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　前々回、前回（2016年 10・11月号）では、OJT

指導員向けの研修について解説しました。OJT指導

員への研修が終わると、いよいよOJTが本格的にス

タートします。

　OJTは現場で行われるため、いったんOJTがスター

トしてしまうと、人事部ではその状況がつかみづらく

なります。「新入社員は職場に馴染んでいるか」、「OJT

指導員はきちんと指導しているか」、「新人が孤立して

いないか」、「職場の上司や先輩たちはOJTに積極的

にかかわっているか」、「職場をあげて寄ってたかって

しっかり育てているか」といったことは、人事部には

なかなかみえてきません。

　それぞれの職場で新入社員の指導にあたっている

OJT指導員も、「他部署ではどんなOJTが行われてい

るのか」、「効果的な指導方法や取り組み、イベントは

あるのか」、「困ったときはどう対処しているのか」と

いったことを知りたくても、なかなか情報が入ってこ

なくなります。OJT指導員研修で指導員同士の人脈

づくりを行ったとはいえ、職場に戻れば、そうそう連

絡を取り合うこともないでしょう。

　そこで今回は、OJT進行中に人事部が状況を把握

したり、OJT指導員同士が情報共有したりするため

の方法を紹介します。

　大きく分けて２つあります。１つはオンラインで行

うもの。もう１つはオフラインで行うものです。オン

ラインとは、社内 SNS、電子メールなどを使って情

報を共有する方法です。オフラインとは、「OJT指導

員ミーティング」などで、実際にフェイストゥフェイ

スで情報交換するものを指します。

オンラインで情報を共有する

■「指導計画書」などから OJT の情報を得る
　まずは、オンラインの情報共有・交換の方法につい

てです。最も多いのは、人事部へのレポートの提出で

す。これは、「一定期間ごとに振り返り面談を行い、そ

の内容を記録した写しを提出させる」というものです。

　毎月末にOJT指導員が新入社員と振り返りのため

の面談を行い、そこで交わされた会話を、連載第３回
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（2016年６月号）で紹介した「目標設定シート」や「指

導計画書」に記録するとともに、その写しを添えて、

OJTの進捗を人事部にも報告してもらいます。人事

部は、提出されたレポート内容を見て、OJTの進捗

状況を把握することができます。そこに書かれたコメ

ントを読めば、OJT指導員と新入社員がうまくいっ

ているか、OJTがしっかり機能しているかを判断す

ることも可能です。

　たとえば、あるOJT指導員のレポートにはコメン

トが書かれていたのに対して、別のOJT指導員のも

のは「特筆すべきことはなし」といった、あたりさわ

りのないコメントしか書かれていなかったとします。

後者では、何らかの問題が起こっている可能性があり

ます。レポートをきっかけに、人事部がOJT指導員

や新入社員、場合によっては上司にも話を聞いてみる

ことで、現状をより詳しくつかむことができます。

　以前、毎月提出されるレポートのコメントがだんだ

んと粗くなってきたため、何かあったのではないかと

考えた人事部がヒアリングをしたところ、OJT指導

員と新入社員の間が険悪な雰囲気になっていることが

わかったという例がありました。性格・タイプの異な

る人同士の組み合わせだったこともあり、OJT中に

いくつかトラブルが起こったことがきっかけとなり、

会話をしなくなっていったというのです。人事部が互

いの言い分を聞いてみると、ちょっとした誤解や思い

込みもあったため、双方同席のもと、仲を取りもった

といいます。本来なら上司が気づくべきなのでしょう

が、忙しくてOJT指導員に任せっきりになっていた

のかもしれません。

　指導計画書などのレポートを提出することは義務づ

けていても、内容まで読んでいないという人事部の方

もいます。せっかく報告が上がってくるのですから、

ぜひ目をとおしてみてください。読んでいれば、それ

ぞれのペアの特徴が必ずみえてきます。それらを把握

して、状況に応じて現場のサポートをするのが人事部

の役目です。

■ SNS などで OJT 指導員同士で情報を共有する
　指導計画書などのレポート提出は、人事部がOJT

の状況を知るにはよいのですが、OJT指導員同士の

情報交換には役立ちません。OJT指導員同士が情報

を共有したり、悩みを打ち明けたりする方法として

は、社内 SNSやメーリングリストを活用するといっ

たことが考えられます。SNSなどを立ち上げる際には、

OJT指導員と人事部のみがアクセスできるようにセ

キュリティ設定を行い、OJTにおける成功事例や悩

み相談などを書き込めるようにします。

　「こんな方法で客先に連れて行ったら、より責任感

が醸成された」、「上司にこんな面談をしてもらうこと

で、新人のやる気がより高まった」といった具体的な

事例を書き込んでもらえば、他部署のOJT指導員にも

役立つ情報になります。「何度叱っても新人の行動が

改善しないのだが、皆さんはどう対処していますか？」

といった悩みを書き込めば、アドバイスや自分なりの

やり方を返信してくれる人もいるかもしれません。

　OJT指導員は、上司や周囲の先輩に相談すること

も大事ですが、利害関係が薄い他部署のOJT指導員

に解決のヒントをもらうことも有効です。

　OJT指導での問題は、１人で抱え込むと過度なス

トレスになってしまいます。社内 SNSやメーリング

リストなどに自分の状況を書くことは、OJT指導員

自身にとって多少のガス抜きにもなります。ただし、

文字で書くほうが口頭でのやり取りよりも過激になる

傾向があるため、SNSやメーリングリストで情報共

有をする場合は、一定のルールを設ける必要がありま

す。たとえば、「個人攻撃をしない」、「悪口を書かない」、

「前向きで真摯なアドバイスをする」などといった約

束事だけは、あらかじめ決めておくとよいでしょう。

オフラインで情報を共有する

■ OJT 指導員ミーティングを開催する
　次に、オフラインでの情報交換に目を向けてみます。

オフラインの方法として多くの企業で行われているの

が、「OJT指導員ミーティング」です。これは、月に

１回、もしくは３カ月に１回といった頻度で、人事部

が主催者となり、OJT指導員を集めて、顔を合わせ

て対話をするというものです。

　ミーティングでは、その時点でのOJTの状況や自
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いは、「うちの新人も似たようなものです。でも、最

初は仕事の全体像がみえていないのだから、ある程度

は仕方ないかなと、大らかに構えています」と言われ

て、「それもそうだな、焦ることないな」と自分の指

導方法を見直すきっかけになる場合もあります。

■あらかじめ日程や内容を明示しておく
　OJT指導員ミーティングについては、OJT指導員

制度の最初の説明会の時点で、日程や実施内容を明示

しておくことをおすすめします。「８月、10月、12

月、来年の２月に、OJT指導員ミーティングを開催

します」とか、「毎月第２火曜日の14時から15時に、

OJT指導員ミーティングを行います」といったように、

あらかじめ伝えておくのです。そうすると、OJTが

スタートしてからも会社からの支援があることがわか

り、OJT指導員が安心できますし、仕事の調整もし

やすいからです。

　参加については、必須とする場合と任意（希望者の

み）とする場合があります。任意とした場合、参加す

るのは、育成に熱心な人か、OJTに課題を感じてい

る人か、または学習意欲が高い人かのいずれかです。

「来てほしい人ほどミーティングに参加しない」可能

性がある場合は、必須参加とするほうがよいでしょう。

■人事部は情報提供や職場介入でサポートする
　OJT指導員ミーティングであがった問題点のうち、

人事部がアドバイスやヒントを与えられるものがあれ

ば、その場で伝えます。OJT指導員の悩みを聞いて、

分が取り入れている工夫、困っていること、周囲との

連携などについて、情報交換をします（図表）。

　人事部がファシリテーター（進行役）を務めながら、

OJT指導員同士がざっくばらんに話せるように配慮

します。本音で語り合うほうが問題が浮き彫りになる

こともありますが、本音で話し過ぎると「他部署にこ

れが漏れたら困るのでは」と考え、発言を躊躇してし

まう可能性もあります。ミーティングの冒頭では、「こ

こで話したことは互いに守秘義務をもち、エッセンス

のみを自分のOJTに活かすようにしましょう」といっ

たルールを伝えて、安心感を与えるようにします（た

だし、メンタル不全の予兆など、人事部が従業員の安

全配慮にかかわると判断した場合は例外です）。

　OJT指導員ミーティングに同席していると、ある

OJT指導員の報告を聞いて、他部署のOJT指導員が「そ

うか、そういうやり方もあるんだな」と気づく場面を

何度も目にします。ある企業のOJT指導員が「人事

からは、『面談は、指導員と新入社員の２人で行うよ

うに』と言われていますが、うちの課長が育成に熱心

なので、面談には必ず課長も同席しています。三者面

談ということですね。上司の視点で気づいたことを指

摘していただけるのでうれしいし、私たちが感じてい

ること、取り組んでいることを上司に知ってもらうと

いうことにも価値があると思います」と話しました。

　これを聞いた他部署のOJT指導員は、「人事部から

示されたルールに縛られなくても、現場ごとに工夫し

ていいんだ」と気づいていました。ミーティングでお

互いの状況を伝え合い、他者の考えや取り組みを聞く

ことで、自分ができること、すべきことを考えるよう

になるのです。

　悩みについても同じです。だれかが「新人の成長が

遅いような気がする。一度教えたことを何度も質問し

てきて、成長スピードが一進一退といった感じです。

どうしたらいいのでしょうか」とこぼしたとします。

他部署のOJT指導員から、「具体的に何をやっている

ところですか？」と質問され、「いまは１人でお客さ

まへのプレゼンをさせています」と答えると、「え、

もう１人で客先で！　それは、相当早いと思いますよ」

と言われて、安心するというケースもあります。ある

図表　OJT指導員ミーティングのアジェンダ（例）

●�現時点での新人の状態（どんな仕事をしているか、
成長の具合、本人の様子など）

●�指導に関して取り入れている工夫や、実際に成果が
出ている取り組み

●指導に関してうまくいっていないこと、困っている
こと

●上司や周囲はどうやって協力してくれているか

●人事部への相談やリクエスト

●�そのほか、他のOJT指導員に伝えたいことや聞いて
みたいこと
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人事部が現場の管理職などと話す必要があると判断し

た場合は、「人事部でいったん預からせてもらえます

か。マネジャーとも話してみます」と伝え、対応を検

討します。

　「OJT で困っていること」を話しているなかで、

OJT指導員または新人のメンタルヘルス上の問題を

感じたり、「OJT指導員と新人の人間関係が、あまり

うまくいっていない」、「OJT指導員が多忙すぎて、まっ

たく新人のケアができていない」、「周囲が無関心すぎ

て、OJT指導員が孤軍奮闘している」といったように、

OJT指導員の力だけではどうにも変えられない状況

だと思われたりする場合も、人事部が介入します。

　ある企業では、OJT指導員の上司が新任者だった

こともあり、自分のことで忙しく、新人の成長やOJT

指導員の活動にまで意識が行き届かない状況になって

いる部署がありました。ミーティングでOJT指導員

から、「上司がOJTについてまったく理解していませ

ん。『なんでそんなに丁寧な指導をしているんだ。ハー

ドな思いをさせれば人は成長する』などと言ってきて、

非協力的なばかりか、丁寧な指導を否定されることも

あります」と報告しました。この上司の若手時代にこ

ういった制度がなかったことも、無理解の原因の１つ

だったようです。OJT指導員がいくら上司に「これ

は大事なことです」と言っても、あまり効果があると

は思えない状況でした。

　このときは、人事部が「わかりました。私たちが上

司と話します。あなたはいままでどおり指導を進めて

ください。OJTがしやすくなるように、人事部側で環

境は整えますから」と問題を預かりました。後日、人

事部が部署に出向き、上司と話をして、OJT指導員制

度設立の背景や意図・目的などをあらためて説明した

ところ、理解が得られたということです。

＊

　OJT指導員から提出されるレポートは、日々の進捗

状況を把握するための大事な情報源となります。また、

OJT指導員ミーティングは、OJT指導員が自分の考

えを見直したり、整理したりする場となります。１人

で悶々と考えているよりも、それを言語化してみるこ

とで整理できることもあります。話しただけですっき

りすることもあれば、他者からのアドバイスで解決策

を見い出すこともあります。

　人事部も、レポートの内容やミーティングでOJT

指導員同士が話している内容を聞いて、伝えたつもり

でもそれが浸透していなかったり、ズレて伝わってい

ることに気づいたり、想定していたのとは異なる課題

が発生していることがわかったりします。現場の声を

聞くことで、OJT指導員制度の改善に役立てること

ができるのです。

　そういう意味でも、レポートにしっかり目をとお

すこと、OJT指導員ミーティングでは人事部も「OJT

指導員から学ぶ」気持ちで参加することが大事です。

　OJTがうまくいくようにするために、社内報に
「OJT特集」を組んだという例を聞いたことがあり
ます。OJT指導員制度導入の初年度に、「全社的に
OJT指導員制度の認知度と理解度を高めたい」とい
う意図で、社内報（紙の冊子）に、「OJT特集」ペー
ジをつくってもらったといいます。
　OJT指導員制度の概要や人事担当役員からのメッ
セージ、制度スタート後に人事部が行う施策などを一
覧にし、掲載したそうです。これは、「大勢で寄って
たかって育てる」風土づくりにも役立ちますが、

OJT指導員制度が全社的に認知されることで、OJT
指導員が活動しやすくなったり、人事担当役員などの
思いを知ることで使命感を新たにしたりするといった
効果もあるようです。
　イントラネットに「OJT情報」というページをつく
り、全社員に公開している例もあります。ただし、イ
ントラネット上の情報は、一生懸命つくってもあまり
読まれないという話も聞きます。
　社風にもよりますので、ベストな情報発信の手段を
検討してみてください。

Column「社内報を活用する」




