2

シャッターを閉める

部品を送る

業

20 "

？
…

1

トップテープを通す

15"

リールへフィーダーへかける

2

キャリアをシャッターま で引く

10"

なぜ

目標設定

1

なぜ

9

作

5"

2

フィーダーを治具へ置く

5

1

シャッターを開け る
トップテープを外す
リールへフィーダーへかける

8

送 歩行

掲示板があると

分かりやすい!!

3

4

1

フィーダーを取る

7

手

部品を取る

2

フィーダーを治具へ置く

5
6

13

作成年月日

標準作業組合せ票

時 間

作 業 内 容

1

事例で
説明

生産管理の見える化

P202NVM

YV_部 品取付け

工 程

作
業
順

3

部番を目視で見る

4

11
12

堀

観測員

臼井さん!

現状把握

部品を取る

2

10

過去改善事例
掲示板

もう少し
詳しく

標準3票活用方法

実績報告

品番・品名

テーマ選定

③技術向上の
モチベーションを
持たせる

14

《 若手の改善教育を開始 》

P1T改善掲示板

もう少し
詳しく
事例で
説明

堀

品番・品名

②基本的な要素を

身につけさせる
え？
『指導方法のサポート』
役割を意識し行動する!!
してくれへんか？

改善活動のサポートへチャレンジ
シフト班長の困り事を受ける

掲示板があると

①１人ひとりの
能力を把握する

777

⑤技能向上の
仕組みを用意する
部下育成において
●自分にあったOJTの
第一線監督者に
やり方をつくろう
●部門・社内のノウハウ 求められる役割
のデッドストックを
解消する

14
過去改善事例
掲示板

改善活動のサポートへチャレンジ
《 若手の改善教育を開始 》

－５．ルールを厳守できる
職場つくり

改善活動も同じですよ！

女性の若手リーダーから支援依頼
－２．人材の育成を行う
－２．人材の育成を行う
（次代の第一線監督者）
（次代の第一線監督者）

身につけさせる
え？
『指導方法のサポート』
役割を意識し行動する!!
してくれへんか？

2010年

STEP１

－１．担当職場（現場）の
経営者となる
－担当職場の全体管理－

777

⑤技能向上の
仕組みを用意する
部下育成において
●自分にあったOJTの
第一線監督者に
やり方をつくろう
●部門・社内のノウハウ 求められる役割
のデッドストックを
解消する

大変やけど
イキイキする！

どうっすか？
ライン作業は？
手段系

－４．作業指導を行う

とある定時後にて…

人材育成を行う
次代の第一線監督者

職場の目指す姿

あれ？臼井さんが
現場に出てる!?

より優秀な第一線監督者として自ら成長

大変やけど
イキイキする！

どうっすか？
ライン作業は？
手段系

－４．作業指導を行う
－３．改善指導
継続を行う

《 職場の管理監督の狙うところ 》
《 2ヶ月間_製造オペレートを経験
》
結果系
会社の目標の達成＆目標とする職場像の実現

－１．担当職場（現場）の
経営者となる
－担当職場の全体管理－

あれ？臼井さんが
現場に出てる!?

より優秀な第一線監督者として自ら成長

会社の目標の達成＆目標とする職場像の実現

《 職場の管理監督の狙うところ 》
《 2ヶ月間_製造オペレートを経験
》
結果系

手待 ち

合計

26

3
フィーダーを台車へ置く

FXM FG Suzuka

手待 ち

合計

26

FXM FG Suzuka

①1人ひとりの能力把握

②基本的な要素を身につけさせる

改善活動のサポートを開始
リーダーは

臼井さん
変わりましたね♪

改善事例のような
自動で情報
①1人ひとりの能力把握
②基本的な要素を身につけさせる
小田!!
見える管理板がほしいです!!
集約!!

③技術向上のモチベーションを持たせる

改善活動のサポートを開始
班長から生産管理の改善要求!

休憩所では…

社内_情報システム部門と打ち合わせ
課題を明確に

課題を明確に

はい!

はい!

はい!

現状把握ね

分析結果を纏めてみて

臼井さん
変わりましたね♪

リーダーは

吸収力が
半端ないですね

若いやつら覚えが早い！

はい!

現状把握
ね
管理版_仕様の提案

③技術向上のモチベーションを持たせる
具体的にどんな
休憩所では…
情報が必要？？

要求集約!!

情報集約した電子管理版を導入!!
めっちゃ
どや！
分かりやすい!!
吸収力が
半端ないですね

分析結果を纏めてみて

若いやつら覚えが早い！

教え甲斐があるわ！

教え甲斐があるわ！

班長
はい!

はい!

④一人ひとりに即した目標を持たせ達成を支援

情報システム部門

④一人ひとりに即した目標を持たせ達成を支援

臼井さんの強みが発揮！

なんで？を聞くことが無くなった？

現場に入ったからこそ
イメージが浮かんだ
⑤技能向上の仕組み

なんで？を聞くことが無くなった？
やればできる!!を実感

15

15
職場全体からの信頼を勝ち取る
若手/上司から慕われるリーダー
さすが！

尊敬できる！

小田…よく臼井を
リーディングしたな

サークル活動が活性化

名コンビ！

活気が溢れて
きたね!!
コスモス

出たとこ勝負

世界の藤井

四安高

疾風族

小田さん、臼井さんありがとう！

ホワイトベース

上長

オダンゲリオン

52

P1T_QCサークル

期間社員メンバーも再度参加!!

管理版_仕様の提案

班長
現場に入ったからこそ
イメージが浮かんだ
⑤技能向上の仕組み

情報システム部門

臼井さんの強みが発揮！

やればできる!!を実感

変革

職場全体からの信頼を勝ち取る
7年間の振り返り
小田…よく臼井を

若手/上司から慕われるリーダー
部門の課題にチャレンジ!!
さすが！

尊敬できる！

次代の第一線監督者育成!!

名コンビ！

部門の課題にチャレンジ!!

継続力!!

はい!
－１．担当職場（現場）の
経営者となる
－担当職場の全体管理－

改善に参加できる!!

－１．担当職場（現場）の
経営者となる
－担当職場の全体管理－

期間社員メンバーも再度参加!!

小田さん、臼井さんありがとう！

原価改善目標と実績

原価改善目標と実績

ベンチマーク!!
現場の問題を共有!!

原価改善目標（金額）

外部発表へ参加!

職場全体の活性化
人材育成を行う
－２．人材の育成を行う
次代の第一線監督者
（次代の第一線監督者）
2017年

職場の活性化
モチベーション

原価改善目標（金額）

臼井さん個人も大活躍

ベンチマーク!!

部門の課題にチャレンジ出来る
2012年

現場の問題を共有!!

－３．改善指導/継続を行う
改善に参加できる
－４．作業指導を行う
2011年
－５．ルールを厳守できる
職場つくり
問題を打ち上げられる

CPF認定試験合格!!
ALL富士ゼロックス最優秀賞!

PDCAを継続

－７．職場から尊敬される
人間モデルになる
STEP１

－４．作業指導を行う
－５．ルールを厳守できる
職場つくり
－６．快適な職場風土づくり
職場を活性化させる

STEP2

STEP3

改善の木!

STEP4

次代の第一線監督者の育成も達成！

2010年

2011年

2012年

目標

2013年

増産対応

2014年

2015年

－２．人材の育成を行う
（次代の第一線監督者）

－３．改善指導/継続を行う

STEP4へ
到達!!

－６．快適な職場風土づくり
職場を活性化させる
2010年

改善の木!
自信に満ち溢れる！

2016年

和解
共感

コスモス

決別

はい!

改善に参加できる!!

次代の第一線監督者育成!!

活気が溢れて
きたね!!
出たとこ勝負

世界の藤井

和解
共感

四安高

P1T_QCサークル
疾風族

継続力!!

ホワイトベース

オダンゲリオン

決別
上長

変革

7年間の振り返り

サークル活動が活性化

リーディングしたな

－７．職場から尊敬される
人間モデルになる
2010年

2011年

2012年

目標

2017年

2013年

2014年

増産対応

2015年

2016年

2017年

実績

実績

16
今の職場の姿とこれから私の目指す姿

～小田が7年間で学んだ事～

今の職場の姿とこれから私の目指す姿

～小田が7年間で学んだ事～

今の私達の職場の姿

今の私達の職場の姿

私の目指す姿!!

私の目指す姿!!
知恵を出し合う!

知恵を出し合う!

モチベーション

モチベーション

職場の経営者
－担当職場の全体管理－

次代の第一線監督者育成
課題にチャレンジ出来る

STEP2

STEP3

STEP4

次代の第一線監督者育成
課題にチャレンジ出来る

私達は、改善で人生が変われたが
改善に参加できる
職場全体を
誰でも『変化/変革』するキッカケはある！
PDCAサイクル
若手を管理監督
統括する!!

私達は、改善で人生が変われたが
改善に参加できる
職場全体を
誰でも『変化/変革』するキッカケはある！
PDCAサイクル
若手を管理監督
統括する!!
問題を打ち上げられる
まだ遅くない…諦めないで下さい！
止めない活動を継続！ 育成のプロへ！
STEP１

職場の経営者
－担当職場の全体管理－

問題を打ち上げられる
まだ遅くない…諦めないで下さい！
止めない活動を継続！ 育成のプロへ！
STEP１

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

コンプレックスをポジティブに捉えると…

STEP5

コンプレックスをポジティブに捉えると…

職場の全体管理ができる経営者を目指す!!

最高の強みです!!!

職場の全体管理ができる経営者を目指す!!

最高の強みです!!!
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17

中途・ノンキャリの7年戦争

中途・ノンキャリの7年戦争

を終わります！

を終わります！

18
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18

「第一線監督者の集い：名古屋」

最 優 秀 事 例賞
受賞インタビュー

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部 製造グループ
Ｐ１チーム リーダー
小田 辰也氏

2
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第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

作ってきたわけではないのですが、この 10

まさか自分が
発表するとは !

年間いろいろあったので、快く参加を受けさ

--- 受賞おめでとうございます。最初に「第

--- 小田さんのこれまでのキャリアを教えて

一線監督者の集い」で発表することになった

いただけますか？

せていただきました。

きっかけからお話いただけますか？
（小田）親父との喧嘩で高校を辞めまして、
（小田）1 年前の 1 月にグループ長の方から

その後、職人仕事をやっていました。親父は

「第一線監督者の集いに挑戦してみるか」と

自動車工場に勤めていたので、反発して「工

声をかけてもらいました。

場仕事なんてやるもんか」と思っていたんで

第一線監督者の集いには聴講者として参加し

すが、仕事しないわけにも行かないので、派

たことはありましたが、その時は契約社員

遣会社を通じて、今の部署に勤めることにな

だったので、「社員の方はこんな大会で堂々

りました。

と発表することができてすごいな」と思いま
した。その時はまさか自分が発表者になると

--- 改善活動に参加するようになったきっか

は思ってもいませんでした。

けは？
勤めて数年経って、「改善活動に参加しない

「第一線監督者の集い」に出るために現場を

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部
製造グループ Ｐ１チーム リーダー
小田 辰也氏
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3

「第一線監督者に
ふさわしい
人物です」

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部 部長
古田 敏宏氏

か」と誘われたのが最初です。ちょどそのこ

よりも期間契約社員も多かったので、今考え

ろ、TPS（トヨタ生産方式）の導入が始まっ

れば、チームの雰囲気作りに気を使っていた

たのですが、私は現場を引っ張っていくのが

だいたのだと思います。

好きだったので、その点を評価していただい
て、誘っていただいたのだと思います。

改善はあくまで
現場が主体

一 生 懸 命、 改 善 に 取 り 組 み、 そ の 結 果、
2010 年に社員に登用していただきました。
--- 小田さんの技能や人柄、コミュニケーショ
ン力が評価されたのですね。

--- 改善活動に積極的に取り組むようになり、
どんなことに苦労しましたか？

（小田）いえいえ、先輩にいろいろと配慮し
ていただいたおかげと思っています。とても

4

（小田）私が正社員になった時は、自分だけ

感謝しています。

が契約社員から正社員になってしまったんで

チームのみんなとコミュニケーションを取り

すね。そのことで嫉妬されることもありまし

やすいようにしていただきました。頻繁に話

て、ちょっとした亀裂が起こりました。

しかけていただき、リードしていただいたと

しかし改善は現場のみんなで取り組んでいか

思います。発表でもご紹介させていただいた

なければいけません。私は今まで「現場主体」

のですが、それが磯田になります。当時は今

を心がけてきました。改善をするときも作業

56

第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

者の気持ちを考え、現場の意見ありきで改善

めていくのはできないと考え、誰かと一緒に

を進めるようにしてきたんです。それは今で

なって進めた方がいいと思いました。

も全く同じです。そのことは忘れてはいけな
発表で登場した臼井さんは周りの巻き込むの

いと思います。

が得意で、そういう意味では現場に向いてい
---2013 年 以 降 は 同 じ 職 場 の 方 が 他 部 門

る方でした。なので、臼井さんの力を借りて、

に異動になったり、結婚退職されたりとご

現場を盛り上げたいと考えたんです。

苦労があったとの発表がありました。この
2013 年が活動の一つの山で、この時に自
分のチームだけでなく他のチームまで活動を
横展開したということですが、なぜ他部署ま

「CPF で学んだことが
役に立っています」

で活動を広げたのですか？
--- 臼井さんに伺います。小田さんと改善に
取り組んでいったときのことをお話しいただ

（小田）その時、自分より下の 20 代、30

けますか？

代の社員が大量にチームから抜けてしまいま
した。残ったメンバーは正社員になったばか

（臼井）私はもともと技術設計にいたので、

りだったり、新入社員だったり、まだ経験が

改善に慣れておらず、改善に取り組む気持ち

少ないメンバーばかりだったのです。この状

はあまりありませんでした。自分の仕事を改

況では、一人で右往左往しても、社員をまと

善すれば、自分の仕事がラクになる。それく

「小田くんは
人をのせるが
うまい」

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 第二製造部
製造グループ Ｐ１チーム
臼井 直樹氏
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5

「改善活動を
引っ張って
くれています」

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
製造管理部 物流グループ グループ長
櫻木 善仁氏

らいの意識だったんです。
年が離れている先輩に指示して教えるという
小田くんが QC サークルに参加しているの

ことはなかなか難しいことだと思います。小

は知ってはいましたが、自分の方が年上です

田くんのおかげで資料作りの大切さやチーム

し、技術に対する知識にも自負していたので

の仲間とのコミュニケーションの大切さを学
ぶことができました。

「なぜ改善しなければいけないのか」と思っ
ていました。でも、小田くんから熱心に言わ

（小田）第一線監督者に CPF 資格（第一線

れて、一緒に取り組むようになったんです。

監督者マネジメント資格）を取った時、ハー
小田くんから「一緒に資料を作りましょう」

ドルを少しずつ上げていく勉強をしたのです

と言われても、現場と技術では改善のツール

が、それが役立っているのだと思います。

も違いましたので、なかなかうまくいかな

臼井さんとはだんだんとお互いのベクトルを

かったのですが、小田くんは人をのせるのが

合わせながら、同じ方向に進むことができる

上手い。

ようになりました。

徐々に仕事を与えてくれるので、少しづつ自
分で資料を作ることができるようになりまし
た。一年半ほどかかりましたけれども、いつ
のまにか改善の資料を自分だけで作れるよう
になりました。

6
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第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

若手を第一線監督者に
育てるのが目標

ない方でした。今回は臼井さんの話をテーマ

---「第一線監督者の集い」での発表に向けて、

--- 今回、最優秀事例賞を受賞した時、どん

どのように作業を進められたのでしょうか？

なお気持ちでしたか？

にして発表させていただきましたが、実は他
にもそういうやりとりがあったんです。

（小田）発表のストーリーを作っていく時は、

（小田）受賞した時は気持ちの整理ができな

古田部長に相談させてもらいました。この会

くて、よくわかりませんでした。慌てて、前

社に入る前にどんなことをしてきて、入社後

に出ていかなければいけないと思いました

にどんな仕事をしたのか、自分の経歴を全部

が、選んでいただけると想定していなかった

書き出しました。そうして、第一線監督者と

ので、本当に慌てました。

して自分がどのように取り組んできたのかを
授賞式の後も、本当に受賞したのかとしっか

整理していきました。

りと理解できていませんでした。会社に戻る
発表の後半は臼井さんの話がメインになりま

と、部下の 5 名の班長達が「すごいですね」

すが、実は臼井さん以外にも手厳しい先輩が

と言ってくれて、受賞したことをとても喜ん

いて、うまくいかなかったこともあったんで

でくれました。受賞は周りの人たちのサポー

す。その方は仕事に愚直で、妥協が全く通じ

トがあったからこそなので、みんなが喜んで

「資料作成作りにも
熱心です」

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
鈴鹿事業所 製造管理部 部長
田堀 斎氏
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「現場から
信頼されている」
リーダーです」

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
第二製造部 製造グループ P1 チーム チーム長
岩間 健 氏

くれたことがとても嬉しいですね。
--- 今後の目標は？
（小田）自分自身の成長としては、今よりも
高い視座で見れるようにしていかなければい
けないと思っています。チーム全体を見れる
ようなスキルを身に付けていきたいと思って
います。
個人としての目標は、後輩の育成です。私の
チームは、私と臼井さんが 40 代でその下に
なると 20 代が多い。中間の 30 代がほとん
どいません。彼らはまだまだ若いのですが、
第一線監督者のレベルになってもらうのが、
僕たちの課題だと思っています。

8

60

第一線監督者の集い：名古屋
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最優秀事例賞

受賞インタビュー

9

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
執行役員 鈴鹿事業所長
葛西 克郎氏

の中小企業が集まってできているような会社

全員参加で
改善に取り組む

なんです。
雇用形態も事業形態も多岐に渡っている中

--- ここからは葛西所長にお話を伺います。

で、どうやって一緒になって、改善活動など

御社の改善に対する考え方を教えていただけ

に取り組むことができるか、その点が重要に

ますか？

なっています。
もちろん、一つの会社にいろんな業務があっ

（葛西）鈴鹿事業所には、1,400 名規模の
従業員がおります。そのうち約半数が正社員、

て、いろんな職種があるのは悪いことではあ

残りが期間契約社員や派遣社員と、いろんな

りません。いろんなコンピテンシーを持った

雇用形態の方がいます。

社員がいるわけですから、
そのコンピテンシー

また、1,400 名の業務内容は多岐に及んで

を融合させれば、大きな成果を出すことがで

います。例えば、半導体を生産する作業もあ

きます。そうして、クロスファンクションで

りますし、金属を削る作業もあるし、組み立

運用していくことに重きをおいています。

ての作業もある。言ってみれば、様々な分野

10
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第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

--- 具体的にはどのように取り組んでおられ

ることができます。標準 3 票によって、総

るのですか？

務から半導体の開発をしている技術者まで、
同じ言語で活動ができるようになりました。
これが活動の成功につながっていると思いま

（葛西）業種・職種が多岐に分かれている中で、

す。

全員参加の活動を進めるには、共通の目標・
指標が必要になります。弊社では「ＴＰＳ（ト
ヨタ生産方式）」をベースにした「ＸＰＷ（ゼ

成功させるための
2 つのポイント

ロックスプロダクションウェイ）」というも
のを制定して、それをオール富士ゼロックス
生産のより所としています。
また、推進にあたっては、どの指標やツール

--- 現実的には全員参加で改善を行うのはと

を使うかを考えなければいけないわけです

ても難しいことだと思います。成功させるた

が、弊社では「標準 3 票」を取り入れてい

めに、どのようにサポートされているので

ます。これを共通ツール・共通言語にして、

しょうか？

クロスファンクションを実現しているわけで
（葛西）推進体制をきっちりと作っています。

す。

推進事務局を作り、進捗を含めてみんなで
シェアする。そこがポイントだと思います。

同じツールを使うことで、一緒に改善にあた
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11

が一丸になって、改善活動に向かっているこ
また、改善活動を進めるための研修も自社内

との結果だと思います。

でおこなっています。研修の教育制度を作る

--- 基盤になる活動があって、受賞につながっ

のも社員です。みんなで参加して作り上げて

ているわけですね。

いっています。
（葛西）今回発表の内容は 7 年越しの活動な
改善活動が活発になったのには、この推進事

んですね。長期間にわたる活動の結果なんで

務局の設立と研修強化が大きかったと思いま

す。

すね。この二つがあったおかげで全部署が改
善に積極的に取り組むようになりました。

日々の積み重ねが
あるからこそ

今回、参加させていただいた「第一線監督者
の集い」といった外部での発表の場に積極的
に参加するようにしているのも大きいと思い

--- 小田さんの発表は発表内容や質疑応答ま

ますね。

で総合的に評価されての受賞だと思います
が、普段から発表の場があるのでしょうか？

今回、小田が賞をいただきましたが、「第一
線監督者の集い」では過去にも、いろんな部
署の社員が賞をいただいています。社員全員

12

（葛西）経営陣が現場で実務的な話をする機

64

第一線監督者の集い：名古屋

最優秀事例賞

受賞インタビュー

でいきたいと考えています。

会が定期的にあります。改善の中身をグラフ
を見ながら議論をする。日頃からそういった
ことに慣れているので、自ずと説明や質問に
対する受け答えが身についているのだと思い
ます。
経営陣に説明できるように資料を準備した
り、しっかりと説明できるようにしなければ
いけない。だから、外部での発表の機会でも、
しっかりと説明ができるし、質問にも答える
ことができているのだと思います。
--- 今後の目標を教えていただけますか？
（葛西）今後も改善活動を継続していきます
が、同じことをしていては新しいものは生ま
れません。新しいことにチャレンジしないと
衰退していってしまいます。そのためには、
これからも変化を恐れず、新しいことに挑ん

65
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第一線監督者の集い：名古屋
（2019年1月現在・敬称略）

基 調 講 演

2019年1月17日
（木） 9：30～10：35

国内工場生き残りをかけた製品開発


～やり抜く力とみんなの心～
ダイキン工業株式会社


顧問

特 別 講 演

岡 田 慎 也

2019年1月18日
（金） 9：30～10：35

第一線監督者に必要な

リーダーシップとは
日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクター
株式会社チームボックス 代表取締役
一般社団法人スポーツコーチング Japan 代表理事

中 竹 竜 二



コーディネーター

㈱日本能率協会コンサルティング
サプライチューン革新センター

センター長

特別講演の会場風景

茂 木 龍 哉
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第一線監督者の集い：名古屋
1日目

1月17日
（木） 活動事例発表者

（2019年1月現在・発表順・敬称略）

企画委員会特別賞

会津オリンパス㈱

NGKセラミックデバイス㈱

第１製造部 １部品工作グループ 機械加工２チーム


係長

渡 部 臣 也

ＨＰＣ製造部

小牧工場

 ＧＬ（グループリーダー）

ダイキン工業㈱

第２製造課

石 山 彰 吾

滋賀製作所 空調生産本部 滋賀製造部 支援G


最優秀事例賞 受賞

トヨタ紡織㈱

㈱登米村田製作所
班長

堀

み ほ



笠戸事業所 車両製造部 車両第一課 構体係 建て組


組長

先 村 和 夫

進

㈱豊田自動織機

製造二課

繊維機械事業部

グループリーダー

猪 股 直 也

㈱デンソー

㈱日立製作所

中 村

企画委員会特別賞

刈谷工場製造部 エレメント・コイル製品製造室


グループリーダー

幸田製作所 エレクトロニクス製造部 物流管理課 部品管理


班長
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長 﨑 幸 徳



生産部
工長

製造課

藤 田 直 人

第一線監督者の集い：名古屋
2日目

1月18日
（金） 活動事例発表者

企画委員会特別賞

ダイハツ工業㈱
滋賀（竜王）工場


係長

技術課

岡 本 征 晃

ヤマハファインテック㈱
カーパーツ事業部


最優秀事例賞 受賞

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱

第２製造部

柿 本 昌 嗣



小 田 辰 也

リーダー

新川工場

品質管理部



工長

検査課

清 水 裕 孝

大同特殊鋼㈱

生産本部 磐田第1製造部 生産1課 第1工区


職長

望 月 祐 樹

知多工場


設備センター
班長
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パワートレーンカンパニー パワートレーン工機部


工長

坂 本 勇 二

サンデン・オートモーティブコンポーネント㈱

アイシン精機㈱

企画委員会特別賞

ヤマハ発動機㈱

トヨタ自動車㈱

鈴鹿事業所 第二製造部 製造グループ Ｐ１チーム

材料生産グループ
職長

（2019年1月現在・発表順・敬称略）

機械チーム

中 川 巧 次

生産本部 八斗島工場 製造部 製造1課1係


係長

淺 田 義 則

第一線監督者の集い：名古屋
企画委員会特別賞
1日目

（2019年1月現在・敬称略）

2019年1月17日
（木）

（右）㈱豊田自動織機

（右）会津オリンパス㈱
第１製造部

１部品工作グループ

機械加工２チーム

係長

渡 部 臣 也



2日目

滋賀（竜王）工場

企 画
展 示

生産部

製造課
工長

藤 田 直 人

2019年1月18日（金）

（右）ダイハツ工業㈱


繊維機械事業部


（右）ヤマハ発動機㈱

第２製造部

技術課

係長

岡 本 征 晃

生産本部 磐田第1製造部 生産1課 第1工区


現場の知恵と工夫・改善
紹介コーナー
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職長

望 月 祐 樹

第37回 『第一線監督者の集い：名古屋』


（敬称略・順不同）

企画委員会 委員一覧

2018年12月現在

■委員長 ㈱豊田自動織機 人事部 労政室 主査  桑野

安史

■主 査

㈱日本能率協会コンサルティング サプライチェーン革新センター センター長 茂木

龍哉

■アドバイザー 大同特殊鋼㈱ 技術企画部 技術企画室 主任部 家田

一美

■委 員
アイシン精機㈱ 生産人材育成部 主担当  中野

一生

愛知製鋼㈱ 品質保証部 TQM推進グループ グループ長  余語

英俊

オリンパス㈱ 製造統括本部 製造教育部 部長  白井

道雄

キヤノン㈱ ものづくり推進センター CIMS推進部 主幹 山田

泰弘

㈱クボタ KPS推進室兼生産技術統括部 人材育成グループ 担当課長 植田

和憲

グローリー㈱ 本社工場 生産技術1部 主幹技師 丹下

賢造

サンデンホールディングス㈱ 開発・モノづくり本部 製造統括室 製造管理部 部長 斎藤

克彦

ダイキン工業㈱ 滋賀製作所 空調生産本部 滋賀製造部長  小倉

博敏

大同特殊鋼㈱ 技術企画部 技術企画室 副主任部員  木村

重利

ダイハツ工業㈱ 本社(池田)・京都工場 主査 満留

寛

㈱デンソー 品質管理部 TQM推進室 担当次長  藤本

高宏

㈱東海理化 生産調査部 企画教育室 主担当員 豊田

智一

トヨタ自動車㈱ 業務品質改善部 第２TQM室 主査 桜本

武正

トヨタ紡織㈱ 生産調査部 主担当  村上

彰

日本ガイシ㈱ 品質統括部 グループマネージャー  川口

定

パナソニック㈱ 生産技術本部 高度技能開発道場 道場長  永田

達

富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱ 製造管理部 物流グループ グループ長  櫻木

善仁

㈱村田製作所 モノづくり技術統括部 モノづくり強化推進部 生産革新課 マネージャー  上田

邦彦

ヤマハ㈱ 楽器・音響生産本部 企画管理部 企画管理グループ 主幹  諸橋

享

ヤマハ発動機㈱ 生産本部 生産戦略統括部 生産企画部長 藤田

靖生

■事務局
一般社団法人日本能率協会 中部事務所 エキスパート 久保田英揮
一般社団法人日本能率協会 中部事務所 常任参与 藤川

博之

一般社団法人日本能率協会 中部事務所  高士

大
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第 38 回 『第一線監督者の集い：名古屋』 開催のご案内
〈会期〉 2020 年 1 月 16 日
（木）
・17 日
（金）
（両日とも 9：30 〜 17：00
（予定）
）
〈会場〉 愛知県産業労働センター
（ウインクあいち） 大ホール
http://foreman.jp/nagoya/

無断複製転載を禁ず

【お問い合せ先】

＜中部事務所＞

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目26番25号
TEL：052-581-3271

メイフィス名駅ビル6階

