
78 企業と人材  　2016年５月号 79企業と人材  　2016年５月号

教育スタッフ
PLAZA

　前回（４月号）は、OJT指導員の制度化に至る背

景について解説しました。今号では、OJT指導員制

度の設計について取り上げます。さまざまな企業で実

施されている例を紹介しながら述べていきますので、

企業の規模や入社した新人の人数、配属先の業務内容

に応じて、適宜活かしてください。

制度の目的と指導員の役割

■３つの目的から制度を考える
　「何のために」OJT指導員制度を開始するのか。制

度の構築にあたっては、まずは、その目的を明確にし

ます。そのうえで各部署のマネージャやOJT指導員

に目的を説明し、十分理解してもらいます。

　前号で述べたように、OJTの主体はあくまでも新

人自身です。そのため、どうしても、「新人の成長（早

期立ち上げ）」、「新人の離職率低下やメンタル不全防

止」にばかり関心がいきがちです。しかし実際には、

OJT指導員としてかかわる先輩、そして組織全体に

とっても大きなメリットをもたらすのがOJT指導員

制度です。

　ですから、図表１に示したように、「OJT指導員自

身の成長」、「人を育てる組織風土の醸成」という点も

入れた３つの目的を、きちんと明記しておくことが大

事です。そうすることで、OJT指導員に任命された

人が、「新人のために自分の大事な時間を割かなけれ

ばならない」と思うのではなく、「自分のキャリア形

成に役立つ重要な経験を積む機会でもあるのだ」とと

らえ、前向きにOJT指導員を務めることができるよ

うになります。

　また、「人を育てる組織風土の醸成」という目的が

明確に示されていれば、新人の育成がOJT指導員だ

けの課題ではなく、組織の取り組むべき課題、とくに、

組織の長である上司にとっても課題であるととらえら

れるようになります。OJT指導員制度は、指導員以

外の周囲の人にとっては「他人事」になりやすいため、

任命されたOJT指導員の負荷が大きくなりがちです。

最初から「新人の育成は全員に関係があること」と定

義しておくことは、うまく制度を運用するために欠かせ
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ません。

　とくに制度導入初年度は、現場の理解を得るために

も、メールや文書での通達だけで終わりにせず、管理

職を集めた説明会を実施したり、拠点が全国に散ら

ばっている場合であれば、人事部が各拠点に出向いて

説明をしたりと、「口頭」で話す機会を設けることが

大事です。そうすれば、疑問が出てもその場でタイム

リーに回答できます。

■指導員の役割を見える化する
　そして、OJT指導員は何をする人かを明確に定義

しておきます。「新人を育ててください」と言われても、

「役割」の範囲がわからず、やり過ぎたり、放置し過

ぎたりしてしまうこともあるからです。

　OJT指導員に示すガイドラインやハンドブックな

どを作成するのもよいでしょう。そこに「OJT指導

員の役割」をきちんと明示しておきます。たとえば、

以下のような役割が考えられます。

OJT指導員の役割（例）
①�社会人として新人が組織に馴染み、仕事をするため

の人間関係を築き、組織における基本的なルールを

覚えるように支援する。

②�社会人としての基礎的な知識やスキルや振る舞いな

どを教える。専門分野に関する知識やスキルなどを

仕事の経験を通じて学ぶよう支援する。

③�悩みや不安を聞き、先輩社員として適切なアドバイ

スをする。

④新人からみたロールモデルの１人として行動する。

⑤�新人のキャリア形成を意識し、必要な能力向上が図

れるよう支援する。

⑥上記すべてを「周囲を巻き込みながら」行う。

　OJT指導員の役割を定義するとともに人事部が行

うべきことは、「人材像」を決めることです。OJT期

間終了後に、新人に「何が」、「どれだけ」できるように

なっていてほしいのかといったゴールイメージを言葉

で表現し、各事業部やOJT指導員に提示します。

　全社で共通の「人材像」を作ろうとすると、どうし

ても抽象的な表現にならざるを得ないため、事業部や

業務・プロジェクトごとに、より詳細な人材像を定義

してもらうとよいでしょう。ある企業では、「３年後

の求める人材像」を事業部ごとに定義し、それをOJT

指導員に提示、OJT指導員が自部署の仕事や新人の

役割に応じて具体化しています。

　「人材像」では、「その部署で仕事をするために必要

な専門的な知識やスキルを定義したもの」と「どのよ

うな仕事をしていようと普遍的な知識やスキルを定義

したもの」の２つの要素を含むものが多いようです（図

表２）。

指導員の任命要件と期間

■�自社の状況をみて指導員層を考える
　たいていの企業では、新人１人に対してOJT指導

員が１人、つまり、１対１のペアを組ませるようにし

ています。社内の年齢構成など、事情によっては、例

外的に１人のOJT指導員が新人２人を担当する場合

もありますが、たいていの場合１対１です。

　これまで私がお手伝いしてきた企業では、OJT指

目　的 ターゲット
（だれにとって？）

1 新人の早期立ち上げ、離職率低下や
メンタル不全の予防 新人

2 指導員自身の成長、指導員のリー
ダーシップの醸成 OJT指導員

3 人を育てる組織風土の醸成 組織全体

図表１　OJT指導員制度の３つの目的

【専門知識やスキルなど】
・�自分の担当業務について、社内外の他者に自分の言葉で
説明できる
・�自分の担当業務について問い合わせがあった場合、他者
に頼らず、正しい判断をし、対処できる
・自分の担当業務について、後輩に教えることができる

【ビジネススキル全般】
・�社内外の利害関係者とコミュニケーションをとり、仕事
を依頼したり、依頼された仕事を完遂したりできる
・�法令順守など、コンプライアンスを意識した行動を常に
とっている

図表２　求める人材像（例）
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■全員で「よってたかって」育てる
　これまでの経験からすると、30歳未満の先輩が

OJT指導員になり、身近な存在として指導にあたりな

がら、周囲の支援を仰ぎ、組織全体で「よってたかって」

育てていくと、OJT指導はうまくいきやすいようです。

　大切なのは、新人の育成や指導は、組織全体の課題

であり、全員で成長支援にあたるのだということを、

所属長から部門メンバーに伝えていくことです。人事

部から所属長には、「部門全体で育てるというメッセー

ジを出してください」と通知しておくとよいでしょう。

OJT指導員にも、自分１人で抱え込まず「周囲を巻

き込む力」が求められます。

■めざす人材像から期間を考える
　多くの企業では、新入社員のOJT指導員制度の期

間を入社年度末までとしています。短いものでは入社

年の12月末までとしている場合もありますし、入社

３年目の末までという企業もあります。これは新入社

員研修の期間によっても変わります。

　新入社員導入研修が４月第３週目くらいまでで、４

月末に配属、OJTがスタートする場合は、翌年３月

までをOJT指導員が育成にあたる期間としても、11

導員として20代後半～30代の中堅層が

アサインされるケースが最も多くありまし

た。中堅層が新人の指導にあたることで、

新人がしっかり育つだけでなく、OJT指

導員側も「次世代リーダー」としての成長

機会になっています。

　次に多いのは、２～３年目の若手社員が

担当する場合です。マネジャーやリーダー

層が直接OJT指導にあたるケースはあま

り多くありません。その代わり、マネージャ

やリーダー層は、OJT指導員がうまく機

能するよう、新人育成の全体像を俯瞰し、

管理する役割を負っています。

　OJT指導員をどの層にするかは、それぞ

れに企業側の思惑・意図がありますし、成

果も異なります。メリット・デメリットを

図表３にまとめました。

■指導員のモチベーションを高める
　OJT指導員の任命については、要件を示して立候補

制とする場合もあれば（図表４）、上司が指名する場

合もあります。上司が指名する場合は、OJT指導員に

対して、制度の目的や任命要件、上司からの期待をき

ちんと伝え、動機づけすることも忘れないようにしま

しょう。

　ときどき、OJT指導員に任命されたことを人事部か

らの「OJT指導員研修の案内」というメールで知らさ

れるという場合があります。これでは、OJT指導員の

「やらされ感」が強くなり、モチベーション高く新人

の指導にあたるのは難しくなります。そうならないよ

う、人事から上司に働きかけることも大切です。

　なお、目標管理制度において、OJT指導員を担当す

ることを目標の１つとし、「10～15％」の重みをつけ

ている企業も多いようです。仕事として新人の成長支

援の役割を担う訳ですから、人事考課の対象にするこ

とは当然です。ただし、「何をもって成長したとみなす

のか」という評価基準を作ることが難しいため、たと

えば、「３年後の求める人材像」からブレークダウンし

た「１年後の求める人材像」を設定し、そこに到達で

きたかを評価の物差しとしているケースもあります。

OJT指
導員に
なる人

メリット デメリット
あるいは留意点

リーダー
層、管理
職層

仕事のアサイン権をもっているこ
とが多いため、新人が成長する仕
事を割りあてることができる。仕
事のアサイン権があるということ
は、キャリア形成支援もしやすい。

年齢やポジションが離れているこ
とで、新人の状況を理解しづら
かったり、新人が相談しにくいと
感じたりする。

中 堅、
ベテラ
ン層

仕事にかなり精通し、しっかりと
指導できる。人脈もそれなりにあ
るため、周囲を巻き込みやすい。
リーダーになるためのステップの
１つとしてこの機会を活用できる。

いちばん活躍している年代層で、
自分自身の仕事が忙しいため、周
囲の協力をうまく得ないと、新人
を放置してしまうことがある。

2～３年
目の 若
手層

新人と年齢層が近いことから、話
し相手になりやすい。新人の気持
ちも理解しやすく、新人にとって
は、「１～２年後にこういう風にな
るんだな」とロールモデルとして
もイメージしやすい。後輩の指導
を任されることで、OJT指導員も
成長する。

まだ本人（自分自身）も学んでい
る最中のため、新人に自信をもって
教えることができないことがある。
自身も人脈が限られているため、
周囲の支援を得ようにも、だれに
何を相談したらいいか、OJT指導
員自身がわからない場合がある。

図表３　OJT指導員層のメリット・デメリット
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カ月あります。しかし、新入社員研修が９月まで半年

もあると、10月に配属されてから翌年３月まででは、

半年しか指導にあてられず、十分育てられないうちに

OJT指導員が任を解かれてしまうことになります。こ

れでは短すぎると考える場合、配属時期が遅ければ遅

いなりに、OJT指導員がかかわる期間を長めに取る

企業もあります。

　このように、OJT指導員が指導にあたる期間はま

ちまちですが、「期間」単体だけで議論するのではなく、

「めざす人材像」と、その人材像をめざすために新人

が学習したり経験したりしなければならない項目を洗

い出したうえで、適切と思われるOJT期間を定める

ことが重要です。「これだけのことをマスターするた

めには９カ月かかる」、「１年の業務の流れを経験させ

るまではOJT指導員がついていないと独り立ちでき

ない」といった事情があれば、それに合わせて期間設

定します。

　期間だけでなく、制度は状況により変更していきま

す。スタートしたら何年も制度自体をいじらないの

ではなく、毎年振り返りを行い、よいことは継続し、

問題となる点があれば解決・改善していきます。OJT

指導員制度発足当初は、翌年３月まで（つまり、入社

後１年間）をOJT指導員がかかわる育成期間として

いた企業でも、職場の環境変化が激しいなどの理由か

ら、２年間、３年間と伸ばすこともあります。ただ

し、毎年のように大きく改正していると現場は混乱し

ます。そうしないためにも、最初に現場ともよく話し

合い、「これだ !」と確信できる制度を設計すること

が大切です。

＊

　次号では、「育成目標設定」、「指導計画」について

解説していきます。「求める人材像」を定義し、OJT

指導員の役割を定義し、任命要件も明確にしたら、

OJT制度の土台はでき上がります。OJT指導を効率

よく効果的に行うために、具体的な成長目標を設定し、

日々の指導計画を立てるために必要なテンプレートの

例などを紹介します。

　新入社員をどこまで育てればよいのか、OJT指導員
が戸惑わないようにするためにも、また、新入社員自
身が自分たちがどこまで成長することを期待されてい
るのかを知るためにも、「人材像」を定義することは
重要です。求める人材像は、新入社員のOJT期間に
よりますから、「１年後」、「２年後」、「３年後」などの
定義であってもかまいません。
　人材像を考える際、忘れてはならないのは、「人材
育成」は「企業経営のめざすところを実現するための
ものである」という点です。新人であってもそれは変
わりません。新人の「めざす人材像」も「企業がめざ
すことは何か」と関連していることが大切です。

　たとえば、企業のミッションやビジョン、中期経営
計画などを参照し、「企業がこうなっていくことをめ
ざしているのだから、必要な人材像もこうである。そ
の人材像を視野に入れた場合、新人に期待されるレベ
ルはここである」というように、ブレイクダウンして
考えます。
　人事部には、経営がめざす方向を意識して人材像を
考えることが求められます。そのため、経営者や経営
企画室などとも密にコミュニケーションを取ることが
大事です。人事部署を社長室、経営企画室と同じフロ
アに配置し、すぐに、Face�to�Face で議論できるよ
うにしているところもあります。

Column「めざす人材像を決める」

1 入社３年目から５年目の「主任」クラス、またはそれに
相当する知識、スキル、経験を有すること

2 基本的には、新入社員と同一部署で同じ仕事 (プロジェ
クト )に従事すること

3 後輩指導に興味と関心が高いこと

4 OJT期間中、出張などで１カ月以上の長期にわたり不
在となる予定がないこと

5 自らも成長しようという意欲があること

図表４　OJT指導員に求められる要件（例）
「OJT指導員には以下の要件を満たす方を自薦・他薦し
てください」といったメッセージを発信する




