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　OJT指導員制度は、たいていの場合、１人の新入社

員に対して１人の先輩社員を指導員として割りあてて

います。とはいっても、これまでにもお伝えしてきた

ように、OJT指導員１人が新人育成のすべてを行うの

ではなく、周囲を巻き込みながら新人の成長を支援す

る風土をつくっていくことが大切です。とくに上司は

部下育成において責任があるので、OJT指導がうまく

進行しているか見守り、ときにOJT指導員と話した

り、新人から話を聞いたり、人事部と調整したりといっ

た全体のコントロールを行います（図表１）。

　人事部は事務局として、現場のOJTを後方から支

援する役割を担います。今回は、OJT指導員の任命

や動機づけ、その際の上司や人事部の役割について解

説します。

OJT 指導員を任命する

■ OJT 指導員の成長機会ととらえて任命する
　連載第２回（2016年５月号）でも説明したように、

OJT指導員制度を設計するにあたり、人事部はまず、

OJT指導員の任命要件をきちんと定義する必要があ

ります（図表２）。これが提示されないと、現場はどう

いう人をOJT指導員にすればよいのか戸惑ってしま

います。場合によっては、新人指導に適さない先輩社

員が任命され、新人の成長の阻害要因になってしまう

ケースもでてきます。

　新人を指導することは、OJT指導員自身のリーダー

シップ経験を積む場としての意味もあります。たいて

いの企業では、できるだけ多くの人に経験してもらお

うと、「これまでなったことがない人に任せる」といっ

た条件を設けています。ピーター・ドラッカーも「人

に教えることほど勉強になることはない」という言葉

を残しています。OJT指導員として１年間（またはそ

れ以上）活動することは、指導員自身の成長機会にも

なるという点を十分考慮して、できるだけ多くの人に

機会が巡るように制度を設計しておくことが大事です。

　図表２にOJT指導員の任命要件の例をあげました

が、必ずしもこの条件に合う人を任命しなければなら

ないわけではありません。指導員側の成長を重視する
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②自薦（立候補）

③上司推薦

　「①人事部より指名」は、制度化初年度で、かつ、

企業規模が100人以下の場合によくみられる方法で

す。人事部が社員全員のことをある程度把握できてい

る企業で、制度初年度にかぎって「この人にお願いし

たい」と配属先の上司に打診するのです。制度が社内

に定着してくると、「自薦」か「上司推薦」に変更す

ることが多いようです。

　「②自薦（立候補）」は、「新人指導をやってみたい！」

という強い意志や思いがある社員に、自分から手をあ

げてもらいます。自薦であれば最初からやる気満々な

ので、モチベーション上の問題は抱えづらいのですが、

逆にやる気が空回りしてしまい、新人のやることなす

こと細かく口を挟み過ぎてしまうといったことがあり

ます。親心が勝るためか、新人だけが参加するミーティ

ングにOJT指導員がついてきたという例を聞いたこと

があります。上司や人事部が、OJT指導員の高すぎる

モチベーションをコントロールすることも、ときには

必要かもしれません。

　最も一般的なのが「③上司推薦」です。人事部から

示された要件に合う人材を上司が見極め、先輩社員の

なかからOJT指導員を決め、人事部に伝えます。

　このとき気をつけなければならないのは、任命され

た社員に対して、上司がきちんとした説明も動機づけ

もしないままになっている場合があるということで

す。人事部から「OJT指導員研修に参加してください」

という通知がきて、はじめて自分がOJT指導員になっ

たことを知るというパターンです。これではモチベー

ションは上がりません。

　人事部は、上司に対して「任命した社員に直接、

OJT指導員制度の目的や、なぜあなたに担当してほ

しいのかをしっかりと伝え、やる気になるような動機

づけをして、本人の同意を得てください」と依頼して

企業では、「人の指導・育成に関心がある

こと」、「周囲とコミュニケーションをとる

のが上手なこと」といった要件にあてはま

らない人をあえて任命する場合もありま

す。「１人で仕事をするぶんには非常に優

秀だが、周囲を巻き込んで仕事をする、周

囲と物事を調整しながら業務を進めると

いった部分ではまだ不十分」という人を任

命し、この機会に「一皮むける」経験をし

てもらうことを期待するわけです。

　これはある意味リスキーな方法でもある

ため、人事部や上司の支援体制をきちんと

整えておく必要がありますが、結果的には、

「OJT指導員経験が彼・彼女らを大きく成

長させる機会になった」という場合が多い

ようです。役割が人を育てるといいますが、

「この人には無理かな」と思わず、挑戦さ

せてみることも大事です。

■任命方法ごとに必要な支援
　OJT指導員の任命には、主に以下の３

つの方法があります。
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図表１　OJT指導員制度の体制（例）

図表２　OJT指導員の任命要件（例）

項目 条件

年次
入社3年目～10年目（20代～30代前半）くらい、管理職で
はない

業務 新入社員と同一の業務、あるいはそれに近い業務を担当している

マインド
新入社員の指導に関心があり、熱意をもって取り組むことができ
る

知識スキル
周囲とコミュニケーションをとるのが上手なこと。指導に関する
知識やスキルがある（もしくは、人事部主催「OJT指導員研修」
を受講する）



66 企業と人材  　2016年７月号 67企業と人材  　2016年７月号

教育スタッフ
PLAZA

てしまうという事態に陥ることがあるので、注意が必

要です。新人を指導する人が明確になったことで、か

えって周囲が無関心になってしまうのです。

　周囲の人たちは、OJT指導員が新人の育成の全責

任を負っていると思い、指導を手伝ってくれないばか

りか、新人の成長に関心を示してくれなくなります。

悪気があっての無関心ではなく、余計な口出しをして

は悪いだろうと思ってかかわらなくなる場合もありま

す。私はこれを「善意の無関心」と名づけています。

善意の無関心に陥る人たちは、こう思いがちです。

・�OJT指導員がいるのだから、指導員に任せておけ

ばいいだろう。

・�OJT指導員の考えや方針があるだろうから、余計

な口出しをしては悪い。

・�新人に伝えたいことがあるけど、「部外者」が何か

言うと新人も困惑するかもしれない。

　こうなると、新人の言動に気になる点があっても、

あえて何も言わなくなってしまいます。新人に注意し

たいことがあったとしても直接は伝えず、OJT指導

員に、「新人がこんなことをしていたので、あなたか

ら注意したほうがいいんじゃない？」などと言ってく

るようになるのです。「新人がこんなことに困ってい

たみたいなので、教えてあげてはどう？」と言いにく

る人もいます。OJT指導員からすれば、「そう思うなら、

〇〇さんが直接その場で注意（指導）してくださいよ」

と言いたいところです。

おく必要があります。

　上司からの動機づけが失敗した例も聞きます。「だ

れもいないからやってくれる？」、「順番からいってあ

なたでしょう」、「この部でいちばん新人に歳が近いの

はあなただから」などと言ってしまうケースです。こ

う言われてやる気が高まる人はいないでしょう。「OJT

指導員としてがんばろう」という気持ちになるために、

上司から上手に説明できるよう、人事部は気を配る必

要があります。

寄ってたかって育成する職場に

■上司を巻き込む方法
　本来、部下の育成責任は上司にありますが、なかには、

新人の育成や成長に無関心で、OJT指導員を任命した

ら、あとは指導員任せにしている上司もいると聞きま

す。管理職や職場のリーダーとして、またプレイング

マネジャーとして、大量の仕事をこなしながら新人の

成長に関心をもつのは大変かもしれませんが、OJT指

導員にすべての負担がかかることがないよう、上司の

意識づけを行うことも人事部の重要な役割です。

　たとえば、新人の配属先上司を集めてOJT指導員

制度の説明会を行ったり、社内に通達文書を出したり

して、理解が得られるように努めるといった方法があ

ります。経営者に働きかけて、部下育成の重要性や、

育成が上司の役割の１つである旨をメッセージとして

出してもらうことも、人事部の仕事の１つです。

　上司の負担を少しでも減らすため、人事部から「OJT

指導員に任命する際に伝えることリスト」といったもの

を提供するのもよいでしょう（図表３）。

■組織のメンバーを巻き込む方法
　OJT指導は、上司とOJT指導員だけの活動ではあ

りません。人事部は、上司への意識づけとOJT指導

員への動機づけだけでなく、組織メンバー全員で寄っ

てたかって育成する必要があることを、上司からメン

バーに伝えてもらうようにします。

　とくに、OJT指導員制度が整ってきて、新人一人

ひとりに指導員がつくということが社内で認知される

ようになると、OJT指導員に何もかもがのしかかっ

図表 3　OJT 指導員に任命する際に伝えることリスト（例）

NO. 項目 ✓
１ OJTとは何かを説明しましたか？

２
OJT指導員に任命した意図をやる気が高まる言
い方で伝えましたか？

３ OJT指導員の役割を説明しましたか？

４
OJT指導員1人で抱え込む必要はなく、組織全
体で育成にあたることを伝えましたか？

５ OJT指導員研修があることを伝えましたか？

６
組織メンバー全員に、OJT指導員にだれが任命
されたかを伝えましたか？

７
組織メンバー全員に、OJTは組織をあげて行う
必要があることを伝えましたか？

8 ……
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　人事部や上司は、OJT指導員の負担だけが大きく

なりすぎないよう、「新人はみんなで育てる」という

メッセージを繰り返し出していく必要があるのです。

■これまでの声を活用する
　OJT指導員経験者の気づきや感想を、新任指導員

の動機づけに利用するのも効果的です。そのためにも

人事部は、OJT指導員を担当した人から「指導員を

担当したことで自分にとってどのような意味があった

か」をヒアリングしたり、アンケートをとったりして

まとめておきます。新任OJT指導員の不安の払拭や

やる気の醸成に役立ててもらえるよう、上司やOJT

指導員に情報提供するのです。

　よくあがる「OJT指導員を担当してよかったこと」

は、次のようなものです。

・�新人のキラキラした目を見て、自分の初心を思い出

し、もっとがんばろうと思った。

・�自分の知識や業務の見直し、再確認ができた。

・�新人を指導するため、以前よりも上司や先輩、他部

署の人と話すことになり、コミュニケーション能力

が高まった。

・�人に教えるには忍耐力が必要で、精神力が鍛えられた。

・�自分が新人だったころ、先輩はこんな気持ちでいた

んだと、いまさらだが感謝の気持ちがわいてきた。

＊

　制度を効果あるものにするためには、部署に任せき

りにするのではなく、人事部からのOJT指導員、上司、

組織のメンバーへの細かな対応が重要になります。

　最後に、私がこれまでに企業の人事担当者の方から

聞いた、OJT指導員の任命に関する疑問と対応のヒ

ントを図表４にまとめました。参考にしてください。

　ある企業でOJT指導員研修を担当したときのこ
と。20～30代のなかに、１人だけ40代後半の方
が混ざっていました。ずいぶん年長者が参加されてい
るなと思い理由をたずねると、こう言われました。
　「30代のころ、新入社員のOJT指導員をしたので
すが、まだ自分自身も経験が浅く、年齢もさほど離れ
ていなかったこともあり、ずいぶんと自分の考えを押
しつけたり、結果を出さなければと焦り、ただ厳しく
接したりしてしまいました。社会人歴20年を超え
て、もう一度、いまの自分にできる指導をしてみたい
と思い、上司に言って担当させてもらうことにしまし
た。上司からは、『40代後半にもなって、いまさら

なんで？』と言われたのですが、どうしても担当させ
てほしいとお願いしたのです」
　このように、一度経験した人が２回３回と担当する
ことは、自身の学びの整理や熟成に役立つでしょうし、
以前の反省点を活かせるというメリットもあります。
　OJT指導員の相談相手として、過去の経験者を
「OJT指導員アドバイザー」といった役割に置いて
いる企業もあります。経験者は過去を踏まえながら追
体験できるメリットがある一方で、新人からみると、
だれがメインの指導担当なのかわからなくなるという
こともあるようです。複数人で指導する場合は、役割
の定義・分担を明確にしておきましょう。

Column「OJT指導員を何度か経験する」

図表 4　OJT 指導員の任命に関する疑問

◆OJT期間中、指導員が交替するケースはありますか？
　OJT期間が2年以上と長くなる場合、途中で指導員を変
更するケースがあります。できるだけ多くの先輩から指導を
受けるほうが、新人に有益だからです。まれに、OJT指導
員と新人の折り合いが悪くなり、上司や人事部が介入しても
どうにも関係の修復ができなくなった場合に、担当を変更す
ることもあります。そのほか、OJT指導員または新人が異動・
退職した場合は、担当を変更します。

◆�どうしても新人と同一業務の社員をOJT指導員に任命で
きなかったのですが……。
　OJT指導員は育成の全責任を負っているわけではないの
で、社会人としての基礎知識や日常業務（週報作成、経費精
算などの事務処理）は指導員が教え、新人の担当する業務（た
とえばプロジェクト）はその業務にかかわっているだれかに
指導を依頼します。

◆指導員は新人と同性がよいのでしょうか？
　性別が業務に影響するような職種でないかぎり、気にする
必要はありません。ただ、同性のほうが話しやすい場合もあ
るため、性別が異なる組み合わせになった場合は、新人と同
性のサブ指導員のような人を決めておくとよいでしょう。




