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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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目標達成マネジメントの推進（概論） 概要 

目的 

 管理者の重要な役割である「目標達成マネジメントの推進」の基本的考え方を理解する。 

 目標達成を効果的に行う「目標による管理」の展開の仕方を学ぶ。 

 目標設定と評価フィードバック面接の進め方を理解する。 

対象 

課長、新任課長、同等職位の方 

所要時間 

２時間３０分 

教材 

 シート① 目標達成マネジメントと目標による管理 

 シート② 目標による管理の展開 

 シート③ 目標設定と面接の基本的な進め方 

 シート④ 評価フィードバック面接の基本的な進め方 

 ワークシート① 目標による管理ペア討議設問 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

目標達成マネジメントとは ５分 

目標による管理とは １５分 

目標による管理と伝統的管理 １０分 

目標設定の仕方 ５分 

目標による管理の展開 ４０分 

理解促進のペア討議 ３５分 

目標設定と評価フィードバック面接の進め方 １５分 

評価フィードバック面接の進め方 １５分 

まとめ ５分 

合計 １５０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
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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 

 これから目標達成マネジメントの推進の会合に入る。 

 業績向上が管理者に課せられた使命ならば、管理機能と

して最初にあげなければならないのが「目標達成マネジ

メント」の推進である。 

 管理とは「組織にいる人々があらかじめ定められたルー

ルに基づき、最善の努力を尽くし、目標を効果的に達成

するような体制を作り、組織メンバーをその方向に動か

していくことである。」と概論で述べた。 

 そのためには目標としくみとリーダーシップが重要であ

ることも述べた。 

 また管理とは Plan、Do、Seeという管理サイクルをい

かに効果的に循環させるかということも学んだ。 

 この会合では目標達成の重要性を認識するとともに目標

を効果的に達成するシステムについて学んでいく。 

 具体的には 

①目標達成マネジメントの重要性を認識する。 

②管理システムである「目標による管理」の具体的展開

の仕方を学ぶ。 

③目標設定と評価フィードバック面接の進め方を理解す

る。 

を目的に実施する。 

目標達成マネ

ジメントとは 

（５分） 

  部門の目標をどのように効果的に達成していけばよいで

あろうか。 

 企業は常に環境の変化に適応し、競合他社に打ち勝ちな

がら、拡大、発展を遂げていかなければならない宿命に
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ある。そのためには目標を高くかかげ、組織メンバーを

その目標に向けて、動かしていく必要がある。そのため

のしくみが「目標達成マネジメント」である。 

 重要なポイントはいかに目標を形成していくかであり、

設定された目標を本人の自主性を尊重していかに効果的

に達成させていくかである。 

 その目標を効果的に達成していくためのしくみとして目

標による管理（システム）がある。 

 管理とは管理サイクルをいかに循環させるかであると述

べたが、このサイクルには伝統的管理システムもあれば、

ＴＱＣ管理システムもあれば、プロジェクトマネジメン

トシステムによるサイクルもある。 

 どのような管理システムを採用するかは、その企業の特

性やマネジメントに対する志向による場合が多い。 

 その管理システムの代表的なものが今回ここで学ぶ「目

標による管理」（システム）である。これは本人の自己管

理によって目標を達成していくシステムである。 

 現在、上場企業の大半はこの管理システムを採用し実践

している。 

目標による管

理とは 

（１５分） 

 

 

 

 

 

 

シート①  目標による管理とは何であろうか。まず目標による管理

を定義しておこう。 

 「目標による管理」は「組織の全体目標と個人目標を関

連づけ」、しかも「目標達成することが人間としての興味

と欲求を満足させるようにする」管理システムである。 

 目標による管理はＰ．Ｆ．ドラッカーにより提唱され、

エドワード・シュレイやＭ．マッコンキ―などの経営コ

ンサルタントにより発展させられた目標を効果的に達成

する管理システムである。 

 目標による管理は２つの大きな特色がある。その第１が

外界の変化に対応したマネジメントであるということで
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標の連鎖） 

 

 

 

 

 

 

ある。 

 外界の変化への対応とは「企業は常に目標を達成しなけ

ればならないし、その目標は市場や環境の変化の中から

出てくる」という意味である。 

 従来のマネジメントは内向きで内部の効率をよくするた

めのマネジメントだが、統合的管理である目標による管

理は外に目を向けた管理システムであるということがで

きる。 

 第２の特色は本人の主体性とやる気を尊重した管理シス

テムであるという点である。 

 目標による管理は行動科学の代表的理論である。Ｄ．マ

グレガーのＸ・Ｙ理論に基づいている。 

 Ｘ理論は「人間は本質的に仕事をしたくない」という立

場に立っており、Ｙ理論は「人間はある条件さえ整えば、

積極的に仕事をやりたいと思うし、責任を負いたいと思

うものだ。」という考え方をいう。 

 「ある条件」とは仕事の自由裁量をさす。 

 つまり仕事に自由裁量を与えれば、自主的にやる気をも

って仕事をするし、それが業績向上に結びつくという考

え方である。 

 目標による管理はこのＹ理論に基いたマネジメント体制

であり、本人の自主性とやる気を尊重して成果をあげて

いく、理想的なマネジメントということができる。 

 また目標による管理で最も重要視とするところは「目標

の連鎖」ということがある。 

 会社は常に新しい目標の達成を目指して、組織活動を行

っていく。 

 その目標は毎年、毎年、新しく設定され、組織メンバー

はそれを達成する義務を負う。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マネジメント

用語） 

 

 

 

 

 

 

 その目標は会社全体の目標から部門の目標、個人の目標

に連鎖していかなければならない。 

 個人個人は自主的に自己の目標を設定するので、当然達

成する義務を負う。 

 それが組織であり、したがって組織とは「目標の連鎖で

あり、責任の連鎖」でなければならない。 

 この組織の定義を行ったのはＥ．シュレイである。 

 目標による管理では本人が自主的に目標を設定するた

め、当然、本人に達成の責任が出てくるから、ノルマ管

理よりもむしろ厳しい管理といえる。 

 伝統的管理では、期待する結果つまり目標を明らかにせ

ず、ただ行うべき仕事（職務）を明らかにしただけであ

った。 

 やはり会社は常に発展拡大していくためには新しい目標

を設定し、それを達成していかなければならない。その

目標は常に外の変化の中から出てくる。 

 組織はその目標を達成するための仕組みなのである。 

 以上が目標による管理の基本的考え方である。 

 目標による管理を展開するにあたってもう一つは用語の

理解である。 

 用語の説明に入ろう。 

 まず一番最初が目標である。 

 目標とは「一定の期間内に達成すべきゴール」を指す。

したがってできる限り、％、件数、金額等、定量的に設

定しなければならない。 

 定量的に設定できないものはスケジュールを具体的に定

める。これをスケジュール目標という。定性的目標はス

ケジュール目標で設定する必要がある。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画） 

 

 

 

 

（目標の連鎖） 

 納期や実施期間もゴールになる。目標は常に測定が可能

でなければならない。 

 もう１つ重要なことは目標（方針、方策、方法）は「職

務」ではないということである。 

 職務の中で上位者の目標、方針に基づき、自己管理によ

ってプラスを生み出すものが目標になる。 

 よって重点的に５つ以内に設定するのが望ましい。 

 次は「方針」と「方策、方法」という用語の解釈である。 

 方針は上位者が示すもので目標を達成するための「力の

入れどころ」をさす。 

 目標を下位者におろす時はそれぞれの目標に対し方針が

必要になる。 

 ここでいう方針とは経営方針とは異なる。実施方針と思

って頂ければよい。 

 つまり上位者はゴール（目標）を示すだけでなく、方針

という登り方も示さなければならない。 

 例えば売上１０％アップの目標に対し今期発表する「Ａ

製品に重点を置いて」ということになれば、Ａ製品への

重点化が方針になる。 

 方策、方法は下位者が自分で行う時に設定するものをい

う。 

 最後が計画である。計画について説明しよう。計画とは

仕事の合理的アプローチをいう。 

 計画には予算や役割分担、細かいスケジュールが含まれ

てくる。 

 この計画の中には目標達成のためのプランだけでなく、

日常行うべき職務がすべて含まれてくる。 

 もう一つ、目標による管理で重要なポイントは「目標の



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　目標達成マネジメントと目標による管理

シート②　目標による管理の展開

シート③　目標設定と面接の基本的な進め方

シート④　評価フィードバック面接の基本的な進め方



シート① 

 

目標達成マネジメントと目標による管理 

 

１．目標達成マネジメントとは 

 組織体（企業、法人）は、常に環境の変化に適応し、競合他社（法人）に打ち勝ちながら、

拡大、発展を遂げていかなければならない。そのためには目標を高くかかげ、組織メンバーが

その目標に向けて、動かしていく必要がある。そのためのしくみが「目標達成マネジメント」

であり、代表的なシステムが「目標による管理」である。 

 

２．目標による管理の基本的な考え方 

（１）めばえと発展 

 Ｐ．Ｆ．ドラッガーによって提唱され、技術的には、Ｍ．マッコンキー、Ｊ．オディオーヌ、

Ｅ．シュレイなどの経営者、経営コンサルタントによって発展された。（１９６０年ごろ） 

 その背景には「行動科学の理論」があった。 

（２）定義 

 「目標による管理とは、組織の全体目標と個人の目標を関連づけ、しかも目標を達成するこ

とが、人間としての興味と欲求を満足させること」にある。（Ｅ．シュレイ） 

（３）職務と目標 

 職務は行うべき仕事のすべてを指すのに対し、目標はその中で何に重点をおいて、どの程度

の水準まで持ちあげるかを明らかにしたものである。つまり、目標は組織が期待する成果であ

る。 

（４）目標による連鎖と組織に対する考え方 

 組織とは「目標の連鎖」である。目標を担うものは、それを完遂する責任を持つ。したがっ

て、組織は「責任の連鎖」ではなくてはならない。（Ｅ．シュレイ） 

（５）マネジメント用語の定義 

 目標……ある一定の期間内に達成すべきゴールをさす 

 方針……目標達成の方向や力の入れどころを示すもの 

 計画……目標達成のため、職務遂行のための合理的アプローチ 

 

 

 

 

 

 

 



シート① 

 

３．目標による管理と伝統的管理 

（１）目標による管理と伝統的管理 

伝統的管理 目標による管理（統合的管理） 

内向き 外向き 

Ｘ理論（社員観） Ｙ理論 

個人目標と組織目標の分離 個人目標と組織目標は統合 

目標設定はトップダウン 目標設定はトップダウンボトムアップ 

規則、命令、権限 自由裁量（自己統制） 

集権 分権 

管理者中心 自己管理（本人）中心 

（２）目標による管理の特色 

 ①外向きのマネジメント体制である 

 ②目標は期待される成果を明らかにしたものである 

 ③Ｄ．マグレガーのＹ理論に基づいている 

 ④目標の連鎖を重視する 

 

４．目標設定の仕方と目標による管理 

 企業における目標設定には、４つのパターンがある。目標による管理ではトップダウン、ボ

トムアップ方式で設定を行う。 

（１）トップダウン方式 

 ノルマという形で上から強制的に目標が設定される。 

（２）トップダウンボトムアップ方式 

 目標は上からおりてくるが、その目標に連鎖させ、自主的に目標を設定させ、話し合いのう

え、決定していく。 

（３）ボトムアップ、トップダウン方式 

 下から目標を出させるが、期待以下だと少し目標が上乗せさせられておりてくる（伝統的な

企業にこの方式が多い）。 

（４）ボトムアップ方式 

 下から目標を出させ、それを積み上げて、組織目標とする。 

 

 

 

 

 

 



シート② 

 

目標による管理の展開 

 

 目標による管理は基本的には次の３サイクルで展開する。管理者の場合は、目標の形成が重

要になるので目標形成を入れて４サイクルで展開しなければならない。 

 

【目標による管理のサイクル】 

１．目標の形成（設計） 

 管理者にとって一番重要になるのが目標づくり（形成）である。基本的には上位目標のブレ

イクダウンが主となるが、自部門が抱える課題や問題を目標の中に積極的に組み込んでいかな

ければならない。その自部門独自の目標を設定していくためには、中期的な期間を想定し、状

況変化を予測し、そこから出てくる課題や起こりうる問題を先取りする必要がある。 

 また目標を下位者におろすためには具体的方針と方策が必要になるが、それを設定するため

には、上位者が独自に設定するのではなく組織メンバーによる戦略や戦術の形成が必要になっ

てくる。これが目標による管理を実践していくための第一段階である。 

 

２．目標の設定 

 設定した目標を下位者に示し、できる目標を設定させて上位者に提出させる。その中に上位

目標の連鎖だけでなく、独自の目標を組み込んでもよい。 

（１）目標の設定の仕方 

  ①目標数は５つ以内にとどめ、各目標に重みづけ（％）をする。 

  ②目標はできるだけ具体的、定量的に定める。 

  ③定量的に設定できないものはスケジュール目標で定める。 

  ④目標は本人が努力すれば達成できる高さにする。（絶対目標） 

  ⑤目標は長期目標と短期目標のバランスをとる。 

  ⑥共同目標や反対目標（新しい目標設定によりマイナスになるものをとどめる目標）を設

定する。 

  ⑦標準目標と最高目標の二本立て目標にしてもよい。（例外） 

  ⑧部下からの要求事項、条件などを出させる。 

（２）目標カードの作成 

  設定された目標はカードまたは目標記述書に記入させる。（業績評価表、自己申告書など

の場合もある） 

（３）目標設定の話し合いを行い、決定する 

  提出されたカードに基づいて話し合いを行う。目標を具体化させるための計画案を別途作

成させてもよい。確定した目標カードは上司と部下とで保管する。 

 

 



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　目標による管理ペア討議設問



ワークシート① 

 

「目標による管理」ペア討議設問 

 

正しいものには○を間違っているものには×を記入してください。 

 

設問 

１．目標とは、各自に期待する成果をあらかじめ具体的にハッキリさ

せたものである。 

 

２．目標による管理では成果で評価するのが望ましいので、結果とし

て成果中心になり、実力主義にもなる。 

 

３．部門に対する帰属意識の高いところでは、必ず業績もあがる。 

 

４．部下の目標は上司（部長）の目標の範囲だけからブレーク・ダウ

ン（おろす）しなければならない。 

 

５．目標はすべて定量的に設定しなければならない。 

 

６．予算や計画は必ずしも目標による管理での目標になるとは限らな

い。 

 

７．目標は正確であることが望ましいが、やむを得なければ多少不正

確でもないよりはましである。 

 

８．職務上は重要なものでも当面問題がなかったり、変化を起こそう

としなければ重点目標とはならない。 

 

９．目標設定にあたっては当面の目指すべきものや短期的なものに重

点をおいて設定すべきである。 

 

１０．仕事の効率を高めるには、できるだけ仕事は細分化し、単純化

し、専門化することである。 

 

１１．方針が徹底した会社とは、トップが「品質の向上」と叫べば末

端の社員まで「品質の向上」と叫ぶような組織のことである。 

 

１２．評価の正確を期するためには、あくまでも事実の積み重ねで判

断しなければならない。 

 

個人  ペア  正解 


	K04.pdf
	文書名 :課長研修_目標達成マネジメントの推進（概論）.pdf
	文書名 :課長研修_目標達成マネジメントの推進（概論）-2.pdf

	文書名 :K05.pdf



