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マネジメント研修で

成長しない管理職が

“360度評価”で

成長する
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１．管理職になってつまずく優秀な職員

　多くの農協において「管理職がマネジメントをできない」「配下職員
を育成できない」という悩みが後を絶たず、優秀な実務担当者・渉外担
当者であった職員が、管理職になってつまずいているケースが少なくあ
りません。このような管理職は、これまでの成果を認められて管理職に
昇進したはずが、管理職として何をすればよいのかわからないため、結
局は過去の成功体験から逃れられず、「自分でやったほうが早い」と言
い訳して優秀な実務担当者・渉外担当者という自分を変えることができ
ていません。
　管理職になれば、原則として「自分で作業をしてはいけない」「自分
が動いてはいけない」という意識の転換を求められます。つまり、管理
職に求められるのは、優秀な実務担当者・渉外担当者として「自分で動
く」ことではありません。むしろ、優秀な実務担当者・渉外担当者であ
る自分を捨てて、自分以外の職員に「仕事をさせること（任せること）」
が求められます。口で言うのは簡単ですが、実際にやってみるとそれほ
ど簡単なことではありません。
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　そもそも、管理職に昇進するような職員は、それまで担当業務におい
て優秀な成績を挙げてきた「自分で動く職員」であることがほとんどで
す。そのような「自分で動く職員」に、管理職になった途端「自ら動か
ない」ことを求めるため、管理職になりきれずにつまずくのです。

２．管理職の成長を阻害するフィードバックの不足

　管理職になると、周囲を巻き込んでする仕事、周囲に与える影響力が
増加します。このとき自分のとっている行動が、周囲に対してどのよう
に伝わっているのかを正しく把握することは難しく、必ずしも自分の思
い通りに周囲に伝わっていないことが少なくありません。
　管理職になると、立場上よくないことであっても他者から指摘される
ことはほとんどなくなり、自分のやり方が正しいのかどうかを客観的に
判断することができません。その結果、熱心に指導したつもりがパワハ
ラとされ、親しみを込めたつもりがセクハラとされ、リーダーシップを
発揮したつもりが独りよがりの独裁者と揶揄され、本人だけはやってい
るつもりの“裸の王様”になってしまっては改善することは困難です。

３．問題を自分のこととして受け止めるための“360度評価”

　現在、管理職の育成を重要視して管理職に対する教育研修に力を入れ
ている農協は多くあります。農協の管理職に対しては、連合会の研修、
各単協独自の研修など、手厚い研修が用意されています。しかし、研修
のアンケートでは「役割が明確になった」「すぐに実践したい」などと
前向きな反応が返ってくるものの、実際には自分の行動を変えることが
できていません。
　優秀な実務担当者・渉外担当者から管理職へのステップアップに失敗
している職員に必要なのは、標準的な知識やスキルの習得を目的にした
座学の研修だけではなく、自分のマネジメントの実態を理解させ、それ
を踏まえて具体的な改善につなげることです。つまり、“360度評価”の
ような「個々人の課題」に焦点を当てたフィードバックをし、管理職に
“そこにある問題”を自分のこととして受け止めさせなければなりません。
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４．“360度評価”で管理職としての資質が浮き彫りになる

　“360度評価”の設問は、「仕事に向き合う姿勢」と「配下職員に向き
合う姿勢」の２つに区分され、管理職の能力や目標達成度というよりも、
日々のマネジメントに対する行動や姿勢について、周囲（上司、同僚、
配下職員）がどのように感じているのかを回答してもらいます。
　「仕事に向き合う姿勢」は、経営理念に対する本気度、目標達成のプ
ロセス（仕事の仕方）、変化への対応姿勢を質問することで、管理職と
しての仕事に対するスタンスが見えてきます。一方で、「配下職員に向
き合う姿勢」は、風通しのよい職場づくりへの意識、配下職員の育成に
関する意識を質問することで、管理職としての配下職員との接し方が見
えてきます。
※以下に設問例を掲載しますが、設問は15～20問程度が最適だと考えています。各設問に
ついて中間尺度（どちらともいえない）なしの５段階評価尺度で評価をしてもらいます。
“360度評価”の場合には、評価者が対象者のすべての行動を観察することができない場
合があるため、評価尺度に「NA（わからない）」を入れておくことも重要です。

〔５段階評価尺度（中間尺度無し）の例〕
　５：非常に高いレベルでできている
　４：できている
　３：どちらかといえばできている
　２：どちらかといえばできてない
　１：できていない
　NA：わからない

【仕事に向き合う姿勢】
①　経営理念に対する本気度を明らかにする
　農協としてどれだけ立派な経営理念を掲げても、現場の職員がそれを
自分のこととしてとらえなければ絵に描いた餅です。たとえ、役員が危
機感を持って訴え、現場に浸透させようとしても、間に立つ管理職にそ
の気がなければ配下職員に浸透することはありません。
　会議の席や役員の前で自分がどれだけ経営理念を重要視しているかを
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上手に語ることに意味はありません。役員の前では調子の良いことを言
っていても、現場に戻れば「数字、数字」と配下職員を締め上げる日々
の管理職の言動を配下職員はよく見ています。経営理念に対して本気で
向き合っていない管理職は、ここで課題が明らかになります。
〈設問例〉
　１�．部門・部署の方針を明確に打ち出し、自分の言葉で職員に理解さ
せている

　２．部門・部署の方針徹底のために率先垂範している
　３．生産・販売・消費を通じて地域農業を支援する志がある
　４�．数字を達成するのは当たり前だが、あくまで組合員・利用者のニ
ーズを大事にしている

②　目標達成のプロセス（仕事の仕方）を明らかにする
　管理職には「配下職員を動かし、成果を出させる」ことが求められま
す。しかし、実際には指示だけして、あとは放任、やって当然という姿
勢の管理職も少なくありません。そのうえで、配下職員の成果に満足で
きないと、ろくに指導もせずに、「こいつ、使えないな…」と愚痴をこ
ぼして自分で手を動かしてしまいます。このような管理職は、「この組
合員さんは自分が対応したほうが良い」「これは重要だから自分で対応
したほうが良い」と様々な理由をつけて、結局、自分で動きます。その
うち、周囲の職員もお願いすればやってくれるからと、なんでも管理職
を頼るようになります。
　そのような状況をもって、自分は頼られていると勘違いしていては、
いつまでたっても本当の管理職にはなれません。
　農協の支店長に多い、優秀な渉外担当者である過去の自分を捨てられ
ず、いつまでも自分で動いて成果を挙げるという行動パターンで自己満
足に浸っている管理職は、ここで課題が明らかになります。
〈設問例〉
　５．仕事の意義・目的を説明している
　６．職員の能力にあった仕事の与え方をしている
　７．指示だけではなく職員の行動を支援している
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　８．自分では抱え込まず、配下職員を信頼して仕事を任せている

③　変化への適応姿勢を明らかにする
　「自己改革」がこれほど叫ばれているなかでも、農協職員と接してい
ると、依然として環境変化に鈍感で、変化に対して抵抗する姿勢を感じ
ることがあります。「変わらなければならない」と口では言うものの、
実際の行動には反映されず、農協法が改正され１年半が経過した現在に
至って、「自分の仕事は変わった」と自信を持って言える農協職員はど
れほどいるのでしょうか。
　「自己改革」など他人事で、目の前の推進目標の達成に追われている
管理者には組織を正しい方向に導いていくことはできません。競合金融
機関等との競争が激しくなるなかで、農協にも経営の合理化・効率化は
不可避のものとなり、株式会社と同様の戦略を突き詰めた結果、農協と
しての独自の強みは希薄化しています。
　“農協改革”などと押し付けられるまでもなく、環境変化に応じて農
協は変わらなければなりません。管理職には、前例がないことに挑戦し、
むしろ前例がないからこそ自分が変革を成し遂げなければならないと思
うくらいの気概が必要です。
　「農協は変わらなければならない」と評論家のように繰り返し、実際
には何も変えることができない、前例がないことを理由に変化に抵抗す
るような管理職は、ここで課題が明らかになります。
〈設問例〉
　９．未経験のことにどんどんチャレンジしている
　10．常に一歩先を読み、次の展開を予測して行動している
　11�．前年と同じことを繰り返すだけではなく、組合員・利用者のニー
ズに迅速に対応している

　12�．前例がないことを理由に配下職員の発言を否定したり、チャレン
ジを妨げたりしていない
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【配下職員に向き合う姿勢】
④　風通しの良い職場づくりへの意識を明らかにする
　「職場の雰囲気は管理職を反映する」というのは紛れもない事実であり、
管理職が配下職員とどのように接しているかによって職場の雰囲気は全
く違うものになります。管理職が率先して挨拶をし、積極的に配下職員
とコミュニケーションを図っている職場では、配下職員も管理職に対し
てコミュニケーションが取りやすく、報告・連絡・相談が徹底されてい
ます。また、このような職場では職員同士のコミュニケーションも活発
になり、職場が活力に満ちています。
　一方で、管理職がいつも「数字はどうだ」「達成できそうか」とピリ
ピリしているような職場では、全員が数字のことしか頭になく、管理職
からのプレッシャーで委縮してしまっています。このような職場では、
各職員が自分の目標（仕事）に黙々と取り組んでおり、職員同士のコミ
ュニケーションもほとんどありません。
　さらに、管理職の気分の浮き沈みが激しい職場では、職員が管理職の
顔色を窺いながら「今日は機嫌がいいから相談しよう」「今は機嫌が悪
そうだから、報告するのをやめよう」などと報告・連絡・相談のタイミ
ングを見計らうようになり、管理職へのタイムリーな情報共有が阻害さ
れます。
　口では「何かあったら、いつでも言ってこい」と頼れる管理職を演じ
ていても、配下職員がいざ相談にいくと、忙しいからとあからさまに嫌
な顔をしたり、「そのくらい自分で考えろ」と怒鳴ったりするような管
理職は、ここで課題が明らかになります。
〈設問例〉
　13．職員の話を聴くように努めている
　14�．話しかけられた時には嫌な顔をせず、手を止めて真摯に対応して
いる

　15．意見が言いやすく、本音の話ができる
　16．気分の浮き沈みを見せることなく、いつでも話しかけやすい
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⑤　配下職員の育成への意識を明らかにする
　管理職として成果を出すことが求められるのは当然ですが、それ以上
に成果の出し方が問われていることを自覚しなければなりません。つま
り、管理職が一人で頑張って成果を出しても、それは単なる自己満足で
あり、「自分がいないと職場は回らない」「みんなが自分に頼って困る」
などと言って、本来の役割から目をそらしてはいけません。
　管理職に求められているのは、配下職員を育成し、配下職員全員が成
果を出せるように支援することです。管理職としての役割をしっかりと
認識して配下職員と向き合い、彼ら／彼女らのキャリアに対して責任を
負うという自覚が必要です。管理職として、配下職員に対して仕事の面
白さを伝え、時には仕事を通じて“感動”させながら、配下職員にこの
人（管理職）と一緒に成長したいと思わせなければなりません。特に、
配下職員にとって、キャリアの初期段階にどのような上司の下で働いた
かが、職員のその後のキャリアに重要な影響を与えることを忘れてはい
けません。
　配下職員の育成のために仕事を任せるといって、“最初からできる職員”
に頼りきりになっており、できない職員は暇になる一方で、できる職員
に仕事が集中するというような状況を引き起こしている管理職は、ここ
で課題が明らかになります。
〈設問例〉
　17．常に職員一人ひとりを気にかけている
　18．職員の長所を捉えて、動機づけと育成をおこなっている
　19．一緒に仕事をすることで成長できると感じる
　20．職員のキャリアアップや成長に関心がある

５．“360度評価”によって得られる気づき（成長の機会）

　“360度評価”によって得られる気づきは、既存の研修やOJTを通じ
た業務知識の習得とは全く異なり、管理職が「自分の問題」として捉え
やすく、行動面の改善を促します。関係している他者が、自分の行動や
振る舞いをどのように感じているのかを知ることは勇気のいることです
し、配下職員からの評価でプライドが傷付けられたと感じることもある
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かもしれません。しかし、
“360度評価”で得られる
気づきは、他の方法では
得られない気づきであり、
それによって、はじめて
管理職は自分の言動の問
題・課題を認識し、修正
することが可能となりま
す。
　管理職がどれほど自分
を客観的に認識している
といっても、実際には、
管理職と配下職員に“見えているもの”には差があります。「対人関係
の気づきモデル」として有名な「ジョハリの窓」は、人間が自分で分か
っていることとそうではないこと、周囲の人が分かっていることとそう
ではないことを組み合わせて４象限に分けています。
　このうち、「盲点の窓」に属する行動に関する評価結果には、自己評
価と周囲からの評価が乖離する可能性があります。この点、やれている
つもりになっている管理職には大きな気づきになるはずです。多くの管
理職にとって、他人が知っていて自分が知らない「盲点の窓」を小さく
し、自己理解を進めることで成長の原動力が生まれます。

６．予想される抵抗（やりたくない言い訳）に向き合う

　“360度評価”に対しては「甘いだけの管理職が高い評価になり、誤解
を招く」「好き嫌いの評価になり、信頼できない」「評価を気にして配下
職員に対して厳しい指導ができなくなる」など否定的な意見も多く、導
入をためらう農協が少なくありません。たしかに、人事評価というと誰
もが身構えてしまいます。そこで、導入事例の多くは、まずは“360度
評価”の結果は人事評価に一切反映せずに、あくまでも管理職に対して
気づきを与え、マネジメント力を育成することを目的に導入することで
管理職の抵抗を抑えています。

ジョハリの窓

開放の窓
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　また、「評価」という言葉に反応して、「配下職員には評価能力がない」
「配下職員は管理職の仕事を評価できるほど把握していない」など、評
価結果の信頼性が低いという批判もよく耳にします。この点も“360度
評価”では、管理職の“能力”を評価するのではなく、管理職の“行動”
が周囲にどのように伝わっているのかを回答していることを理解させま
す。つまり、“360度評価”の目的は、管理職に対して「あなたの人材育
成力は低い」と能力を否定することではなく、“課長は私の話を聞いて
くれない”、“支店長に相談すると嫌な顔をされる”など管理職の行動が
配下職員にどのように伝わっているのかを明らかにし、管理職にフィー
ドバックする仕組みであることを理解させます。
　なかには、「自分よりも能力が低い配下職員に評価されたくない」「経
験の乏しい若手職員の意見など聞く価値がない」と配下職員に評価され
ることをプライドが許さないという管理職もいます。このような管理職
は、そもそもの管理職の適性を疑わなければならず、いちいちこのよう
な批判に耳を傾ける必要はありません。過去は優秀な実務担当者・渉外
担当者であったとしても、他人の声に耳を傾ける素直さを失ったら成長
は止まります。

７．まとめ

　優秀な実務担当者・渉外担当者が“管理職”にステップアップできる
かどうかは、職員自身の努力もさることながら、組織による支援が欠か
せません。管理職に昇進させるということは、現場のスーパースターを
管理の素人に生まれ変わらせることであり、新任管理職に成果を求める
のであれば、適切な支援が必要です。
　特に、経験の浅い管理職に対しては、自身のマネジメントに対する「客
観的な気づき」を与える仕組みが必要です。管理職になった直後など、
なるべく早い時期に“360度評価”を実施して、自身の言動が周囲にど
のように伝わっているのかを気づかせ、行動改善を促してください。

掲載内容について
掲載内容は筆者の個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係です。




