部課長のための方針管理・日常管理セミナー

7/ 16（木）〜 17（金）
〔大阪〕
〜 8（木）
〔東京〕
第 2 回：2020. 10/ 7（水）
〜 17（水）
〔東京〕
第 3 回：2021. 2/ 16（火）

第 1 回：2020.

目標達成のための
マネジメントと
人材育成

一般財団法人 日本科学技術連盟

15807489_2020方針パンフ三つ折り.indd 1

2020/02/25 12:00

マネージャーには「経営計画や目標に対してど
のように貢献できるか」が常に問われています。
しかし、ただ漠然と上から降りてきた指針をチー
ムメンバーに伝えるだけでは「何をやるべきか」
があいまいになってしまい、成果につながる業務
もマネジメントもできません。
効果的な業務につなげるためには、上位に

あいまいな認識では、行動にぶれが出る

いくら計画を作り込んでも、それがチームメン
バーによって適切に実行されなくては意味があり
ません。計画を実行につなげていくためには、マ
ネージャーとメンバーの間で適切なコミュニケー
ションを取り、メンバーの行動と進捗をサポート
することが必要になります。
方針管理には、経営計画や目標・目的における
自分たちの業務の位置づけや、目標達成のための

視線が合わず、対話がかみ合わない

マネージャーの育成はどの企業にとっても重要
な課題です。その中で、実際の自分のマネジメン
ト方法をレビューすることは、マネジメントの実
践力の向上という意味でもとても大切なことです。

管理があいまいだと、レビューもあいまいになる

ある目標を展開（ブレークダウン）するとともに、
方策や実施計画・管理項目などを準備し、現場の
業務に落とし込むことで、実際的にマネジメント
しやすい体制に整えていく必要があります。
また、メンバーの視点からも、自分たちが具体
的に何をするべきかが明確になり行動に移しやす
い、という効果もあります。

具体的に説き、業務の要点を共有する

具体的な行動基準を明確にし、双方の視線を合わ
せる効果があります。これにより、実務に即した
対話を促し、コミュニケーションを円滑にするこ
とができます。
また、コミュニケーションの活性化は納得と共
感を生み、それらはモチベーションの向上につな
がります。

視線を合わせ、実務的な対話を

方針管理というプロセスに沿う事で、マネージ
ャーは自らのマネジメントの経過や PDCA の帰結
を振り返り、有効なフィードバックを得ることが
できるようになります。
方策

管理項目

方策

管理項目

具体的なレビューが成長のきっかけになる

時折、“方針管理”と“目標管理”が混同して理解されていることがあります。どちらが優れているという話ではなく、これらは違う背景・目的から
出てきた別の物です。違いを正しく認識し、目的に応じて活用することが成果につなげていくカギになります。

トップダウン的

ボトムアップ的

経営目標からの展開

自主的な設定

施策・プロセスの重視
組織的アプローチ、PDCA

結果・成果の重視
動機づけ、創意工夫の尊重
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方針管理では、全社の大きな目標を、各部門へ
より具体化して展開していきます。上位の方針と
下位の方針は「目的と手段」の関係でつながって

います。すなわち、各部門・各業務の取り組みが、
全社の目標達成に合理的につながっているという
ことです。

大きすぎる目標がそのまま降りてくると、現場
ではどう対応するべきか分からず、対応が曖昧に
なってしまいます。方針管理では、部門に展開す
る際により具体的な課題や目標、計画などに落と

し込むことで、「何を」「どのような計画で」「どの
ような目標値で」業務を行うべきなのかが明確にな
り、現場の業務遂行やマネジメントが行いやすくな
ります。

方針管理では、全社の目標に対する大きな PDCA
（下図の赤の PDCA）と、現場の活動に対する小さ
な PDCA（下図「実施計画」の緑の PDCA）がそれ

ぞれで回っていきます。これにより、全体と部分の
双方の視点でコントロールを行い、目標達成に向け
て調整をしていくことが可能になります。

期間内に何回も PDCA を
回し、目標達成を目指す

・取り組み結果の集約と
評価を実施する
・反省点から次期への
フィードバックを行う

《用語》 ●重点課題：方針を受け、重点的に取り組むべき課題
●目標：方針・重点課題を達成するために目指す到達点。数値で表されることが多い
●方策：目標を達成するための手段
●管理項目：目標達成の度合いをはかる評価指標
●実施計画：目標達成・方策実施に必要な資源や運用プロセスに焦点を当てた計画
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いかにして経営目標を達成するかは、経営者にとって最
も重要な課題の一つです。そのためには、目標を現場の業
務と紐付け、実際の「行動」につなげていく手段が必要に

なります。方針管理には、言わば人の頭脳と身体をつなげ
る神経網のように、経営目標と現場の行動を連結していく
はたらきがあります。

経営目標の達成のためには、さまざまなチャレンジが必
要です。それは現場も同じこと。方針管理を取り入れるこ
とで、経営目標の達成に必要な現場の問題・課題が浮き彫

りになります。その時、
“問題解決”や“課題達成”の方法
論を併用することで、現場は自分たちで問題・課題を乗り
越えるための具体的・実践的手段を持つことになります。

方針管理は、数式に値を当てはめれば正解が出るような
“手法”ではありません。正解が無い中で、いかに最適な
道を取るべきかを探るものです。しかし、逆を言えば、形
にはまった正解が無い分、実施状況のチェックや活動の活
性化、人材育成を怠ると、きちんとノウハウが伝承されな
かったり、形式主義に陥ってしまったりする場合がありま
す。それを防ぐためには、以下のようなポイントが重要に
なります。

①全社での取り組みであることを意識し、その意義を全社
①全社での取り組みであることを意識し、その意義を全社
で共有する
②活動状況・実態を定期的にチェックし、正しく
②活動状況・実態を定期的にチェックし、正しく有効な進
正しく有効な進
め方がされているかを確認し、必要なら是正を行う
め方がされているかを確認し、必要なら是正を行う
③継続的・全社的な人材育成を進め、マネージャーの知識・
技能のばらつきを防ぐ
もし、自社における方針管理の活動状況を確認したいと
きには、以下の「自己診断チェック表」をご活用ください。

□
□
□
□
□

方針管理を進めようとしても、面倒くさいと言ってやりたがらない人がいる
方針管理が単独で扱われ、改善活動や日常管理と関連づけられていない
方針管理のしくみ・進め方が昔から変わっておらず、特に改善点が見えない
マンネリ化しているという陰の声がアチコチから聞こえてくる
フォーマットなどの形は整っているが、方針の中身が希薄で形式のみ先行している

□
□
□

新任マネージャーに対する方針管理教育を特に行っていない
各マネージャーに対し「方針管理を適切に進めているか」など、反省させることはない
方針管理も目標管理も似たようなものだと思われている

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

経営ビジョン、中期経営計画、年度会社方針の関係が適切に連動して展開されていない
方針を展開する際に、目標だけが降りてきて、方策には触れられていない
上位の目標が、何も変わらずそのまま下にスライドしてくる
重点課題を設定していない
管理項目＝目標項目と考えられている
方策系の管理項目（方策を実施する際の評価基準）が設定されていない
実施計画があいまいで 5Ｗ1Ｈが明確になっていない
進捗状況が定期的に確認されない
上位者の関心が薄く、進捗状況をチェックしない
目標値の達成状況は見られるが、方策の内容についてはあまり気にされない
達成状況について計画と実績にずれがあっても、特に処置は取られない
目標が未達の場合でもその年限りの話になってしまい、特に未達原因や重点施策の検証
を行って次期に活かすような事はない
結果ばかり見て、プロセスはあまり気にされない

□

〔チェック表の
使い方〕
自社の実態に当てはまる
チェック項目にレ点を付
け、その数をカウントして
ください。

＜1～4 個＞
多少問題はありますが、
概ね順調と言えます。とり
あえず、チェックの入った
問題点を見直してみまし
ょう。

＜5～9 個＞
問題が表面化し、方針管
理の運営に支障が生じて
いませんか？早急に原因
を調べて全体的な対策を
打つことをお勧めします。

＜10～
10～15 個＞
かなり問題が多いようで
す。もう一度、方針管理の
しくみから見直すことをお
勧めします

＜16 個以上＞
□
□
□

成果以前に、目標を設定しても活動が放置され、その結果も確認されていない
目標が厳しすぎて現実的ではなく、目標達成に至らない
目標自体がそこそこのレベルで止まっているため、成果もあまり期待できない
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れます。根本から見直す
必要があります。
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日程・会場
・参加費（税抜）

7／16（木）～ 17（金）

10／ 7（水）～

8（木）

2021. 2／16（火）～ 17（水）

一般：67,000 円
会員：60,000 円
※税抜き

※本パンフレットの掲載情報は、2019年12月現在です
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日科技連・東高円寺ビル（杉並区高円寺南1-2-1）
大阪事務所 （大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル11階）

2020

円

円

き

[ キャンセルの取扱いとお願い ]
お申し込みをいただいた後、⽌むを得ない事由により参加者の都合が悪くなった場合には、できるだけ代理の⽅のご参加をお願いします。参加をキャンセルする場合には、
セミナー受付に E-mail または FAX にて事前にご連絡をお願いします。なお、その際、ご連絡の⽇にちにより次のキャンセル料をご負担いただきます。
[ キャンセル料 ]
●開催⽇の 7 営業⽇から 2 営業⽇前のキャンセル──参加費の 20％
●開催⽇の 1 営業⽇前の 17：00 までのキャンセル──参加費の 50％
●開催⽇の 1 営業⽇前の 17：00 以降のキャンセルまたは事前のご連絡がなかった場合──参加費の 100％
※ご記入いただいた個人情報は、参加申込受付処理、セミナー運営ならびに日科技連からのセミナー情報送付のために使用いたします。その際、宛名データを外部に委託す
る場合がありますのであらかじめご了承ください。ただし、ご要請があればご案内を速やかに中止いたします。また、当該個人情報は日科技連「個人情報保護方針」に基
づいて管理いたします。
※参加費は、消費税抜きの金額です。
2020 年度は、消費税転嫁対策措置法の総額表示義務の特例により、税抜価格を表示させていただいております。
現在の消費税（10％）を税抜価格とあわせて請求させていただきます。
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