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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

〒1 6 0 -0 0 0 5 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



1 

オリエンテーション（課長研修） 概要 

目的 
z 課長（新任）研修の目的を理解させる。 

z 研修の特色を理解させ、参加心得を認識させる。 

z グループ別に参加者同士で相互紹介を行い、コミュニケーションを促進する。 

対象 
課長、新任課長、同等職位の方 

所要時間 

５０分 

教材 
z シート① オリエンテーション（研修を始めるにあたって） 
z ワークシート① 部門状況の相互情報交換シート 

時間配分 
項目 分 

１．はじめに ５分 
２．本研修の目的 ５分 
３．研修の特色と参加心得 ５分 
４．相互紹介 
（グループ内他者紹介） 

  インタビュー 
  相互紹介 

３０分 
 
（１２分） 
１人（２、３分） 

５．まとめ  ５分 
合計 ５０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 

z これから２日（３日間）にわたって課長実践研修を実施す

る。 

z 今日お集まりの方々は各部署の課長（新任課長）職の方々

だが、組織の中核として働いているため、多忙な毎日を送

られているのではないだろうか。 

z こういった研修の場で課長としての力をつけていただく

ことは大変重要である。 

z 課長といっても部下の多い人もいるし、部下が少ないプレ

イングマネージャーの人もいるし、専門職としての課長の

方もいるであろう。 

z ただ共通するところは組織の中核となって仕事を推進し

なければならない立場にあり、業績向上のリーダシップを

発揮しなければならない立場にあるということである。 

z また部下の育成も行わなければならないし、連結ピンの役

割も果たさなければならないし、問題解決の推進役でもな

ければならない。 

z これからの会社の動きからも課長に対する期待が高まっ

ていくことは目に見えて明らかである。 

z この研修は組織の中核となって働く課長のあり方、つまり

管理のあり方を考え、それを推進していくための技術を習

得していく研修である。 

本研修の目的 

（５分） 

シート① z この課長研修は基本的な管理者研修であるが、最初に今回

の研修の目的を具体的に説明しておこう。この研修には４

つの目的がある。 

z まず課長とは何か、組織からどのような行動を期待されて

いるかを正しくつかんでいただく。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 具体的に言えば、コース全般を通じて管理者の役割を認識

していただくと共に、管理とは何かを理解していただき、

組織（会社）からの期待についても理解して頂くことであ

る。 

z 第２の目的は「管理者（課長）として身につけなければな

らない能力と技術を強化する。」である。 

z 管理者（課長）が期待される役割を果たしていくためには、

それにふさわしい能力と技術を身につけていかなければ

ならない。 

z 技術は管理職である課長がその職責を果たしていくため

欠かせない武器である。 

z 第３の目的は日頃の行動の反省を通じて自己と職場の革

新のための新しい目標を設定して、実践に結び付けていた

だくことにある。 

z そのためには自己の行動上での強み、弱みを明確にし、改

善目標を見つけていかなければならない。職場の強み、弱

みの強化をはかることも大切である。 

z 最後の目的が「会社の動きやマネジメントに関する視野を

広げる」ことである。 

z 研修の中で様々な面での「気づき」ができるし、参加者相

互の情報交換の中からも自然に視野が広がっていく。 

z 本コースではこれら４つの目的で研修を進めていくこと

にする。 

z 最初の概論である「管理の基本と期待される役割」の会合

では「管理者とは何か」ならびに「管理者としての基本的

役割」を理解し、１日２日の各会合では目標達成や人材育

成など基本的管理技術を習得して頂く。 

z ２日間（３日間）の研修では一番基本的な技術を中心に学

ぶことにする。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

研修の特色と

参加心得 

（５分） 

シート① z 目的はわかったと思うので、今度は演習に入る前に研修の

特色と参加心得について簡単にふれておきたい。 

z 研修の場は、知識を学ぶだけの場ではない。管理上や自分

の問題を気づき、改善の方向を明確にし、それを職場で実

践して初めてその目的が達成される。 

z 気づきを通じて、実践を通じて学ぶのが、この研修の特色

であるので 

① 課題解決方式 

② 相互啓発 

で進めていく。 

z 課題解決とは生の（職場の）テーマを討議したり、設定さ

れた課題を達成したり、事例研究などで進めていく形をと

る。事前に用意したテーマもあれば、その場で作る生の事

例もある。 

z 相互啓発は、討議の相互作用の中からお互いに学ぶという

意味である。したがって研修の中で積極的な情報交換も必

要になる。 

z 課題解決方式であるので、グループ討議が中心になるので

指定された討議時間を必ず守るよう自主運営してほしい。 

z （２日間（３日間）のスケジュールを簡単に説明する。） 

相互紹介 

（グループ内

他者紹介） 

（３０分） 

 

 

 

 

 

 

z 研修に先立ち、参加者の相互紹介を行いたい。 

z この相互紹介の目的は 

（１） 研修への方向づけと意識を統一する。 

（２） グループ内のコミュニケーションを促進する。 

（３）情報交換によりお互いの職場状況を知る。 

ことにある。 



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　オリエンテーション（研修を始めるにあたって）



シート① 

 

 

課長（新任課長）研修オリエンテーション 

（研修を始めるにあたって） 
 
１．本コースの目的 
（１）課長とは何か、管理者としてどのような活動を期待されているかを正しくつかむ。 
  （管理の概念ならびに、課長としての基本的役割） 
（２）課長として身につけなければならない能力と技術を向上する。 
  （管理を推進するための技術の習得） 
（３）会社の動きやマネジメントに関する視野を広げる。 
  （会社の動き、職場状況やマネジメント体制の相互情報交換） 
（４）今までの行動の反省を通じて自己と職場改革の新しい目標を設定する。 
  （行動計画の策定） 

 
２．研修の場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．研修のスタイル 

（１）課題解決方式 
（２）相互啓発（情報交換） 

 
 
 
 
 
 
 

インプット 

学ぶ 

 

知識、情報、

技術 

気づく 

 

改善点 

強化点 

目標を定める 

 

行動目標 

行動指針 

実践する 

 

行動変容 

成果 

アウトプット 

（研修の場） （職場） 



課長
研修

管理の基本と管理者の役割
指導用マニュアル
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管理の基本と管理者の役割 概要 

目的 
z 新時代の管理者に期待される役割を認識し、管理者としての自覚を高める。 

z 管理とは何かを理解し、果たすべき管理機能を明確につかむ。 

z これからの管理者に期待される能力と行動を明らかにする。 

対象 
課長、新任課長、同等職位の方 

所要時間 

９０分 

教材 
z シート① 管理者（課長）に期待される役割 
z シート② 管理者に期待される能力 
z インストラクター用資料① 管理者（課長、マネジャー）の職責（参考） 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
管理者への期待 ５分 
経営の目的 ５分 
管理者の果たすべき２つの役割 ５分 
組織からの期待 １５分 
管理とは何か ５分 
管理に必要な３つの要件 １５分 
管理者の果たすべき役割機能 １０分 
管理者に期待される能力 ２０分 
まとめ ５分 

合計 ９０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） 

シート①

の１ 

z これから課長（管理者、新任課長）研修の第１会合とし

て「管理の基本」と「管理者に期待される役割」の概論

を行いたい。 

z 今日お集まりの方々は課長クラスの方々であるが、第１

線の管理者として多忙な毎日を送られていると思う。 

z たまには仕事を離れて「会社の将来」や「管理のあり方」

や「自己の役割」などについて考えてみることも意義が

ある。 

z 今、世の中はどんどん変化している。その変化を予測し

たり、変化に対応するためにも、管理者としての力を高

めていくことは大変重要であろう。 

z 課長は中間管理職として管理者階層の重要な位置にいる

ため、マネジメントの仕方やリーダーシップのとり方が

業績に大きく影響してくることは言うまでもない。 

z また新しいマネジメントのスキルも身につけていかなけ

ればならないし、時代に合った管理スタイルへの変換も

迫られている。 

z この会合では管理者としてどのような役割を果たすべき

か、管理とは何かについて学んでいただくことにする。

なお各論はこの後の会合で学んでいただくことになる。 

z この第１の会合の主な狙いは 

①新時代の管理者に期待される役割を認識し、管理者と

しての自覚を高める。 

②管理とは何かを理解し、果たすべき管理機能を明確に

つかむ。 

③管理者に期待される能力を身につける。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ことにある。 

管理者への 

期待 

（５分） 

 z では、まず最初に管理者（課長）に期待される役割は何

か、管理機能はどのように果たすべきかについて考えて

みよう。 

z 管理者に期待される役割は時代により異なるし、それぞ

れの立場によっても異なってくるが、管理階層に入った

以上、経営の一陣を担うという立場に置かれることは間

違いない。 

z 経営者ではないが、経営の代理権を行使する立場に置か

れるので、管理者といえども経営感覚が大変重要になる。 

z もちろん課やグループの利益をあげていく立場にもある

ので、業績向上を果たしていかなければならない。 

z また様々な問題や課題に直面するだろうから、それを的

確に処理していくことも役割になる。 

z また立場があがり、会社も事業拡大していくとなると、

常に外に目を向け、市場の状況を捉えながら、戦略、戦

術を考えていかなければならないであろう。 

z このように管理者の果たすべき役割はどんどん広がりを

見せてきていることは間違いない。 

経営の目的 

（５分） 

シート①

の２ 

z では経営活動とは何かを考えてみたい。 

z 経営の最終目的は会社を維持、発展させていくことにあ

るが、そのためには企業の持つ資源を有効に活用すると

同時にその資源を拡大していかなければならない。 

z それでは、どのような資源があるであろうか。 

z 資源の中では金、つまり利益が中心となるが、人や物、

情報（技術）といった見えざる資源も拡大していく必要

がある。 

z また会社を発展させていくためには、社会のルールを守

らなければならない。そのためには社会的責任を念頭に
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

置いた経営もしなければならない。コンプライアンスな

どが問題になっていることは皆さんもご存知のことと思

う。 

z この社会的責任を果たすことも会社存続のための重要な

目的になってくる。 

管理者の果た

すべき２つの

役割 

（５分） 

シート①

の３ 

z 経営目的を果たすために管理者はどのような役割を果た

さなければならないであろうか。 

z ２つの役割があるが、その１つは「組織からの期待」に

応えるという役割であり、もう１つが「設定された目標

を達成する」という役割である。 

z 中心となるのは「設定された目標の達成」だが、組織か

らの期待に応えることも大変重要であるので、こちらか

ら説明したい。 

 

 

 

 

 

組織からの期

待 

（１５分） 

 z 組織からの期待は暗黙の期待であるので自ら自覚し、そ

の役割を認識しながら、行動していく必要がある。 

z この暗黙の期待は年度の社長の所信表明などから出てく

ることもあるが、通常は会社の置かれている状況の中か

ら出てくるのでそれを先取りしなければならない。 

z つまり会社の将来を予測し、どのような課題や問題が出

てくるかを考えていくことである。 

z 経営戦略の中から出てくるものも多いため、長期的な視

点で考えていかなければならない。 

z 例えば、市場を海外に拡大するという戦略が出てくれば

組織からの期待 

設定され

た目標の

達成 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

国際化への対応といった期待として出てくるはずであ

る。 

z また政治や経済、社会の変動の中から出てくるものもあ

る。 

z わかりやすくいえば会社の将来の発展のためになすべき

ことや、直面する脅威に対応すべきことなどがすべて含

まれてくる。 

z こういった暗黙の期待を的確につかむためには常に政

治、経済、社会の動きにも敏感でなければならないし、

市場や業界や他社の動きにも敏感でなければならない。 

z また自分の会社がどのように動いていくか、どのような

戦略をとろうとしているかについても関心を持っていな

ければならない。 

z さらに、その動きから自分が、どのような立場や環境に

置かれていくであろうかも考えてみる必要がある。 

z 今どの企業も 

（１）事業構造の見直しと新規事業の拡大 

（２）経営の抜本的効率化の促進 

（３）業績主義への変換、少数精鋭化のための人材育成

と組織風土の変革 

（４）企業内情報システムの拡充 

（５）国や地方自治体の政策変換から出てくる要請への

対応 

といったことを目指そうとしているし、そこから起こる

問題への対応を迫られている。 

z 自分の会社はどうであろうか、自分の部門はどうであろ

うか、何を期待されているのか、それをまず考えてみて

ほしい。 



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　管理者（課長）に期待される役割
シート②　管理者に期待される能力



シート① 

 

管理者（課長）に期待される役割 

 

１．はじめに 

 管理者と一般社員とどこに違いがあるだろうか。まず第１は管理者になると経営の一翼

を担う立場に立つ。部門の長として業績向上にも貢献しなければならないし、人、物、金、

情報（技術）といった資源や見えざる資源をいかに効率よく活用していくかも、考えてい

かなければならない。 

 また戦略戦術の担い手としての期待も出てくるであろうし、部下や上司や他部門からも

大きな期待を寄せられることは間違いない。 

 責任も重くなると同時に管理を実践するプロセスで今まで経験したことのない問題にも

直面していくであろう。 

 企業環境が変化し、事業分野が拡大し、組織活動が複雑になればなるほど管理者の役割

も拡大し、多様化していくことは目に見えて明らかである。 

 これからの管理者は外に目を向けて、目標を形成し、市場の動きを鋭敏にとらえながら

的確な判断を下し、リーダーシップを発揮しながら組織メンバーを目標に向けて動かして

いかなければならない。 

 

２．経営の目的 

企業を維持、発展させるために人、物、金、情報（技術）といった資源や見えざる資源

を有効活用し、拡大していくことを目的とする。 

 

３．管理者の果たすべき役割 

 管理者は重層化した２つの役割を果たさなければならない。 
（１）組織からの期待に応える 
  ・自社が目指す経営戦略や事業計画の中から出てくる期待（長期的なもの） 
・企業が直面する問題や課題の達成（コンプライアンス 個人情報の徹底） 

  ・IT化、情報化への対応 
  ・少数精鋭化と人材の活用、育成等 
（２）設定された部門目標を達成する 
  管理サイクルを明確に定め、管理機能を駆使して、部下を目標に向けて動かしていく。 
 
４．企業を取り巻く環境の変化と目指すべき方向 

 管理者の果たすべき役割は、自社を取り巻く環境の変化と向かうべき方向の中から生ま

れてくるといってよい。管理者としてはまず、今自社がどのような環境に置かれているの

か、どのような方向を目指そうとしているのか、どのような戦略で進もうとしているかを

明確につかんでおかなければならない。 



シート① 

 

＜今、企業が目指している主な方向＞ 
（１）事業構造の見直しと新規事業の拡大 
（２）経営の抜本的効率化の促進 
（３）業績主義への変換、少数精鋭化のための人材育成と組織風土の変革 
（４）企業内情報システムの拡充 
（５）国や地方自治体の政策変換から出てくる要請への対応 
 
５．管理とは何か 

 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いて、効果的に目標

を達成できるようなしくみを作り、その目標に向けて組織メンバーを動かしていく」一連

の行動をいう。 
 つまり管理とは、個人では成し遂げられないことを集団で成し遂げるための活動であり、

その活動をすることが管理であり、それを実践する人が管理者である。 
 
６．管理に必要な３つの要件 

 組織メンバーを方向づけて動かすためには次の３つの要件が大変重要になる。 
 （１）目標を明確に設定する（長、中、短期） 
 （２）しくみをつくる（制度、ルール、取り決め事項） 
 （３）リーダーシップを発揮し、目標に向けて動かす。 
 
７．部下を動かす管理行動 

 組織メンバーを方向づけて動かすために管理者は次の行動をとらなければならない。そ

れが管理者の役割（機能）に結びついていく。 
（１）管理サイクルを明確にして循環させる 

 目標達成のための計画を立て、その計画が効果的に遂行できるよう組織化し、命令し、

指揮し、調整し、最後に計画どおり行ったかどうかを測定、評価する。 
 どのような管理サイクルで循環させるかは、企業によってそれぞれ異なる。伝統的管理

サイクルもあれば目標による管理のサイクルにもある。またプロジェクトマネジメントの

サイクルもあるし、生産会社では TOCのサイクルで循環させているところもある。 
（２）部下を通じて動かして目標を達成する 

 部下を通じて目標を達成するためには、いかに部下を動機づけるか、育成するか、ある

いは一緒に問題解決していくかが大変重要になるし、時と場合により、指示命令も必要に

なることもある。また皆が仕事をしやすいような環境づくりについても考えていかなけれ

ばならない。 
 
８．管理者の果たすべき役割（機能） 

 管理者の果たすべき役割（機能）は実務レベルでは予算管理、人事管理、商品管理、設



シート② 

 

管理者に期待される能力 

 

１．期待される能力 

（１）専門能力 

 担当業務に関する基本的な知識と技術、ならびに職務責任者としての専門知識や技術が

必要である。 

（２）リーダーシップ 

部下を通じて仕事の成果をあげていくためにはリーダーシップが欠かせない。リーダー

シップは「ある状況の中で行使されるもので、コミュニケーションの手段を通じて特定の

目標に向けられた対人間の影響力」をいう。従来は指導力や統率力の意味であったが、最

近は、人を動かす影響力という幅広い意味として捉えるようになってきた。 
 
＜リーダーシップの要素＞ 

Ａ 状況判断力 …………………… 企業を取り巻く環境の変化、業界の動き、仕事の動き、

風土、伝統、上司のスタイル等 

Ｂ 内的な力 ……………………… 人柄、経験、実績、見識（生きた知識）、先見性など 

Ｃ 外的な力 ……………………… 権限、規律ルール、地位、役割 

Ｄ コミュニケーションスキル…… 説得や傾聴の実践、プレゼンテーションの技術 

Ｅ 情報……………………………… 内外の情報源、人脈等 

 

（３）計画力 

 計画という意味は将来を予測し、目標を設定し、それに基づく計画を立案することをい

う。そのためには先見力も必要になるし、手段を考えるための発想も必要になるし、スケ

ジュール化能力も欠かせない。また、実行に移すための決断力や意志決定力も併せ持たな

ければならない。 

 

（４）問題解決力 

 職場で起った問題を的確に解決できなければならない。また起こった問題を処理するだ

けでなく、職場内外の問題を発見、形成し解決していく力を持たなければならない。 



課長
研修

これからの管理に関する
基本コンセプトの確認
指導用マニュアル



 

これからの管理に関する基本コンセプトの確認 概要 

目的 
z これからの管理の組織活動や管理のベースとなる新しい管理の基本コンセプトを理解す

る。 

z 今までの管理行動を振り返り修正を図る。 

z 課長同士の相互啓発を図る。 

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 
z シート① これからの管理に関する基本コンセプトの確認（演習の進め方） 
z ワークシート① これからの管理に関する基本コンセプトの確認 
z ワークシート② チーム効率の分析 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
理解促進討議の進め方 ５分 
個人研究 ２０分 
グループ研究 ６５分 
正解の提示と解説 ３５分 
チーム効率の分析 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） 

 z 管理とは何か、管理者の果たすべき役割、能力等につい

ては「概論」で説明した。 

z 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

するような体制をつくり、組織メンバーをその方向に動

かしていくこと」と述べた。 

z そのためには、目標としくみとリーダシップが重要であ

ることも述べた。 

z （管理の基本について簡単に振り返ってもよい。） 

z 管理者は部下をどのようにして目標に向けて動かしてい

くべきかを明確につかんでおかなければならない。 

z しかし、その動かし方は時代に即応したやり方でなけれ

ばならないし、同じ組織体にいるなら管理者が統一した

考え方に基づいて動かしていかなければならない。 

z 管理者はそれぞれ個性も違うし、管理スタイルも管理の

進め方も異なる。 

z 確かに管理場面で個性を発揮することは大切だが、それ

はある一定の基準に基づいた行動をベースにした個性の

発揮でなければならない。 

z 管理者は常にある一定の基準に基づいて行動している。 

z その基準は常に新しい管理の基本コンセプトに基づいた

ものでなければならない。 

z 時代によって変わってきた伝統的管理の基準と統合的管

理の基準とは基本的に異なる。 

z この会合では管理行動の基になる統合的管理の基準を新
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

しい基本コンセプト（概念）について設問討議を通じて

学んでつかんでいただくことにする。 

z 具体的な演習の目的は 

①これからの組織活動や管理のベースとなる新しい管理

の基本コンセプトを理解する。 

②演習を通じて今までの自己の管理行動を振り返る。 

ことに置かれる。 

理解促進討議

の進め方 

（５分） 

シート① 

 

 

ワークシ

ート① 

z では理解促進討議の進め方を紹介しよう。 

z まず個人別に４０問の設問の回答を記入する。 

z 次にそれを持ちより、特定の条件のもとにグループで統

一の答えを出す。この条件については後ほど具体的に説

明したい。グループで統一の答えが決まったら、正解の

提示に入る。 

z 正解とグループの決めた答えとに違いがあった場合は、

なぜ違いがあったかを明確につかまなければならない。 

z コンセプトの確認の問題であるので、正解の提示の時は

解説と加えることにする。 

z 最後に討議により、どの程度正解に近づいたか、どこに

誤りがあったかを明確にするためにチーム効率の分析を

行う。チーム効率の計算の仕方についても後ほど説明す

る。 

z 以上が大まかな理解促進討議の流れである。理解促進討

議の全体の流れは個人研究→グループ研究→正解の提示

と解説→チームの効率の分析である。 

z （ワークシート①「これからの管理に関する基本コンセ

プトの確認（設問）」を各自に配布する。） 

z では具体的な理解促進討議に入ろう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

個人研究 

（２０分） 

ワークシ

ート① 

z まず個人で４０問の設問を読み、正しいコンセプトと思

われるものを A、B、Cの中から１つを選び、個人欄に入
れる。時間は２０分である。 

z では始めてください。 

z 個人解答の記入が終わったようなのでグループ研究に入

る。 

z （参加者を５～６名のグループに編成する。） 

z （初対面の時は簡単な自己紹介を入れても良い） 

z グループで討議しながら、統一の答えを決定し、それを

グループ欄に入れてほしい。 

z グループ討議は次の条件を守って行わなければならな

い。 

１．すぐに多数決で決めない。討議した結果として多数

決になるのはかまわない。 

２．少数意見を尊重する。少数意見で正しいものもある。 

３．勝ち負けにこだわらない。コンセプトの理解が中心

なので、理解と納得した上で決めてほしい。 

４．職場での経験実例を織り込みながら討議するとよい。 

グループ研究 

（６０分） 

 z 討議時間は６０分である。リーダー等を決めて、自主的

に運営してほしい。 

z （途中で時間の経過を告げる。時間が来ても終わらない

グループには原則にはずれるが多数決で統一の答えを決

めさせる。） 

z グループの統一の答えが決まったようなのでグループ研

究を終了する。 

休憩 

（５分） 

 z では５分休憩する。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

正解の提示と 

解説 

（３５分） 

 z 理解促進討議では様々な意見が出たであろう。また対立

もあったでしょう。 

z ではこれから正解を説明する。この討議は新しい管理の

コンセプトや行動基準を理解するのが目的であるので、

問題のありそうなところは具体的に解説していきたい。 

z また新しい統合的管理のコンセプトと古い管理（伝統的

管理）のコンセプトの違いについても説明したい。 

z 設問１の答えは Bである。管理を日常のプロセスの次元
で捉えるか概念で捉えるかにより異なるが、人、物、金、

情報（技術）、見えざる資源を拡大していくことが管理で

あるので Bが正しい。 

z 設問２は Bである。Aとしたグループも多いと思うが、
これは日常のプロセスでのマネジメント体制であるの

で、下から上にボトムアップで意見や助言を求めたり、

指示を仰いだり、状況説明することが望ましい。上司は

それに的確に応える。 

z 設問３の正解は Bである。一般的には Cもあるが、現在
は利益単位が課や係など、どんどん下位に降りてきてお

り、課長や係長にも経営感覚が必要になってきている。 

z プロフィットセンター化が進み、責任権限が下位におり

てきていると解釈してもよい。 

z 次はリーダーシップである。 

z 設問５は Cである。自分の考えの強い人は自分のスタイ
ルを押し通すであろうし、そうでない人は状況（上司ス

タイルも含む）によってころころ自分のスタイルを変え

る人もいるであろう。 

z 設問６は Bである。権限か業績か人柄などの内的な力か
の論議になるが、最終的に相手に強く働くのはその人の

実績（実力）や人間的なものなどの内的なものである。 

z 設問７は Bである。コミュニケーションの技術だと主張



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　これからの管理に関する基本コンセプトの確認（演習の進め方）



シート① 

 
 

これからの管理に関する基本コンセプトの確認（演習の進め方） 

 
 優秀な管理者ほど明確な管理行動の基準をもっているし、時代の変化に対してそれを変え

ようと努力している。 
 管理行動の基準は一定のものではない。その時代のマネジメントのあり方により変わって

くる。 
 この設問の討議を通じて今までの管理者としての行動をふり返ると共に新しい管理行動に

役立つ基本コンセプトを明らかにしていく。 
 
１．討議の目的 

 （１）管理者に必要な次の領域の基本コンセプトを明確につかむ。 
    １ 管理         ６ コミュニケーション 
    ２ リーダーシップ    ７ 動機づけ 
    ３ 目標         ８ 職場づくり 
    ４ 計画         ９ 問題解決 
    ５ 部下の指導、育成  １０ 評価 
 （２）管理者層としての共通の価値基準、判断基準を認識する。 
 （３）お互いの管理行動を比較し自分の行動を改める。 
 
２．理解促進討議の進め方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔グループ討議の条件〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ＣＣテスト‥Concept clarification test 

１．講義 

２．個人別ＣＣテスト 

３．グループ討議により統一見解の作成 

４．正解の提示と主要項目の説明 

５．チーム効率の分析 

１．多数決ですぐに決めない。 
２．少数意見を尊重する。 
３．勝ち負けにこだわらない。 
４．職場での経験実例を盛り込みながら討議する。 



課長
研修

目標達成マネジメントの 
推進（概論）
指導用マニュアル
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目標達成マネジメントの推進（概論） 概要 

目的 
z 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。 

z 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。 

z 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 
z シート① 目標達成マネジメントと目標による管理 
z シート② 目標による管理の展開 
z シート③ 目標設定と面接の基本的な進め方 
z シート④ 評価フィードバック面接の基本的な進め方 
z 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 

z これから目標達成マネジメントの推進の会合に入る。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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） 

 z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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 z 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。 

z 「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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 「ある条件」とは仕事の自由裁量をさす。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 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） 

 

 

 

 

 

 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z この組織の定義を行ったのはＥ．シュレイである。 

z 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。 

z 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。 

z 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。 

z 組織はその目標を達成するための仕組みなのである。 

z 以上が目標による管理の基本的考え方である。 

z 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。 

z 用語の説明に入ろう。 

z まず一番最初が目標である。 

z 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。 

z 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。 



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。 

 

 

 
 
 
 



課長
研修

人材育成マネジメントの推進
指導用マニュアル



 

人材育成マネジメントの推進 概要 

目的 
z 管理者（課長）の役割である人材育成の重要性を再確認する。 

z 人材育成マネジメントの概要を知る。 

z ＯＪＤならびにＯＪＴの考え方を理解する。 

z 自部門の人材育成マネジメント強化の方向を明らかにする。 

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 
z シート① 人材育成マネジメントとは 
z シート② 人材育成マネジメントの実践 
z シート③ 計画的ＯＪＴの展開 
z シート④ 人が育つ職場環境づくり 
z ワークシート① 人材育成マネジメントチェックリスト 
z ワークシート② 人材育成マネジメント傾向分析シート 
z ワークシート③ 人材育成マネジメント強化目標 
z ワークシート④ 人材育成マネジメント強化目標（例） 



 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
人材育成マネジメントとは ２０分 
人が育つ要因は何か ２０分 
ＯＪＤとＯＪＴ ２５分 
人が育つ職場環境づくり １０分 
人材育成マネジメントの現状

分析（チェックリスト） 
１５分 

人材育成強化目標の作成   １５分 
強化目標の相互発表と検討 ３５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 

z この会合では、管理者（課長）の重要な役割である人材

育成の基本的考え方を学ぶ。 

z いうまでもなく人材育成は企業にとって重要な経営課題

であるため組織的対応も必要だが、管理者（課長）の立

場での人材育成も重要性も増している。 

z 今までは人材育成を「部下の指導、育成」という狭い考

え方で実施されてきたが、最近は人を育てるための仕事

のしくみづくりや啓発的環境づくりまでも含めて考える

ようになってきた。 

z つまり人材育成マネジメントとして捉えられるようにな

ったのである。 

z 管理者（課長）の立場では業績向上に結びついた目標達

成マネジメントに目がいきがちだが、これからは人材育

成マネジメントも同じレベルで捉えていかなければなら

ない。 

z この会合では 

①管理者（課長）の役割である人材育成の重要性を再認

識する。 

②人材育成マネジメントの概要を知る。 

③ＯＪＴならびにＯＪＤの基本的考え方を理解する。 

に焦点をあてて進めていく。この会合では人材育成の基

本的な考え方とその技術について学んでいただく。 

人材育成マネ

ジメントとは 
シート①

の１ 

z なぜ人材育成が重要なのであろうか。管理者（課長）が

行う人材育成はどのようにあらねばならないであろう
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

（２０分）  か。 

z まず人材育成の重要性について考えてみよう。昔から企

業は人なりという観点から、人材育成の重要性は叫ばれ

てきたが、ポイントの置きどころは時代により異なって

きた。 

（人材育成の目

的） 
シート①

の２ 

z いつの時代も人材育成は「人的資産」への投資という観

点から成果が求められてきた。 

z 人材育成は企業における、企業人による、企業人のため

の人材育成でなければならない。 

z したがって目的の第１は「能力の強化、態度の醸成を通

じて業績を向上させる」ことにある。 

z 業績向上がゴールであるので、指導育成ニーズを明らか

にし、目的的に実施しなければならない。 

z 今、どのような能力が必要か、どのような態度が必要か

を明らかにすることからスタートしなければならない。 

z 成果の出ない人材育成は意味がない。 

z 第２の目的は技術革新や経営革新を推進する力を高めた

り、対応する力を高めることである。 

z 企業は今、変動の中にある。技術革新や経営革新は急ピ

ッチに進んでいる。革新を生み出す人材が必要であるし、

変化に適応できる人も育てなければならない。 

z ＩＴ化への対応もその１つであろう。 

z 第３は事業構造の変換に伴う能力の質的転換をはかるこ

とである。 

z 企業の事業構造は常に変わる。事業の変革に伴う新しい

知識や技術も常に高めていかなければならない。 

z 最後が少数精鋭化、全員精鋭化のための人材育成である。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 仕事のしくみが複雑になってきているし、仕事量も増大

してきている。だから人を増やせばよいという時代では

ない。社員を増やすことは限界に来ている。 

z 少数精鋭化、全員精鋭化のためには、仕事のシステム化

も必要であるが、１人当たりの生産性を高める複合能力

の強化も忘れてはならない。 

z 人材育成の目的は以上であるが、目指している方向、狙

いはどの企業も同じであろう。 

z 経営資源の中で一番重要なのは人であり、組織活動の原

動力になるものも人であるので、組織一丸となって人材

育成にまい進しなければならない。 

（人材育成への 

対応） 

シート①

の３ 

z 重要性はわかったが企業としてはどのように対応してい

くべきであろうか。組織的対応について考えてみよう。 

z 人材育成は長期的視点に立って、組織的に行う必要があ

るし、一方職場のニーズに関しては短期的に重点的に行

う必要もある。 

z 長期的にやる方が漢方薬ならニーズに合わせて行う方が

カンフル剤と考えであろう。 

z 全社的に長期的視点に立って行う組織的対応とはどのよ

うなものであろうか。 

z 長期的視点で行うべきものであるから、体系的な研修体

系を確立して、年度計画に落としこみながら実践してい

くことが優先される。 

z もちろん、この体系はＯｆｆ．Ｊ．Ｔ（集合教育）だけ

でなく、ＯＪＴや自己啓発の体系化も必要になってくる。 

z また育成を目的とした「ローテーション」や「コア人材

の育成」なども長期的視点で行う施策になる。 

z もう１つが職場での対応である。人が育つのは職場の中



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　人材育成マネジメントとは
シート②　人材育成マネジメントの実践
シート③　計画的ＯＪＴの展開
シート④　人が育つ職場環境づくり



シート① 

 
 

人材育成マネジメントとは 

 

１．人材育成マネジメントの重要性 

 管理者（課長）の重要な役割の一つに人材育成マネジメントがある。人材育成は目標達

成マネジメントと同列に捉えなければならない重要な役割であるため、あえて人材育成マ

ネジメントと呼ぶことにした。従来は人材育成マネジメントを「部下の指導育成」という

狭い概念で捉えられていたが、人が育つのは直接的な指導のみならず、仕事そのものや環

境づくりも重要な要素であることがわかり、マネジメントレベルで捉えるようになった。 

 管理者（課長）の立場にある人は、人材育成の重要性をよく認識し、目標達成マネジメ

ントと同レベルで人材育成マネジメントを実践していかなければならない。 

 

２．人材育成の目的 

 人事育成は人的資産への投資として行うものであるが、具体的には、次の目的で実施す

る。 

（１）能力の強化、態度の醸成を通じて、業績向上を図る。 

（２）技術革新や経営革新を推進する力、それに対応する力を高める。 

（３）事業構造変換に伴う能力の質的変換を促す。 

（４）少数ならびに全員精鋭化に役立つ専門能力や複合能力を強化する。 

 

３．人材育成への対応 

 人材育成は、長期的視点に立って、組織的、体系的に行わなければならないし、職場の

ニーズに基づいて重点的に行わなければならない。 

（１）組織（会社）としての対応 

   研修体系を確立し、Ｏｆｆ.Ｊ．ＴやＯＪＴや自己啓発（ＳＤＳ）を体系的に実施

する。また育成のためのローテーションを実施したり、コア人材を育成する。 

（２）職場での対応 

   管理者（課長）による人材育成マネジメントを実施する。 

   人が育つ職場環境づくりを実施する。 

 
 
 
 
 



課長
研修

活力ある職場づくり
指導用マニュアル
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活力ある職場づくり 概要 

目的 
z 職場風土とは何かを知り、職場風土変革の重要性を認識する。 

z 活力ある職場づくりのステップと活性策を理解する。 

z 自部門の風土診断を通じて活性化の方向を明らかにする。 

対象 
課長、新任課長、同等職位の方 

所要時間 

２時間 

教材 
z シート① 活力ある職場づくり 
z シート② 職場風土の診断と活性化策 
z ワークシート① 職場風土の分析 
z ワークシート② 職場風土の分析（集計用紙） 
z ワークシート③ 活力ある職場づくりの目標 

時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
職場風土とは ２０分 
職場活性化のステップ ５分 
個人診断 １５分 
集計 １０分 
診断の枠組み １５分 
風土変革目標と活性化策の検討 ２０分 
活力ある職場づくり目標の相互検討 ２５分 
まとめ ５分 

合計 １２０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



 

2 

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 

z 管理者の役割の１つに「活力ある職場づくり」がある。 

z 課は１つの集団である。 

z 集団は常に成長し成熟していく。集団が成熟し、人と人

との関係が密になり、連携が強まれば、集団は活力が生

まれ、業績も上がっていく。 

z 逆に職場の雰囲気が悪くなり、活力が落ちてくれば、そ

れにつれて業績も低下する。 

z 職場は常に生き生きした状態に保ち、活力ある状態にし

ておかなければならない。それも管理者の役割である。 

z この会合では職場風土とは何かを理解し、自部門（課）

の活性化の方向を探っていく。 

職場風土とは 

（２０分） 

 

シート① 

z まず、職場の風土とは何かを説明しよう。 

z 職場には独特の雰囲気や行動規範があり、職場メンバー

は知らず知らずにその雰囲気や規範に合った行動をとら

される。 

z その土着した気風や見えざる掟のことを風土（climate）
と呼ぶ。 

z 会社全体の風土を組織風土と呼び、課や部の風土を職場

風土と呼ぶ。 

z 風土は組織の力を構成する１つの要素であるが、組織の

力はどのような要因で構成されているのであろうか。 

z 組織の力は人（能力）としくみと風土の３つにより構成

されているといわれているが、風土のよしあしが組織の

力に大きく影響してくることがわかってきた。 

z 風土は表面上ではつかみづらいものであるので、実態を
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

つかむためには能力やしくみとの関連で捉えていかなけ

ればならない。 

z  

 

 

 

z 風土はどのようにして形成されるのであろうか。 

z 基本的な風土はその会社に属している業種特性や業績や

過去の伝統習慣などにより形成されるが、部門内では部

門長の姿勢やメンバーの特性や職場状況の中から形成さ

れることが多い。 

z 風土は土着した気風であるので、すぐに刷新することは

難しいが、管理者の管理のやり方、姿勢次第で少しずつ

でも変えることは可能である。 

z 風土を変えていくためには、まず自部門の風土傾向をつ

かむ必要があるし、どのような風土に変革していくかと

いう目標も明確にしておかなければならない。 

z では目指すべき風土はどのようなものだろうか。 

z まず目指すべきは革新的、創造的風土で、率直にものが

言える風土である。また規律ある風土も目指さなければ

ならない。具体的な理想状況としては 

（１）個人も職場全体も目標と計画を持って主体的に自

立的に仕事に打ち込んでいる。 

（２）目標を達成するのに最も適合した仕事のしくみや

人の活用が行われている。 

（３）コミュニケーションがタテヨコともゆがめられず、

しかも率直なコミュニケーションが行われてい

る。 

能力 しくみ 

風土 

組織の力 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

（４）職場全体が外部環境の変化や外部への挑戦に向け

られている。 

（５）葛藤、対立を避けず、真正面から解決するよう努

力している。 

（６）相互フィードバックの機能が働いている。 

などがあげられる。 

z このような状態になれば、職場は生き生きとした活力あ

る状態になったといえる。したがって、理想状態である

と共にこれは風土の評価基準にもあたる。 

職場活性化の

ステップ 

（５分） 

シート①

の５ 

z さてこれで風土の説明と目指すべき方向の説明が終わっ

たので、これから具体的な活性化に入ろう。まずステッ

プを説明しよう。 

z 後ほど手順を踏んで自部門の活性化の診断を行い、活性

化の方向を探るので、概要だけを説明しておこう。 

z 職場の活性化は次の６段階で行う。 

（１）職場の風土診断を行う。 

（２）職場の強み、弱みを明確化する。 

（３）職場の活性化目標を設定する。 

（４）具体的施策を考える。 

（５）活力ある職場風土づくりを実践する。 

（６）活性化の結果を評価する。 

z このステップで重要になるのは第１ステップである。最

初に職場の風土診断をして、風土上の強み弱みを明確に

しなければならない。 

z この方法にはフリーアンサー方式や要因別分析方式など

様々な方法がある。 

z フリーアンサーとは職場メンバーが集まり、組織活動上
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

や風土上の問題点を洗いざらいブレインストーミングな

どで出し、それを構造化して弱みを見つけていくという

方法である。 

z もう１つが要因別分析法である。 

z この要因別分析にも様々な方法がある。 

z 今回はこの要因別分析法の１つで診断を行いたい。 

z では先に説明したステップに基づいた演習に入ろう。 

z この演習の目的は 

（１）職場風土の分析を通じて自職場の風土上の強み弱

みを認識する。 

（２）自部門の職場活性化の方向を明確にする。 

ことにある。 

個人診断 

（１５分） 

ワークシ

ート① 

z まず個人診断を行っていただく。 

z 自分の部門の状況を思い浮かべながら、評価表の５つの

状況をよく読み、あなたの目から見て現状に近い順に１

～５をつけ、個人欄に記入してください。 

z 一番現状に近いものに１を、次に全くそのような状態に

ないものに５をつけ、その後で近い順に２～３、４をつ

ける。このようなやり方で記入してほしい。 

z 部門の状況を昔に比べてよくなったか悪くなったかの判

断はしないで、ありのままの姿をつけてください。 

z 要因は１２項目である。 

z 時間は１５分である。では始めてください。 

集計 

（１０分） 

ワークシ

ート② 

z 診断が終わったら、ワークシート②の集計表にその順位

を映し、一覧表を作成する。 

z 記入の要領はＶＷＸＹＺのところにａｂｃｄｅと小さい

アルファベットが入っているので、それに該当するグル



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　活力ある職場づくり
シート②　職場風土の診断と活性化策



シート① 

 

活力ある職場づくり 

 

１．管理者の役割と職場活性化 

 管理者には組織目標を効果的に達成していくための「目標達成マネジメント」の推進と

人的資産の拡大に結びつく「人材育成マネジメントの実践」という二つの大きな役割を担

っている。 

 同時に職場を常に生き生きした活力ある状態に保っていくための「職場の活性化」も重

要な役割の１つになる。業績向上のためには、個人の力も必要だが集団の活力もどうして

も上げていかなければならない。 

 グリット理論を提唱したＲ．ブレイク、Ｊ．ムートンは「管理者が部下から仕事の成果

を引き出すためには部下を管理するのではなく、職場の風土を管理する必要がある。」とも

述べている。 

 職場風土の変革は管理者にとって重要な課題であることを常に認識して管理にあたって

ほしい。 

 

２．職場風土とは何か 

 職場には特有の雰囲気や行動規範があり、職場メンバーは知らず知らずのうちに、そ

れに合った行動を取るようになる。 

 その土着した気風、見えざる掟のことを職場風土と呼ぶ。会社全体では組織風土にな

るが、部門にあてはめた場合は「部門風土」となる。 

 組織全体の風土は、その会社の業種特性、過去の伝統や慣例、経営者のリーダーシッ

プのとり方など、マネジメント体制によって形成されていくが、職場単位で見た場合は管

理者の姿勢や職場の人間関係などによって形成されていく。 

 

３．組織の力を構成する要因 

 組織の力を構成する要因には①人（能力、行動力）、②しくみ（制度やルール）、③風土

の３つがあるといわれている。この３つの要因が相互にからみ合って組織の力を構成して

いる。 
 
４．望ましい職場風土とは 

 望ましい職場風土とは、「革新的で創造的風土」でなければならないし、「率直にものが

いえる風土」でなければならない。また集団の行動を統一させるための「規律ある職場づ

くり」も目標となる。 
 活力ある職場には次の要件が兼ね備わっている。 
 （１）個人も職場全体も目標と計画を持って主体的に自立的に仕事に打ち込んでいる。 



課長
研修

人事考課の技術
指導用マニュアル
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人事考課の技術 概要 

目的 
z 管理者の役割である人事考課の重要性を認識する。 

z 客観的考課のための諸技術を身につける。 

z 事例研究を通じて、考課で陥りやすい自己の問題点などを自覚する。 

対象 
課長、新任課長、同等職位の方 

所要時間 

３時間 

教材 
z シート① 人事考課の基本的考え方 
z シート② 人事考課の仕組みと運用 
z シート③ 考課者の基本的心構え 
z シート④ 考課要素と着眼点を正しく理解する 
z シート⑤ 考課尺度（評語）を正しく理解する 
z シート⑥ 評定誤差を少なくする技術 
z ワークシート① 事例研究の進め方 
z ワークシート② 人事考課演習（葉山君のケース） 
z ワークシート③ 人事考課表（事例研究演習用） 
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時間配分 
項目 分 

はじめに ５分 
人事考課の基本的考え方 １０分 
人事考課の仕組みと運用 ３０分 
基本的心構え ５分 
考課要素と着眼点の理解を ５分 
考課尺度を正しく認識する ５分 
評定誤差を少なくする技術 ２０分 
事例研究の進め方 ５分 
個人研究 １５分 
グループ研究 ３５分 
発表とコメント ４０分 
まとめ ５分 

合計 １８０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 

z この会合では、管理者（課長）にとって重要な人事考課

の基本的考え方と技術について学ぶ。 

z 人事考課は制度に基づいて実施するものであるから、ま

ず自社の方式と基準を理解した上で実施する必要がある

が、この研修は管理者研修の会合であるので、基本的な

考え方と技術に絞って進めたい。 

z 言うまでもなく人事考課は部下を持つ管理者にとって重

要な職責である。 

z あなた自身だけでなく、会社にとっても部下にとっても

大切である。 

z したがって管理者はその職責上、客観的で妥当性のある

評価を心がけなければならない。 

z この会合では 

（１）人事考課の考え方と仕組みを理解する。 

（２）客観的考課を行うための技術を身につける。 

ことを目的で実施する。 

人事考課の基

本的考え方 

（１０分） 

シート① z なぜ人事考課が重要なのであろうか。時代の節々にその

重要性が叫ばれてきたが、マネジメントの体制が年功主

義から能力主義、成果主義に移行するにつれて、その重

要性が日増しに高まっている。 

z 人事考課は人事諸制度の基幹をなすものである。 

z なぜなら人事考課なくして、賃金制度や昇進昇格制度や

ローテーション制度など全ての人事制度が運用できない

からである。 



 

4 
 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

z また、人事考課は様々な人事情報を提供する役割もある。 

z 特に目標による管理を導入している企業では成果や貢献

度を客観的に評価に結びつけなければならないので、さ

らに人事考課制度の運用が重要になっている。 

z また部下にとっても一番の関心ごとであるし、評価がそ

の人の将来に影響していくものであるので、慎重に評価

していかなければならない。 

z ではまず最初に人事考課の定義をしておこう。 

z 人事考課とは「組織における人的資源の拡大と活用のた

めに、組織が定めた方式と基準に基づき、職場の管理者

が、管理機能の一環として、所属メンバー（部下）の職

務上の行動もしくは成果を評価すること」をいう。 

z ここでの重要なポイントは「組織が定めた方式と基準」

に基づいて実施することと「管理職能」の一環として行

うことである。さらに職務上の「行動と成果」を評価す

るということも重要なポイントになる。 

z 人事考課は人的資源の拡大と活用のために行うものであ

るが、具体的には次の目的で実施する。 

z その第１が人材育成、能力開発である。育成型人事考課

が今の主流である。 

z 人事考課により、メンバー一人一人の長所を引き出すと

共に改善点、啓発点を明らかにし、それによってそれぞ

れの能力の開発を図っていく。 

z 第２の目的は公正な成果の配分である。組織や社会に対

する貢献度に応じた適正な処遇を行うことにある。 

z 組織に貢献した人がその貢献の度合いに応じて配分を受

けるのは当然のことである。 

z 人材育成と公正な成果の配分と処遇は人事考課における

２大目的といってよいであろう。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

z 最後の目的は人事考課の結果をもとに、適材適所の配置

を行うということがある。 

z ある一定期間の考課の結果により、その職場に向いてい

なければ、ローテーションをして、他の職場でその人を

生かしていくことは大変重要である。 

z また、この人事考課を制度として実施することにより、

副次的効果も生まれてくる。 

z その１つに組織メンバーがやる気を持って仕事に立ち向

かうようになるという考課が生まれる。 

z また妥当な考課により公正な成果の配分、処遇を受ける

ことにより、さらに高度な仕事への挑戦意欲を生み出す

こともできる。 

z また人事考課制度を実施することにより社員全体の共有

すべき価値観、価値基準を統一することもできる。 

z わかりやすく言えば、組織メンバーを組織が期待する方

向に向かって同じように動く効果が生まれるということ

である。 

人事考課の仕

組みと運用 

（３０分） 

シート②

の１ 

 

 

 

 

 

シート②

の２ 

 

z では考課の客観性、妥当性を上げるにはどのようにした

ら良いであろうか。 

z そのためには管理者は人事考課の方式と基準をまず理解

しなければならない。 

z こういった人事考課の技術の習得を管理者研修の中で行

われるのは、基本を学んでいただくと共に、運用面から

も客観性を高めていただくためでもある。 

z 人事考課の方式と基準について説明しよう。 

z 方式と基準を統一して定めたものが人事制度運用の規程

であり、マニュアルである。したがって管理者はまず自

社のマニュアルをよく読まなければならない。 

z 人事考課の規程により、管理者は部下を考課する権限を
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

シート②

の３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与えられる。 

z では人事考課はどのような仕組み（方式と基準）で作ら

れているのであろうか。それを順に説明していこう。 

z 運用のための原則と考えていただきたい。 

z 第１が「考課者と被考課者が明確になっていなければな

らない」ということである。 

z 「自分は誰から考課されるのか」、「誰を考課するのか」

を組織の全ての人が理解していなければならない。 

z 第２が複数の人で考課しなければならないということで

ある。これが第１次評価者、第２次評価者による複数評

価である。 

z 一人だけの評価だと客観性に欠けるので複数で評価する

ことにより客観性を上げようとする。 

z 第１次評価者、第２次評価者どちらが正しいというので

はない。ズレが起こったら相互に話し合い、より客観的

で妥当な評価を結論づけていかなければならない。 

z 第３が期間評価（考課）の実践である。決められた期間

内の現象を考課するのが原則で、何年も前に起こったこ

とを評価に入れてはならない。期間を決めないと同じ現

象を２度も３度も評価してしまう。 

z 第４が事実のみを評価しなければならないことである。 

z 仕事上の行動とその成果あるいは顕在化された能力のみ

を評価する。 

z 第５はどのような内容を評価するかである。これが一番

重要である。この内容は企業や対象者によって異なる。 

z これが評価要素になるので詳しく説明しよう。 

 

 



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　人事考課の基本的考え方
 シート②　人事考課の仕組みと運用
 シート③　考課者の基本的心構え
 シート④　考課要素と着眼点を正しく理解する
 シート⑤　考課尺度（評語）を正しく理解する
 シート⑥　評定誤差を少なくする技術



シート① 

 

人事考課の基本的な考え方 

 

１．人事考課の重要性 

 組織を維持し、発展させていくためには、組織メンバーに対する評価（考課）は欠かせ

ません。その評価を客観的に行うのが人事制度です。人事考課とは人事制度の基幹をなす

ものです。なぜなら人事考課なくしては昇進昇格や賃金やローテーションなどの制度を運

用できないからです。特に年功序列から能力主義、実績主義に移行するにつれて、その重

要性が増しています。 

 人事考課は、様々な人事諸制度を運用するにあたって必要な人事情報を提供する役割を

果たします。 

 したがって、人事諸制度が適切に運用されるかどうかは、人事考課のよしあしにかかっ

てくると言ってよいでしょう。その意味では、人事考課制度は他の人事諸制度と十分に連

動されていなければなりませんし、考課者である管理者（監督者）はこのことをよく理解

した上で、人事考課を実施していかなければなりません。 

 また、目標による管理制度を導入している企業では、人事考課との密接な連動を図る必

要がありますし、運用にも最新の注意を払わなければなりません。 

 

２．人事考課の定義と目的 

（１）人事考課の定義 

 人事考課とは、「組織における人的資源の拡大と活用のために、組織が定めた方式と基

準に基づき、職場の管理者が、管理機能の一環として、所属メンバー（部下）の職務上の

行動もしくは成果を評価すること」をいいます。 

（２）人事考課の目的 

 人事考課の目的は、定義にも含まれるように、組織における人的資源の開発と活用に

ありますが、具体的には次の３つの目的で実施します。 

 ①人材の育成（能力開発） 
  メンバーひとりひとりの長所を引き出すと共に、改善点、啓発点を明らかにし、それ

によって、それぞれの能力の向上を図ります。 
 ②公平な成果の配分（公正処遇） 
  組織、ひいては社会に対するそれぞれの貢献度に応じた適正な処遇を行います。 
 ③適材適所（適正処置） 
  ここのメンバーの能力特性に合った職務に配置します。 
（３）副次的効果 

①組織メンバーへの動機づけ 
 妥当な評価、成果の配分を受けることにより、さらに高度な仕事への挑戦意欲が喚起さ
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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　問題解決と課題形成
シート②　課題の発見と形成
シート③　課題形成と問題解決の流れ
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