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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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目標達成の管理 概要 

目的 

 係長の役割である「目標達成」とその管理の重要性を認識する。 

 上司、部下との関係における目標による管理展開の技術を習得する。 

 自己統制による自己管理の重要性を認識する。 

対象 

係長、新任係長、同等職位の方 

所要時間 

３時間 

教材 

 シート① 目標達成と管理サイクル 

 シート② 目標による管理とは 

 シート③ 目標による管理の展開図 

 シート④ 目標設定と目標達成のプロセス 

 シート⑤ 目標カード（記入例） 

 シート⑥ 自己統制の重要性 

 ワークシート① 目標達成管理のためのケーススタディ 

 ワークシート② 千葉係長の事例研究（解答例） 
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時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

目標達成と管理サイクル ５分 

目標による管理とは ２０分 

定義 ３０分 

目標による管理の展開 ２０分 

目標達成のプロセス（事例研究） ６５分 

事例研究の発表 ３０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 

 係長の役割の中に「設定された目標を達成」すると

いう「目標達成の管理」がある。係長の役割の中で

一番重要な役割である。 

 伝統的マネジメントの時代は仕事を行うことを「職

務遂行」と言っていたが、現在は「目標達成」とい

う考え方が主流になっている。 

 係長はグループリーダーの立場でもあり、専任職の

立場でもあるので、グループならびに個人の両方の

立場からの目標達成を考えていかなければならな

い。 

 この会合では目標達成の考え方とその背後にある

「目標による管理」の展開の技術を学んでいく。 

目標達成と管理

サイクル 

（５分） 

シート①  「係長に期待する役割」の概論では「管理とは管理

サイクルを循環させること」だと述べたが、誰がど

のような形で循環させるかが時代により異なってく

る。 

 伝統的管理と目標による管理の違いは前者が管理

者を中心に循環させるのに対し、後者は本人の自主

管理により循環させるところにある。 

 企業では様々な管理システムが導入されているが、

今大半の企業で実施しているのが目標による管理で

ある。 

 プラント会社などのような会社ではプロダクトマ

ネジメントシステムで展開しているところもある。 

 しかし最もポピュラーな管理システムが目標によ

る管理であるので、それを中心に学んでいきたい。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 前に述べたように係長はプレイングマネジャーの

立場にある。したがってグループリーダーの立場と

専門職としての立場の両面があるので、部下に対す

る目標による管理の実施と自己管理の両方による技

術を説明していこう。 

 これから説明する「目標による管理」は自己管理を

中心にしたマネジメントシステムである。 

目標による管理

とは 

（２０分） 

シート②  最初に目標による管理とは何かを簡単に説明して

おこう。 

 目標による管理はピーター・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や経営学者により発展した

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１

つが外界の変化に対応したマネジメントであり、も

う１つは行動科学を背景にしたマネジメントシステ

ムであるということである。 

 従来のマネジメントは内向きで内部の効率を良く

するためのマネジメントでしかなかった。 

 それが変化時代、競争の時代に入り、外界の変化に

どう対応するかが問題になった。 

 目標による管理の第一の特色はこういった外界の

変化に対応するためのマネジメントシステムとして

生まれたところにある。 

 もう１つは行動科学の理論に基づいているもので、

従来の伝統的管理はＸ理論に基づいているのに対し

目標による管理はＤ．マグレガーのＹ理論に基づい

た管理システムであるということである。 

 これも時代の背景から生まれてきた。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 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

えととのえば、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。仕事その

ものがやる気の対象となるのではなく、仕事のやり

方、やらせ方が問題だとした。 

 目標による管理はこのＹ理論に基づいたマネジメ

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の考え方

を狙いとして生まれてきた。 

定義 

（３０分） 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シート②  このような考え方に基づきＥ．シュレイは目標によ

る管理を「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ことに

ある」と定義した。 

 目標による管理の展開をするにあたって特に重要

になるのがマネジメント用語の統一した解釈であ

る。これを説明しよう。 

 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、定量的（定量とは％、

件数、金額等）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。 

 スケジュールと同じことだが納期や実施期間もゴ

ールになる。目標は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
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

（方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画） 

 

 

 

 

（目標の連鎖） 

基づき、これだけ自己管理によってプラスを生み出

すものを目標とした。 

 だから沢山かかげても意味はない。重点的に５つぐ

らいに設定するのが一般的である。 

 次は方針と方策方法という用語の統一した解釈で

ある。 

 目標を下におろす時はそれぞれの目標に対し方針

が必要になる。 

 方針は上位者が示すもので目標を達成するための

「力のいれどころ」をさす。 

 上位者はゴール（目標）を示すだけでなく、この方

針である登り方（方針）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製品への重点が方針になる。 

 方策や方法は一番下の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めてよい。 

 もう一つ、目標による管理で重要なポイントは「目

標は連鎖させなければならない」ということである。 

 下位者は上位者の目標、方針に基づいて、自己の目

標を設定する（５つ以内）。 

 上位者の目標が中心となるが、その中にはもちろ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

ん、自主的な目標も含めてもよい。 

 それが上位者から下位者まで連鎖して目標が体系

化されていく。連鎖は話し合いによって行われる。 

 Ｅ．シュレイは「組織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なければならない。」と言って

いる。 

 目標の連鎖は「自分が設定した目標は自己責任で達

成する」という「責任の連鎖」を意味している。 

目標による管理

の展開 

（２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標の設定） 

 

シート③ 

④、⑤、⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、概念的なことはこれぐらいにして目標による

管理の具体的展開について説明しよう。 

（シート③の展開図参照） 

 具体的な流れはシート④の「目標設定と目標達成の

プロセス」に書いてあるのでそれに基づいて説明し

よう。 

 まず部下の立場ではどうするかを説明しよう。 

 上司との関係で自己目標を設定し、自己管理に基づ

いて達成していくのが基本的な流れである。上司の

立場での展開については事例研究の時に触れたい。 

 まず、第１ステップは目標設定の事前の話し合いで

ある。設定前に上司から来期の課の目標、方針を提

示してもらう。個人的な期待や依頼事項があればそ

れも示してもらう。 

 次が情報収集と課題発見の段階である。係長は自分

の目標を設定するために内外の環境の変化を予測

し、自分の担当領域の目標や課題をみつけていく。 

 他部門からの要求等からも目標、課題をみつける。 

 上司の目標に関連した目標を中心に設定する。 



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　目標達成と管理サイクル

シート②　目標による管理とは

シート③　目標による管理の展開図

シート④　目標設定と目標達成のプロセス

シート⑤　目標カード（記入例）

シート⑥　自己統制の重要性



シート① 

 

目標達成と管理サイクル 

 

 係長にとって最も重要な役割は、設定された目標をいかに効果的に達成するかである。

管理サイクルの循環のさせ方は、係長がマネジメント専任かプレイングマネジャーかある

いは専任職としての専任担当かといった立場によって展開の仕方が異なってくる。 

 係長がプレイヤーの場合は自らの力で目標を達成していくが、部下を持った場合は部下

を通じて目標達成していくことになる。 

 そのために係長は目標達成のサイクルの基本を理解しなければならないし、自己目標の

設定の技術はもちろんのこと部下に対してどのように目標を設定し、達成させていくかの

技術も習得しなければならない。 

 

伝統的マネジメントと目標による管理 

 今までのマネジメントと目標による管理のサイクルとどこに違いがあるであろうか。 

 管理とは管理サイクルを循環させることであるが、伝統的マネジメントは管理者が中心

に回していくサイクルであり、目標による管理は個人の自己統制を中心に回していくサイ

クルになる。 

 具体的には伝統的マネジメントは管理者を中心に５機能で循環していくのに対し、目標

による管理では、個人の自己管理による３機能で循環していく。 

 

伝統的マネジメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       目標による管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画化 

②組織化 

③動機づけ 

（指揮） 

④コミュニケー

ション（調整） 

⑤統制 

（評価） 

目標 

達成の 

プロセスの 

管理 

結果の測定 

目標の 

設定 



シート② 

 

目標による管理とは 

 

１．生いたち 

 Ｐ．ドラッカーの「現代の経営」の中で提唱され、アメリカの経営コンサルタント、Ｅ．

シュレイやＭ．マッコンキ―らによって技術論も生み出され、歴史の流れの中から「目標

による管理」という名称になった。また、その背景には行動科学の考え方があった。 

 

２．目標による管理の定義 

 Ｅ．シュレイは目標による管理を次のように定義した。「目標による管理とは組織の全体

目標と個人目標を関連づけ、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

足させようにすることである。」 

 

３．目標、方針、計画とは 

（１）目標とは一定の期間内に達成すべきゴールであり、期待される成果である。また成

功、失敗を測定する尺度でもある。 

（２）方針は目標達成の方向を示すものであり、力の入れどころを示すものである。した

がって、上位者はそれぞれの目標に応じた方針を示さなければならない。下位者は

方策や方法を設立する。 

（３）計画とは目標達成のための合理的なアプローチを詳細に定めたものをいう。その中

には一般的職務も含まれる。 

 

４．職務と目標の違い 

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

の水準まで持ち上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プラ

スの成果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 目標達成管理のためのケーススタディ

ワークシート② 千葉係長の事例研究（解答例）



 

ワークシート① 

 

千葉係長のマネジメント行動（ケース） 

目標達成のためのケーススタディ 

 

情報〔１〕 

 千葉君（３４才）は A 総合不動産会社の営業部販売促進課の第１係長である。A 社はマ

ンションの開発、設計、施工と販売を主業務とした会社で、業界では２０指に入る社員数

８００名の中堅企業である。 

 開発中心地区が都心であるため他社との競合もはげしく、顧客の要望も年々多様化し、

それに応えるため販売促進課の仕事も著しく増大し、変化してきた。 

 販売部の組織は（関連情報〔１〕の通りだが、販売促進課の第１係がマンション販売の

キャンペーン、モデルルーム運営、営業マンの実地教育、第２係がパンフや宣伝物や物件

資料の作成ならびに販売データの分析の職務分担を行っている。平田第２係長は千葉係長

より年長だが、宣伝畑出身で販売に関する経験がないためか、第１係との販売対策上の意

見の対立はなく、両係の関係は比較的うまくいっている。 

 千葉君がこの課に転属してきたのは１年前だが、当時は前任の大山係長の作成した計画

で仕事が進んでいたため、それを踏襲する形で職務の引き継ぎが行われたといういきさつ

があった。 

 

情報〔２〕 

 新年度も近づき、係長になって初めて係の目標設定と達成の管理を行うことになった。

以下は係長がたどった経過である。 

 新年度の１ヶ月前、販売促進課全体の会議が開かれ、部門目標にもとづいて設定された

下記の販売促進課の目標が課長より発表された。 

 

 

 

 

 

 この目標の説明の後、課長と係長との個別の話し合いが行われ、千葉係長には課長より

各営業所の情報を的確に収集することと指導員を早急に養成する計画を立てること、なら

びに半期に１度程度は新しい企画を打ち出してほしいとの要望が出された。 

 千葉係長はこの課の目標と方針にもとづき、第１係の目標設定と職務割当の計画を練る

ことにした。常日頃、販売促進課の仕事は営業担当を側面から援助することにありと考え

ていた彼は業績向上を最重点に考えることにした。特に課の目標にもあった大型マンショ

ン３棟に力を入れることにし、その担当は２棟を岩田係員、１棟を今井係員とし、その他

の小型マンションは４人に均等に配分することにした。大型マンションを今井係員に割り

① 営業部門目標売上げ１５％アップ達成を側面から援助する。 ４５％ 

② 秋に売り出す３棟の大型マンションの完売をめざす。  ３０％ 

③ 営業マンの教育以外に指導員の教育を新たに実施する。  １５％ 

④ 営業担当者に対し、宣伝物・資料等の有効活用を指導する。 １０％ 
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