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経営者における
最も大きなマイナスである

厳 しい暑 さが続きますが、皆様いかがお過 ごしで
しょうか。
7月 に入 り、セ ミの声が聞 こえると夏本番です。セ
ミと言えば、「蟷螂捕蝉 (と うろうほぜん)」 とい う
中国の故事成語があ ります。ある人がスズメを弓で射
ようとすると、そのスズメはカマキ リを狙い、カマキ
リはセ ミを狙 つてお り、それぞれ身に迫る危険に気付
いていませんでした。その状況から転 じて、日前のこ
とに心 を奪われて、迫る危険に気付かないさまを指 し
ます。
自分の行動を自分の目では見 られません。まして
や、自身が置かれた状況 を客観視するのはなかなか難
しいものです。
ただ、自社を客観視するために役立つッールがひと
ります。それは決算書です。適切に作 られた決算
自社に対する客観的な情報 を与えて くれます。会
つているのか 、会社 の安全性はどうな
与えて くれます。決算 書 を自社 の客観
して一度、眺めてみた らいかがで しょ

経営は理屈ではなく実践であり、
予定ではなく結
「実行」が大切となり、
果が生命だ。そのため、
近年
は「有言実行」という熟語 が好んで使 われる。意味
「やることを言つた上で、その通り実行する」だ。
は、
重要なのは次の3点 。
1.自 他 に約束をする
「いつまでに、
何 を、どうするか」を決心し、自らに
約束する。同時にそのことを関係者に伝え、
約束を
する。
2.宣 言経営を行う
「有言」スタイル をとることにより、
社員に安心感
や期待が生まれ、モチベーションが高まる。これを
宣言経営と呼ぶ。
3.衆 人環視の状況をつくる
決定 した実行項目について、多くの人がチェック
できる衆人環視の状況をつくり出す。
社員への発表
にとどまらず、
金融機関や取引先などにも表示する
ことで「やらざるを得ない状況」に自らを追い込む。
「現状認識」と
「対策
有言実行を習慣とするには、
「衆人環視」による「宣言経営」を行
立案」の的確 さ、
うこと。まさに四字熟語のオンパレードが必要だ。

明 日 へ の 指 針

「当たり前」レベルを向上させよ〜
企 業体 質改 革 のポイン ト 〜
「当たり前」レ
顧客満足度の高い企業の共通点は、
ベルが高いことにある。
あいさつや報告・連絡・
当たり前レベルが高いとは、
相談といった基本的なことはもちろん、
顧客満足に通
じるほかのビジネスマナーも全社員で共有化され、
社
いつでも、
加えて、
風となって習慣化されていることだ。
どこでも、
誰でもが実践できている。
競争力を高め、イメージアップを図るために
現在 、
「あいさつの徹底」に取り組む企業が増えている。
あいさつをきちんとできる企業は、業績がよい傾向
にある。その特長は、
お客さまだけではなく、
取引企業
の人にもきちんとあいさつをしていることだ。
体を相手に向
社員がイスから立ち上がり、
例えば、
「
け、
笑顔で「いらつしゃいませ」ありがとうございました」
と大きな声であいさつをする。そうすると、お客さまが
「よくできている会社だ」と評価する。事務所だけでは
必ず
物流センターなどに行つても、
なく、
現場や工場、
このことが、
さらにお客さまの感
あいさつが励行される。

動を増幅する。
評価 レベルは上がっていく。
どこまでやるかは、トップの考え方次第である。トッ
プが「企業イメージを高め、業績向上につなげたい」
企
と考えているのなら、
まずはあいさつの徹底を図り、
業体質を改革することだ。
何百、
抵抗が多い。しかし、
社内で徹底するには、
何千回も実行し、
体が覚えることで習慣化される。そ
して習慣化されれば、
全員が当たり前のように実行で
きるようになる。
それを見た顧客の興味がかきたてられ、実体験の
感動により、書循環で評判が広がり業績が向上する。
その後「やつばりあの会社 に仕事を任せよう ……」と
いう考えにつながる。
なぜ、
あいさつができなければならないのかを考え
そ
させ、どのような循環を呼ぶのかをよく分からせる。
「
がある
企業イ
。
して、
身体が党えるまで訓練する必要
メージアップ=業 績向上」なのだ。そのためにも、当
た 前レベル"を 上げていただきたい。
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労働政策研究・研修機構が、20〜 50代
の 1600人 に24項 目の職業スキルのうち

など漠然 とした願望 が 目立ち、明確な理由
が出てこない。

自信があるものを選んでもらったところ、

つまり、自分が保有するスキルは何かが具

「人の話を聞く」(48%)、「書類 を読 む」

または考えていない。
体的に見えていない、

(430//o)、「人と協同で作業する」

(41%)な

だから、自分に足りないスキルが明確に分か

どが上位を占めたという(4月 22日 発表)。
20代 が50代 に比べ て自信のないスキル

らない。
何となく焦りを感じ、自己啓発本を
買つて安心する。そんな スキルアップ不安

「書類を書く」
は、
「人と段取りを調整する」

症"の 人が増えている。

「人前で話す」だつた。
また、
年収や職位が高

これは社員だけでなく、
上司・経営者も同

くなるほど、
人に指示する、
人前で話す、
人を

「彼は話し上手だから、
じだ。
仕事が取れるの

説得したり交渉したりすることに自信を持つ

だろう」
「彼女は堅実だからミスが少ないの

人が多かつた。

だろう」など、スキルらしきもの"を ぼんやり

「どんなスキルを持つていますか」
社員に

見ている。
社員や部下の「真のスキル」が見

と聞くと、
「私のスキルは○○です」と即答で

えていないのである。
これでは成果を上げる

きる人は少ない。
「取りえがない」と答える人

人とそうでない人の違いを説明できない。

もいる。
むろん何かの取りえがあるから働 い

いくら個人面談を重ねたところで、
有効なア

ているわけで、
本当になければそこにいるは

ドバイスなど与えられないだろう。

すがない。保有資格を並べ る人も多いが、

社員のスキル不足を嘆く企業は多い。だ

「仕事で活かしていますか」と問うと
「ないよ

が本当は
「自社のスキル認識不足」が問題で

りあつたほうがよいという程度」と答える人

はないか。
社長が求めるスキル、
社員が考え

が大半だ。
「必要なスキルは何ですか」と間

るスキル、
上司が感じるスキル。
三つのスキ

くと、
語学力や説得 力、IT・ 製品の知識など

ルにはスキマがある。
スキルアップより、
「ス

「何
出てくるが、
なぜ必要かを掘り下げると、

キルマップ」(必 要 スキルの全体図)で 実態

かと役立ちそう」
「上司の評価が上がりそう」

把握をすべきだろう。

今月のことば

相手企業の経営状態を正しく評価するポイントは
経営者の経営能力、
事業の素質、
財政状態の三つである。

