2018

4
April
卯月

ᮌᮧィົᡤ

偉大な経営者とは、
人を育て得た人である
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事務所からのひとこと
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社内は効率化、
社外は非効率化

さまざまな業界の企業を訪問すると分かることだ
が、業績が好調な企業ほど社内の効率化を徹底して
いる。ただし、よく見ると社外では、つまりお客様に対
しては非効率なのである。
自動車ディーラーであれば、既存のお客様をこまめ
にフォローし、結果としてリピート・紹介を得ている。
ハウスメーカーであれば、ＯＢ施主に定期的にアプ
ローチし、購入後の安心感を与えている。
「効率と非効率の妙」、このバランスをしっかり考え
ていただきたい。仕事がうまく回らない場合、このバラ
ンスを崩しているケースが多い。もしあなたが顧客の
立場で、営業担当者から効率性ばかりを追求された
ら、どんな気持ちがするだろうか？
社内では徹底した効率化を進め、ムリ・ムラ・ムダを
なくすことに全力を傾けていても、長年の得意先やヘ
ビーユーザーには効率性に目をつぶってでも臨機応
変な対応をする。これを心がけることこそが、良い縁を
つくり、さらに顧客に支持していただくための近道と
なる。

明日への指針

貴社の幹部は部下を正しく叱り、育てることができているか
「叱る」
ことのできる幹部は頼もしい。叱ることのできない幹
部は部下社員から“逆選別”をされかねない。
「 頼りない」
「い
ざという時に信頼できない」
と軽視されることも多いからだ。
叱ることのできる幹部には、
３つの特徴がある。
第１に愛情。叱るという真意には
「よくなってもらいたい」
と
いう愛情が前提になければならない。
第２に、観察。叱れる幹部は、長所と欠点を観察して知って
いる。
だから、長所を叱ることができる。欠点を指摘することは
誰でもできる。せっかくの長所を活かし切れない努力不足を
叱ることで、
部下は
「しっかりと見てくれている」
と感じ、
それが
幹部への信頼に結び付く。
第３は自信だ。
自信と過信は違う。過信の言動に部下は共
感しない。共感がないから納得できない。幹部の自信とは、過
去の自らの正しい体験に裏打ちされたものでなければならな
い。
「叩かれて強くなり、叱られて正しくなり、笑われて自己を知
る」
と言われるが、
これは人を育てる上での指標でもある。
特に近年、若い社員はビジネスマナーを教えてもらう機会
が少ない。一昔前は、宴席（酒席）
で上司・先輩から叩かれ、叱
られ、笑われたものである。例えば「ごちそうさまでした」
と言
えない部下が周りにいたら、上司である幹部が教えるべきだ。
「そんな細かいことまで……」
と躊躇してはならない。恐ろしい
ことにその部下は、
お客様にも同じ態度を取ってしまうからだ。

「教える」
ことのできる幹部は尊い。そうした幹部の教訓を挙
げてみよう。
「可愛くば、五つ教えて、三つ褒め、二つ叱って、
良
き人とせよ」
（二宮尊徳）。
この句は奥深い。部下を育てる教訓
を余すところなく示している。
「可愛くば」
の枕詞に、部下への基本姿勢である愛情が表現
されている。
それに続き、学ぶべきポイントは、
「教える」
「褒め
る」
「叱る」
のバランスだ。叱ることは全体の２０％、褒めること
が３０％。可愛かったら、叱るときでも、一呼吸おいて、
まず良
いところを３つ見つけて、それを褒める。その後に２つくらい
の割合で叱れという意味であろうが、叱ることよりも褒めるこ
とのほうが数段難しい。その根拠は褒めるポイントの難しさ
にある。
そして、人を育てる５０％は教えることにある。
しかし、教え
る段階にも深さがある。
「知らないこと」
を教えて知らせる。
ま
たは、
「知っていても分かっていない」なら分からせる。
あるい
は
「分かっていても実行していない」状態であれば実行させる
などである。
部下の育成に当たり、幹部が自戒すべきポイントがある。
「『これだけ言えば理解しているはずだ』
という姿勢は通用し
ないことを念頭に置いて教え続けなければ、部下は育たな
い」
ということである。教えるということは、忍耐がなければで
きることではない。幹部とは、
「 部下を育てることに情熱を注
げることのできる人」
を言うのだ。
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理想に近づけるための現実をどのように調整するか、ここに事業観がある。
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