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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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部門風土の刷新（職場の活性化） 概要 

目的 
 部門（職場）風土とは何かを理解し、刷新の重要性を認識する。 

 自部門（職場）の風土診断を通じて、活性化の方向を明確にする。 

対象 
部長、課長（部門長） 

所要時間 

３時間 

教材 
 シート① 部門風土の刷新 
 シート② 部門風土の分析と評価 
 シート③ 部門風土の分析演習 
 ワークシート① 部門風土のスタイル分析（診断） 
 ワークシート② 部門風土のスタイル分析（集計用紙） 
 ワークシート③ 部門風土刷新目標 
 ワークシート④ 部門風土の刷新策（例） 



2 

時間配分 
 

項目 分 

はじめに ５分 
部門風土とは １５分 
部門風土の簡易診断 ５分 
自部門の刷新のステップと診断の枠

組み 
１０分 

部門の診断演習の手順（説明） ５分 
個人診断 １５分 
グループの統一目標の作成 ２０分 
集計表と模造紙の記入 １０分 
風土分析の枠組み ２０分 
風土刷新策の検討 ３５分 
発表とコメント ３５分 
まとめ ５分 

合計 １８０分 

 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい



研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

 

主題の板書 

 管理者の役割の１つに職場風土の刷新を目的とした「職

場の活性化」がある。 

 職場という集団は常に「生き生きとした活力ある状態」

にしておかなければならない。これも管理者の重要な役

割の１つである。 

 人の育成がＯＪＴであるなら、職場の活性化は集団の育

成と考えれば良いであろう。 

 集団は常に成長していく。人と人との関係が密になり、

連携が強まれば強まるほど、集団は成熟し、業績は上が

っていく。 

 逆にその集団が悪い状態になっていくと悪い規範がはび

こり、雰囲気も悪くなっていくし、業績も低下していく。

 この会合ではこの職場に大きな影響を与える職場の風土

とは何かを理解するとともに自職場（部門）の風土分析

を行うことにより、活性化の方向を探っていく。 

部門風土とは 

（１５分） 

シート①  まず、職場の風土とは何かを説明しよう。ここでいう職

場は部や課を指すので部門風土に置き換えてもよい。 

 職場には独特の雰囲気や行動規範があり、職場メンバー

は知らず知らずにその雰囲気や規範に合った行動をとる

ようになる。 

 その土着した気風や見えざる掟のことを風土（climate）
と呼ぶ。 

 会社全体の風土を組織風土と呼び、部門内にあてはめた

場合、部門風土と呼ぶことになる。 

 風土はどのように組織力に影響するのであろうか。 

 組織の力は人（能力）としくみと風土の３つにより構成
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

されていると言われているが、風土のよしあしが組織の

力に大きく影響してくることが分かってきた。 

 但し風土は実態がつかみづらいものであるので、能力や

仕組みとの関連でとらえる必要がある。 

 

 

 

 風土は事業形態によって基本的傾向が決まってくるが、

その会社の伝統や慣例、経営者のリーダーシップ（タイ

プ）のとり方からも風土が作られていく。 

 また部門内では部門長の姿勢やメンバーの特性や職場状

況の中から作られることもある。 

 風土を一度に刷新することは難しいが、管理者のやり方、

姿勢次第で少しずつ変えることはできる。 

 この風土が会社全体として固定化されたものが「企業文

化」である。この会合では企業文化を刷新することを狙

いとしていないが、企業文化についても少し触れておこ

う。 

 風土が長年にわたって固定化されてくるとそこには独特

の文化が形成される。 

 『シンボリック・マネジャー』を書いたＴ．ディールは

「リスクの大小」「フィードバックの早い遅い」によって

４つの文化に分けることができると言っている。 

 企業文化は「組織の人々に共有化された価値体系」をさ

す。 

 その文化を２つの尺度から２分できる。 

 リスクは大きいが結果のフィードバックが強い（すぐ結

果が出る）会社は男性的文化になる。 

組織力 
能力 しくみ

風土 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 例えば映画会社、広告、テレビ、出版、ゲームソフト会

社などがこれにあたる。 

 このような会社は個人主義になり、持続性よりスピード

が求められるようになり、厳しい内部競争に打ち勝った

タフな英雄が生き残る。 

 ギャンブル性が高いため、男性的文化が形成される。 

 次がリスクは大きいが結果がすぐ出ない会社である。こ

れは「会社をかける文化」になる。 

 この文化にあてはまる会社は石油掘削会社や航空機製造

会社などである。 

 この会社は慎重な気風になり、物事を決めるのは会議を

通じて合意で行われるのが一般的で情報を重視し、熟練

のある人が尊重される。 

 次がリスクは小さいが結果がすぐ出る会社である。この

会社は“よく働き、良く遊ぶ”文化になる。 

 これにあてはまる会社は小売業、スーパー、百貨店、訪

問販売会社などである。 

 この会社は努力が要求され、集団の一体感が重要になり、

スタミナが必要となる。 

 後がリスクは少なく、結果がすぐに出ない会社である。

この会社は手続き文化になってしまう。 

 これにあてはまる会社は行政体、各種法人、電力会社な

どで銀行などもこの文化に当てはまる。 

 結果が見えないため、手続きの方に関心が行き、失敗を

恐れる風土になる。慣例を重視し、技術的正確さが求め

られる。 

 こういった文化は事業や業種特性により、その傾向にな

ることはやむを得ないが、その中にも強い文化と弱い文

化があり、常に強い文化になるように努力しなければな



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　部門風土の刷新

シート②　部門風土の分析と評価

シート③　部門風土の分析演習



シート① 

部門風土の刷新 

 
１．部門風土とは 

 職場には特有の雰囲気や行動規範があり、職場メンバーは知らず知らずのうちに、それに

合った行動を取るようになる。 
 その土着した気風、見えざる掟のことを風土と呼ぶ。会社全体では組織風土となるが、こ

れを部門にあてはめたものが「部門風土」である。 
 組織力を構成する要素は「人」と「しくみ」と「風土」と言われているが、風土も組織力

に大きな影響を与えていることを忘れてはならない。 
 風土は、その企業の事業や業種特性、伝統や慣例、経営者のリーダーシップのとり方など

によって異なってくるが、部門単位で見た場合、管理者の姿勢や職場の人間関係の状況など

によって作られることが多い。 
 グリッド理論のＲ．ブレイク＆Ｊ．ムートンは「管理者が部下から仕事の成果を引き出す

ためには、部下を管理するのではなく、風土を管理する必要がある。その責任が自覚された

とき、マネジメントの基本的単位は、もはやばらばらの孤立した個人ではなくなっていく。」

といっており、管理者による風土刷新の重要性を訴えている。 
 風土は形のないものであるが、ある枠組みで測定すれば傾向を把握することができる。こ

れが組織風土の分析であり、部門風土の分析である。 
 
２．企業文化と風土

 組織風土や部門風土が固定化されていくと、特有の企業文化へと発展していく。『シンボ

リック・マネジャー』の著者Ｔ．ディールは、文化にはリスクの大小、フィードバックの

早い・遅いによって４つの文化があるといっている。しかしその文化の中にも強い文化と

弱い文化があり、より強い文化へ変革していかなければならないと示唆している。 

 

４つの企業文化 

成果のフィードバックの時間の長さ 

             短い          長い 

男性的文化 

・個人主義 

・持続力よりスピード 

・きびしい内部競争 

・タフな英雄 

・ギャンブル性 

会社をかける文化 

・慎重な気風 

・集団、会議を通じた分析、決定 

・情報重視 

・熟練 

よく働きよく遊ぶ文化 

・努力に重点を置く 

・集団一体感 

・スタミナ 

手続き文化 

・手続き重視 

・失敗を恐れる（保身） 

・慣行 

・技術的完璧さ 

大
き
い 

 
 
 
 
 
 
 

小
さ
い 

リ
ス
ク
の
大
き
さ 

（シンボリック・マネジャーより）  



ワークシート

研修の演習時に使用するワークシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

ワークシート①　部門風土のスタイル分析（診断）

ワークシート②　部門風土のスタイル分析（集計用紙）

ワークシート③　部門風土刷新目標

ワークシート④　部門風土の刷新策（例）



ワークシート① 

部門風土のスタイル分析（診断） 

 
 この評価表は、あなたの部門の特徴になっている慣行や仕事のやり方などを分析しよう

とするものです。 

 あなたの現在の職位で、部門全体のことがよくわかっている場合は、評価表の各５つの

項目について、あなたの目から見た部門の実態に照らして、それに近い順に順番をつけて

ください。 

 順位づけをする前に、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅの各項目をよく読んでください。 

 この５つのうち、あなたの部門の特徴に一番近いものを１としてください。次に、２番

目に近いものを２とします。同様にして３、４、５を決めて記入してください。５はまっ

たくそのような状態にないものです。 

 特に順位１を選ぶ場合は、日常業務の典型的な現在のありのままの姿に基づいて判断し

てください。 

 部門の状況が昔に比べて良くなったとか、悪くなったとかいう見方でつけないでくださ

い。 

 



ワークシート① 

１．目標 

個人 グループ  

（  ） （  ） ａ．あなたの部門の管理者は、きちっと割りつけられた目標を持っている。

目標は、かなり一方的に上から押しつけられるので、これを修正する

機会は少ない。 

（  ） （  ） ｂ．管理者は、目標を持っているが漠然としたものである。その目標は、

対人間の摩擦を 小限に抑えようとするためであるので、抽象的で誰

でも同意できるものが多い。 

（  ） （  ） ｃ．管理者はおおむね過去の経験から割り出された目標を持っている。従

って目標は意欲的でもなく、そうかといってあまり低すぎもしない。 

（  ） （  ） ｄ．管理者は、目標観念が薄い。例年通りの漠然とした目標は持っている

が、一つずつ片づけるとか、ことが起こるたびに変更するといったや

り方である。 

（  ） （  ） ｅ．管理者は、定量的で具体的な目標を持っている。この目標は、上司と

十分に話し合いが行われ、理解と同意のもとに設定されているので、

会社全体の目標とも合致している。また現在の情勢も的確に織り込ま

れている。 

 

２．目標設定の仕方 

個人 グループ  

（  ） （  ） ａ．愉快で友好的な話し合いで目標設定が行われるが、お互いの気持ちを

傷つけまいとして、核心にはあまりふれない。 

（  ） （  ） ｂ．徹底的でしかもやりがいのある話し合いが行われる。理解と納得に基

づいて、効果的で意欲的な目標が設定されている。 

（  ） （  ） ｃ．目標は上から一方的に示される場合が多い。上司の割りつけた目標を

押しつけられるような雰囲気がある。 

（  ） （  ） ｄ．目標設定にあたっては、一応関係者とも話し合って決める。しかし、

意見の食い違いなどがあると妥協により決められる。 

（  ） （  ） ｅ．目標については一応話し合うが、何が決まったのかはっきりわからな

い。ややもすると設定されていないこともある。 
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