
「相思相愛マネジメント」で
会社がよみがえる

　　　の ひらサイズ、ふっくらとした赤ちゃ
ん顔の雛人形を企画・製造・販売し、毎年
売上高が前年比 120％という右上がり成長
を続けてきたふらここ。祖父は人間国宝の
人形師、母も人形師という家系に育った原
英洋社長が、「（雛人形を孫に買ってあげよ
うとする）祖父母世代ではなく、子どもの
ために自ら家に飾る若いお母さんご本人が
心から気に入ってくれる、真に品質の高い
人形を作りたい」という思いで、2008 年に
立ち上げた。
　最初は夫妻で行っていた仕事も、すぐに
それでは追いつかなくなり、2010 年にパー
ト社員を 2 名採用。2016 年からは新卒採
用も開始した。今では人数規模も正社員
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●所  在  地　東京都中央区東日本橋３-９-８ furacoco house
●事業内容　雛人形・五月人形 などの企画・製造・販売
●従業員数　20 名
●会社設立　2008年 4 月4日（創業1987年）
● Webサイト： http: //www.furacoco.ne. jp
※情報は 2017 年 6 月現在のものです

株式会社ふらここ
代表取締役　原 英洋さん

特別インタビュー

● 聞き手：株式会社働きかた研究所
　　　　　 代表取締役  平田未緒

10 名、常勤のパート社員10 名に至り、うち
９割を女性が占めている。
　この間「人」に関する問題もあった。せっ
かく採用した正社員が、入社後 2 年未満で
立て続けに辞めてしまうなど、苦い思いも
した。そこで「この状態を続けていてはダメ
だ」「人事制度をきちんと作ろう」「しっか
り人を育てよう」と決意、2015年から働き
かた研究所の支援のもと、活動を開始する。
　具体的には、♳ 評価に応じた賃金制度、  
♴ 多様な働き方の導入、  ♵ 教育研修の実
施など。さらに、プロジェクト活動を通じた
社長と社員の信頼関係や、社員一人ひとり
の仕事に対する主体性・責任感の高まりに、
大きな手ごたえを感じている。
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平田　その原さんご自身の変化も、あとでじっくり
うかがいたいのですが…原さんとの最初の出会いを、
まずは振り返らせてください。そもそも、なぜ 働き
かた研究所にご相談くださったのでしょうか。

原　当時私は、人の問題に悩んでいました。お客さ
まからのご注文がぐんぐん増えていき、それは大変
にありがたいことでしたが、仕事量の増加と、仕事
の質の高度化に、社内がついていけていなかったん
です。そんなとき、ふと目にしたのが、商工会議所
から来た平田先生のセミナーのご案内で。「これだ！」
と思って申し込みました。

平田　一番前の席に座って、真剣に聴いてくださっ
ていました。終了後にご質問をいただき、お名刺交
換もしたので、よく覚えています。

原　当時、パート２人を正社員に登用したばかりで
した。でも雇用形態が正社員になったからといって、
いきなり高度な仕事ができるわけではありません。
一方で専門性の高い正社員女性２人を、中途で採用
もしました。私自身が行っていた雛人形のデザイン
や、Web 管理を任せていくためですが、最初はもち
ろん手取り足取り、２人３脚でのスタートです。こう
した経験から、人の採用や育成は、計画的に行わな

正社員・パートナー
社員合同の社員研修

120%成長を支える、社員との信頼関係
1. コンサルティングの成果

平田　ふらここさんのご支援をはじめて、2 年が経
ちました。社員の方と接していても、皆さんすごく
変わられたと感じています。

原　この 2 年間で、社長である私と社員との信頼関
係が、ぐっと築けてきたのを実感しています。社員
からは日々いろいろな話や問いかけがありますが、
それは皆に「仕事や職場を良くしたい」気持ちが強
く芽生えているからだと思います。業績もおかげさ
まで順調で、今期もこれまで同様、前年比120％近い
売上を達成しました。
平田　毎年前年比 120％ということは…毎年分母が
増えているということですから、販売実数や売上金
額にすると、相当な増加ですよね。

原　2017 年の売上を金額ベースで比較すると、2014
年、つまり支援いただく前の1.8倍となっています。
この成長を支えてくれているのは社員です。売上は、
まさに全員の力の総和であり、皆の協力のたまもの
だと思っています。同時に、この業績こそが、社員
の成長を物語ってくれていると考えています。私一
人では、もはや何もできませんから…そうした頑張
りへの感謝として、昨年も決算賞与をそれなりの金
額出せたのは、本当にうれしいことでした。

平田　プロジェクトを通じて、社員の方々がどんど
ん成長されているのを、私も実感しています。今で
は社員の方々と私との人間関係もできて、個別のご
相談を直接いただくことも多くありますが、控えめ
な態度のなかにも、仕事をわが事としてとらえ、責
任感をもって職務を遂行しようとする強い気持ちを
感じて、感動することもしばしばです。

原　私も、そうした社員の気持ちをしっかり受け止
めたいと思い、社員との打ち合わせには優先的に時
間を取るようにしています。そうした面から考えると、
実は一番変わったのは、私自身かもしれません。

社内の「人の問題」、悩みを、解決したい
２. 働きかた研究所に相談した理由
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社員と社長が一緒に人事制度を作り上げる
3. 具体的な支援内容 ①

平田　ご相談を受け、当社からご提案したのは、ルー
ルブックとは真逆の考え方による取り組みでした。
人事制度を自分たちで作る、つまり「自分たちが働
きやすくなるためのルールは、自分たちで考えよう
よ」というスタンスでのご提案です。ご支援スター
トと同時に、そのためのプロジェクトを社内に組ま
せていただきました。

原　ご提案いただいた活動のスタートは、正社員も
パートも関係なく全員を集めた「キック・オフ　ミー
ティング」でしたね。平田先生にファシリテートい
ただき、全員に意見を言ってもらって。最後にプロ
ジェクトの名称案を全員で出し合い、最終的には 1
人 2 票ずつ投票できる全員参加の多数決で、「いとう
れし　つづくつながるプロジェクト」に決めました。

平田　その後、正社員だけでなくパートの方とも、
全員と面談させていただきました。目的の一つは、
これから協働していくことになる私との関係性を、
少しずつ作って行っていただくことです。同時に、
ふらここさんが当時抱えていた現場の課題を、働い
ている方の生の声を聞くことで、リアルに把握させ
ていただきました。

原　毎月のプロジェクト活動も、スタート当初は毎
回全員参加でしたね。

平田　「選ばれた誰か」ではなく、自分たちの「あり
たい姿」を、パートの方も含めた全員で描くことを
大切にしました。まずは一人ひとりの「ありたい姿」
を、楽しいワークを通じて、仲間の前に自然な形で
開示していただきました。その、全員の「ありたい
姿」を、さらにいくつかのキーワードに集約していっ
たんです。

原　社長の私も一緒に参加させてもらったり、社内
でこうした研修を実施するのは初めてで、最初は緊
張感もありました。でも、すぐにほぐれていきまし
たね。なんだか皆、楽しそうでした。的確にわかり
やすく、かつ優しく寄り添うように進めてくださる
のが、ふらここの社員に合っているのだと思います。
また、「ありたい姿」と、現状とのギャップが、問題
であり課題である、という考え方は、とても分かり
やすかったです。

平田　人事制度の構築は、あくまで「ありたい姿」
を実現するための手段なんですよね。つまり、あり

いと、経営が立ち行かなくなると思い始めたんです。

平田　実際にご支援をスタートしたのは、お問い合
わせいただいた 1 年後でしたね。

原　スタートまで の 1 年は、実は試行錯誤の１年で
した。「私と妻とパート２人」体制から人も増え、な
かなか阿吽の呼吸ではいかなくなってきました。こ
のため、就業規則以外に、細かな就業上の規律を定
めた「ルールブック」を作るなどもしましたが、これ
には社員の大反発を受けまして。社員と私の間に大
きな溝ができ、私自身ひどく混乱もしたんです。

平田　一所懸命育ててきた中途採用の正社員が、相
次いで退職してしまうといったこともあり、大変だっ
たとうかがっていました。

原　その、大きな混乱を経て、自分の気持ちも少し
落ち着いてきたときに「やっぱり、人事制度をきち
んと作ろう」と思ったんです。 平田先生のセミナー
で聞いた、「相思相愛」な組織を、自社でも創りたい、
という気持ちが湧きあがりました。
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4. 具体的な支援内容 ②

「働きかた」と雇用形態の見直し
平田　パート社員の名称を「仲間」という気持ちを
込めて、パートナー社員にしましたね。また、正社
員への登用制度も、ふらここさんならではの特殊な
状況に合わせたオリジナルのものを作ることができ
ました。

原　当社の正社員採用は、独自の判断基準で行って
きており、パートからの登用が難しい面がありまし
た。今回、その判断基準つまり「自社が大切にして
いる能力」を分解し、その要素を盛り込むことで、
当社独自の正社員登用制度を新たに設けられたのは、
とても良かったと思います。正社員の採用基準を落
とすことなく、適正な評価の上で、社内の皆の承認
を得て、正社員登用できる仕組みです。おかげで、
この 4 月には、主力となっていたパートナー社員を
正社員として迎え入れることができました。

平田　いま、折からの人手不足でパートの正社員化
は進みつつあります。半面、むやみな登用が社内の
軋轢を生み、かえって組織力を落としている例も見
られます。また、「短時間勤務のまま正社員に登用す
る」例はまだまだ少ないのが実際です。今回、ふら
ここさんでは、時間など勤務条件ではなく、本人の
資質や能力、仕事の熟練度合など本質的な観点から
判断し、登用する仕組みを作りました。自ずから「正

社員とは何か」を質的に明確化することにもなり、
このことが社内に与える影響も含めて、とても良かっ
たと思います。

原　当社は女性社員が 9 割で、20 代～ 30 代前半の
若い人も多く、これから結婚し出産する人も増えて
くると思います。以前から、ライフイベントを経て
も辞めずに続けてもらえることは、とっても大事だ
と考えていました。そんななか、時間限定正社員制
度と、その柔軟な運用についてご提案いただき、優
秀な人材の登用や確保に早速役立っています。

平田　原さんのご希望で、多様な「働きかた」に関

↑ 研修では、一人ひとりが自己ワークをした上で共有する

たい姿をどう描くか？　で、活動の目的も結果も変
わってしまうわけなんです。だからこそ、そこに違
和感が出ないように。全員参加のちょっと楽しいグ
ループワークを通じて、「ありたい姿」を互いに自然
に共有する場づくりをしました。同時にこのことは、
その後の人事制度作りを「自分事化」してもらうた
めでもありました。

原　具体的な人事制度作りの局面に入ってからは、
正社員 4 人、パート社員 2 人を代表メンバーとする、
本格的なプロジェクト活動となりました。そこでも、
常に皆の「ありたい姿」を基点に考えていけるのが
よかったです。軸がぶれませんし、何より参加メン
バーが主体性をもって考え続けられました。

平田　社員の皆さんは全員、こちらのたたき台案に
ついて、ご自身の日々の仕事に照らし合わせながら、
起こりうる問題などを細やかにご意見くださってい
ました。

原　自分たちがより働きやすい制度とは。全員が適
正に評価されるための方法は。そして、その評価に
おいて大事にする、ふらここならではの観点とは何
か。など、本質的な議論ができました。この議論を
通じて、プロジェクトメンバーの考え方や、メンバー
が代弁してくれる他の社員の気持ちや状況などを、
私自身がリアルに理解できたことも、とても大きかっ
たと思います。
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部門横断のプロジェクト会議
で育った社内協力

6. プロジェクトの副産物

平田　今年は、多い時期で 4 本のプロジェクトが同
時進行することとなりますね。御社のオフ・シーズ
ン主体の活動にするとはいえ、ご参加いただく社員
の方のご負担もあろうかと思います。

原　確かに、特に最繁忙期におけるプロジェクト活
動は、1 カ月のうち「たった 1 時間半」でも、社員

は惜しいと思っているかもしれません。それでも継
続しているのは、プロジェクト会議を行うことに、
高い価値を感じているからなのです。

平田　会議自体に、ということですね。

原　当社の社員は、パートナー含め 20 名ですが、皆

教育研修の実施・教育体系の構築
 5. 具体的な支援内容 ③

原　プロジェクトも３年目となり、今年は教育や OJ T
にも力を入れていく予定です。これまでも教育は、
新入社員研修や、全社員を対象にしたキャリアビジョ
ン研修、評価者訓練などを、働きかた研究所で行っ
ていただいてきましたが、次のフェーズに入ります。
その一つが計画的にOJ Tができる仕組みづくりです。
加えて、ふらここ独自の教育・研修体系も社員とと
もに確立していきたいと思っています。

平田　社長と社員が一緒に話し合う良さは、社員の
側に「会社に求めるからには、自分も貢献しなけれ
ばならない」ということが、ごく自然に理解される
ことだと思っています。教育・研修も、昨年からプロジェ
クトを組んで企画し、実施していますが、自ら携わる
ことが自己成長の強い動機付けになっているのを感
じます。そうした社員が核となって、社内全体の成

長意欲を高めていく側面もあると思います。

原　働きかた研究所のプロジェクト活動の本質は、
社員と社長が共に力を合わせ、自分たちで「働きや
すい」会社を作り上げていくことにあると思ってい
ます。私は、会社の目的は、社員の幸せにあると思っ
ています。こうした活動を通じて醸成されるのが、
お互いの思いやりと、相互貢献意識であり、これこ
そが相思相愛の原点なのだと思います。

平田　原さんの、着実に自社の基礎固めを行ってい
こうとされる強さを、素晴らしいと思っています。
特に人に関することは、一朝一夕に成果は出ません。
それでも地道に続けることで、会社は強くなっていく
ということを、私は痛感しています。

するこれ以外の制度も、新たにプロジェクトを組み、
メンバーと一緒に考えています。それも、出産・育
児に伴うものを中心に据えつつ、看護や介護、ご自
身の病気療養など、さまざまな制約を前提に考える
ことをご提案しました。

原　育児短時間勤務制度や育児休業制度の法定以上

の運用をどうするか？ は、社員一人ひとりが自ら「望
ましい」と思う生活と仕事のバランスと、その希望
を会社がどの程度受け入れられるのかという「実際」
の間で、どう折り合っていくか、なのですよね。プ
ロジェクト会議で社員やパートナー社員と率直な意
見交換をするなかで、よくわかりました。



平田　冒頭でおっしゃっていたことですね。いった
い何でしょうか。

原　第一に、私自身が社員の日々の仕事に細やかな
関心を向けるようになりました。特に、私が直接評
価面談をする社員とは、じっくり話し合う機会が得
られました。社員と深く関われるようになり、以前
に比べ一人ひとりの状況や考えを理解できるように
なったことが、社員の意欲を高め、個性を伸ばし、
イキイキ活躍してもらえることにつながっていると
思います。

平田　一人ひとりと向き合うことは、大きなエネル
ギーを要します。これを「面倒くさい」と端折った
り、社員の想いを受け流すような対応をすると、社
員はそれを敏感に察知します。すると社員の方も「ど
うせわかってもらえない」という気持ちになり、真
剣に仕事に向き合わなかったり、面従腹背の態度を
とるようになってしまいがちなのですよね。

原　私は、独立をする前、つまり人形師である母の
会社で専務取締役として勤務しているときから、「人
は大切にしよう」と思っていました。その気持ちに
偽りはなかったと思うのですが、でも、今のような
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「社長の私が、
大きく、変わった」

7. 想定外の、一番の変化

心で社員と接していたかと思えば、そうではなかっ
たと思います。あくまで経営者目線であり、相手は
どう感じるのか？　つまり、社員の立場に立ってみ
ることはしていませんでした。

平田　経営者と従業員というのは、そもそも対立的
な立場とも言えますから、相手の立場に立つことは
とても難しくもありますよね。私もあちこちで講演
もしますが、アンケートの自由回答欄に「相思相愛
などきれいごとだ」と書いてこられる方が、一会場に
一人くらいはいらっしゃいます。その感覚は当然だ
とも思っています。

原　そんななか、私自身がなぜ変われたのか？  それ
は、平田先生とのお付き合いのなかで、人とのかか
わりというものを、学べたからだと思っています。
社員と相対していても、勝手に自分の考えや感情を
押し付けるのではなく、「この人はいったいどういう
気持ちなんだろう」「この人はどういう人生を歩み、
これから歩んでいきたいんだろう」などと、考えら

がそれぞれ、担当部署にわかれて仕事をしています。
日常業務を遂行するだけでは、他部署の人としっか
り話す機会もほとんど得られないのが実際です。つ
まり、定期的なプロジェクト会議は、それ自体が格
好の情報共有の場になっているんです。特に会社全
体の課題の共有ができ、その解決を皆で考えるプロ
セスの価値は、とても高いと思っています。

平田　ありがとうございます。プロジェクトではメ
ンバーに「自分の意見をしっかり伝え、話し合う」
ことを求め続けることになりますが、議論を通じて
相手を知ることが、実は「思いやり」の土壌づくりに

つながるとも考えています。物理的な接点があるこ
とで、相手の状況に想像を巡らせやすくなります。
すると、優しい気持ちで相手の考えや行動を受け止
めやすくなるんですよね。

原　会議や面談が最高のコミュニケーションの場で
あることを、私自身も実感しています。プロジェク
ト会議で社員同士がそれぞれ意見し合ったり、私が
社員の考えを定期的に聴けるのは、大変にありがた
いことだと考えています。さらに、実はプロジェク
トを通じて、私自身に大きな変化がありました。
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経営者との間に立ち、
先輩女性としてのアドバイスを

8. 働きかた研究所に期待すること

原　社長の私は、常に意思決定者であり続けます。
でも、特に人に関わることにおいて、最終的な判断
を下すまでに要するエネルギーは、これまでより格
段に増えました。考えに考えに考えて、考え抜いた
結果を、社員に伝えています。はっきり言って、疲
れます（笑）。でも、自分が本当にやりたかったこと
が「できている」実感があります。平田先生に出会っ
て、人と真正面から向き合うことの大事さを教わり
ました。

平田　私は、関 わる会社にほれ込んでしまうんで
す。人は 誰しも、知れば知るほど魅力的だと思う
のですが、コンサルティングで 関 わると 、その魅
力の伝わり方がすごく大きいんですよね。というの
は、私のコンサルティング姿勢が、その会社の現場
に入り込むものだからです。具体的には、個人の想
い、組織の想い、会社の考えに直接触れて、これを
感じ、吸収し、理解することから始まります。その
ほれ込みのなかで、時に厳しい指摘もしながら、関
わる会社が相思相愛になり、社 員と会 社が共に幸
せになる方向付けをし、二人三脚で進むことに生き
がいを感じています。

原　経営者である以上、ビジネスを継続させていく

ことはとても大事です。社員を雇用し続け、きちん
と処遇し、より柔軟に働ける体制を整えるには、会
社の成長も欠かせません。このことと「人を大切に
する」ということが、かつては私のなかで、一つに
なっていませんでした。どこかで「社員なんだから
やって当然」「なんで言ったとおりにしないのか」と
いう思いが根底にありました。社員も一人の人間で、
自我を持ち自分で考え行動しているという当然の事
実に、思いを馳せることができていなかったのです。
そんな私に平田先生は、「人を大切に思い、一人ひと
りと向き合うこと」を、言葉でも行動でも示し続 け
てくれました。

平田　ありがとうございます。私自身がもっと成長
し、大きく、温かく、ときに厳しく在ることを通じて、
相思相愛な会社づくりに、力を注いでいきたいと思い
ます。最後に、プロジェクト遂行以外に、今後 働き
かた研究所に期待することをお聞かせください。

原　私は、会社は、社員一人ひとりの人生を預かる
場だと考えています。長い一生の、どれほどの期間
一緒に働けるのかは、一人ひとり違ってくると思い
ます。でも、ふらここで働いている間は、ふらここが
その人の成長を後押しする場となっていたいと思う

れるようになりました。

平田　そうでしたか…恐縮です。でも、私も道半ば
です。

原　人との関わりって泥臭くて、生々しいですよね。
それを、以前は頭の中で処理していたように思いま
す。つまり、身体を伴う行動として、相手に関わっ
ていなかったんです。でも、平田先生は、私に対し
ても、個々の社員に対しても正社員やパートナーの
別なく、きっちり向き合って、丁寧に丁寧に関わっ
てくれます。そのご様子に「ビジネスという側面も
もちろんあるだろうけど、でもよくここまでできる

ものだなあ」と思うこともしばしばでした。

平田　私は、関わった方の笑顔が見たい、っていう
気持ちが、とても強いのだと思います。そして、会
社における笑顔は、会社と社員、社員同士の、相思
相愛の関係から生まれると確信をしています。要す
るに、社員と経営者が共に信頼しあい、お客さまの
ため、そしてお互いのために力を尽くせる関係こそ
が、笑顔の根源です。これによって、お客さまの支
持を得て収益を上げ、やりがいを高め、かつ人として
成長していける組織風土づくりが大事です。私に直
接エネルギーをくれるのは皆さんの笑顔なのです。



わゆる中間管理職的な人が育っていません。しかも
ほとんどが女性です。なので、経営者かつ男性であ
る私には話せない社員の本音を聞いていただき、ビ
ジネス経験豊富な先輩として、また家庭を持つ主婦
として、労働分野の専門家の立場からも、社員を支
えていっていただけたらと思います。社員がこれか
らさらに豊かな人生を歩んでいくための、考え方の
ヒントだったり、他社で働く女性の事例だったり、
あるいはアドバイスを、いただけたらと思います。

平田　私は、取材し記事を書く仕事を通じて多種多
様な企業の事例を身体化できてきたかな、と思いま
す。同時に、いわゆる「会社員」経験が長く、最後
は社内で唯一の女性管理職にも登用され、つらく厳
しい思いもたくさんしてきました。そんな経験が、
お役に立ったらうれしいです。本日は、大変にお忙
しいなか、どうもありがとうございました。
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先輩社員として
「心地よく仕事ができる」
環境づくりを
　私は、まだふらここが社長と奥さまの二人だけだっ
たときに入社して、後に正社員になりました。今は
社員も20 名、年代や家庭環境の違いも大きくなり、
女性がほとんどの職場ながら、一人ひとりの考えの
違いを感じています。そんななか、今回のプロジェ
クトでは、上からの押し付けでなく皆の意見をでき
るだけ吸い上げようとしてくださっていて、その気
持ちをとてもありがたく思っています。
　それでも人事制度は、全員が納得するものにはな
かなかできず、今後運用しながらの調整を、大変だけ
れどもやっていかなければならないと思っています。
　私自身は「心地よく仕事をしたい」思いを強く持っ
ています。せっかく同じ会社で働くなら、お互いが

社員の方の声特別インタビュー

気持ちよく気兼ね
なく仕事をしたい
と思うからです。
そのうえで、仕事
と家庭、オンとオ
フをしっかり分け
ていきたいです。人事制度は、そのための大事なツー
ルだと考えています。
　パートで入社し、いまこうして安定的にお給料を
いただけることを、とてもありがたいと思っていま
す。次第にベテラン層となり、さまざまな後輩がい
るなか、極端な意見に偏るといったことのないよう
に、心掛けていきたいと思います。

新井佳世さん

んです。「会社に来て、作業して、帰る」というので
はなく、仕事の中でいろいろなひっかかりを感じ、
それを通じて自分の人生を考えるような場、です。
平田先生には、その場としての会社づくりを、　共に
行っていってほしいと思います。

平田　 働 く 人 に
とって、仕 事は大
事 な 人 生 の 一 部
で す か ら … 私 も
同じ思いです。

原　社員一人ひと
りとの関わりを、
さらに持っていた
だけたら、と思い
ます。ふらここは
若い会社で、いわ

株式会社働きかた研究所　平田未緒



住田繭子さん住田繭子さん
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パートから念願の正社員に。
後輩の支援もしていきたい
 　3 年前にパートで入社し、この春正社員になりま
した。自分たちで作った「正社員登用制度」利用者
の第一号となります。ふらここの制度では、登用の
申請後、「質的に正社員並みの仕事を１年間まっとう
できた」実績をあげることが必要です。仲間からも

「登用チャレンジ中」だ と見られることにプレッ
シャーも感じてきましたが、転換できて本当にうれ
しかったです。ふらここの仕事が好きで、社長の考
えが好きで頑張ってきましたが、以前は社内登用の
制度がなく、悔しい思いもしていたんです。
　したがってプロジェクトには、パートの立場で参
加していましたが、自分の意見もきちんと吸い上げ
てもらえました。最初に平田先生に、個別ヒアリン
グで自分の率直な胸の内を、誰にも遠慮なく聴いて
もらっていたので、プロジェクトでも意見しやすかっ
たです。また、正社員の人も一緒に部門横断の議論
をするなかで、会社全体が見えるようになりました。

　ふらここに入社する前は、大会社での勤務経験が
複数あり、ふらここにはベンチャーならではの良さ
と、マニュアルの未整備さなど課題も感じています。
後輩に新卒新入社員も迎え、先輩として新人さんが
困らない職場づくりを、これからもしていきたいと
思います。

　中途採用で入社してほどなく、プロジェクト活動
が始まりました。プロジェクトでは、年代が違ったり、
他部署の立場での意見など、自分とは異なる考え方
を聞いて、「なるほど」と気付くことが多かったです。
　また、何か新しいことを進めるときは、他の方の
意見を積極的に聞いた方がいいことを学びました。
聞くと反対の考えが出たりして、そのことを以前は
面倒に感じていました。でも意見を求めることで新
たな視点や考慮すべき点に気付いたり、逆に自分の
考えも理解してもらいやすくなることが分かったの
です。
　人事制度の運用は、実際に後輩を評価したり、社
長から評価されたりするなかで、「思ったより大変だ
な」と感じています。でも、「自分の仕事ぶりを見て

もらえている」ことがわかり、それがお給料で返っ
てくるのは、やりがいにつながります。また、評価
面談のとき以外でも、社長に相談をしながら仕事を
進めることが増えました。反対され悔しい気持ちに
なることもありますが、まずは聴く姿勢でいていた
だけるのがありがたいです。
　ふらここの評価制度はまだ進化の途上です。全員
が仕事の一部として無理なく自然に取り組めるくら
い、熟成させていきたいと思っています。

プロジェクトでの学びを
仕事に活かし、
評価制度を熟成させる

高橋龍平さん高橋龍平さん




