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　おかげさまで本年、弊社は創立45周年を迎えさせてい
ただくことができました。この夏に、新しい本社と併設す
るエンディングサポートセンターが完成いたしますと、施
設の数、容積ともに地域内最大級となります。ハード面が
整った今、50周年、100周年に向けてのさらなる発展のた
めに、社の礎となる人材の育成が重要と考えております。
　そこで本日は日本女子体育大学で教鞭をとられる一
方、日本陸上競技連盟・オリンピック強化コーチとして活
躍する吉田孝久先生に人材教育についてうかがいたい
と思って参りました。まずはどのような活動をされている
か教えていただけますか。
　強化コーチの役割は、棒高跳および走高跳の選手のマ
ネージメントと、走高跳選手の指導・コーチングです。東
京オリンピックでのメダル獲得、入賞を目標に、代表選手
の選考と強化・育成、選手やコーチを国際大会に送り出
すといったことも行います。
　世界を凌駕するような輝かしい成績をあげるアスリー
トが次々と誕生するスポーツ界を見ますと、若い人たち
の伸び代の大きさを実感させられます。オリンピックなど
大きな舞台で力を発揮できる選手とは、どんな人物なの
でしょう。
　身体能力の高さを備えていることはもちろんですが、
常に感謝の念を持ち、「ありがとうございます」と言葉に
できる人だと思います。結果はそこから生まれてきます。
感謝できる選手は、自然と応援してもらえるようになり、
その応援によって背中を押され、大事なところでいい結
果を残せるんですね。ですから日頃から礼儀や規律に関
しては繰り返し指導しています。
　確かに、何かに取り組もうとする時、自分の力だけでや
ろうとすると限界があります。人の応援を受けて、それを
力にさらに前に進める人が、本当に強い人なのですね。
　私は2000年のシドニー・オリンピックに走高跳で出場
していますが、その選考会で、標準記録は2m28なのに、
2 m25以上が跳べない状態に陥ってしまいました。精神
的な問題かと、心理学の先生やカウンセラーを訪ね、相
談もしました。
　選考会の最終日は、やるだけのことをやったと自分を
信じ、最後の助走に入ろうとしたとき、誰かに「もう1回集
中して行け」と言われた気がしました。前を見ると、助走
路にすーっと一本のラインが延びていた。結果、2m28は
クリアしたのですが、私はライン上を走っていただけで、
跳ばしてもらった感覚が強い。それは究極の集中状態に
なると雑念が消えて、無意識のうちに物事が動く「ゾー
ン」という状態だったと思います。そうした経験も、地道な
練習の積み重ねの上に、感謝の念、応援の力があってこ
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そ得られるものだと思うので、競技力だけでなく人間性
も高めてもらいたいと考えています。

　「ゾーン」の状態は、仏教では無我、無心の境地に当て
はまります。余分な力が抜けることで、大きな力が出ると
言われています。特に、自分のためではなく、お客様のた
め、社員のためにと思って動くと、言葉にも行動にも集中
力が高まり、いい結果に結び付くことを経験しています。

　ほくせいは2003年に「男女がいきいきと働いている職
場」として三重県知事賞をいただきました。女性の司会者
の導入やITを使った社員との相互コミュニケーションな
どが評価された結果です。それを機に、お客様へのサー
ビス向上を実現するために、社員の給与のアップや休暇
の改善に向けての取り組みを始めました。
　そもそも自分が今の生活に満足できなければ人に対
して余裕をもって接することはできません。生活を充実さ
せるためにも、しっかりと仕事をして、お客様からの信頼
を得ることが大切です。「仕事をさせていただいている」
という謙虚な気持ちでいると、それがお客様に伝わり、ま
た仕事に恵まれる。そして自分たちの暮らしもよくなる。
そういった好循環型のスパイラルを起こす気持ちで10余
年やってきました。
　そしてようやく年間の休日は104日となり、給与もこの
東海地区の水準を上回るようになりました。その間、社内
一丸となって業務を効率化するためにマニュアルを作っ
たり、パソコンでの見積システムなどITを導入したり、経
営者としてはローコストで会館の施工を行うために考え
たりその繰り返しです。これも、お客様へのサービスの
ため、社員の生活をよくするため考えていると、より知恵
も出ますし、周りの方も快く協力してくださる。相手に伝
わるものがあるのでしょう。

感謝ができるアスリートは
応援を力にして大きく羽ばたく（吉田）

お客様のため、社員のために動くことで
好循環型スパイラルが生まれる（加藤）

力を引き出す人材育成
現役時代は走高跳の選手として輝かしい成績を残し、

現在は後進の育成に尽力する吉田孝久先生を訪ね、

選手や社員の人材育成について語り合います。

■1970年神奈川県生まれ
■筑波大学大学院博士課程修了 博士 コーチング学
■1987年上郷高校在学中高校総体走高跳 2ｍ20の大会記録を樹立
■1990年筑波大学在学中 日本ジュニア陸上競技選手権大会にて
　2ｍ23、2ｍ25の日本ジュニア記録（当時）を更新
■1992年筑波大学卒業（1996年修士取得）、
　ミズノ株式会社入社、翌年年日本記録（当時2ｍ31）を樹立
　2000年シドニーオリンピック走高跳代表選手
■2002年よりJOCのスポーツ指導者海外研修員としてイギリスへ　

地道な練習の積み重ねの上に、感謝の念、応援の力があってこそ
アスリートは大きな力を発揮することができると思うので
競技力だけでなく人間性を高めてもらいたい。
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■1967年三重県桑名市生まれ
■愛知学院大学大学院文学部文学研究科
　宗教学宗教史学専攻 修士課程修了
■南山大学大学院ビジネス研究科
　ビジネス修士課程 修了（MBA）
■株式会社ほくせい代表取締役社長
■株式会社花のホクセイ代表取締役

■株式会社秋桜 秋桜交通 代表取締役
■有限会社コスモスHD 代表取締役
■全日本葬祭業協同組合連合会
　第20代青年部会部会長
   事業分野拡充委員会委員長
■三重県葬祭業協同組合 理事長
■厚生労働省認定技能審査葬祭ディレクター1級

■KHK ISO審査センター 専門技術者
■経済産業大臣認可全葬連認定
　葬儀事前相談員
■日本宗教学会 正会員
■日本葬送文化学会 正会員

お客様へのよりよいサービスのため、
社員の生活をよくするためと考えていると、より知恵も出ますし
周りの方も快く協力してくださる。伝わるものがあるのでしょう。
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45周年記念対談
温故知新－古きをたずねて新しきを知る－

■2005年ミズノ退職後筑波大学大学院へ進学
■2009年筑波大学大学院博士課程修了博士号（コーチング学）取得
■2008年国立スポーツ科学センター 研究員
■2013年日本女子体育大学准教授就任
■2016年日本陸上競技連盟 強化委員会
　オリンピック強化コーチ 男子棒高跳／男子走高跳担当
＊主な国際大会は、シドニーオリンピックほか世界陸上２回、
　アジア大会に優勝を含め３回出場。国体（熊本）で三段跳でも優勝。



　大会に向けて、選手のパフォーマンスを引き出すため
に大切な事はなんでしょう。
　今の自分がどの地点にいるのかを確認して、手が届く
範囲のところに目標を設定し、レベルを上げていくことで
す。４年先にピークを持っていくためには、１年ごとにど
こまで到達できるか、可能なラインを選手自身に考えても
らいます。自分でプランを立てて、どこまで跳べるか、その
ためにどれだけ練習するかなど具体的に考えると、選手自
身モチベーションが上がってきます。実際、数値を出して
トライしているうち、さまざまな疑問もわいてきて、深く考
えるようにもなるので、自主性も伸びてきます。
　目標設定は大事ですね。会社運営におきましては、最終
目標がある場合、その前に１段、２段下の目標を設け、１
つずつクリアさせていくイメージにすると到達しやすいで
すね。たとえば最終目標をエベレストにしておけば、富士
山に登っても「たいしたことない」と思える。富士山を目標
にしてしまうと８合目あたりで挫折しそうになるといった
感覚でしょうか。
　そうですね。いきなりオリンピックを目指したら小さな
挫折で諦めてしまうことになります。まずは国体で優勝、
次はアジア大会に挑戦しようなど、自分の能力を計りなが
ら、今現状でできることをやり、少しずつ積み上げていくこ
とが大事です。
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　そういう点では、今の20代の人たちは非常に真面目に
取り組む方が多いですね。ただ真剣な分、１度つまずく
と、引きずってしまい次の一歩が踏み出せない姿を見る
こともあります。
　それはオリンピック選手も同じです。期待した成績が
残せなかった、凡ミスをしてしまったというとき、なかな
か上がってこられない。ただそれは誰しも経験することで
もあります。私も現役の頃は「練習に行きたくない」、「グ
ラウンドを見るのも嫌だ」という状態が１ヶ月ほど続いた
ことがあります。そういうときは、自分の中で整理できる
まで待つしかないんです。
　そこを乗り越えられると一段強くなれるんでしょうね。
　失敗を克服できれば大きな飛躍になりますし、トラウ
マから逃れられず消えてしまう選手もいます。たとえば、
一緒に2000年のシドニーに行ったハードルの為末大選
手は、好調なスタートを切ったのに９台目のハードルを
倒し転倒してしまったんです。しかし翌年2001年と2005
年の2回の世界選手権２大会連続でメダルを獲得しまし
た。彼は、シドニーの失敗にしっかり向き合って検証し、
結果を出したいい例です。
　検証とは少し違いますが、私はこの10年間、毎月45名
の社員全員と一対一で話をする時間を設けています。活
躍している人はほめ、悩みがある人には耳を傾けます。
ご苦労さんで終わる人もいます。現場の声を聞けたり、要
望が上がってきたりして私にとっても学びや気づきが多
くなっています。そうしているうちに、「見てもらっている」
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という意識が生まれたのか、社員の意志決定や行動が大
きくぶれなくなりました。常に考えを共有したり、方向性
を確認したりすることで組織が強化されてきたように感
じます。

　指導の際、心がけていることはありますか？
　与えすぎないということでしょうか。選手自身に自分で
考えさせるようにしています。
　私は選手引退後、日本オリンピック委員会の海外研修
に参加して、本格的なコーチングを学びました。そこで
子どもから大人までの走高跳の選手３人を指導させて
もらいました。英語は苦手でしたが、大事なところだけは
何とかして伝えようと必死でした。それが功を奏したの
か、1人は世界ユースへ出場、1人は英国選手権で勝ち、
1人は英国学生選手権で勝ち、と好成績を上げてくれま
した。 もしあれが日本語での指導だったら言い過ぎてい
たかもしれません。私のつたない英語を聞いて、現地の
選手も「たぶんこういうことを言っているのかな？」と想
像しながら、やってくれたのがよかったのかなと。その時
から指導は腹七分目、六分目にして、道筋の大枠は示し
たら、あとは見守ることで選手の自立を促すように心が
けています。

　幅を持たせて見守る姿勢は大切ですね。同時に、スポー
ツもそうかと思いますが、その人の適性を見極める必要性
が増していると感じています。これまでは、苦手な部分を克
服することが成長のイメージでしたが、近年は得意なとこ
ろを伸ばす育成法に変わってきました。それが社員のやり
がいにつながり、効率もアップするという考え方からです。
　たとえば一連の葬儀の流れで、受注や受付、打ち合わ
せ、司会、看板立て・片づけを１人で行っていたのを、５人
で５つの仕事をする形を検討しています。受注、受付、打
ち合わせ、司会はそれぞれ専任を決め、看板立てや片づけ
はシルバーの方にお願するといった形です。司会が得意
な人は司会のみ、受注に慣れていたら受注のみを行うな
ど各自の仕事に集中すれば、ストレスなく取り組めますし、
新しい人にも即戦力になってもらえます。
　また、仕事を覚える順番を変えるのも有効です。受注→
打ち合せ→司会という順番で段階的に覚えた仕事を、得
意な分野からスタートしてもらいます。そうすることで、成
功体験を得やすくなり、自信を持って業務に当たるれると
考えています。
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吉田先生の今後の目標を教えていただけますか。
　東京オリンピックの選手の育成に関して言いますと、
競技力だけでなく、勝負強さを備えた選手に成長しても
らうために、海外の高レベルな試合でもまれたり、
フィールドで審判や他国の選手と渡り合える語学力を
磨くなど、幅広いメニューを提案していこうと考えてい
ます。4年後に向けて、選手やコーチと足並みを揃え、応
援してくださっている方々のご期待に添えるよう頑張り
ます。
　世界の熱い視線が注がれる東京オリンピックに向け
て、ますますのご活躍をお祈りいたします。
　私どもに関しましては、最初に申し上げたとおり、本
年ハード面の整備は完成いたしますので、2020年まで
に注力するのは人材育成です。そして2020年以降は、
現在の地域にとどまらず、他の地域の葬儀社さんに対
するコンサルティング業務を開始する計画です。ほくせ
いが初代の頃より培ってきた営業、管理、人材育成など
葬儀のすべてのノウハウを1つのモデルとして完成さ
せ、全国に展開を図ります。それは本部に利益が集中す
るフランチャイズの形ではなく、その地域に根付き、弊
社が大切にしてきた地域に愛される組織づくりのお手
伝いをする形で展開いたします。そのためにも新たな
人材と、人材育成が課題です。本日うかがった貴重なお
話を心にとめて進めていく所存です。本日はありがとう
ございました。

45周年記念対談

多くを与えすぎず、大枠を示したら
あとは選手の自主性に任せる（吉田）

適性を見極めて、得意を伸ばし
やりがいと効率の両方をアップ（加藤）

海外での大会や研修を重ねて
世界の舞台で戦える選手を育成（吉田）
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温故知新－古きをたずねて新しきを知る－

自分の力を把握して目標を立てて
今できる課題をこなしていく（吉田）
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