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　OJT指導員制度の期間は企業によりさまざまです

が、「配属から翌年３月まで」としているところが多

いようです。もし期間がそれより長くても、OJT指

導員制度をよりよくするために、１年間の振り返りを

行うことは大事です。振り返りでは、これまでも何度

か触れたように、OJT指導員をはじめ上司や新人な

ども含めた現場の声を聞き、制度そのものや運営方法

の見直しに活かしていきます（図表）。

情報を収集し、制度に活かす

　OJT指導員制度そのものを見直すのに役立つ情報

収集方法には、以下のようなものがあります。

・�OJT指導員向けフォローアップ研修や新入社員向け

フォローアップ研修であげられたOJTの実情

・�OJT指導員、新入社員、職場の上司などから集めた

アンケートから読み取れるもの

・�OJT指導員、新入社員、職場の上司などに対して対

面で行ったヒアリング結果

　これらの手段を使って次のような情報を集めます。

・�制度や運営方法に関する「良かった点」、「改善点」、「意

見やリクエスト」

・�今後OJT指導員になる人に向けた「こういう準備を

しておくとよい」といったアドバイス

・�「こういうケースがあったとき、こういう対応をする

とよい」といった経験談

■アンケートやヒアリングを制度に活かす
　アンケートやヒアリングであがってくる例を紹介し

ます。

「OJT指導計画書」、「目標設定シート」などの書式類に
ついて

・�「こういう欄があったほうがよい」、「この順番に記

載するほうが便利」、「書き方のサンプルがあると助

かる」といったフォーマット（書式）に関するもの

・�「準備期間が短すぎる」、「もっと早い時期にテンプ

レートを開示してほしい」など書類を書いたり、人

事部に提出したりするタイミングに関するもの

人事部のサポートについて

・�「OJT指導員同士が交流する場がほしい」、「Q&Aサ
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では対応すべきことを見極め、優先順位を決めていき

ます。変更したことが功を奏することもあれば、現場

からの要望が多かったため何らかの制度変更をしたも

のの、結果的にはたいして効果が出なかったというこ

ともあります。

　どれだけじっくり検討したところで、うまくいくか

どうかはやってみないとわかりません。人事部には、

新しい施策を取り入れる勇気と、場合によってはそれ

をやめる、または元に戻す勇気も必要です。

　なお、制度を変更する際、いきさつをよく理解して

いない現場からブーイングが出ることもあります。「制

度が馴染んできていたのだから、手を加えるのはやめ

てほしい」、「昨年と同様にやろうと思ったら、制度を

変えるといわれた。準備の手間が増えた」などです。

場合によっては、現場からどういった要望が出て、そ

れを受けてどういう検討プロセスを経て、どう判断し

たのかといった、制度変更に至るまでの経緯を説明し

たほうが、現場の納得感は高まるようです。

■他社の事例からみる制度変更の際の留意点
　制度変更に関するものとして、人事部の方からお聞

きした内容をいくつか紹介します。

【A社】
　A社は、OJT指導員制度を進めるなかで、現場から

「OJT指導員になる社員の年齢層が低くなってきたの

イトをつくってほしい」、「OJT 指

導員同士の社内SNSがあるとよい」

など、人的ネットワークに関するも

の

・�「指導について困ったことがあった

場合のメール窓口を用意してほし

い」、「だれに相談したらよいかわか

らない」といった、OJT 指導員や

新人のための相談窓口に関するもの

・�「周囲の協力がなかなか得られな

い」、「もっと経営から『人材育成の

重要性』についてメッセージを出し

てほしい」といった、育成風土の醸

成に関するもの

　こういった生の声をもとに、人事部

で、上司とは別に、OJT指導員をサポートするような

役割があったほうがよい」という声が多数あがりまし

た。検討した結果、翌年から「OJT指導員」のほかに、

「OJT指導員リーダー」という役割をつくり、過去に

OJT指導員を担当したことがある人にその任にあたっ

てもらうことにしました。「OJT指導員リーダー」は、

新人のOJT指導には直接かかわらず、OJT指導員の

相談に乗ったり、アドバイスをしたりすることが期待

されていました。

　この二重体制で２年ほどOJT制度を回してみたと

ころ、現場から聞こえてきたのは、「OJT指導員とリー

ダーの役割の違いがよくわからない」、「リーダーの出

番がほとんどない」といった声でした。結局、「OJT

指導員リーダー」という役割は数年で廃止しました。

【B社】
　B社では、OJT指導員の制度化から３年ほどはOJT

指導員の上司に対しても研修を行い、新人育成にOJT

が必要な理由や育成の重要性について、上司の理解を

促すようにしていました。制度化から３年が経ち、管

理職層もひととおり研修を受講した時点で、上司向け

研修は廃止。以降は新任のOJT指導員の研修だけを

毎年行うことにしました。

　数年が経過し、OJT指導員へのヒアリングなどか

らわかったことは、「OJT指導員を任命する際に、上
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していると聞き、それまでボランティアのような位置

づけにしていたOJT指導を、「取り組むべき業務」と

して位置づけ直し、目標管理制度でも一定の重みづけ

をしたうえで、人事考課の対象とするように制度を変

更しました。

　変更初年度は、現場から「手当があると聞いていた

のになくなるなんて、どうしてだ」といった不満も出

てきました。D社の人事部は、OJT指導を人事考課の

対象とするべく、管理職にもしっかりと考えを浸透さ

せていきました。そうしたところ、１年もしないうち

に、不満の声は聞こえなくなりました。

　このように、アンケートやヒアリングなどを行う

と、現場からいろいろな声が聞こえてきます。現場の

生の声に耳を傾けることは大事ですが、すべてを聞き

入れるのではなく、「変えるべきところは変え、変え

ないことは変えない」と判断するために、人事部は

「人材開発に関する信念」や「軸」をもっていたいも

のです。

　また、よかれと思って制度や運営の仕組みを変更し

ても、すぐには現場の理解を得られないことも多々

あります。人事部の方からは、「心が折れそうになる」

という話をよく聞きますが、社員と企業の成長のため

になることをいちばんに考え、自信をもって対応して

いくことが求められます。

成果発表会の実施と効果

　OJT指導員制度は、新入社員の配属からスタート

します。その際には、指導計画を立てたり、キック

オフミーティングを実施したりするため、「はじまり」

は明確です。しかし、「終わり」ははっきりしないこ

とが多いものです。

　「終わり」を意識するために、多くの企業では、「OJT

成果発表会」といったイベントを企画・実施していま

す。このイベントには、「OJTの終了に伴う、新人の

独り立ち意識の醸成」、「新人の成長ぶりの披露」、「OJT

指導員に対する労い」、「経営層に対する、OJT指導

員制度を含めた人事部の取り組みの理解向上」といっ

た目的があります。

司が動機づけをしていない」、「OJTの過程で上司の

支援がほとんど受けられていない」といった課題でし

た。一度研修を行ったからといって、管理職層が全員、

若手の育成に意欲的になるかというと、人によってか

なりの温度差があることがわかりました。そこで翌年

から、上司向けの研修を復活させ、また経営層から「部

下育成の責任は上司にある」といったメッセージを出

すことで、制度運営の改善を図りました。

【C社】
　振り返りでは、OJT指導員や上司だけでなく、指

導される新入社員側の課題がわかることもあります。

　C社の人事部の方は、新入社員と面談したとき、

「OJT指導員制度が浸透し、教え育てることが組織風

土として定着してきたのはよいが、新入社員が『お客

さん』のようになってしまっている」と感じたといい

ます。

　配属された新入社員が「OJT指導員制度というのが

あるんですよね。先輩たちは、新人である私に何をし

てくれるんでしょうか」と考えていたり、「それはOJT

で教えてもらっていないから、わかりません」と言っ

てしまったりしているというのです。C社では、OJT

指導員制度の成長主体はあくまでも新入社員自身であ

ることを認識させたいと考え、翌年の新入社員研修の

カリキュラムに「主体的に学び、自ら成長していくこ

との重要性と学び方」という内容を盛り込みました。

【D社】
　D社では昔からの慣習で、OJT指導員に「月額１万

円」のOJT指導員手当を支給していました。そのこ

とを人事部で検討した結果、後輩指導は各職場の責任

で行うものであって、特別手当を出すのは何か違うの

ではないかという話になりました。

　人事担当者が集まる勉強会で、他社の人事担当者に

手当について相談してみたところ、どの企業の人事担

当者も「手当は出していない。人を育てることは、自

分自身のキャリア形成や能力向上にも役立つことなの

だから、手当を出すというのは違う気がする」と言わ

れました。それを聞いたD社の人事担当者は、「自分

たちの方向性は間違っていない」と確信しました。

　他社では、手当の代わりに人事考課できちんと評価
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　「OJT成果発表会」には、新人とOJT指導員、彼ら

の上司や先輩、社長や役員、人事部、各部門の部門長

などが参加し、１日がかりで行うことが多いようです。

全社員に発表会のスケジュールを開示し、「出入り自

由です。自部署の新人のプレゼンだけでなく、他部署

のプレゼンもぜひ聞いてください」と周知しておくと、

大勢集まってくれます。なかには、「次年度、OJT指

導員に挑戦してみよう」と思っている人もいるかもし

れません。他部署の事例を聞き、自部署の育成に役立

てるという効果が生まれることもあるでしょう。

　「OJT成果発表会」はたいていの場合、以下のよう

なアジェンダで組まれています。

１�．新入社員が1年間携わった仕事内容と、そこか

らどういう学びや成長があったかについて、新人自

身がプレゼンする

２�．新人の成長ぶりや、OJT指導員制度を通じて指

導員自身が学んだこと、成長できたことを、OJT

指導員がプレゼンする

３．�参加者からの質疑応答

４�．社長や本部長など経営層・上位職からのフィード

バック

　経営者や管理者からのフィードバックでは、新人に

対しては、「１年間の取組内容や成長した点」と「プ

レゼンそのもの」に対するコメントをしてもらうよ

う、事前に人事部から「フィードバックのポイント」

を提供しておきます。また、新人に対してだけでなく、

OJT指導員の指導についても一言触れてもらうよう

に伝えておくとよいでしょう。OJT指導員は他者か

らフィードバックを得る機会がなかなかないため、こ

ういう晴れの場を活用して労うわけです。

　成果発表会では、新人からOJT指導員へ感謝の言

葉を述べる機会を設ける場合もあります。新人から指

導員へ向けた「感謝の手紙」、OJT指導員から新人に

向けた「励ましの手紙」を準備しておき、発表会の場

でお互いに読み合うという方法を取っている企業もあ

ります。こういう手紙は照れくさいものですが、もら

う側にとってはとてもうれしいようです。

　OJT成果発表会は、できればビデオ撮影をしておき

ましょう。社内にリアルタイムに動画を配信すれば、

遠隔地にいる社員も見ることができます。データを保

存して、後日、社内に公開することで、当日参加・視聴

できなかった社員も見ることができます。プレゼンを

した新人やOJT指導員がビデオを見ながら、自分のプ

レゼンの振り返りに活かすことも可能です。

＊

　全12回にわたり、OJT指導員制度と、制度を軸に

した学び合う風土づくりについて述べてきました。お

読みいただき、ありがとうございました。

　OJT指導員制度を運営していくなかで、人事部とし
て取り組むべきことのノウハウもたまっていきます。
OJTの現場で役立つノウハウも、多く集まってきます。
　たとえば、「こういう手順で仕事の難易度を上げてい
くと効果がある」、「イマドキの若手には、こういう褒め
言葉が響くようだ」、「注意する場合は、こんな言い方が
おすすめ」、「他部署や社外の方の協力を得るためには、
こうするといい」といった情報です。
　アンケートやヒアリング、研修などで集めたノウハウ
は、まさに「自社ならでは」の知恵です。これを伝承し
ていかない手はありません。「現場で役立つOJTノウハ
ウ集」といった小冊子を作成し、OJT指導員に配布す
るとよいでしょう。ノウハウ集は毎年見直し、改訂を重

ねていきます。はじめて指導員に任命された人は、「ど
こから手をつけたらよいかわからない」、「困ったときの
対処法を知りたい」と考えます。そんなときに、このノ
ウハウ集が役立ちます。
　ただし、1つだけ注意することがあります。「『ノウハ
ウ集』に書いてあることさえやればいい」と思われるケー
スがあることです。
　そうならないようにするためにも、人事部が、「ノウ
ハウ集は、これさえやれば十分というものではなく、最
低限のガイドラインとして活用していただくものです。
困ったときに対応のヒントを得るために使ってくださ
い」といったように、活用方法とともに趣旨を伝えるこ
とも大事です。

Column「OJTのノウハウ集を作成する」




