
チームコーチングで組織を一枚岩に！チームコーチングで組織を一枚岩に！
組織を変える一枚岩戦略会議こんな

課題を持つ
経営者必見！

■ 組織を一枚岩に
　 したい

■ 経営理念やビジョンが
　 浸透していない

■ 次世代のリーダーが
　 育っていない

■ 事業承継に
 　不安がある

■ 属人的な仕事に
 　なっている

■ 社員の主体性を
　 感じない

参加人数：最低 3～6名
時　　間：約 3～ 4時間
対  象  者：経営陣および幹部候補
※交通費別途（WEB会議も可能）

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-10三慶ビル4階case shinjuku
〒554-0012 大阪市此花区西九条3-4-6

会議を科学する　　　　　　検 索
https://ichimaiiwa.com

TEL.0120-118-296
いちまいいわ つくろう

●無料トライアルのお申込み・資料請求はこちらから  無料トライアルに
お申込みいただいた方に
書籍「チームコーチング
集団の知恵と力を引き出す技術」を

プレゼント
いたします！

まずは無料トライアルまずは無料トライアル お申込みいただいた方
書籍
集団の知恵と力を引き出す技術

全国対応中     ご相談だけでもお気軽にお問合せ下さい。
経営陣および幹部候補

無料トライアル無料トライアル無料トライアル
特典！

田近 秀敏氏
モノリス

代表取締役会長 

豊田 匡臣氏
モノリス

代表取締役社長

小林 捻政氏
小林創建

代表取締役社長

三浦 祐成
新建新聞社 代表取締役／
新建ハウジング発行人

× × ×

チームコーチングでは、組
織の課題を明らかにしなが
ら、社内で同じベクトルに
向かう状態を目指す。

実際のチームコーチングの
様子。社員から活発に意見
が出て、生産性のある議論
ができるように。

2021年1月10日20 2021年1月10日 21［全面広告］ ［全面広告］

組織をチームに変える
「一枚岩会議」

三浦　「チームコーチング」
とは何か。まずそこからお聞
きしたいと思います。
田近　日本で2000年頃から
普及した「コーチング」とは、
個人との対話を通じて問題
解決・自己実現を図る手法で
す。これを集団に対して行う
のが「チームコーチング」です。
単なる組織・グループを、い
くつかのプロセスを経ること
で、同じ目的・ビジョンを共有
する「チーム」へと変え、メン
バーから自発性や主体性を
引き出していきます。すると
徐々に、自分たちの能力以上
の成果を発揮するチームへ
と変化していきます。2019年
のラグビーW杯で、日本代表
が「ONE TEAM」を合言葉
に大躍進しましたが、まさに
あの状態をつくるのがチー
ムコーチングの役割だとイメー
ジしてください。

豊田　多くの中小企業では、
主張の強いベテランや上位
者が発言すると他の人は
黙ってしまう、といった会議
が常態化していますが、チー
ムコーチングによって会議
や事業のあり方を変えるこ
とができます。
　「チームコーチングメソッド」
と呼ぶ手法に基づいて、組織
が自らの目的・ビジョンを明
確化し、コミュニケーション
によって対等な関係を築く。
いわゆる「三人寄れば文殊の
知恵」になるような生産的な
戦略会議ができるよう、私た
ちが介入してサポートします。
だれにとっても安全で公平
な会議の場をつくることで、
集団が「一枚岩」になる環境
を目指します。
三浦　今年のテーマはこれ
だ！受注目標は○棟だ！と
いったトップダウンではない
企業運営が可能になるんで
すね。
豊田　社員が定着しない、現

場の力が弱い、次のリーダー
が不在、といった多くの工務
店が抱える課題も、チーム
コーチングをきっかけに解
決に向かえると思っています。
田近　多くの経営者は、なぜ
自分の考えが社員たちに浸
透せず、反発が起きるのだろ
うと頭を悩ませます。それは
大半の社員が「社長と同じ視
座」で考えることができず、
変革・変化を望んでいないか
ら。
　でもチームコーチングを
通じて本音を言い合えるよ
うになり、「会社を成長させ
たい」「事業を成功させたい」
「成長・成功しているチーム
にいたい、活躍したい」と燃
えるような闘志がメンバー
全員に湧いてきます。こんな
ふうに、全員がベクトルを合
わせ、ノイズ（反発心や無関
心など）がない状態で進んで
いけるチームを「一枚岩」と
呼びます。言い方を変えると、
「社長の味方」をつくるメソッ

ドでもあるわけです。

意思疎通で悩む
トップダウン経営

三浦　小林創建は数年前に
このチームコーチングに挑
戦したそうですが、興味をもっ
たきっかけは？
小林　当時の私はマーケティ
ング優先、戦略優先でやるべ
きことを自分で決め、それを
社員に与えるというまさにトッ
プダウンの経営をしていま
した。
　そして、売り上げ拡大と社
員の幸せを私なりに信じて、
３つの新築部門と新設した
リフォーム部門による事業
部制を敷きました。でも結果
は違いました。組織が縦割り
化し、全体の売り上げも思っ
たほど伸びず、離職が起こる
…。何がいけないんだろうと

悩んでいたときに、チームコー
チングのカンファレンスの
存在を知り、見学に行ってみ
ることに。そこで感じたのは、
「社員とちゃんとコミュニケー
ションをとれるようになりたい」
という自分自身の本音でし
た。

生産性のある議論が
できるように

小林　その後、チームコーチ
ングを導入すると、社内にい
くつかの変化が生まれました。
まず、当時ナンバー２だった
常務とのコミュニケーション
を最重視しようと努めたこと
により、ともに小林創建を発
展させるチームにいち早くな
れたことが大きかったと思
います。
　そして、ビジョンに対する
共通の理解・温度感ができて

いく中で、他の社員からも「社
長はそう言うけど現場はこう
だ」といった具体的な意見が
会議で活発に出るようにな
りました。そこにモノリスの
田近さんたちがうまく介入し
てくれたことで、従来なら平
行線で終わっていた話が、何
かを動かすための生産性の
ある議論へと変わっていき
ました。
田近　社長ってどうしても、
最前線でありとあらゆる問
題に答えを出す強い存在で
いなければいけないと思い
込みがちです。でもチームコー
チングの過程で、社員の意見
のありがたさや、自分がこん
なにも信頼できる人たちに
囲まれていたのかという事
実に気付く瞬間が必ず訪れ
ます。そうすると、社長は着て
いた鎧兜を脱ぎ、社員に身を
委ねることを覚え、謙虚になっ
ていく。副次的な効果ですが、
これもチームコーチングがも
たらす変化の１つです。
小林　実際、それまで社員の
前で虚勢を張っていたこと
に気付かされ、自然と素直に
なっていきました。まさしく
孤軍奮闘の毎日だったので、
気持ちが少し楽になりました。

目標やビジョンが
「自分ごと」に
三浦　目に見える成果はあ
りましたか？
小林　常務が、当時流行って
いたAKB48をもじって「KSJ
（小林創建住宅受注）48」を掲
げたところ、年間30棟だった
受注数が47棟まで増えたの
はかなり大きな変化でした。
田近　それは社内のコミュ
ニケーションが変わり、同じ
ベクトルに向かって、ノイズ
がない状態になったからこ
そ生まれた成果だと思います。
小林　振り返ると、以前は
「いいものをコツコツつくり
たい」ものづくり系の部門と、
「いいものならたくさん売り
たい」営業系の部門の価値観
がぶつかり合い、お互いに相
手を批判したり、区別したり
するノイズが起きていました
ね。
　でも会議のプロセスで、両
者とも「いいものをつくって
たくさん売った方が幸せだ」
という本音は一緒だという
共通認識ができたことで、自
分たちの目指すものが初め
て腑に落ちた。そうしたプロ
セスのすべてを「KSJ48」とい
うわかりやすいキャッチフレー
ズに込めることで、48棟は単

なる数値目標ではなく、全社
員にとって意味と価値のあ
る48棟となり、ものづくり系
と営業系が１つになって結
果に繋げた。それまで概念で
しかなかった目標やビジョ
ンが、初めて具体的な「自分
ごと」になったのだと思います。
田近　小林創建では２年間、
年に5回ほどのチームコーチ
ングを定期的に行いましたが、
たいてい「３歩進んで１歩下
がる」の繰り返し。とても根気
の要るプロセスではあるの
ですが、次第に社内に「チー
ムをつくってお客様目線で
ものごとを進めていこう」と
いうDNAがつくられ、カル
チャーとして育ったのもチー
ムコーチングを経験したメリッ
トだと言えます。
三浦　カルチャーが根付くっ
て、成果としては大きいです
ね。
小林　現在はチームコーチ
ングを卒業しましたが、会議
のやり方、社員との対話の仕
方が身に付いたおかげで、い
までは社内でのコミュニケー
ションに問題を感じていま
せん。業績も上り調子で、新
たに移住支援事業なども始
めました。
　私がいま考えているのは、
心理的安全性の高い組織を

いかにつくるか。そして、私よ
りも優秀な若い社員たちが
本当にやりたいことを、小林
創建という地元企業を使っ
ていかに自由にやれるかが、
これからの勝負。以前のトッ
プダウンからこういう心境に
変われたのは大きいです。

チームコーチングで
工務店を100年企業に

三浦　工務店におけるチー
ムコーチングの可能性が理
解できました。最後に、田近
さんと豊田さんのおふたりに
チームコーチングを通して
工務店をサポートする思い
についてお聞きします。
田近　日本には100年続く企
業が３万3000社（世界の
40％）、200年企業が1340社
（同65％）あると言われ、国内
企業の９割が同族経営。工務
店の多くもそれにあたります。
実は家業の事業承継にこそ
チームコーチングは効果的で、
前社長子飼いの社員との
ギャップを解消し、新社長の
経営チームをつくるのにも
有効です。
　そんな皆さんを支援して
100年企業へと導くことで、日
本を元気にしたいと考えて
います。
豊田　私と工務店の出会い
は、以前、損害保険会社に勤
めていた頃に遡ります。当時

担当していた工務店社長か
ら「我々は、家族の幸せや子
供の未来のためにお金を使っ
てもらう最高の仕事だ」とい
う話を聞いてからずっとリス
ペクトしてきました。そんな
工務店を、今度はチームコー
チングという手法を使って
受注増や事業承継のお役に
立ちたいと思っています。
三浦　チームコーチングは
大企業のための手法だと思
われがちですが、中小企業、
特にファミリービジネスの形
態が多い工務店にこそ有効
な手法であることが理解で
きました。VUCAと言われ先
行きが不透明なこれからの
時代を社長の独力で乗り切
るのは難しく、一枚岩となっ
て文殊の知恵を出し合える
真のチームとなる必要がある。
　その際、第三者にチーム
コーチングのサポートに入っ
てもらうことで、チームの土
台となるコミュニケーション
を根本から変え、信頼関係と
心理的安全性を構築するこ
とができる。多くの工務店に
関心をもってほしいと思いま
した。
豊田　より多くの人にチー
ムコーチングを知ってもらう
ため、無料トライアルを用意
しています。全国対応が可能
ですので、ぜひ一度体験し、
その効果を感じてください。

先行きが見えない状況であっても、経営者は常に決断と行動、事業の持続的成長を迫られる。そうした工務店
にとって「チームコーチング」が有効だという。単なる組織が能力以上の結果を出すチームへと変わる̶̶その
手法を工務店に伝授する田近秀敏さんと豊田匡臣さん、そしてチームコーチングを導入して経営のあり方を変
えた小林創建の小林捻政さんに話を聞いた。インタビュアーは新建ハウジング発行人の三浦祐成。

脱トップダウン
「チームコーチング」で
社員が、社長が変わった

工務店社長の悩み・
組織の課題を解決する
「一枚岩会議」

リフォーム会社で大工
が参加したチームコー
チングの様子。
最初は抵抗しつつも、
徐々に会議にのめり込
んでいく。
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りました。そこにモノリスの
田近さんたちがうまく介入し
てくれたことで、従来なら平
行線で終わっていた話が、何
かを動かすための生産性の
ある議論へと変わっていき
ました。
田近　社長ってどうしても、
最前線でありとあらゆる問
題に答えを出す強い存在で
いなければいけないと思い
込みがちです。でもチームコー
チングの過程で、社員の意見
のありがたさや、自分がこん
なにも信頼できる人たちに
囲まれていたのかという事
実に気付く瞬間が必ず訪れ
ます。そうすると、社長は着て
いた鎧兜を脱ぎ、社員に身を
委ねることを覚え、謙虚になっ
ていく。副次的な効果ですが、
これもチームコーチングがも
たらす変化の１つです。
小林　実際、それまで社員の
前で虚勢を張っていたこと
に気付かされ、自然と素直に
なっていきました。まさしく
孤軍奮闘の毎日だったので、
気持ちが少し楽になりました。

目標やビジョンが
「自分ごと」に
三浦　目に見える成果はあ
りましたか？
小林　常務が、当時流行って
いたAKB48をもじって「KSJ
（小林創建住宅受注）48」を掲
げたところ、年間30棟だった
受注数が47棟まで増えたの
はかなり大きな変化でした。
田近　それは社内のコミュ
ニケーションが変わり、同じ
ベクトルに向かって、ノイズ
がない状態になったからこ
そ生まれた成果だと思います。
小林　振り返ると、以前は
「いいものをコツコツつくり
たい」ものづくり系の部門と、
「いいものならたくさん売り
たい」営業系の部門の価値観
がぶつかり合い、お互いに相
手を批判したり、区別したり
するノイズが起きていました
ね。
　でも会議のプロセスで、両
者とも「いいものをつくって
たくさん売った方が幸せだ」
という本音は一緒だという
共通認識ができたことで、自
分たちの目指すものが初め
て腑に落ちた。そうしたプロ
セスのすべてを「KSJ48」とい
うわかりやすいキャッチフレー
ズに込めることで、48棟は単

なる数値目標ではなく、全社
員にとって意味と価値のあ
る48棟となり、ものづくり系
と営業系が１つになって結
果に繋げた。それまで概念で
しかなかった目標やビジョ
ンが、初めて具体的な「自分
ごと」になったのだと思います。
田近　小林創建では２年間、
年に5回ほどのチームコーチ
ングを定期的に行いましたが、
たいてい「３歩進んで１歩下
がる」の繰り返し。とても根気
の要るプロセスではあるの
ですが、次第に社内に「チー
ムをつくってお客様目線で
ものごとを進めていこう」と
いうDNAがつくられ、カル
チャーとして育ったのもチー
ムコーチングを経験したメリッ
トだと言えます。
三浦　カルチャーが根付くっ
て、成果としては大きいです
ね。
小林　現在はチームコーチ
ングを卒業しましたが、会議
のやり方、社員との対話の仕
方が身に付いたおかげで、い
までは社内でのコミュニケー
ションに問題を感じていま
せん。業績も上り調子で、新
たに移住支援事業なども始
めました。
　私がいま考えているのは、
心理的安全性の高い組織を

いかにつくるか。そして、私よ
りも優秀な若い社員たちが
本当にやりたいことを、小林
創建という地元企業を使っ
ていかに自由にやれるかが、
これからの勝負。以前のトッ
プダウンからこういう心境に
変われたのは大きいです。

チームコーチングで
工務店を100年企業に

三浦　工務店におけるチー
ムコーチングの可能性が理
解できました。最後に、田近
さんと豊田さんのおふたりに
チームコーチングを通して
工務店をサポートする思い
についてお聞きします。
田近　日本には100年続く企
業が３万3000社（世界の
40％）、200年企業が1340社
（同65％）あると言われ、国内
企業の９割が同族経営。工務
店の多くもそれにあたります。
実は家業の事業承継にこそ
チームコーチングは効果的で、
前社長子飼いの社員との
ギャップを解消し、新社長の
経営チームをつくるのにも
有効です。
　そんな皆さんを支援して
100年企業へと導くことで、日
本を元気にしたいと考えて
います。
豊田　私と工務店の出会い
は、以前、損害保険会社に勤
めていた頃に遡ります。当時

担当していた工務店社長か
ら「我々は、家族の幸せや子
供の未来のためにお金を使っ
てもらう最高の仕事だ」とい
う話を聞いてからずっとリス
ペクトしてきました。そんな
工務店を、今度はチームコー
チングという手法を使って
受注増や事業承継のお役に
立ちたいと思っています。
三浦　チームコーチングは
大企業のための手法だと思
われがちですが、中小企業、
特にファミリービジネスの形
態が多い工務店にこそ有効
な手法であることが理解で
きました。VUCAと言われ先
行きが不透明なこれからの
時代を社長の独力で乗り切
るのは難しく、一枚岩となっ
て文殊の知恵を出し合える
真のチームとなる必要がある。
　その際、第三者にチーム
コーチングのサポートに入っ
てもらうことで、チームの土
台となるコミュニケーション
を根本から変え、信頼関係と
心理的安全性を構築するこ
とができる。多くの工務店に
関心をもってほしいと思いま
した。
豊田　より多くの人にチー
ムコーチングを知ってもらう
ため、無料トライアルを用意
しています。全国対応が可能
ですので、ぜひ一度体験し、
その効果を感じてください。

先行きが見えない状況であっても、経営者は常に決断と行動、事業の持続的成長を迫られる。そうした工務店
にとって「チームコーチング」が有効だという。単なる組織が能力以上の結果を出すチームへと変わる̶̶その
手法を工務店に伝授する田近秀敏さんと豊田匡臣さん、そしてチームコーチングを導入して経営のあり方を変
えた小林創建の小林捻政さんに話を聞いた。インタビュアーは新建ハウジング発行人の三浦祐成。

脱トップダウン
「チームコーチング」で
社員が、社長が変わった

工務店社長の悩み・
組織の課題を解決する
「一枚岩会議」

リフォーム会社で大工
が参加したチームコー
チングの様子。
最初は抵抗しつつも、
徐々に会議にのめり込
んでいく。


