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成長する企業は
自ら問題を発見し
解決する

人が育つ前提条件

経営者の究極の仕事とは、良い社風をつくり上げることなの
かもしれない。良い社風とは、決して社員に甘い風土ではな
く、厳しいけれどやりがいのある企業だと考えていただければ
よい。
良い社風によって組織全体が常に一段高いレベルを目指
し、当然、社員にほどよい負荷が掛かり、その結果、人材が成長
して企業も発展を続ける状態をつくることになるからだ。
では、
「厳しいがやりがいのある社風」をつくり上げるには、
具体的にどのような手を打てばよいのだろうか？
前提条件として、マネジメントそのものが機能していること
が挙げられる。計画（Plan）→実行（Do）→チェック（Check）
→対策・処置（Action）が確立していること。そして、そのマネ
ジメントのやり方を社員に教育（研修制度など）する仕組みが
あること。最後に、部門や個人の評価基準が明確で、評価制度
が確立していることである。
それはノーマネジメントの会社で人材がメキメキと成長して
いるのを見たことがないからである。マネジメントの確立は、
人材を育成する上で前提条件となる重要なものである。
それらを踏まえて、人材が育つ社風をつくり上げていくため
のヒントを探っていただきたい。

明日への指針

人材が育つ社風づくり（１）
〜仕事は速
（早）
くて当たり前〜
まず、業績が良く、人材も比較的育っている会社は、社風

として「何でも速い（早い）
」という特長がある場合が多い。
１つ目の要素として、社風としての「スピード」を挙げたい。
これは、仕事を進める速さと、レスポンスの早さの両面が
ある。逆に、慢性的な赤字会社は大抵の場合、すべての仕事
が遅く、レスポンスも悪いことが多いように思う。もちろんす
べてそうだというわけではないが、レスポンスの悪い会社が
顧客から良い評価を得ているケースはまれだろう。
そして、風土として「何でも速い（早い）社風」をつくって
おけば、社員に対してほどよい負荷が常に掛かることにもなり、
人材育成上のベースとなるわけである。
「そうか。では、何で
も速く（早く）させるようにすればよいのだな」と簡単に思う
かもしれないが、そんな簡単な話ではない。
例えば、貴社では月次決算が毎月何日に上がってくるだろ
うか？ 現状、毎月１０日に月次決算が出来上がるとする。
では、それを５日間短縮し、月初の５日には月次決算を仕上げ、
１０日には経営会議を開催するとなると、どうだろうか？
経験によると、たった５日を短縮するのに約１年の改善期
間を要することはざらにあるし、企業によっては改善できない
場合もある。
また、貴社にはすべての仕事に期限が設けられているだろ
うか？ 加えて、期限の中間で進捗を上司に報告することが

社員の基本的な行動として根付いており、期限前に終了の報
告が上がってくることがほとんどという社風だろうか？
期限が守られることは少ない、または、そもそも仕事の期
限が切られていない企業もあるのではないだろうか？
このような違いが「社風の違い」なのである。
では、仕事のスピードを上げるために、具体的にはどうす
ればよいだろうか？
まず、実践していただきたいのは、
「早くやろう！」と常に
声を掛けることである。バカにしているのかと怒られそうなア
ドバイスなのだが、まずは、
ここから始めることを強く勧めたい。
もちろん、処理フローの改善や機械化によるスピードアッ
プなど、仕組みとしての抜本改善を考えることは基本だが、
特に事務処理的なスピードは、常に「速くやっていこう！」と
声を掛けることによって、ある程度改善するケースが非常に多
い。
人の生産性が悪く、慢性的に残業の多い会社は、そもそも
仕事のやり方が悪く、スピードが遅い（のんびりしている）こ
とが多いからである。
そんなものは精神論的だ！と思われるかもしれないが、社
員に「仕事は速くて当然」と教育をする意味でも、
「速くやろ
う！」と上司が声を掛けることから始めることが大事なのであ
る。
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。全員の実行を推進する大きな力は、経営者の率先垂範である
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