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「真・報連相」と社労士の関わり

　近年，「真・報連相」の研修講師として，
手応えを感じるようになりました。
　私と「真・報連相」との出会いは，平成14
年にさかのぼります。私は平成７年に開業登
録をしたのですが，日々の手続業務に埋没し
ながらも，「人の役に立つ話ができる社労士
になりたい」という夢を持っていました。そ
んな時，経営者団体の会合で，ある社長が「全
社一丸の体制で新しい市場の創造に取り組
む」ために「真・報連相」を実践しているこ
とを聞き，興味を持った私は，さっそく事務
所の全員で「真・報連相」研修を受講したの
です。以来12年間で，自らも研修講師を務め
るようになるなど，「真・報連相」は，私の
社労士としての働き甲斐の基礎にもなる領域
となりました。
　「真・報連相」─初めてお聞きになる方
もいらっしゃるかもしれませんが，“真” とは，
“現実の”という意味です。今までの報連相は，
「どのようなやり方がよい」という “やり方
や手段”（技）の領域にとどまっていました。
「真・報連相」は，手段系の領域だけでなく，
「目的」・「環境（相手）」・「自己」との関連で
とらえた，「“心技体の” 報連相」です。人を
大切に育て，良い人間関係を築くために大変
有効な考え方です。
　近年，職場における労使関係や社員同士の
コミュニケーションの問題は深刻です。「平
成24年度の相談，助言・指導，あっせんの概
況」（厚生労働省プレスリリース）によると，
労働相談の件数は総合で年間106万件を超え
ており，内訳としては「いじめ・嫌がらせ」
がトップとなっています。「いじめ・嫌がらせ」
が起こる背景には，職場におけるコミュニケ
ーション不全があると考えられます。また，
やはり件数が多い「解雇」などの紛争の場合
も，ちょっとした行き違いや話し合いの不足
など，コミュニケーション不足に端を発して

社労士業務との親和性が高く，
お薦めしたいジャンルです！
すでに約160名の社労士が
講師として活躍中です！

「真・報連相」研修
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大きなトラブルとなるのが常です。「真・報
連相」は，こうした今日的な労使問題の解決
方法の実践的な視点を与えてくれるもので
す。今こそ，これを広めていくことが求めら
れています。
　「真・報連相」は，保険関係の手続き等の
実務面から現場に接し，職場における良好な
人間関係のあり方の課題も熟知している，「良
い人間関係を創る専門家」である社労士の業
務との親和性が高いので，仕事の領域を拡大
しようと心がけておられる方には，ぜひ，こ
れを素材として取り入れた研修を行い，「売
れる研修講師」になることをお薦めいたしま
す（また，このことが社会的な急務であると
も思います）。

「真・報連相」の基本的な理解

　「真・報連相」は，一般社団法人 日本報連
相センター（以下「センター」）が提唱・推
進しているものです。その基本理論について，
簡単にまとめておきましょう。

「真・報連相」
＝「質の高い仕事の進め方」そのもの

　「真・報連相」とは，人と人が連携して仕
事をする上で欠かせない，情報の共有をより
良く行うためのものです。一口に言えば，「質
の高い仕事の進め方」そのものです。そして，
これこそが，質の高い仕事の成果をあげるた
めには欠かせないものです。センターでは，
「質の高い仕事の成果をあげる人」には，次
のような関係式があることを解明しています。

「質の高い仕事の成果をあげる人」
＝「質の高い専門性」×「質の高い仕事の進め方」

それぞれの仕事
の遂行に必要な
専門的知識など

人と人が連携して仕
事するための情報の
共有＝真・報連相

　良い仕事を推進するためには，「専門性」
と「仕事の進め方の質」，いずれも高いこと
が求められます。一方が10点満点でも，他方
が０点であれば，成果は０点という計算にな
ります。例えば私の経験でも，医療の専門家
で，見識は業界随一であるという点に異論は
ないものの，「この人とは一緒に仕事をした
くない」と思わせる人がいました。この人の
周囲では，人が育たず，採用と退職が繰り返
されています。一方，医療に関する知識・見
識が高いことはもちろんですが，人の意見に
真剣に耳を傾けてくれると定評のある人の周
りには，人が集まって活気があります。どち
らが「質の高い仕事の成果をあげている」と
言えるかは自明でしょう。

「真・報連相」の３つの核心

　「真・報連相」には，３つの核心があります。

①３つの視点
②３つの深度
③５段階のレベル表

【第１の核心：３つの視点】

　「目的」「環境（相手）」「自己」の３つの視
点から「手段」としての報連相をとらえるの
が「真・報連相」です（図１参照）。

■図１　「真・報連相」の３つの視点

目的
（何のために）

自己環境
（たとえば相手）

©糸藤正士

手段手段
（複数の手段の中から環境，（複数の手段の中から環境，
目的に照らして選択）目的に照らして選択）

手段
（複数の手段の中から環境，
目的に照らして選択）



31号90

目 的：何のための報連相なのか，目的によっ
て内容や表現を変えなければ，適切な報連
相はできません。例えば詳しい報告書が良
いのか，簡潔な速報が良いのか，これは目
的によって変わってきます。
相 手：例えばAさんにとっては良い報告が，
Bさんにとっては良くない場合がありま
す。相手が求めている情報に応じて，報連
相のやり方を変えなければなりません。手
段（報連相）を固定化してはダメなのです。
自 己：報連相の質の高低は，報連相をしたり，
されたりする「自己」に左右されます。例
えば，正直な報告をする自己かどうか，と
いうことです。

【第２の核心：３つの深度】

　「情報の共有化」には，３段階の深度があ
ります（図２参照）。
　情報として伝えなければならないのは，文
字・数字といった事実情報だけではありませ
ん。その文字・数字の意味（目的）を伝える
ために，目的，背景，全体状況，経緯などの
意味づけ情報を提示し，意味（目的）を共有
化することが必要です。これによりワケ（意
味）がわかれば，判断でき，自発的に動ける
ようになります。
　さらに，発信者の「思い」を共にするとこ
ろまで深化させた状況が，「考え方の波長の
共有化」です。ここを目指してこそ，仕事の
質が高くなります。

【第３の核心：５段階のレベル表】

　「真・報連相」は，レベルを５段階に区分し，

一覧表化しています（図３参照。以下，この
表を「レベル表」という）。
　このレベル表は，「初級社員から上級幹部
までの仕事の進め方（報連相）」を示したも
のです。また，実際に職場での「良い報連相」
や「良くない報連相」を分析し，改善方向を
考えるにあたっても「導きの糸」となるもの
です。レベル表をじっくりと読めば，「真・
報連相」の魅力が伝わるはずです。

「真・報連相」研修講師になるには

　「真・報連相」の研修講師に興味を持たれ
た方は，まず，センターで登録を行いましょ
う。登録によって，センターの提供する研修
資料を自由に自分のものとして使用する権利
を得ることができます。
　登録後に研修講師を目指す人のために，セ
ンターでは豊富な支援策を準備しています。
理解を深めるためのテキストも豊富ですし，
研修メニューも「真・報連相入門講座」「真・
報連相公開セミナー」「真・報連相研修の講
師に成るための基礎講座」の３種類が準備さ
れており，参加費も極めてリーズナブルです。
また，研修講師を目指す方が次々に参加され
ますから，気持ちの合う仲間もできます。
　ちなみに，現在，約500人の登録者のうち，
社労士が４割弱を占めています。内訳として
は，個人登録が多いようです。複数の社内講
師がいて，それぞれが社員研修や社内の勉強
会で使用する場合には，法人登録が必要です。

■図２　「真・報連相」の３つの深度

深度１ 事実情報の共有化 知っている（文字・数字・データ） 聞く

深度３ 考え方の波長の共有化 「思い」を共にする（共感・感動） 聴く

深度２ 意味（目的）の共有化 わかっている（意味が通じる） 訊く

©糸藤正士
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■図３　「真・報連相」の５段階のレベル表
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研修受注のためのノウハウ

　「真・報連相」の研修を受注するために，
何か特別なノウハウがあるというわけではあ
りません。ただ，「顧客の創造」という概念
がありますが，「誰でもいいから参加してく
ださい」と案内するのではなく，ターゲット
を明確にすることは大切かと思います。
　今後，急激に少子高齢化が進展しますが，
「社員を消耗品扱い」する企業では，将来の
発展は期待できないといえます。「真・報連相」
が想定する「顧客」は，「経営組織の力を高
めたいと考えている企業」，すなわち，企業
の業績を向上させるためにも “社員の成長”
を大切にしている「良い企業」です。このよ
うな企業に，定期的に「真・報連相」の研修
をアピールすることが大切です。
　社労士は職場の実際を熟知した専門家です
から，とてもインパクトのある研修ができま
す。企業にとっては，社労士に「真・報連相」
の講師をしてもらえるということは，職場の
労使関係や人間関係の改善の参謀役になって
もらえるということですから，とても心強い
ことです。このあたりは，大いにアピールし
たいポイントです。
　私の場合は，年間２回のオープンセミナー
を開催しています。基本的には，５名一組，
３組程度の参加者で開催します。事務所だよ
り，経営者団体のセミナー案内，ファックス
ＤＭ，銀行発行の経営者向け雑誌への掲載な
どにより幅広く案内を行い，参加費も会場代
や資料代程度の安価な額に設定しています。
これに参加した企業の管理者が「良い研修体
験だった」と感じると，次は「うちで導入し
たい」「社内で研修をお願いしたい」といっ
た依頼につながっていきます。
　また，「真・報連相」の研修をきっかけに，
研修を実施した企業から次の仕事の依頼を受
けることもよくあります。

●Ｚ社の事例●

広告を見て研修依頼，その後労務相談顧問に
　社員数200名ほどの会社から「銀行の情報
誌に掲載されていた報連相研修をお願いした
い」との依頼がありました。「営業マンの報
連相に問題がある」とのことで，営業担当社
員の20名ほどを対象に１日研修を実施した
ところ，参加した営業部長が「これからは報
連相こそが営業の極意だ」として他の社員に
も展開することを会社に意見具申してくださ
り，さっそく，３回に分けて全員参加で研修
をすることになりました。
　３回の研修が終わった後，総務部長と面談
をしたところ，次のような声が返ってきまし
た̶̶「実は，当社の半分が女性だが，当
社の数十年の歴史の中で，女性への研修は一
度もしたことがなかった。最も効果があった
のは，女性の電話対応の中身が変わったこと
だ」。参加した女性社員から，「電話の取次の
目的，電話をしてきた人の思い，伝言を伝え
る相手への思いなど，目的意識を持つことの
大切さが身にしみた」などの声が寄せられた
とのことでした。
　この会社とは，その後に，時間管理の改善
対応や労務問題でも次々に相談が続き，顧問
契約で対応させてもらうまでになりました。

研修を成功させるためのポイント

　センターの研修講師養成講座等に参加する
ことが基本を理解する早道ですが，同時に実
践の場を持たなければ，本当の技量は身につ
きません。冷や汗を流しながら，ぜひとも一
度，講師を務めてみてください。
　ここでは，実際のプログラム，研修を成功
させるためのポイントをご紹介します。

標準的なプログラムと応用事例

　センターのホームページには研修プログラ
ムの標準パターンが掲載されていますが，こ
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こでは，１日研修のプログラムをご紹介しま
す。

　このプログラムに沿って実際に研修をして
みるとわかりますが，研修の目的を確認した
後に実施される「自己と職場の紹介」から，
すでに研修の本質が展開されます。これは，
１人５分ほどの持ち時間で自己紹介の事前宿
題シート（文字の事実情報）を口頭でグルー
プ内に説明し，事実情報の意味を伝え，残り
時間があれば若干の質疑応答をするというも
のですが，実は，この質疑応答で共感や発見

が生まれます。それが「考え方の波長の共有
化」であり，心地よいものであることを体験
するのです。
　ご紹介したのは１日研修の標準パターンで
すが，このほか，２日研修や半日研修，２時
間程度のセミナーや講演なども可能です。他
の研修，例えば「リーダー研修」「幹部管理
者研修」「営業マン研修」「新入社員研修」「業
務改善勉強会」などの中に２時間から半日程
度で取り入れることもできます。
　また，「真・報連相」の考え方をベースと
して別の研修を行うこともできます。例えば，
私は，昨年から今年にかけて「パワハラ問題」
が発生した200名規模の職場での講師依頼を
受けたのですが，この時は，単なる法令上の
解説をするのではなく，職場の人間のコミュ
ニケーションという観点から，「良好な職場
環境づくり」というテーマで，「真・報連相」
の考え方をベースに研修を実施しました。
　研修の目的や受講者，先方の要望に合わせ
て，臨機応変に内容・進め方を組み上げるこ
とができるのは大きな強みだと思います。ち
なみに，この企業からは，再度，管理者向け
に同じテーマでの研修の依頼も得ました。

（受講者の声）
【給食業】Ｉさん
今回の研修を受けて，自分の報連相はレベル
の低いものだと実感しました。今後は研修を
受けたことを生かして質の高い報連相を創り
あげていきます。より良い報連相をするには，
まず，会社の人間関係を良くすれば良いと思
いました。
【建設業】Ｈさん
相談をするには，指示を仰ぐだけでなく，自
分の意見を用意しておくことも大切だと感じ
ました。報連相をする側も，される側も，相
手の立場で主張を理解するように努めること
の大切さに気づきました。

9：30

12：00

（1）研修の目的
（2）自己と職場の紹介
（3） 職場の報連相の現状認識およ

び質の高い報連相とは
（4） レベル表を活用して真・報連

相の理解を深める【レベル１
度～３度】

　・手段思考よりも目的思考
　・情報の共有化を深める
　・積極的傾聴とは
　・５Ｗ２Ｈによる表現
　・中間報告の重要性
　・コスト意識と報連相　など
　・ 講義，個人・グループ演習と発

表，質疑応答
昼食・休憩

13：00

17：30

（5） レベル表を活用して真・報連
相の理解を深める【レベル４
度～５度】

　・一段高い視点でしている
　・ 情報を意味づけるのは自己であ

る
　・報連相が悪いのは自分にも原因
　・相手の好みに応じた報連相
　・ 情報によるマネジメントを行う

 など
　・ 講義，個人・グループ演習と発

表，質疑応答
（6）真報連相の職場展開の進め方
（7） 自己育成計画書と相互啓発討

議
（8）まとめ・感想発表



31号94

理屈を体験で体得する方法を取り入れる

　「真・報連相」の理屈は，体験により体得
してもらうことにより，より理解が深まると
思います。
　私は，１日の場合，午前中に「真・報連相」
の理論を説明したうえで「グループ討議での
コンセンサス体験」，午後の眠い時に「サイ
コロの図を使った報連相ゲーム」や「ＤＶＤ
の動画を使った事例研究」を行い，最後に「職
場の手作り報連相シート」を作成する，とい
う流れで研修を行っています。

（受講者の声）
【製造販売業】Ｎさん
報連相の意味，目的を明確にすることで，一
つ一つの行動が変わることや，伝え方を具体
的にすることで仕事の効率化につながること
を実感した。自分自身が整理して理解し，社
内全体に広げて行きたいと思いました。特に
サイコロゲームは分かりやすかったです。

参加者が「主人公」の運営を行う

　私の研修では，皆さん，最初は「長時間の
研修だな」という顔をしているのですが，終
わりの頃には，「え，もう終わりなの？」と
いうような顔をしているのが常です。
　それはなぜか。基本的な考え方の説明をし
た後に，提示したテーマについてグループデ
ィスカッションを繰り返す方法で実施してい
るからです。これは，お互いが智恵を出し合
いながら，何らかの解答を出すことを目指し
ていくものですから，常に前向きな姿勢で関
わることになります。主体的に過ごす時間は，
短く感じるものです。

（受講者の声）
【通信業】Ｋさん
社内の中でも，こんなに長く話し合いをする
ことがありませんでした。初めて会った人ど

うしでも，こんなに一体感を持てた事につい
て驚きました。自己の意見の重要性，社内で
の話し合いの重要性，上司，部下の垣根を越
えた話し合いをしていこうと思いました。

＊

　研修は，他の講師の良い研修の流れを取り
入れていくことで，徐々に充実させていくこ
とができます。まず実践し，他者の事例を学
び，そして再度実践することで，研修もこな
れたものになっていきますし，自分自身の理
解もさらに深まります。

「真・報連相」研修講師を
目指す方へのアドバイス

　「真・報連相」研修講師を目指す方へ，３点，
アドバイスをさせていただきます。
　第１に，まず登録することと並行して受注
し，それからセンターの研修講座などに参加
して学んでください。「講師として上手にな
ってから受注する」というのは，「いつまで
も受注する気が無い」のと同じです。
　第２に，「伝えたいことは何か」を常に意
識するようにしてください。技法としての話
法や滑舌は二の次です。「伝えたい熱いもの」
がある講師の話は，相手にきちんと伝わりま
す。私も，滑舌の悪さ等に自己嫌悪していた
時期がありましたが，へこたれずに取り組ん
できました。
　第３に，「真・報連相」を自ら実践してく
ださい。自社内や顧客，あるいは家族との間
での「情報の共有の成功」の体験は，講師を
する上での自信にもなります。「あの人は報
連相の講師なだけあって，さすが情報の伝え
方が上手だ」と言われるようになりましょう。

登録先：㈳日本報連相センター
ＨＰ　：http://www.nhc.jp.net


