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～世の中に「つながり」を再生し、良い感情の連鎖を起こし働く人たちを、組織、社会を元気にするセミナー～ 

～ コミュニティシップがつなぐ未来 ～ 

DeNA社の取り組みから考えるコミュニティとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コミュニティシップがつなぐ未来」と題して日本らしいコミュニティのありかたや、コミュニティシップの育み方を考えるセミナーシリーズ

の第 1 弾として、ゲストに株式会社ディー・エヌ・エーの坂本さんと平子さんをお招きして、弊社コンサルタントの小森谷との対

話形式で探求していきました。 

最初から計画的にコミュニティを作っていったわけではなく、一歩を踏み出してみたらいろんな人からの助けが生まれ、動き始め、

広がり始める。その裏には、原体験から生まれた思いや、試行錯誤してもがき続けたお二人のドラマがありました。そこには大い

なるヒントがたくさん詰まっていますので、是非 お読みください。 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
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【サマリー】 

2018 年から DeNA で組織活性化の活動を続けている坂本さんは、フラットな関係性で研鑽し合い、成

長できて、成果も出せる「コミュニティ」を大切なキーワードにしています。 

その坂本さんが組織にコミュニティを広げようと思い立った原体験は、自らの新入社員時代の苦い経験でし

た。優秀と自認していた自分が、いざ仕事に関わると、先輩からのダメ出しの嵐、自らの不甲斐なさと、出口が

見えない感覚に大変苦しみ、精神的にもかなり落ち込んだといいます。「そのような過去の自分を救いたい」、

そして「新人に同じ苦しみを味わうことをさせたくない」と強く思ったそうです。 

そこで、新卒研修のタイミングから新入社員たちとトレーナーである自分を入れたコミュニティづくりを始めまし

た。「イキイキと働いて成果を出すには」という問いを大切に、新卒研修を組み立てました。自分史を振り返り、

自らここまで歩んできた人生を語り、自分の悩みや弱みも披瀝し、人となりを相互に理解し合う関係性を育み

ました 

その時一緒に研修を組み立てた仲間が 1 つ後輩の平子さんでした。平子さんは明るい雰囲気で背中を押

してくれるタイプ。熟慮して慎重なタイプの坂本さんと絶妙なコンビとなりました。会社の仲間内では自称の肩書

きをつける習慣があり、それぞれ坂本さんは自称 CHO（Chief Hope Officer）、平子さんは自称 C J O

（Chief Joy Officer）としました。 

平子さんも「コミュニティ」のコンセプトに深く共感、エンジニアのコミュニティづくりを始めました。坂本さんも同期

入社の仲間を中心に有志のコミュニティを新たに始めました。ある時坂本さんは Chief Hope Officer を語る

自分が、新卒と有志だけのコミュニティだけでいいのかと思い立ち、年に１回ある全社の提案機会に、思い切っ

て、『DeNA University』と銘打って全社員を対象とした学習するコミュニティ活動を提案しました。平子さん

も後押ししてくれました。提案は見事承認を得て、手始めとしてマネジャー向けのコミュニティを募集しました。十

数名が手を挙げてくれればいいだろうと思っていたところ、50 名近くの方から参加の意思表示があり、想定より

も大きな規模、大きなインパクトでスタートを切ることになりました。 

多様な人たちと一緒に何かをしたいと思って集まる場や、あたたかい空気に包まれた場をつくるという活動は

現在進行形で進化、そして深化中です。 
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❖ コミュニティとは・・・ 

 

冒頭、弊社の村田より、参加された皆様がコミュニティにどんなイメージを持っているかを投げかけ、今日のセミナーにおけるコミュ

ニティについての共通認識を持つために、いくつかの定義を紹介しました。 

一つ目は、マギル大学のヘンリー・ミンツバーグ教授の定義です。 

 

また、ピーター・ブロックが著書「コミュニティ」の中で書いている内容も紹介しました。 

 

これらの定義を踏まえながら、どうすれば職場、組織、そして社会がコミュニティになるのか。 

小森谷をモデレータに、ここから坂本さんと平子さんにそのあたりを語っていただきました。 

❖ DeNA坂本さん、平子さん ジェイフィール小森谷とのクロストーク 

 
  DeNA 坂本さん（自称 CHO）     DeNA 平子さん（自称 CJO）        ジェイフィール 小森谷 

  

「コミュニティとは、仕事や同僚、そして自分たちの居場所を大切にし、 

この気持ちによってやる気が湧いてくるところである」 

「コミュニティシップとは、一人ひとりが自らコミュニティに参画し、個を尊重しながら 

お互いを結びつけ協働していこうとする意識」 

「市民が、専門家や選ばれたリーダーなどを待つことを止めたとき、そしてこれまで

他人任せにしてきたことを自分たちでやろうと決めたとき、最も持続的で素晴らし

い改善が起こる。そしてそれは現実のものとなるのだ」 
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自称 CHO、CJO !? 

小森谷：まずは、自称の CHO、CJO が気になります。

恐らくお二人の生きるあり方みたいなのが、そこに込められ

ているようなそんな感じがしていますが、いかがでしょうか。 

坂本氏：１～２年前くらいにあるコミュニティメンバーたち

と、自分たちが会社の CxO だったら何だろうか、という話を

していました。僕の頭に思い浮かんだのが、Chief Hope 

Officer でした。やっぱり仕事を一緒にしていく中で、希望

とか、未来に対するワクワクとか、楽しいとか、働いていて気

持ちいいなとか、そういうことで会社で満たされていく、もっと

言えばそういう会社があること自体、日本もワクワクする

し、そういう風に徐々に徐々につながっていくといいなってい

う願いがあったんです。 

平子氏：僕も同じタイミングでその問いにぶつかったんで

す。僕の場合は、振り返ったときに、あの時楽しかったなぁ、

充実していたなぁ、といった瞬間を紡いでいきたいなって考

えたんです。仲間と一緒に同じ目標に向かって、切磋琢

磨し合い、成長し合いながら働ける組織を作っていきた

い。そんな思いが、そのときフッと湧いてきて、Chief Joy 

Officer と掲げ続けているんです。 

マネジャーコミュニティとは 

小森谷：切磋琢磨とか、成長とか、仲間とか、キーワード

が満載ですね。 

さて、まずマネジャーコミュニティについて具体的にご紹介い

ただいてもよろしいでしょうか。 

 

 
 

坂本氏：マネジャーコミュニティは 2020 年 6 月くらいから

始めました。一番軸にしているのは、経験学習と系統学

習というものです。新しい知見を入れ込みながら（系統学

習）、経験を振り返り内省して（経験学習）、それをも

とに新たにチャレンジするというところをコミュニティとしては大

事にしています。具体的にはマネジメントハプニングス（以

下、マネハプ）※1 をやり、その後にジェイフィールのリフレク

ションラウンドテーブル（以下、RRT）※2 を導入しました。

また各メンバーから登壇者を集めて 1 時間くらい軽い講義

をしてもらうこともやっています。いずれにしても、このコミュニ

ティでは、僕らが引っ張るというよりも、みんなでどうやって作

っていけるかを大事にしながらやっています。 

※1 毎週 仲間で集まり、自分の中で起きたマネジメント上の出来事を忌憚

なくお互いに語り合い、振り返りができる場。仲間の経験からも気づきを

得て行動変容につなげていきます。 

※2 マネジャーに必要な 5 つのマインドセットを醸成するために作成されたテ

キストを使って、理論を起点にお互いの経験を持ち寄って内省と対話を

行うプログラム。 

平子氏：実は、結構前からマネジャーコミュニティを作ろう

と言っていたんですけどためらっていたんです。けれども、や

はりやってみようとお互いの背中を押しあって、社内の管理

職が全員集まる場で、 

「みんなで切磋琢磨していくような場を作っていきたいんだ」 

ということを伝えました。そしたら、共感していただける方が

集まって、今は、その仲間たちと共に運営しています。 

小森谷：経験学習と系統学習という二つの学習をしてい

るという話も興味深いですね。マネハプで経験学習、RRT

では系統学習で、自分の経験だけに閉じずに新しい知見

も入れていきましたね。 

平子さん：当初は、RRT もマネハプも知らなかったんです

が、仲間の一人が「こういうのやってみたら」と紹介してくれ

て、一気に「これだ」っていうことで形になったんですよね。 

小森谷：もともとコミュニティを作ろうと思われた課題感と

いうのはどんな感じだったんですか。 

坂本さん：コミュニティが必要そうだよなと思い始めたの

が、2019 年くらいからですね。私たちは、2018 年の 10
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月くらいに新卒の育成に携わり始めたんです。その時に新

卒の人たちと自分が、同じ目線でありたいと思ったんです。

フラットであればどんどん意見を言ってもらえるだろうし、いい

自律した場がつくれるんじゃないかなと。その時期、コミュニ

ティマネジメントというのをある部門で取り入れていたことも

あって、新卒の育成でもコミュニティを作ると良いんじゃない

かということにたどり着いたのが 2019 年の 1 月くらいだった

かなと記憶しています。 

平子さん：少し補足すると、DeNA にはゲームもあれば、

ヘルスケアもあり、様々な事業があるんです。かつ人材の

流動性がかなり速くて、僕自身も 2 年以上同じチームに

いたことがないくらい。そうすると、組織にナレッジがたまりづ

らい構造になるので、全社をまたいだコミュニティというもの

が必要なんじゃないかなという課題感を感じていました。 

小森谷：組織としてより良くなっていくためのコミュニティと

いう、部署を離れたサードプレイスとしての場が必要だとい

う課題認識があったということでしょうかね。 

原体験が思いの源泉 

小森谷：それで、ある意味草の根活動的にトップダウンで

もなくボトムアップでもなく、ミドルアウトみたいな形で始め

て、今まさに、それを育てているという感じですよね。そもそ

もこれをやろうよと思った出発点にあった原体験とか、お二

人が見ていた原風景みたいなことってあるんですかね。 

坂本さん：実は、どちらかというと自分自身一年目すごい

仕事ができなくて、結構つらかったんですよね。だから、新

卒のメンバーたちが自分のようにならないためにはどうあれ

ばよいだろうか、という願いから結構動いていたんです。 

新卒育成をしていく中で、マネジャーとかメンターとか、他の

人たちも結構悩んでいるかもしれないというのが、見えてき

たところもありました。ただ、いきなり 200 人くらいのマネジ

ャーとかメンター全員に、ガツっと一緒につくろうみたいなとこ

ろまでは全然いけなくて、2020 年 1 月くらいから有志 8

人くらいでコミュニティを始めたんです。この体験が割と自分

自身がアクセルを踏むうえでの原体験だったなと思っていま

す。 

その有志コミュニティの場で、ライフチャートを書きながら、こ

こって何が楽しかった、苦しかったんだろうね みたいなことを

深掘りながら話したり、色々な問いに対してお互い答えた

りする様な感じで一年間くらい続けていました。その中で、

部署とか関係なく、固定的に育めるものってものすごくいい

なって感じたんです。 

小森谷：部署を超えた深いつながり、まぁ仲間っていう言

葉がまさにそうですよね。 

坂本さん：実はコミュニティを始めてから 2 ヶ月後に、異

動になりました。もともとの部署に愛着を持っていた中で、

引きはがされるみたいな感覚があったんですが、コミュニティ

にも軸足を置けていたので、コミュニティの仲間と引き続き

取り組みをしていきながら、異動先でも結構がっつりいける

んじゃないかみたいなところもあったのを今思い出しました。 

小森谷：異動というちょっと不安感を感じる中で、有志の

コミュニティがあるということの心強さとか、もらう勇気みたい

な、そんなところが凄く伝わってきました。 

平子さん：ひさしさん（坂本さん）からさっき一年目は仕

事できなかったみたいな話がありましたけど、恐縮なんです

けど僕は逆で（笑）。一年目に所属したチームが、新卒

一年目だけみたいなチームでした。まさに水平な関係とい

う形で、自分たちが思考して何か取組みを考えないといけ

ないし、まさに市民活動という形の状況にあったんです。そ

の中で、フロー状態のような楽しい状況が続いていて、 

「あっ、仕事ってこういうものなんだ」って、仕事＝楽しいも

のなんだっていう固定観念がそこで生まれたんです。なの

で、そういう場を作るマネジャーをやりたいとその頃からうすう

す感じていました。ただ、いざ自分がマネジャーになるとめち

ゃくちゃ孤独だなって感じ始めたんですよね。なので、その

頃の両方の原体験が合わさって、マネジャーがそういった形

で学んでいけるとか、市民活動を起こしていけるような場み

たいなものを作るようになっていったのかなと思っています。 

小森谷：新卒時の悩みもあるし、マネジャーにも苦しみが

あるし、でも、そこに向き合うためにもコミュニティがあるとい

うことが大事だよねというところですかね。 
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ペアで背中を押しあう 

小森谷：新卒のコミュニティから始まり、マネジャーのコミュ

ニティが大事だよなと思いながら、有志とか、少し違う形で

コミュニティをちょっとずつ広げていった感じになるんですか。 

坂本さん：新卒育成から始めた時は、全社に広げようと

はことさら思っていなくて。というのも、新卒が一年目から活

躍してくれたら、それだけでハッピーだなと思って。2019 年

くらいは新卒自身が一番イキイキ働いて成長し結果を出

すためにどうあればいいんだろうかというのを、育成チームで

考え続けていました。 

その中で、やっぱりメンターやマネジャー（GL：グループリ

ーダー）たちは孤独だし、目の前の業務にしっかり集中し

ているが故に、学ぶ余力もなく、それでもメンバーに真摯に

向き合いながら見ている。苦しそうだなという課題は見えて

きていました。とはいえ、軸足は新卒に置いたままでした。

有志のコミュニティは、もともとコーチングみたいな人の可能

性を信じる文化体験を広げていきたいと思って集めたんで

すけど、ここで話すこと自体が楽しすぎて、結局広げずにず

っと 8 人で一年間やっていたんですよね。でも、自分自

身、自称 CHO と掲げているけど、自分が Chief Hope 

Officer の役割を果たすのであれば、こんな小さくまとまっ

ていいんだろうかと思って、2020 年に行われた全社横断

プロジェクトで全社をまたいだコミュニティを作りたいなという

ところに、やっとたどり着いたのが自分の道のりでした。 

小森谷：そういう意味では、自分で宣言した CHO という

ものにふさわしい自分って一体どうなんだろうと思ったとき

に、やっぱりコミュニティの良さを十二分に実感して、じゃそ

れを会社全体に広げてみようかという形で、全社横断プロ

ジェクトで会社に提案したみたいな形ですか。 

坂本さん：そうですね。社内で提案できる仕組みが年 1

回あるので、そこに起案したんです。それが通って、開始し

たという感じですね。 

小森谷：起案するまでに心の葛藤みたいなことがあって

平子さんと相談しながらやっていたんですか。 

坂本さん：異動してからも相談しながらです。結構僕自

身ビビりといいますか、割とセンシティブな性質を持っている

ので、やっぱり踏み出す時怖いんです。今でも怖いです。

結構平子に、「これどうかな」みたいな話をしながら、「いい

ですよ、もうやっちゃいましょう」みたいな感じで毎回背中を

押してもらいながらやっているのかもしれないですね。 

小森谷：最高のペアリングですね。平子さんは、なんか全

社でやろうという話になった時、どんな心境だったんですか。 

平子さん：僕もビビりじゃないわけじゃなくて。実は、僕は

最初からマネジャーのコミュニティをつくりたいなと思っていた

んですけど、果たしてどう作ったものやら、すごく雲をつかむよ

うな話だなと感じていました。それで、新卒やメンターの

方々がどんどんつながり合って相互作用を起こしていく情

景を見ていく中で、「あ、これってもしかしたら広げられるか

もしれないな」っていう手応えを徐々につかみ始めたんで

す。コミュニティが広がるにつれて僕らも心理的安全基地

みたいなところが徐々に徐々にできてきて、「じゃあ、いって

みようか」という形でお互いの背中を押したっていうのがあっ

たのかなと思っています。 

小森谷：ペアでやったというのは大きかったわけですか。 

平子さん：大きかったと思いますね。ひさしさんは、石橋を

叩いて渡るタイプで、僕はどちらかというととりあえず走って

みるタイプ。なので、うまい具合に凸と凹があった、という感

覚があるかなと思います。 

なので、ひさしさんがきめ細やかに参加する方の心情とかを

捉えていくんですけど、かなり慎重になってしまうところを、

「いや、いけるでしょ」という形で僕が背中を押すという展開

が繰り広げられていた感じですね。 

小森谷：そういう意味ではペアでやったというのは大事な

ポイントですね。 

弱さを見せられる強さ 

小森谷：どうしても、組織をより良くしたい、元気な組織に

したいね、ワクワクした職場を作りたいねといっても、一人で
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抱えてしまうと、行きづまった時にそこで絞んじゃうみたいな

こともありますからね。 

坂本さん：2019 年の新卒のエピソードに戻っちゃうんで

すけど。その時、自分としては願いを込めて新卒の研修を

設計したものの、受け手側からするとナニコレみたいな形に

なっちゃったんですよね。 

それで、一人の新卒と全然折り合わなくて喧嘩別れしてし

まって。最終的には二人で飲みながら、お互いに思ってい

たことを伝える中で和解できたんです。そこで、次の日の研

修の冒頭、新卒のみんなに、 

「自分は新卒の一年目で全然うまくいかなかった。その中

でこういう風に思ったから今回こういう研修にした、それは

自分の願いとかエゴでもあるんだけど、それをまずは伝えた

いから、伝えさせてくれ」 

って言ったら、10 人くらいから「めちゃめちゃ良かったです」

みたいなコメントをもらったんです。だから、結構さらけ出す

こと自体がどの関係性を作るにもすごく大事だなというのを

その時に学んだのはあります。 

その後は、どの人とやるにも、隠しているのは難しいなと思う

ので、ライフチャートを用いて 10 分くらい自分の人生を話

したりしました。それをベースに１ｏｎ１で色々話しながら

結構やってきたので、どれだけ自分の弱みも、ダメなところ

も、できないところも、強みも理解してもらえているので安

心して預けられる関係性がベースにあるのかなと思う。 

小森谷：自己開示が深い相互理解につながって、仲間

としてのコミュニティができて広がっていく、そんな過程だった

のかもしれませんね。 

坂本さん：最初は二人で始めて。一緒にというよりも、僕

はビジネスメンバーを、平子はエンジニア研修でと、別のとこ

ろでメンバーを巻き込みながら、それぞれで進めていたとこ

ろが、結構あったのかなと思います。 

平子さん：エンジニア研修は、その研修自体を作っていく

ところから前年度の研修生やメンターを巻き込みながら設

計・実行して回しているんです。思いを持った人たちの思い

がぶつかり合っていくのをマネージしていく感じですね。 

自分も穴がめちゃくちゃあるタイプなので、そこを「すまん。

助けてくれないか」という形でさらけ出してやっていたことが、

すごいうまく回るきっかけだったのかなと考えていますね。 

小森谷：「すまん、助けてくれないか」名言ですね。 

プロジェクト継続のコツは「みんなと行きたい」 

小森谷：思いをもってスタートするけれども、途中でしおれ

てしまうプロジェクトって結構多かったりするじゃないですか。

ここまで継続できて、今もまさに、日々耕されている感じが

するんですけども、その辺のコツみたいなものがあれば。 

坂本さん：アフリカのことわざで「早くいきたければひとりで

行け。遠くまで行きたければみんなで行け」というのがあるん

ですけど、そうではなくて、「みんなと行きたい」「早くいくなら

みんなでいけるんじゃないか」みたいなことを、毎月１回の

GL シェア会で繰り返しずーっと言っているのが大事なのか

なと自分自身は思っています。僕が進めるんじゃないんで

す。 

 
皆さんと進めたいし、力を借りられないと進まないから、み

んなよろしく、みたいなことを毎回毎回、そんな願いを込め

ながら話しているところが、肩ひじ張らずに進められている

一番の理由なのかなと自分自身は思います。 

小森谷：当事者として皆さんを巻き込んで、CxO にみん

ながなっていく促しがここにあった感じもしますね。 

坂本さん：最初は、どのくらいのメンバーがこの取り組みに

賛同してくれるか不安でした。10 人くらい集まってくれたら

と思っていたんですけど、4~50 人が興味があるから参加

したいと集まってくれたこともあって、これだけ集まるならこの

人たちと一緒にやろう、それは僕や平子が引っ張るのでは

なく、みんなと進む、みたいなのも大きかったなと思います。 

小森谷：引っ張るというより一緒に進むって感じですね。 
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平子さん：HOW 寄りの話をすると、僕らのモチベーション

もあったなと思っています。管理職があつまる定例に毎月

参加して進捗とか、思いとか、どういった人たちと一緒にや

りたいのかを伝え続けようと決めたんです。毎月、定例でこ

ういうことを言いたいから、今月はこういう風にやっていかな

きゃ、という形で逆算して組み立てていったんですよね。コミ

ュニティオーガナイザー的な立ち位置で言うと、オープン＆

シェアというところで、どういう風に情報を透明にしていける

かっていうところがすごく大事だって考えていたので、そこをド

リブンにやっていこうという形でやり始めたら、毎月 その日が

やってくるので、僕らのモチベーション的には続いていたとい

うのが、一つ目ですね。 

もう一つは、ファシリテータを増やしていくところが重要だなと

思っていて。僕らも限界がある中で、広げてくれる仲間とい

うのを作っていく必要があったんですが、その仲間が徐々に

増えてきたことによって、やれることの幅も広がってきて。そこ

の担い手を口説いていくところがあったのかなと思う。 

小森谷：始めは参加してくれる仲間。今度は、参加する

のみならず広げてくれる仲間というところで。しかもその人た

ちがファシリテーションも担っていくみたいな。 

坂本さん：CxO の話がありましたが、RRT のメンバーに

も、皆さんも CxO だったら何ですか？という問いを投げた

んですよ。だから今めっちゃ CxO がいるんです。コネクティン

グ、ポテンシャル、アプリシエーションとか。それぞれが大事に

している価値観を表現してくれて、これだけいろんな価値

観を大事にしてくれる仲間がいれば進められるだろ、という

のを感じています。 

小森谷：そういう言葉がエネルギーをくれるというのはあり

ますよね。 

それと、GL シェア会で何を語りたいんだということを、ペース

メーカーにしたというのもかなり大きいなと思いますね。バック

キャスト的な発想ですね。 

これからの広がり 

小森谷：あと、これからという意味では、こんなことをやって

みたい、思いつくところで、なんかあったりしますか。 

坂本さん：DeNA University というものを作りたいなと

いうのを考えています。 

 
マネジャーコミュニティも一つのピースにしか過ぎない。リモー

トになったがゆえに集まりにくいなかで、いろんな場をつくって

いったり、会社っていう一つの生き物に血液、血管がどんど

ん通っていって、マネジャーだけじゃなくて、新卒もメンターも

中途の社員の方も、ここで働くのはめちゃくちゃ楽しいよ

ね、いろんな人とつながれて自分自身の知らない可能性

が見られた、みたいな風にどう作っていくみたいなのをずーっ

と考えながらやっている状態だったりはします。 

人と知恵がつながれて、いろんなものが循環して、それが

育っていくと、そこの先に事業としての果実とかが出てくると

思うので、まずこの土壌づくりをしっかりやっていきたいなとい

うのが自分の今後のやりたいことですかね。 

小森谷：全社をコミュニティにしていき、おそらく社会とのつ

ながりというところにもつながっていくんですかね。 

坂本さん：そうですね。社会においてのコミュニティが大事

だとしたとしても、とは言え株式会社という枠組みはずっと

残るでしょうし、そこで働く人たちがコミュニティシップを普通

に持ったうえで働いている状態を創れたら良いなと。それが

社会の、社会課題とか、実際に住んでいる人たちと一緒

にそれを紡いでいけるのであれば、会社と社会がすごくうま

く循環しながら日本を良くできるのではないか。CHO も対

象を会社だけに閉じるのではなくて、社会まで繋げたいなと

思うので、そんなところもいろいろイメージしながらやっていた

りしますね。 

小森谷：平子さんはどうですかね。  
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平子さん：University の取組みは僕も一緒にやらせて

もらっていて、どんどん広げていきたい。 

それと、総務省が打ち出している地域創成企業人制度と

いう制度があって、企業の人が地域の行政に関わっていく

みたいなことに、会社の業務の一環として今携わっていま

す。その中で、コミュニティシップみたいなものを、地域から

広げていけるんじゃないかなと考えていて、社外に対しても

広げていける取組みをしていきたいなと思っています。 

小森谷：いいですね。 

前提となる相互受容 

小森谷：CxO のように価値観を発揮するということ、一

方でそれをお互いに受容するための工夫とか取組みとかは

何かありますか。 

坂本さん：まず、弊社のバリューにある「多様性を尊重

し、活かしあう」ということと、「傾聴責任・発言責任」という

ものはずっと大事にしていたことではあります。なので自然と

ダイバーシティ＆インクルージョンはできているのかなと思い

ます。もともとの文化の中に根付いているんじゃないのか

な。 

 

小森谷：ライフチャートの共有をしているという話もありま

したが、相互理解みたいなことが、受容というところにもつ

ながっているのかなという印象は持ちましたよね。 

平子さん：そうですね。やっぱりこのメンバーだから最初に

言えたというところがあると思っています。言葉にしてみたら

結構しっくりくるぞ、結構メンバーも賛同してくれたし、みた

いなことがあるとそこを外に出してみようかなみたいな気持

ちになっていくと思うので、まずは小さなところから始めるって

いうのは重要なのかなって個人的には思いますよね。 

小森谷：深い相互理解というのが相互受容につながって

くるというのはありそうな気がしますよね。 

上位レイヤーもうまく巻き込む 

小森谷：新社長はコミュニティのどのあたりにいらっしゃるの

でしょうか。 

坂本さん：社長（CEO）自体が、「オンリー・コネクト」と

いう言葉を、COO の就任時から言っていまして、自分はた

だつなげるだけだと、別の表現で「星座を作る」というみたい

な、すごいいい言葉を使うんですよね。なので、この全社プ

ロジェクトも CEO 室直下でやっていて、かなり背中を押し

てもらえます。自分自身が HR に所属もしているので、そこ

の本部長、副本部長ともコミュニケーションとりながら、大

事な取り組みとして進められるように、座組とか外堀を埋

めながらやっているというのが正直あったりします。 

平子さん：立ち位置的に言うとめちゃくちゃ応援してくれて

いるくらいの感じで、僕らが定例で発言しているときも、笑

顔でうなずいてくれている感じで。 

小森谷：それは心強いですね。いや、素晴らしい。 
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コミュニティシップをつくる・広げるコツ 

小森谷：今日はたくさんの方に参加いただきましたが、最

後に一つ。「コミュニティシップをつくる・広げるためのコツって

何でしょうか？」って聴かれたらどうこたえるかを、坂本さん、

平子さんも含め、皆さんでチャットに書いて終わりにしたいと

思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

 

 

坂本さん 「自分らしく、相手らしく を大事に。」 

平子さん 「最初の 1 歩は最初の 1 人から」 


