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産其カウンセリングセンター･コン

サルタントを糧て､メンテイグルー

プ代云取締役 コンサルタント｡

マネジメントの視点からのメンタ

ルヘルス対策を中心にコンサルティ

ングや研修を行っており､金融機関･官公庁等のマニュ

アル策定にも挑わる｡

情報サイト｢ストレスケアCom｣の絹典良も耗ね､香

寺削こrストレス解消ハンドブックJ(PHP研究所)がある｡

B経ビデオrメンタルケアの聞く技術上PHPビデオ

rメンタルヘルスケア実践のポイントJの監修も行って

いる｡

a
部下に ｢負荷のかかる要求｣をせざる

をえない時代

今回も､引き続き｢マネジメント スタンダード｣

について考えてみたいと思います｡今回ご紹介す

るのは､｢ロール(役割の明確化)｣と｢サポート(支

揺)｣の2つです｡

韻近､｢ビジネスを取り巻く環境が厳しさを増

している｣という話をよく聞きます｡海外勢との

頒争が激化し.顧客や取引先からの要望も､ます

ます厳しくなっているようです｡

このような環境下では､職場の誰もが困難な業

務や､負荷の高い業務に取り組まざるをえません｡

各耽喝の上司やリ一ダーは.自分の本意ではない

としても､外部環境が厳しいために､部下に｢負

荷のかかる要求｣をせざるをえないこともあるだ

ろうと思います｡

こうした外部環境が今後も続いていくとすれ

ば､上司は部下に対して､いっそう国難な喜栗題や､

高い/ルマを課ざざるをえなくfJ:リます｡そうし

た場合に上司に求められてくるのは､｢部下にス

トレスを乗り越えてもらうためのマネジメント｣で

はないかと思います｡

ここで少し､ビジネスから離れた世界のことを

考えてみましょう｡

世の中には､｢部下に強いストレスを与えるの

が役割｣とも言えるような仕事があります｡それ

は､防栃､警察､消防などの組寂の指揮官です｡

これらの細鼓の指手蔓官は､部下に対して.命を失

う危懐がある場所に赴くように命令せざるをえない

場合があります｡そのような､危候をともなうスト

レスの高い任手引こ耐え抜いてもらうときに不可欠な

変兼が､今回ご紹介する｢口-ル｣と｢サポート｣です｡

⑳ 孟芸芸ヨンをよく埋角等してもらうこと

欧州と北米の防衛同盟であるNATO(北大西洋
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■ 艶

条約機構)では､兵士のストレスに対して効果的

な支援を行うために､指拝官向けの心理支援カイ

ドがつくられていますOそこには､次のような言

菜があります｡

｢TE士は､ミッションを増捕手し､Ill_揃の両でも個

人的な面でも､リ-ダーから支招されていると悠

じるときに.lT_4%の臓しぎに耐えfLrこうとする｣

この一文には､部下にストレスを乗り越えても

らうための大きなヒントがあります｡

1つ巨のポイントは､ミッション(使命)をよく

理解してもらい､ロール(役割)を明確にするとい

うことです｡

たしかに､EE…隊で働く兵士たちは､命を語とす

危険があることをあらかじめ覚悟しているかもし

れません｡しかし､それでも､意味のない｢無駄

死に｣をしたいとは､経も思っていないはずです｡

仮に命を落とすことがあったとしても､それは｢国

のため｣｢仲間のため｣､何より｢変する家族のため｣

だからこそであって､何の意味もなく死ぬことは

絶対に避けたいでしょう｡

｢自分は意味があることをしているんだ｣､｢価

値があることをしているんだ｣と思えなければ､

命の危険があるほどのストレスに耐え抜こうとい

う気持ちにはなれませんDつまり､各兵士に､ミッ

ションの意喪と自分の役割をきちんと理解しても

らい､｢価値のある仕事の一発を担っているのだ｣

と思ってもらうことが必要なのです｡

⑳ 吉富がサボ- 卜することで削 越えら

2つ目のポイントは､｢サポー ト(支援)｣です｡

任手引こ意義を悠じてさえいれば過酷な状況でも耐

え抜くことができるのかといえば､必ずしもそう

とは言えません｡

たとえば､上官から｢畝の中に突っ込め｣と命令

されたときに､｢この任掛まとても重要だ｡だけど､

うちの上官はいざとなったら私を置いて､逃げて

しまうかもしれない｣などと､不安に思っていれ

ば､いくら住持に悪銭を感じていても突っ込んで

いく気にはならないはずです｡

反対に､｢うちの上官は､必ず後方から自分を

守ってくれる｡万が一､敵に捕まっても､仲間と

一緒に必ず救出しに来てくれる｣と思っていれば､

勇気を持って突き進んでいくこともできますO

任掛 こ棄強を感L;､そのうえで｢リーダーや仲

間から支援してもらっている｣と思えたときに､苦

しい任字引こも耐えられるのです.

⑳ ro一ル｣と｢サポー ト｣を有効に使う

軍隊という最も過酷な職場の例で説明しました

が､一般の職場でも同じことが言えます.

部下にストレスを乗り越えてもらうためには､

｢会社の製品やサービスが､いかにお客様や社会

の役に立っているのか｡その中で､自分たちほど

の部分の役割を担っているのか｣を伝え､｢自分た

ちは､人の役に立つ､価値のある仕事をしている

んだ｣と思ってもらうことが必要です｡

そのうえで､部下に対して課題を与え､取り組

んでもらいます｡もし､困虻な課題を与えるので

あれば､最大限の支援をするのか上司の役割ですO

卜L/一二ンクの喝を提供し､仕事かしやすくな

るように手助けをし､｢何かあれば､いつでも助

けるよ｣という姿勢を示しておくことが大切です｡

｢全面的に支援してもらっている｣と感じれば､困

膏巨な讃差引こ挑戦し､鷹しい状況に耐え抜こうとい

う気持ちも湧いてきやすくなりますO

外部環境の威しさに負けないためにも､｢ロー

ル(ミッション)｣と｢サポート｣の2つの要崇を有効

に使ったマネジメントを行って､部下に仕事のス

トレスを乗り越えてもらいましょう｡
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