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目標達成力強化管理職研修Ｄ１

▲▽▲１．当研修の目的・ねらい▲▽▲

（1）研修の目的

① 管理職の基本的な役割を再確認してい

ただきます。

② 管理職の基本的な役割の効果的・効率

的な実施方法を学んでいただきます。

（2）当研修のねらい
①管理職が管理職本来の使命に忠実に行動

するようになっていただきます。
②管理職の業務遂行アプローチがＰＤＣＡ

型・仮説検証型に変わっていただきます。
③目標管理の達成率を確実に高めていただ

きます。

▲▽▲２．当研修の内容▲▽▲

① 管理職の基本的な役割の解説
・ この研修でとらえる管理職の基本的な役割は以下のとおりです。

ａ.担当組織の目標設定
ｂ.部下の目標設定
ｃ.担当組織の目標達成努力
ｄ.部下の目標達成支援
ｅ.部下の育成

② 担当組織の目標設定方法の演習
③ 部下の目標設定方法の演習
④ 組織の目標達成努力・部下の目標達成支援・部下の育成方法の研究

（参考）ドラッカーはこう言っています。
Ａ.目標を設定すること
Ｂ.組織すること
Ｃ.動機付けを行い、コミュニケーションすること
Ｄ.測定し評価すること
Ｅ.人材を育成すること

▲▽▲３．研修対象者▲▽▲

・部下のいる組織を担当する管理職者殿
・１回１５人程度

▲▽▲４．当研修の実施方法▲▽▲

・時間割をご参照ください。
・解説と個人演習とで実施します。
・演習は参加者自身の担当業務に関して実施

します（そのまま実業務で利用可能です）。
・管理職の基本的な役割のａ、ｂ（研修内容の

②③）の演習では問題点連関図を使用しま
す。

▲▽▲５．研修実施時期▲▽▲

・連続した２日間（１泊２日をお勧めします）
・目標管理を実施されている場合は、その期間

との連携が必要です。
・ご希望により調整いたします。

▲▽▲６．担当講師▲▽▲

・弊社のベテラン講師が担当いたします。

▲▽▲７．研修料金▲▽▲

①講師およびコースウエア料金
・２日間コース ：651,000 円／回
・１泊２日コース ：777,000 円／回
（上野則男が講師の場合、1,034,000 円）

② テキスト代
・１人分 16,800 円

（テキスト、ハンドブック、事例集）
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【目標設定の方法】

１．組織の目標設定

上位者からあたえられた自分の目標を問題点連関図右方展開で具体化する。

例：与えられた目標＝ ＭＩＮＤ－ＳＡ研修の売上拡大

具体化した目標＝ 既存研修売上は横ばいを維持する。

新規研修で今年度は売り上げの５％１，０００万円獲得する。

新規研修は、ＭＩＮＤ－ＳＡ研修の既受講者を対象にした研修とする。

来年度以降毎年５％ずつ増加させる。

（目的の明確化）

既存研修売上は横ばいを維持する。

新規研修で今年度は売上の５％、1,000 万円獲得

する（新規研修は、MIND-SA の既存の受講者を

対象にした研修とする）。

来年度以降５％ずつ増加させる。

参考：ミンツバーグ「マネジャーの仕事」

（１９９３、白桃書房）

対人関係の役割

表看板：部外者に対して組織や部門を代表する。

リーダ：部下を動機付けし、全員の努力を結集する。

連絡者：横のつながりを維持する。

情報関係の役割

看視者：情報のフローを監視する。

分配者：情報を部下に行き渡らせる。

スポークスマン：部外者に情報を伝達する。

意思決定の役割

企業者：変革の先導者兼計画者

紛争処理者：非日常的な事柄に対処する。

資源分配者：誰が何を受け取るか、誰に何をさせるかを決定する。

交渉者：交渉する。

マネージャーの仕事はどれもこれらの役割を含んでいるが、どの役割が重要になるかは仕事の内容に

よって異なる。
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MIND-SA 研修

の売上が少ない

（右方展開実施）



２．部下の目標設定

自分の目標（「目的の明確化」の内容）に対して左方展開の「部分に分解」を実施し、課題を設定する。

例： 課題 １＝既存のお客様の既存研修の売り上げ維持

２＝新規のお客様の既存研修の売り上げ獲得

３＝新規研修の営業

４＝新規研修の強化・開発

その課題を部下に割り付ける。

例： 課題１は部下Ａに

課題２は部下Ｂに

課題３は部下Ｃに

課題４は自ら担当 それぞれディスパッチ

自分の目標を修正する例＝既存研修の今年度は３％アップ

新規研修は今年度は 500 万円獲得にとどまる。

目標達成力強化管理職研修Ｄ１

D-1

Ⅰ-3

新規のお客様の

既存研修の売上

が少ない

既存のお客様の

新規研修の売上

が少ない

右方展開実施

右方展開実施左方展開実施

（目的の明確化）

既存のお客様の既存研修

売上は今年度３％（500

万円）アップを目指す。

（目的の明確化）

既存のお客様の新規研修

売上を 500 万円獲得する。

左方展開実施

（右方展開実施）ＭＩＮＤ－ＳＡ
研修の売り上げ
が少ない

目的の明確化

・既存研修売り上げは横ばい

を維持する。

・新規研修で今年度は売り上げの

１０％、1,000 万円獲得する（新

規研修は、ＭＩＮＤ－ＳＡの既受

講者を対象にした研修とする）。

・来年度以降５％ずつ増加させる。

既存のお客様の
既存研修の売り
上げが少ない

新規のお客様の
既存研修の売り
上げが少ない

新規研修の営業
が十分でない

魅力的な新規研
修がない

Ａに割りつけ

Ｂに割りつけ

Ｃに割りつけ

自分が担当

１．

２．

３．

４．

既存のお客様の
新規研修の売り
上げが少ない

既存研修の売り
上げが少ない
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時間割（Ver.１）

1 日目 2 日目
8:00 8:00

9:00 ★開始 9:00

１．オリエンテーション
10:00 10:00

11:00 11:00２．管理職の基本的役割の解説

７．担当組織の目標設定

演習結果発表・研究

（1 人分 10～15 分×15 人）

12:00 12:00

昼 食 昼 食

13:00 13:00
３．問題点連関図手法解説・

演習出題
14:00 14:00

15:00 15:00

４．目標設定手法 演習

チーム演習実施・研究

・問題点連関図右方展開

８.解決策検討手法演習

個人演習実施

・問題点連関図左方展開

16:00 16:00
９．解決策検討手法研究

（演習結果一部発表）
17:00 17:00

10．目標達成のための方策研究

18:00
★解散

18:00

19:00

５．担当組織の目標設定

個人演習実施

・ 問題点連関図 右方展開と

左方展開課題設定まで
19:00

20:00 20:00

21:00 21:00

夕食

６．情報交換会

2 日間コースの場合は、４．目標

設定手法演習（５の足ならし）

を省きます。
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時間割（Ver.２）

1 日目 2 日目
8:00 8:00

9:00
★開始

9:00

オリエンテーション （個人演習つづき）
10:00

価値目標思考

解説・研究 11:00

管理職の基本業務の確認

担当組織の目標明確化

 演習結果発表

 講評・研究

12:00 12:00

昼 食 昼 食

13:00
解決策検討方法解説

13:00

問題点連関図手法 解説

14:00 14:00

15:00

解決策の検討

（問題点連関図 左方展開）

 チーム演習実施 15:00

16:00 16:00

目標の明確化

（問題点連関図 右方展開）

 チーム演習実施

 発表

 講評・研究

解決策の検討

 演習結果発表・研究

 講評・研究
17:00 17:00

担当組織の目標明確化

（個人演習）

改善企画書（５Ｗ２Ｈ）解説

組織目標の実現方法確認
18:00 18:00

★解散
（注）

問題点連関図手法の習得はチーム演習で行います。

・ 右方展開＝目的の明確化

・ 左方展開＝解決策の検討

受講者自身のテーマについては、右方展開（目的の明確化）のみを個人

演習します。

・ 左方展開（解決策の検討）は、受講後に各人が行います。
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研修名称一覧に戻る

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/ken_jnew.html%23all
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