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｢おもろい｣とは、 ｢現場｣とは、
・・・そして｢おもろい現場｣とは

◇集団がその目的にそった価値を創造するところ。

◇｢現場｣の第一線だけではなく、あらゆる場所に。

現場 Ｘ おもろい ＝ 掛け算、相乗効果、

２つの言葉がかもし出すハーモニー
おもろい現場

おもろい

現 場

◇ワクワク！ ドキドキ！

◇いっちょ、やってみるか！！

Ｘ



◇さてそこで、｢おもろい現場｣は日本にないのか？

｢おもろい現場｣は存在する■ “今でも無数に存在する”
■ “少なくなって来ている”
■ “性質が変わっている”

結論しかし

なぜ、各位の認識が

異ったのか？

バラバラ

現場

“おもろい”

“おもろくない”

“おもろい”

“おもろくない”

外部の判断

“成果”、“価値観”

個人の判断

“自己実現”

“価値観”

｢おもろい現場｣とは ①



第２のスタート

あとは、これらの事例から現場を“おもろ”く
する方法を見出せば完了？

本当にこれでいいのか？

実は、ここからが第２Ｆの

第２のスタートだった。

？



｢新たな価値｣について

－民間 の場合－

・製品の更なる低コスト化、環境負荷の低減 →  製品の使用目的以外の価値
・メーカーの製造工程や作業工程の改善 → 製品自体ではなく、仕組みの価値
・安全度の向上、お客様の不満の解消 → サービスの価値
・リカちゃん人形 → 特定少数向けの高い価値（必ずしも全員が価値を認めない）

－官庁 の場合－

・個々の事件の捜査・公判は、新たな価値を生み出している感じはしないが、
総体としては法秩序の維持という目的を達成 → 生活環境の価値

「新たな価値を生み出すための現場作り」という
テーマにある新たな価値は華々しい価値のことか

（ウォークマンやiPodだけなのか）？
地道な価値は対象外！？

我々は“勝ち組”の理論構築をしようとしているのか？

我々の疑問

【フォーラムメンバーの考える「新たな価値」の例】



｢新たな価値｣と｢おもろい現場｣ ①
～塩見見解 と 胸にひっかかるもの～

• “カッコ良く”、“華やかで”、“輝かしい成果が出る”、“評価される”仕事

• ・・・これが｢おもろい現場｣？みんながそんな「ステキ」な仕事についてない。

• “仕事”それ自体は面白おかしいものではなく、格好良いものでもない。

– 自分の努力で「おもろく」感じられるようになるもの

– その個人の集団が外部から｢おもろく｣見える

• 一方で“どうにもこうにもおもろくない現場”、“誇りを持ちたくてももてない現場” が最近増えている。
これを我々はどう捉えるのか？

浩志会、会員の現場はいわゆる“エリート”職場

（“おもろい”かとうかは別にして）。
むしろだからこそ、こうした職場にも目を向けるべき。



｢新たな価値｣と｢おもろい現場｣の関係は？

・ “おもろくない”現場でも華々しい価値は出る？

・“華々しい価値”を生み出さない“おもろい現場”は？

・“おもろくない”が世の中に必要な現場を置き去りにする
のか？

｢新たな価値｣と｢おもろい現場｣ ②

４象限での分析



“価値”と“おもろい”の４象限①

華々しい価値

地道な価値

おもろいおもろない

i-pod

ウォークマン

新たな金融システム



我々が対象とする領域
華々しい価値

地道な価値

おもろいおもろない

（官）防衛問題（官）教育問題

（官）環境問題

（官）ネットカフェ難民対策
（民）新製品開発

（民）環境問題

塩見見解

（民）カイゼン

ボランティア活動

i-pod

ウォークマン

新たな金融システム

おもろくなくても新たな価値

を生み出す仕事がある

地道な価値を

生み出す仕事もある

個人の努力レベルではどうにも、こうにも
“おもろく” 出来ない現場がある

“価値”と“おもろい”の４象限②

（民）新製品開発
安全維持



華々しい価値

地道な価値

おもろいおもろない

軸を動かす

“おもろい現場”
を作る力

“価値”と“おもろい”の４象限③

どんな現場（仕事）にも価値がある



“おもろい現場”を作る力とは？ ①

①ｴﾘｰﾄｻﾗﾘｰﾏﾝ：

首都圏の中流家庭に育ち、
偏差値の高い大学を出て、
一流企業に入社

②ﾒｰｶｰの工場勤務：

地方の中流家庭に育ち、
高校卒業後、地元にある
工場勤務

これらの解決のため、我々はケーススタディを行った

木遣谷一郎

枚須田作次

（キャリアいちろう）

（マイスタさくじ）



新人時代 中堅社員 幹部/ベテラン

・営業を希望したが、会計課に配属
・毎日、単純作業ばかりで仕事に創造
性を感じられない
・上司が職人気質で、いつも叱られる

・課長になったが、実務と会議に追わ
れ、部門のマネジメントに注力できない
・上司からは、コストダウン要求ばかり
・部下のスキルが、期待はずれ

・本社管理部門のトップになったが、現
場の情報が伝わらないい。
・経営方針への現場の反忚が悪い
・中間マネジメント層が育たない。

・毎日部品磨きばかり
・工場は空調もなく、体も疲れる。
・上司や先輩から、毎日叱られる。
・高校の同窓生の中で、他業種より給
料が安い。

・班長になったが、改善活動や部下の
管理など、仕事は増加の一途
・若い部下にやる気が感じられない、積
極的に仕事をしようとしない。
・業績に寄与していると思うが、給料が
伸びない

・職場長になり、管理業務が増加
・合理化・コストダウン要求ばかり
・一方長時間勤務の規制が厳しい
・部下である班長も実作業で忙しく、若
い部下の育成に注力出来ない

キャリア一郎

マイスタ作次

二人の不満とは？

“おもろい現場”を作る力とは？ ②



新人時代 中堅社員 幹部/ベテラン

・業務の会社における位置づけを認識
・上司による方針や目標の明示
・同僚とのコミュニケーション（飲み会と
か）
・上司との積極的な関わり

・課長業務の意義と目的の明確化
・上司とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの見直し
・部下への権限委譲をすすめる
・部門の目標を明示する
・業務そのものの見直し

・現場の未来を見る目を持つ
・経営方針・戦略の徹底的な説明
・定期的情報交換で一体感の醸成
・業務の優先順位による選択と集中
・世間並みを知る

・生産工程における部品磨きの意味を
知る
・同僚と情報交換（愚痴も含めて）
・上司や先輩の叱責の意味を考える
・職場の行事などに積極的に参加する
・時には、合コンする

・班長業務の意義を明確にする
・部下へ目標と責任の付与
・定期的な他部署との情報交換
・業務そのものの無理・無駄排除
・時には部下をﾌｨﾘﾋﾟﾝﾊﾟﾌﾞに連れて行く

・職場の目指すものの明確化をする
・仕事全体のあり方ややり方の見直し
・部下への権限の委譲による育成
・企画と実行を部下と共に行う
・「工場ﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰ」の開催をする。

キャリア一郎

マイスタ作次

“おもろい現場”を作る力とは？ ③

二人の職場を「おもろく」するための意見



つまり、 「おもろい現場」の公式は

「それぞれの役割の認識」×「タテヨコのコミュニケーション」

なんだ、
＜“おもろく”するためにやるべきこと＞

はおんなじだ！！

でもこれだけで実現できるのか？？

“おもろい現場”を作る力とは？ ④

大事なのは、

「個人の自覚」

「他人の役割を認める」

「コミュニケーション」



このように

「それ自身は反忚の前後で変化せず、接触する周り物質の化学
反忚を加速させる」物質のことを

触媒（しょくばい、catalyst） といいます。

２H２ ＋ O2 ２H2O⇒
at 200℃

化学反忚
Cu

触媒毒で活性低下

触媒による“おもろい現場”の再構築

人

ひらめき

マインド

我々の触媒とは

信念

トライ
熱意

～魂をこめる～

志



～我々の結論と行動のはじまり~

どんな現場（仕事）にも価値がある

「おもろい現場」
＝（それぞれの役割の認識）

×（タテヨコのコミュニケーション）

各現場のリーダーたる浩志会メンバーは
触媒となり、触媒を作り育て現場の一隅を照らす。

触媒はそれぞれの

職場で千差万別

行動宣言！

触媒

触媒

触媒

触媒



我々は触媒としてそれぞれの現場で一隅を照らす！

一隅を照らす

明日今日よりも好きになろう

行動宣言

家族の笑顔のため

下町みたいな職場！

自分だけのものでない価値さが
しに浩志をもって臨みます

僕は働く

ちょっとだけおせっかいになろう！

・知ろう！自分の役割を
・見よう！職場を、社会を
・聞こう！上司の言葉、部下の言葉
・言おう！自分の思いを
・動こう！まずは自分の足下から
・繋ごう！周囲の人に、後から来る人に

行動宣言

行動宣言

一隅の集まりが、“新たな価値”生み出す

第２フォーラム
敬意を常に忘れない


