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第１章 マネジメントの基本と管理者の役割 

Ⅰ．マネジメントの基本 

１．マネジメントとは何か 

私たち地方自治体組織に限らず、人が集団で仕事をする時、組織を作って仕事を分

担し、計画を立て、すり合わせやチェックをしながら、効率的に仕事を進めようとしま

す。なぜなら、一人ひとりが思い思い、勝手に仕事をしてしまうと、人々の力は生かさ

れず、お金や時間等の経営資源がムダに使われ、その集団の活動目的が達成できないか

らです。こういった活動を私たちは“管理”とか“マネジメント”と表現しています。 

私たち行政組織の課長は管理者であり、文字通りであれば “管理する人”となります。

しかし、正確にいうと“管理”と“マネジメント”は同一ではありません。 

業務管理、人事労務管理、組織管理等、私たちは日常、管理という言葉をよく使い

ますが、管理には「ある規準などから外れないように、全体を統制すること」という意

味があり、「統制」「規制」「コントロール」という意味合いが強く、マネジメントが持

つ、「達成」や「発展」「活用」的な意味合いが薄い印象があります。 

しかし、地方分権時代になり、各地方自治体は地域発展のために、独自の地域経営

を行わなければならなくなった今日、行政活動においても、「管理」だけでなく、「マネ

ジメント」が必要になっています。 

P・F・ドラッガーはマネジメントを「組織をして成果を上げさせるための道具、機

能、機関」と表現し、Ｊ・Ｐ・コッターは「複雑な環境に対処し、既存のシステムの運

営を継続させうるもの」と表現しましたが、このテキストでは“マネジメント”を以下

のように定義します。 

 

 

 

 

 

２．各マネジメント階層の任務と求められる能力 

 

1）各マネジメント階層の任務 

一定規模以上の組織を効果的に経営するためには、日々起こる様々な問題、あるい

は将来起こりうる様ざまな問題に対し、それぞれのマネジメント階層が、それぞれの

立場で適切なマネジメントを行なっていく必要があります。 

 

 

その組織の使命を基盤に、目的や目標を達成するために、人、物、金、情報、時間等

の経営資源を最大限に活用し、経営上の効果を最適化しようとする手法や活動。 
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①トップマネジメント 

  組織の全体的・統一的観点から基本的な経営方針を決定し、それに基づいた有効

な実施計画を作成し、経営活動の執行上の調整、及び実施結果の評価または統制を

おこなうことが任務。戦略的意思決定がより強く求められる。 

 

②ミドルマネジメント 

中間管理者の行うマネジメント。おおむね業務部門の管理責任を担う。トップマ

ネジメントから委任された権限の範囲で各業務の計画・組織化・動機づけ（指揮）・

統制・調整をおこない、部門の目標達成を図ることが任務。管理的意思決定がより

強く求められる。 

 

③ロアマネジメント  

現場監督者の行うマネジメント。実際の業務や作業活動に直接接触しながら、日

常の個別的事項の指揮をとる。ロアマネジャーは自ら職能活動を分担するとともに、

部下が担当する職能をリードする。 

 

２）各マネジメント階層で求められる能力 

それぞれの階層で適切なマネジメントを行なうためには、どのような能力が必要な

のかをまとめたものが下の図です。コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テ

クニカルの各スキルは、各マネジメント層で必要ですが、そのウエイトは階層で異な

ります。 

現場で実務を預かるロアマネジメントには担当業務遂行上必要な固有の業務知識

や専門的技術の必要性が高く、ミドルマネジメントには業務知識や専門的技術だけで

なく、物事の本質を抽出する能力と、判断力・意思決定力が求められる比率が高くな

ります。トップマネジメントには、組織全体の戦略を構築し、大きな方向性を示すた

めに、未来と全体を見通す総合判断力・意思決定力がより強く求められます。しかし、

どの階層のマネジメントでも共通に必要な中核能力は、組織運営を円滑におこなうた

めの対人能力なのです。 
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Ⅱ． 課長の役割 

 

１．管理者とは 

先にも述べましたが、私たち課長は「管理者」という表現より「マネージャー」とい

う方がその機能を正確に表現しているのですが、行政組織においてマネージャーという

呼び方はしないので、ここでは管理者という表現を用います。 

このテキストにおいて管理者は、以下のように定義します。 

 

 

 

マネジメントの対象とする経営資源は、人、物、金、情報、時間等、様々ですが、そ

の中で人は最も重要な経営資源です。管理者の特徴は部下をもっており、管理者は人の

マネジメントをしていることが基本条件となります。管理者は自分が果たすべき任務を、

部下の働きによって完遂します。管理者の仕事の総量は、自分一人では達成することが

できないのです。部下に働きかけ、部下に効率的に働いてもらうことによって、始めて

達成できるのです。 

 

２．管理者が果たすべき役割 

１）管理者が果たすべき４つのマネジメント 

管理者の役割は大きく二つの側面に分けることができます。一つは経営の目的を果

たすために、個々の部門に割り当てられた使命を基盤に目標を定め、ヒト、モノ、カ

ネ、時間、情報等の経営資源を生かして、効率的に成果をあげることです。これを業

務マネジメントといいます。もう一つは、部下の職務遂行能力を高めるために指導育

成をしたり、それぞれ異なる欲求、感情をもつ部下一人ひとりに配慮し、部下の意欲

を高め、良い雰囲気作りをすることです。これをヒトのマネジメントといいます。 

そしてそれぞれのマネジメントは改革的機能と維持的機能の側面から４つに整理

することができます。 

 

組織目標を達成するために、部下を通じて成果を上げる人である。 
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２）各マネジメントの概要 

 

≪業務マネジメント≫ 

①定型業務の管理 

管理者は上位目標を踏まえ、所管する部署の目標を定め、方針を示し、実施計

画を立てます。そして職員に職務を割当て、指示を与え、業務を運営します。ま

た、計画通り運ばないことがあれば、その対策を立て方向修正し、業務を管理し

ます。行政の課長にも共通する最も基本的な機能です。 

 

②戦略的マネジメント 

地方公共団体は、地方自治法第 1 条の２に定める“住民の福祉の増進”という

目標を達成するために、行政環境の変化に適応しつつ、行政ニーズを的確に捉え、

より付加価値の高い行政サービスを提供し続けなければなりません。私たち課長

には、管理者の持つ戦略的マネジメントとして、所管する行政領域における変化

を予測し、新たな課題を見出していくとともに、その課題解決に向けた政策やサ

ービス内容をデザインし、実現させるために職場を改革していく役割があります。 

 

≪ヒトのマネジメント≫ 

①人事労務管理 

職員は一人ひとり欲求も感情も能力も異なり、その背景も異なります。管理者

には、様々な個性をもった職員が組織目標に向かって協働し合う状態を作り出す

機能が求められます。また職員相互の人間関係を良好に保ち、職場のモラールを

上げていくとともに、個々の職員の人格を尊重し、仕事への意欲を高めます。更

に心身の健康の維持のために安全配慮義務を果たすことが求められます。 

 

②部下の育成 

近年、経験者採用が増えてきてはいますが、部下は初めから職務遂行能力を 

もっているわけではありません。多くの場合、新規採用職員として職場に配属さ

れ、様々な仕事を経験しながら、地方自治体の職員としての職務遂行能力を獲得

していくのです。 

管理者である課長には、係長を中心に部下の育成を推進し、職務遂行能力を修

得させていくとともに、部下がどういう仕事に興味や関心を持っているか、どの

ような長所があるかを見極め、その職員の適性を最大限に引き出すために、キャ

リア開発を支援する機能があります。また、行政サービス水準の維持または発展

のため、所管する部門全体の業務遂行能力を高めていく機能があります。 
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３．行政の課長の役割 

私たち行政の課長には、様々な役割があります。“課”の“長”として、部下を通じ

て、組織目標を達成するとともに、上司の補佐をします。また組織の意思決定に参画す

るとともに、部門間の調整を図る等、縦と横のマネジメントが求められます。さらに行

政の課長には議会や市民、外部団体、マスコミ、労働組合等との関係において、その部

門の責任者・管理者として、説明、交渉等の対応も求められます。またプレーヤーとし

て、直接、業務に携わる場合もあります。 

もちろん、部門の業務の性質や規模、組織体制等によってこれらの役割のバランスは

異なりますが、民間の企業と比較して、行政の課長の役割と権限の及ぶ範囲は大変、大

きいと言えます。 

 

ただ、ここで一つ重要なことは、課長は本来、部下を通じて成果を上げる存在である

ということを忘れてはならない、ということです。管理者が遂行すべき仕事の総量は一

人で達成することはできないからこそ、部下が配置されている訳であり、管理者は一担

当者として直接実務をすることよりも、部下を通じて仕事を前に進めるために、仕事の

計画を立て、組織化をおこない、部下を動機づけ、管理するととともに、部下の指導や

育成をし、活気あふれる職場をつくることに、より多くの時間とエネルギーを割くべき

なのです。 

自分が直接した方が、部下にやらせるよりも手間が掛からず、上手に、早くできる仕

事でも、管理者が手を出してはいけない場合もあるのです。管理者が直接やってしまう

ことによって、部下がその仕事に習熟するチャンスを奪ってしまいかねないし、自分が

実務に時間をとられるために、マネジメントが十分行えないことになっては本来の任務

を果たせていないことになるからです。管理者は自分が管理している組織の状況に対応

して、管理的業務と実務との時間とエネルギーの配分を考えなければなりません。 
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第 2 章 組織運営 

 

Ⅰ．組織運営の基本 

行政組織における課長は、その課の統括責任者であり、行政が行う諸活動の中心と

なる重要な役職です。その任務を効果的に、確実に遂行するために、組織や職務につい

ての普遍的な定義及び原理・原則を今一度、確認しておく必要があります。 

 

１．組織の定義 

そもそも一人で仕事が回る規模であれば、組織はいりません。一人では実現でき

ない大きな仕事をなすためには、構成員全員が同じ仕事をするより、各人の特性を生

かした役割を決め、分業化したほうが効率的に成し遂げることができます。 

Ｃ.Ｉ.バーナード（1886～1961）は組織を「意識的に調整された 2人またはそ

れ以上の人々の活動や諸力のシステム」と定義し、その成立条件を「共通の目的（組

織目的）「協働意思（貢献意欲）」「コミュニケーション」と述べています。 

 

このテキストでは、もう少し分かりやすく以下のように定義します。 

 

 

 

その規模の大小にかかわらず、二人以上の人が集まって仕事をするところには、 

必ず組織が存在するわけですが、私たち管理職は、行政の組織がより良く機能するた

めのポイントを理解しておく必要があります。 

 

２．組織が機能するための基本 

では組織がより良く機能するために、管理者は何をする必要があるのでしょうか。 

そのヒントは、先に挙げたバーナードの 3条件にあります。 

 

１）組織の目的・目標を職員が共有出来るようにすることです。 

管理者は組織の活動目的を組織構成員と共有する仕組みを構築したり、確認し合

う場を作ったりする必要があります。さらに、その目的を踏まえた明確な目標を設

定し、示す必要があります。そして一人ひとりの職員に浸透させるよう繰り返し働

きかけることが組織を機能させるためには必要であるということです。 

 

 

組織とは、共通の目的を達成するための、複数の人たちの協力体制 
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2）組織内外の情報伝達を活性化することです。 

職場で一人ひとりの職員がパソコンに向かって懸命に仕事をしていても、お互い

が孤立していて個人で完結しているようであれば、それは組織が機能していないこ

とになります。私たちは組織の目的や目標を達成する上で必要な情報をスムーズに

伝達させ、個人では解決が困難な問題も解決できるようにすること必要です。 

 

3）職員がみんなで力を合わせて、組織目標達成に貢献しようと働く、情動的な意欲

を引き出すことです。 

コミュニケーションには、情報伝達機能だけでなく、感情のやりとりや共有の機

能があります。私たち管理者は、職員が組織の目標達成に対して前向きな感情を持

ち合い、共有できるようにしていくことで、組織の機能を高めます。 

 

 

Ⅱ．職務配分について 

 

１．業務と職務 

    業務と職務は以下のように定義できます。 

 

業務：組織の目的を達成するために行なわれる複数の人間活動。 

 職務：職員一人ひとりに分担された仕事の総体であり、業務の最小単位。 

 

 

２．職務配分 

管理者は業務が大きくなると、所管する組織の目的から割り出された業務を分割し、

構成員（部下）に配分しなければ、組織目的を果たせません。 

 

職務配分とは、「仕事を割り当てて、役割分担させること」 

 

職務とは先に述べたように、特定の個人が担当する一人分の仕事ですが、職務配

分をするときに注意しなければならないことは、合理的な配分のみにとらわれて、構

成員を機械の部品のように取り扱わないようにすることです。 

構成員（部下）は意欲も感情もある人間であり、それを無視して、いかに合理的

な職務配分をしても、組織は機能しません。業務の能率的な遂行と人間の意欲、感情

との調和を図ることが必要です。そのポイントは「第３章 業務管理 Ⅲ組織化」で

詳しく述べていきます。 
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Ⅲ．責任と権限 

 

１．責任 

責任は以下のように定義できます。 

 

責任とは「果たさなければならない目標や仕事の範囲」である。 

 

 

１）遂行責任（義務）と結果責任 

責任は遂行責任と結果責任に分かれます。遂行責任（responsibility）とは、義務

のことであり、個人がなすべき任務そのものです。言いかえれば、組織の構成員一

人ひとりに「担当者」として割当てられた経営活動の一部分です。 

結果責任（accountability）とは、なすべき任務が完全に遂行されない時、その

結果について補償したり、制裁を受けたりすることです。「失敗の責任をとる」と

いうときの責任は、この結果責任のことです。 

 

２）保留責任と管理責任 

管理者の責任には、保留責任と管理責任があります。保留責任とは、管理者自身

が仕事をし、その結果について責任をとるものです。管理責任とは、部下に目標や

仕事を割り当て、任務遂行行動をとらせ、その結果について管理者自身が責任を負

うものです。その際、管理者が部下に委譲できる責任とはあくまで遂行責任です。

「結果責任は委譲できない」ということをしっかり理解しておきましょう。 

仮に、部下が任務遂行行動において大きな失敗をした場合に、管理者が自分の責

任を免れようとするのは、管理責任に対する自覚が希薄であるということです。管

理者＝「責任者」であり、管理者に対する評価はあくまでその結果にあります。一

方、部下は、基本的には、職務遂行の「担当者」であり、結果に対する「責任者」

ではないという点をしっかりつかんでおく必要があります。 

 

管理責任を全うすることは決して容易ではありません。常に部下の任務遂行に対

する意識や行動を観察し、把握していなければ、到底、成し遂げられるものではあ

りません。また、部下は自分の仕事の結果について上司に責任をとってもらうので

すから、上司が管理するために必要な情報を流す（報告する）のは義務なのです。

管理者は日頃から、報告のもつ意味合いを正しく部下に認識させておくことが大切

です。 
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２．権限 

権限は以下のように定義します。 

 

権限とは「責任を果たすための自由裁量の幅」のことである。 

 

そして権限は公式権限と実質権限に分けることができます。 

 

１）公式権限と実質権限 

公式権限とは、職務権限規程などによって、組織の長に公式に与えられる 

決裁権、承認権、命令権等です。 

 

この権限は部下に委譲することはできません。 

 

実質権限とは、経営資源の使用権と自己の判断による決定権です。 

①経営資源の使用権 

設備、装置、備品が使える、資材を使える、予算が使える、自分および他の 

組織構成員の時間が使える、情報やデータ等を使える、場所を使える等。 

 

②自己の判断による決定権 

1 日のスケジュールや計画を立て、決められる、手順、方法等を決められる、 

相手に話す内容を決められる、使う資料を決められる等。 

 

部下に委譲できるのはこの権限です。 

 

２）権限の源泉 

また権限の源泉についての主な見解として、次の 3 つを紹介しましょう。 

種類 見    解 例 

法定説 

権限は管理者の上の方の地位

に遡及し、上から与えられた 

権力であるとみる。 

地位に与えられている権限を行使し

て部下を服従させる。 

受容説 

管理者の権限の真の源泉は、 

部下の自分に対して行使する

管理者の力を自ら認めるとこ

ろにあるとみる。 

部下が管理者の指示、命令を受容し

なければ、権限関係は成立しない。 

職能説 
権限は経営の機能より生じる。 職場の機能が全員に理解徹底されて

いなければ、自発的に受容される。 
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権限の源泉は、このような異なった見解がありますが、権限は単独の源泉から生

じるというより、混在した形で成立しているとみるのが妥当でしょう。部下との関

係でいえば、管理者に部下を動かす権限があるということと、権限が実際に機能し

ていることは別のことであり、管理者が職位上、部下を動かす権限を有していても、

実際に管理者の意思決定により部下が動かなければ権限は機能しているとはいい

がたいのです。 

 

３）三面等価 

責任と権限は大きさが等しいことが原則です。責任が権限に比べて大きすぎると、

仕事がやりにくくなるし、責任より権限が大きいと、誤った権限の行使によって組

織が混乱します。遂行責任（義務）、結果責任、権限は相互に見合った大きさでな

ければなりません。これを三面等価と呼びます。 

しかし、この 3 つは常に等価関係にあるわけではなく、アンバランスな状態が多

いのが現実です。たとえば、管理者が部門長として職場目標を達成すべき責任を負

っていても、経営諸資源を自由に活用できる余地が著しく少ないこともあります。

この場合には、責任を果たすために必要な権限を大きくすることが求められます。 

現実的には、権限は与えられるものではなく獲得するもの、という考えが必要で

す。上位者は理屈では三面等価の原則を理解していても、なかなか権限を部下に移

譲しようとはしません。部下は敢えて自ら大きな責任を負担することで、上位者か

らその責任を全うするために必要な権限を要求し、獲得していかねばなりません。

そのことにより三面等価を実現させることが、組織人として成長する上での基本的

姿勢であると云えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

権限 

結果責任 

遂行責任 

（義務） 

②自らの力量が 

上がったことで 

上司から獲得 

する領域 結果責任 

権限 

①自ら、積極的に 

より大きな義務と 

責任を負う 

① 

① 

② 

適切に業務を遂行するためには、原則的に 

３要素は等しくなければならない。 

遂行責任 

（義務） 

三面等価の原則とその拡大に関する図式 
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Ⅳ．組織運営の原則 

アンリ・ファヨール（1841～1925）は、管理者が組織を秩序正しく維持・運営

して行くために守るべき原則について述べていますが、その中で特に重要な原則は次の

四つです。 

 

１．指示命令系統一元化の原則 

 

①命令・報告は決められた一本の命令系統を通じて行なわれる。 

②直接の上司は常に一人である。 

③組織の中において管理者・非管理者の関係が明確になされている。  

 

この原則は、ワンマン・ワンボスの原則ともいわれます。一人の部下の上司は一

人であり、指示命令と報告の経路は 1 本でなければならないという原則です。課長

が係長をとばして直接職員に業務の指示をしたりすると、その職員にとっては二人

の上司から指令がくることになり、どちらを優先してよいか困惑してしまいます。

こういうことが頻繁におこると、組織活動は混乱し、業務の遂行が阻害されるよう

になります。 

しかし、現実は状況の変化が激しく、その変化に速く適応することが求められて

いるので、この原則を守れないことが多々あります。通常の指揮命令系統を外す場

合は、だれがだれに指示し、だれがだれに報告するかをあらかじめ当事者同士で取

り決め、摩擦や情報遮断が起こらないように注意が必要です。 

 

２．統制範囲の原則 

 

①直接管理する部下数には適正な数がある。 

②部下の人数は、統制の効果を左右する。 

③統制の効果を維持するためには、仕事の数・難易度・標準化度・物理的 

条件等を配慮する必要がある。  

 

この原則はスパン・オブ・コントロールの原則ともいいます。つまり、管理者が

直接管理できる人数には限界がある、ということです。 

管理する人数が限度を超えると、指示命令や統制に支障を来たし、情報伝達や上

司と職員の意思疎通の機会が減少してしまいます。では、部下の数は何人が適当か

となると、明言するのは難しく、管理部門、技術部門などでは 6～7人まで、標準
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化された定型業務の作業職場では15～16人までというのが経験則的な見解です。

ただし、管理可能な人数は次のような条件によって変わって来ます。 

 

◆部下の業務内容 

（複雑か単純か、専門的か、業務処理方法が標準化・定型化されているか 

非定型かなど） 

◆部下が一ヵ所にいるか、分散しているか 

 

部下の人数が管理可能な範囲を超えた場合は、組織を分割して管理監督者を増や

すか（一つの係を二つの係にする）、組織の階層を 1 段階増やす（一つの係の中に

二つの班を設ける）必要があります。 

 

３．職務割当（分担）の原則 

 

①部下同士の職務を不必要に重複させてはならないが、職務によっては一人 

2 役・3 役の関係も必要である。 

②必要な職務は漏らさず特定個人に割り当てなければならない。 

③同一個人への職務割当は同種類、同目的のものでなくてはならない。 

④職務の割当は適量でなくてはならない。 

 

特定個人へは、同質的な（同じ種類で、同じ能力が要求される）職務を割り当

てる。また、部下同士の職務を不必要に重複させない、という原則です。 

異質な、関連のない、複数の仕事を雑多に取り混ぜて分担させると、部下は多

面的な仕事をただこなすだけとなり、専門化による能率の向上が図れません。部下

を便利屋に使い、バラバラな仕事をさせていると、部下は仕事を通じて能力を伸ば

すことができず不満を抱くようになります。また、職務を不必要に重複させると、

部下は「自分の仕事だ」という自覚が乏しくなり、責任感を無くします。 

もっとも、この原則はあまり徹底しすぎると、専門化と同時に単純化が起こっ

てしまいます。部下はごく狭い範囲の仕事に習熟するけれども、職務は単純な仕事

の繰り返しとなり、幅広い経験ができず、単純感からかえって動機づけが失われて

しまうことにもなりかねません。管理者は同質性を基本にしながら、適度の異質性

と広範さを織り込んで部下の職務を設計する必要があります。 
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４．権限委譲の原則 

 

①責任ある仕事をさせるには、それ相応の権限が仕事の大きさによって付与されな

ければならない。 

②上下の階層に応じて、権限が適切に分配され、または委譲されなければならない。 

 

部下に仕事を与える際は、その仕事にふさわしい権限を与えなければなりません。

権限とは、先にも述べたように、自分の判断でものごとを決める自由裁量権であり、

組織構成員は大小の差はあれ、何らかの権限をもっています。この権限が仕事に比

べて小さいと、何をするにも自分で決められず、いちいち上司の判断を仰がなけれ

ばなりません。これでは仕事は円滑に進行しないし、責任感や意欲も高まりません。

部下に責任もって仕事を遂行させるためには、それに相当する権限を与える必要が

あります。 

権限の委譲は非常に重要なので、「第 3 章 Ⅲ組織化」で、より詳しく説明して

いきます。 
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Ⅴ．組織形態 

組織で行われる業務活動の分化が進めば進むほど、組織内の関係は複雑になります。

その分化は、垂直的に、水平的に進んでいきますが、その最も根本的なものがラインとス

タッフです。このラインとスタッフの関係のあり方を基準にして、組織形態の構造が分類

されています。それは図１に示す、ライン組織、ファンクショナル組織、ライン・アンド・

スタッフ組織です。これが組織の基本形態といわれているので、最も一般的にみられる組

織形態です。 

 

１．ライン組織 

ライン組織とは、もっとも単純な原初的形態の組織であって、スタッフが成立して

いない役務のものです。ライン組織は、命令、報告の関係が、上下の関係だけであり、

簡単明瞭です。従って命令が徹底しやすく、規律を保ちやすいという長所があります。

反面、専門家を活用することが難しく、管理監督者が関連ある、あらゆる知識を持た

なければならないので、管理監督者に人をうることが難しいのです。 

自治体組織では、純然たるライン組織よりも、後述のライン・アンド・スタッフ組

織が多いのですが、それは行政組織内の種々の職能分化が進んできたからです。 

 

２．ファンクショナル組織 

ファンクショナル組織は、職能組織又はテイラー組織ともいわれています。この組

織は、責任と権限が、職能的に分解され、分化されて、行使される組織構造です。 

ファンクショナル組織では、直接の上司といわれるものはいないので、組織の各成

員は、それぞれの職能を、自主的に遂行していくことが、前提とされています。 

この組織は、分業の原則を高度に利用したもので、職能によって、命令系統が形成

されています。そのため、各分野の専門家によって、高度の仕事を行うのに適してい

ます。一方、この組織の欠陥は、命令の一元性が守られないところにあります。しか

し、この組織はライン組織の欠陥を是正することが出来ます。 

 

３．ライン・アンド・スタッフ組織 

ライン・アンド・スタッフ組織は、命令一元性の原則を守り、ファンクショナル組

織の長所を生かした組織です。組織規模が大きくなり、業務が複雑になると、管理も

複雑になってくるので、ライン組織では組織運営が難しくなります。そこで、それぞ

れの専門的事項について、別にスタッフを置き、このスタッフを活用することにより、

責任と権限を有効に行使することが可能となります。 
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すなわち、ライン組織に、スタッフを動かす型を導入した組織が、ライン・アンド・

スタッフ組織なのです。この組織形態は、ライン組織が骨格をなしており、命令一元

性の原則と、職能分化の原則とを統一した組織形態です。 

しかし、この組織形態にも欠点があります。それは、スタッフからの助言と、ライ

ンからの命令とが混同され、組織秩序が乱されるおそれがあることです。また、責任

の所在が不明確になりやすい点です。スタッフの力が強すぎると、権限を越えて、ラ

インに干渉することになったり、逆に弱すぎると有名無実になったりするので、運用

には、十分な注意が必要です。以上の三つを、組織の基本的組織形態といいます。 

図１ 

１．ライン組織                 ２．ファンクショナル組織 
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４．プロジェクト・チーム 

上記１、２、３の基本的組織形態のほかに、副次的組織形態としてプロジェクト・

チームがあります。プロジェクト・チームは、ある目的を達成するために本来の組織

とは別に構成された組織であり、必要に応じて適宜構成されます。そのため組織の期

限が決められていることがほとんどです。組織理論としては一般にプロジェクト・オ

ーガニゼーションといわれています。 

プロジェクト・チームには、次の基本要件が必要です。 

１）チーム編成した目的、課題が明確であること。 

２）チームのメンバーは、目的、課題の達成について、適当な専門家であり、 

しかも、ラインの代表としてではなく参加するものであること。 

３）チームのメンバーは、年齢、地位などに関係なく活動ができ、メンバー相互間 

では、密接なコミュニケーションがあること。 

４）目標達成のために、必要な権限が付与されていること。 

 

地方自治体の仕事の分野は、今後も拡大する方向にあり、長期的な視野に立たなけ

ればならないものも少なくありません。しかも、縦割り行政の弊害を打破するととも

に新しい創造的な問題を解決することを求める要請も極めて強い今日、自治体にとっ

て、プロジェクト・チームの果たす役割は、ますます増大するものと考えられます。 

 

５．マトリックス組織 

企業が国際化し、多国籍企業が増加したことに伴って注目されている組織にマト

リックス組織があります。これは、縦割りと横割りの二つの異なった基準で編成され

る経営組織です。 

いくつかの部門に関連した問題が発生すると、その解決のためにプロジェクト組

織が編成されますが、マトリックス組織は、こうした縦割りと横割りの構成基準、す

なわち職能別と目的別基準を組織全体にまで拡大して適用した組織です。 

環境の変化に伴い、新しい課題が頻繁に起こるような場合は、臨時的性格のプロ

ジェクト・チームでは十分に対応できない場合が多くなります。そこで、このマトリ

ックス組織を通して定例的な業務の効率的遂行と新たな課題の解決を、機動性をもっ

て同時に達成しようとするものです。この組織では命令一元性の原則は破棄されるこ

ととなりますが、その代わりに多元的、複合的な命令系統が採用されることとなる特

質を持っています。 
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図２ 

５ マトリックス組織 
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第３章 業務管理 

Ⅰ. 業務管理とは             Ⅶ. 目標管理 

Ⅱ. 計画                   １. 目標管理とは 

１. 計画とは               ２. 目標管理が必要になってきた背景 

２. 計画の意義              ３. 適切な目標設定 

３. 計画の立て方の手順          ４. 目標の体系 

４. 関係者の参画による計画        ５. 目標設定の要件 

５. 計画立案のチェックポイント      ６. 目標と方針 

Ⅲ. 組織化                  ７. 事業部門とスタッフ部門等の目標 

１. 組織化とは              ８. 目標達成過程における管理者の役割 

２. 組織化の考え方            ９. 目標達成度の評価と方向修正 

３. 職務配分を決定する上での条件 

４. 組織化の基本手順 

５. 職務拡大と職務充実 

６. 権限委譲する際の留意点 

Ⅳ. 指揮（動機づけ） 

4. 指揮とは 

5. 指揮が備えるべき要件 

6. 指揮の表現の仕方（指揮のタイプ） 

Ⅴ. 統制 

1. 統制とは 

2. 統制の考え方 

3. 統制の手順 

4. 自主統制 

5. 報告の活用 

Ⅵ. 調整 

1. 調整とは 

2. 調整の意義 

3. 調整の手段・方法 

4. 調整のタイプ 

5. 統合による調整のポイント 

6. 組織間の調整 
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第 3 章 業務管理 

 

Ⅰ．業務管理とは 

  業務管理とは、「組織目標を達成するために、業務を効率的に遂行する活動」です。

仕事の進め方として、ＰＤＣＡの手順がありますが、これは管理者であろうと一般職員

であろうと、仕事を効率的にすすめるために必要とされる手順であり、マネジメント・

サイクルとよばれています。（ウォルター・シューハート、エドワーズ・デミング 1950） 

しかし、管理者の管理行動という面からみると、マネジメント・サイクルの理解だけ

では不十分であり、所管する部門全体の業務を効率的遂行するために、他の視点から管

理者はどのような管理行動をとるのかを考えなければなりません。 

管理者は部下を通じて仕事をするという点から考えると、業務を遂行するのは部下で

あり、管理者はそれが効率的に行なわれるための管理行動を行なう必要性があります。

その管理行動を分析すると、主として 5 つの機能に分解されます。つまり、計画、組

織、指揮、統制、調整です。（Ｊ.H.ファヨールの「産業ならびに一般の管理」1916） 

 

 

管理者の仕事の管理は、この 5 つの機能によって遂行され、この 5 つの機能が効果

的に作用することで、仕事の管理が円滑に行なわれるのです。 

また、この管理の 5 機能は、計画から始まり組織化、指揮、統制という循環をなし

ており、調整は他の 4 つの機能と総て係るところから、図のように真中に位置されて

います。以下、管理の 5 機能について述べていきます。 
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Ⅱ．計画 

１．計画とは 

 

 

 

 

 

２．計画の意義 

計画が適切でなければ、実施のプロセスで種々の問題が生じ、成果も期待されたも

のになりません。「適切な計画ができれば、仕事の管理は８０％が終わった」といわ

れ、管理の 5 機能の中でも、とくに計画機能が重視されています。 

一般的に計画をたて行動することの意義（メリット）は以下の通りです。 

 

① 場当たり的な行動がなくなる。 

② 大局的に判断し、重要な仕事を優先させることができる。 

③ 重点主義による行動ができる。 

④ 問題点を見失わない。 

⑤ 実施検討にムダがなくなる。 

⑥ 部下にとって行動指針が明確になる。 

 

ところが、現実の組織活動の中では、計画を綿密に立てないで走り出すことが多い

のが実情です。詳細な計画を作っても、状況が変わればすぐ計画を立て直さなければ

ならないから、最初にあまり綿密な計画を立てても意味がないと思うのでしょう。確

かにこれは一部の長期的計画については当てはまります。 

計画には、中・長期計画、年間計画のように長期計画もあれば、月次計画、週間計

画等のような短期計画もありますし、個々の仕事に対する段取りのような個別の作業

計画もあります。これらの計画のうち、短期計画や個別の作業計画には「先に行って

状況が変わるから、今詳細に計画しても意味がない」ということは当てはまりません。

特に個別の作業計画は、事前の段取りをしっかりするほど、あとの段階がスムーズに

進み、修正行動に走りまわることもなく、全体の効率が上がるのです。 

特に、部下は立案された計画に基づいて行動することを考えると、上司が立てる計

画は、部下が意欲的に計画の遂行に取り組め、その結果として成果が確実に生まれる

ものでなければなりません。計画の実行主体である部下にとって意欲を持てなかった

り、反発の感情が生まれるような計画であれば、その意義は失われることになります。 

  

 

計画とは、組織の目標を達成するために行う、将来の行動についての現在の決定である。 
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３．計画の立て方の手順 

  まず、理解を容易にするために計画の立て方の手順から述べていきます。 

※詳しい手順は第４章の「問題解決と意思決定」を参考して下さい。 

 

１）目的、目標を明らかにする 

計画を立てるに当たって、まず大切なことは、組織全体や上位者の目的、目標や方

針をつかむことです。その上で自分の部署または自分の業務の重点課題を明らかに

します。重点課題が決まったら、自分の部署の目標をたてる訳ですが、目標はでき

るだけ定量化することが望ましい、と言えます。 

なお、目的、目標、方針の定義は以下の通りです。 

 

①目的 行為の理由、期待する最終結果 

②目標 目的が達成出来たか否かを判断する基準、あるいは到達すべき目安を 

具体的に示したもの。通常、「いつまでに」、「何が」、「どのレベルで」 

という要素を含んでおり、数値化した「定量的目標」と数値化されない 

「定性的目標」とある。通常、複数設定される。 

③方針 反復的に起こる状況に適用される持続的な決定。行動の方向づけ、 

諸条件の限定、取るべき手段（方法）の明確化などが方針に該当する。 

 

 

２）現状の分析 

①事実を把握する 

現状がどうなっているかを正確に把握し、それを基礎に計画を立てます。その

ために管理者は会議に出席したり、上役や関係者と接触したり、部下と話したり

統計書、報告書、専門誌等を読んだりして、たえず自分の仕事に関する最新情

報、・データ、資料等を漏れなく手に入れるようにします。 

また一般的に、都合の悪い情報は上位の方向には届きにくいものです。部下か

らの情報を収集する際、管理者には特に傾聴の姿勢が望まれます。 

 

②事実について分析する 

集めた事実を整理、分析します。解決すべき課題の性質によってアプローチは

異なりますが、既に起きている問題解決のプランであれば、しっかりとした原因

分析の工程が必要になります。未来にあるより発展的なビジョンを実現するため

の計画であれば、将来の変化、変化の傾向は連続的か断層的か、不確実性などの

予測が重要になります。必要な情報が完全に収集できることは、おそらくないで

しょうが、事実と事実の関係から隠れている事実を推定し、予測につなげます。 
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３）計画を立てる 

５W2H（なぜ、なに、だれ、いつ、どこ、どのように、どの程度）を念頭にお

いて、具体的に実施の手順や日程を決定します。計画には以下の要素は必要です。 

 

①状況把握 

所管する部門や業務を取り巻く全体状況の把握である。自分の仕事に影響を与

える外部動向の変化、関係部門との関連、上司の方針等に対する読み等が含まれ

る。状況把握を間違うと計画全体が意味を失うこともあるので、熟慮しなければ

ならない。 

 

②目標 

     目標は計画の要である。目標は計画の到達点であり、達成すべき成果であり、

計画のガイドラインである。目標は数値化されるなど具体化されていなければな

らない。目標が曖昧であると、達成するための手段や方法も曖昧になる。 

 

③プログラム 

     目標を達成すべき、一連の手段や行動の手順またはステップを言う。計画が計

画倒れに終わるのは、プログラムの検討が十分に行われていないためでもある。

プログラムの検討に当たっては、「目標を達成するための最善の方法は何か」「も

っとよい方法はないか」と問いかけなければならない。 

 

④スケジュール 

     プログラムごとに達成に要する時間の見積もりと、着手時および完了時の予定

である。また、プログラムの各段階の優先順位の決定もここで考えなければなら

ない。ガントチャート等でわかりやすく示す必要がある。 

 

⑤予算 

    プログラムを遂行していくうえで必要なコストを見積もり、配分を計画する。 

 

 

４．関係者の参画による計画 

人間は他人が計画したことを、決められた通りにやるだけでは意欲が湧きません。

計画立案に自分が参画していれば、それは自分が決めたのだという気持ちが生まれ、

実行への強い動機づけとなります。管理者の計画は、部下によって実行されるのです

から、できるだけ部下を計画立案に参画させ、理解・納得させることが必要です。部

下を参画させれば、部下のアイデアや意見を引き出すことになり、計画の質を高める

ことにも役立ちます。 
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部下を計画立案に参画させるときは、次の点に留意します。 

 

１）自由に発言できる雰囲気を作り、部下と対等な立場で討議しながら案を練る。

ただし、最終的な決定は管理者が行う。 

 

２）形式的な参画にならないようにする。すでに管理者が結論をもっていて、形だ

け皆の意見を聞くのでは、部下は「どうせ意見を言ったって結論は変わらない」

と思って、積極的に発言しなくなる。これでは逆効果で、部下の意欲は出ない。 

 

 

５．計画立案のチェックポイント 

まとめとして、有効な計画を立案する上でのチェックポイントを確認しましょう。 

 

１）計画そのものが上位の目標に合致していること 

組織の中でたてられる計画は、行政組織経営または部門管理の一環として立てる

ものであるから、組織全体の計画、または部門別計画に合致したものでなければな

らない。上位の目標や方針と微妙に食い違っていたり、相反するものであると、実

施の段階で問題が生じることは必然である。 

 

２）他部門との調整をはかること 

所管する部署の計画が他部署と無関係に実施されることは稀である。他部署の状

況や目標、方針と矛盾することがないか、あるいは他職場の計画と重複したり、他

職場と摩擦を起こすことがないかといった点を十分に検討しなければならない。 

 

３）目標はできるだけ数値化すること 

今日、行政の現場において、政策に関しても成果指標を示し、到達度と目標値が

数値で示すことが求められるようになってきている。計画をより具体的に把握でき、

到達点を明らかにすることとして数値化できるものはできるだけ数字で表現する

ことが望ましい。 

 

４）計画は具体化すること 

「窓口サービスの向上をはかる」とか「○○を充実させる」いったことは方針と

してはよいが、計画としてこのレベルに止まっていては抽象的すぎる。計画は具体

化しなければ行動化出来ないので、５Ｗ３Ｈを活用し具体化することが必要である。

問題の具体的な解決策をつくる能力は管理者として不可欠である。数値化は具体化

につながる。 
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５）創意工夫し、適切な手段、方法を創造すること 

目標を達成するための手段・方法は、考えに考え抜いて、より効果的な手段・方

法を生み出さねばならない。現状を革新するために、いかなる努力も惜しまない姿

勢で取り組むことである。 

 

６）複数の案を立て、最善案を選択すること 

目標達成の道は一つだけでなく、いくつかある。そこで、計画もいくつかの案を

つくりその中から選択する考え方をもつことが望ましい。 

 

７）計画は実行可能なものであること 

奇抜な案であっても、最初からできないと決めてかかったのでは革新はできない。

しかし、とりあげられた案は、必ず実行ができ、成果に結びつくようにしなければ

ならない。そのために、計画を具体化し、実現の過程に横たわる障害を除去すべく、

計画のツメをしなければならない。折角出された優れた案も実行可能なものに仕上

げなければ成果に結びつかない。 

 

８）計画は柔軟性をもつこと 

    仕事は計画どおりに進められるものではない。予測しなかった支障や状況の変化

が起こり、途中で何度も修正することが多い。そこで、状況の変化が起こっても、

ゆきづまることなく、適切に修正を行いながら目的を達成できる余裕をもつことを

考慮しておかねばならない。 

 

９）計画案が論理的に組み立てられていること 

    計画案の中の個々の部分を見ればよくできているが、全体としてみると筋が通っ

ていないとか、個々の部分同士がどういう関連をもっているのか理解できないとい

ったことがある。計画は全体を通して、一貫した論理構成をもち、計画案を順を追

って読んでいくと理解が容易であるというのがよい。 

 

10）進捗状況を点検することができること 

    計画の実施のプロセスで、計画の進み具合がチェックできることが望ましい。そ

のために、計画そのものに進捗状況のチェックをどうするかを入れておくことが必

要である。 

 

11）表現は明瞭にすること 

    自分にしか解らない計画では困る。部下や上位管理者にもすぐに理解できるよう

に正確・明瞭に表現する。  
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Ⅲ．組織化 

 第２章では組織運営の原則を述べて来ましたが、ここではその原則を踏まえ、組織化を

行う上での具体的な手順やポイントを明確にしていきます。 

 

１．組織化とは 

経営資源には人、物、金、情報、時間等、様々なものがありますが、その中で人

は最も重要な経営資源です。 

組織化とは、以下のように定義します。 

 

 

 

 

２．組織化の考え方 

組織化を行う場合には仕事の能率の追求と職員の意欲と能力の向上のバランスに

留意しなければなりません。ある職員に、ある業務を与え、仕事の組み合わせを変え

たことで、一時的には仕事の能率が高くなったけれど、それによって職員のやる気が

なくなり、能力向上が停滞したとすれば、その組織化は効果的であったとは言えませ

ん。組織化を行う場合には、仕事の能率を上げると同時に、仕事を遂行する部下の感

情や気持ちを配慮し、意欲や能力を高めることを考えなければなりません。 

組織運営における４原則、つまり、指令系統の統一、統制の限界、同一的職務割当、

権限の委譲は、仕事の能率化のための原則であるとともに、仕事を遂行する部下の感

情や気持を配慮して設定された原則でもあるのです。 

 

 

３．職務配分を決定する上での条件 

組織運営の原則を踏まえ、効果的に職務配分をするためには、管理者はあらかじめ

次の条件を把握しておく必要があります。 

 

１）仕事の条件 

①業務内容 

仕事の種類、業務量、達成基準、要求される精度、定型業務が不定形業務か、 

重要度、責任の度合い等 

②必要とする能力 

知識、技術、熟練、資格、対人関係能力など 

 

 

組織化とは、最も重要な経営資源である人間の力を最大限に発揮させることをね

らいとして、人と仕事を適切に組み合わせること 
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２）個人の条件 

①知的、身体的熟練 

持っている専門知識、実務知識、技能、取得資格等 

②対人関係能力 

感受性、説得力、協調性、意思疎通等 

③性格的要件 

性格、価値観、興味、意欲等 

④属人的要件 

年齢、性別、経歴、家族状況等 

 

 

４．組織化の基本手順 

また、管理者は以下の手順で組織化をすすめていく必要があります。 

① 目標達成に必要な業務内容や課題を明確にする。 

② 業務の相互関係や責任、権限の範囲を明確にする。 

③ 業務遂行に必要な能力要件等を明確にする。 

④ 予算やツール等の資源を配分する。 

⑤ 職員の能力に応じて事務分担を決める。（育成目的の場合は少し高いレベルで）  

 

 

５．職務拡大と職務充実 

仕事の割当における重要な留意点として、職務拡大と職務充実があります。職務

拡大とは、個人の職務の受持範囲を水平的・量的に増加していくことです。職務充実

とは、仕事を垂直的・質的に拡大させることを意味しています。生活保護のケースワ

ーカーを例にとれば、担当件数を増やすことが職務拡大であり、電話・窓口相談、訪

問、会計事務、記録報告書作成等、一連の業務を一人で出来るようにすることが職務

充実になります。 

職務拡大や職務充実は、部下の能力開発に役立つことはいうまでもありません。

部下の能力は業務経験を通して開発され向上していきます。また新しい仕事を担当す

ることにより、その仕事に対する興味が湧き、意欲も高められる場合があります。 

部下に新しい仕事や高度な仕事を任す場合、「果たして部下がその仕事を立派にや

りこなしてくれるか」という不安もありますが、失敗のリスクは承知の上で部下に新

しい仕事や高度な仕事にチャレンジさせることが大切です。たとえ失敗しても、そこ

から上司も部下も学びを得る、という姿勢でチャレンジさせましょう。 

ただ失敗するよりも、成功する方が自信にもつながるので、成功のために部下の

個性を踏まえた、指導育成を十分に行うことは当然、必要となってくるのです。 
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また、職務充実とは、「仕事の計画、実施、統制を、ひとまとめにして部下に担当

させること」を意味しています。過去には、管理者が仕事の計画を行い、部下に実施

をさせ、管理者が仕事の結果を統制するという仕事の流れを全て行うという考えが支

配的でしたが、現代においては職務充実で、自分の担当業務に関する計画、実施、統

制というサイクルを全て部下に任せ、管理者は、目標によるマネジメントによって、

個々の職員の目標設定の支援を行ない、その業務全体が適切に遂行されているかどう

かを定期的にチェックし、適切に遂行していなければ援助活動を行うという考え方に

なっています。 

職務充実のメリットは、管理者にとっても部下にとっても大きいと言えましょう。

管理者は、部下が職務充実をはかってくれる程、自分のエネルギーや時間を他のより

高度な仕事に割り当てることができるようになりますし、また、部下も、計画、実施、

統制の全過程を遂行することで、仕事に対する意欲もわき、創意工夫の喜び、目標達

成の満足感を味わうことになるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ここで重要な点は、組織管理の原則から逸脱するような、安易な職務拡大

や職務拡充をすると、それは明らかに逆効果になるということです。部下の負担ばか

りが大きくなり、疲弊し、意欲を失ったりするばかりでなく、業務が滞り、組織全体

の運営も混乱しかねないからです。 

職務充実 

職務の 

担当範囲 

実施の 

プロセス 

計画 
実施 

統制 

職務拡大 
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６．権限委譲する際の留意点 

人間は本来、機械のように指図された通りに動くのではなく、自分の裁量で仕事を

したいと考えるものです。上司から微に入り細に入り、細かく指示され、自分で考え

ることが許されず、行動が制約されていると、仕事に対する意欲は低下します。 

また「責任ある自分の仕事だ」という当事者意識が生まれにくくなり、そのうちに

指示待ち人間になってしまいます。職務の分担を決めるにあたり、適切な権限委譲を

行うことによって、部下に、自分で考え、自分の判断で仕事を進め、創意工夫をする

機会を与える、職員の自律性・主体性を育てることも管理者の努めです。そのために、

次の点を意識するようにしましょう。 

 

◆権限は意識して渡そうとしないと、つい自分が握り込んで離さないようになりが

ちである、ということを自覚する。 

 

◆部下は仕事を通じて育つ。育成の見地から、多少危なっかしいと思っても、思い

切って任せる度量が必要である。 

 

◆委譲した後は適宜報告を求め、仕事の進行状況を常に把握する。 

（放任と権限委譲は異なる） 

 

◆権限委譲にはリスクが伴うものである。思い切って任せたが、うまくいかなかっ

たというときは、部下の失敗の責任は自分がかぶる。また失敗の原因を共に考え、

次の成功へつなげる。 

 

◆権限委譲が時期尚早と思われるときは、ためらわず元に戻す。 

 

◆権限を委譲する良い方法は、期待する結果を示して、その結果を達成するための

方法は干渉せず一任することである。 
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Ⅳ．指揮（動機づけ） 

１．指揮（動機づけ）とは 

  

 

この場合に大切なことは、管理者が自ら実施するのと同じ意欲と考え方で部下に実

施するように伝えることであり、その意味から指揮は動機づけ機能ともよばれます。  

管理者がどんなに優れた計画を立案しても、それを実施し成果に結びつける主体で

ある部下の意欲が喚起されなければ、優れた計画の価値も半減します。優れた計画は

適切な指揮により実施されるといえます。 

 

 

２．指揮が備えるべき要件 

指揮は、自分の行動は自分で律したいという、人間本来の欲求と対立する要素を

持っています。この矛盾を乗り越えて指揮が機能するためには、さまざまな要件を備

える必要があります。それは以下のようなものです。 

 

１）しっかりした根拠に基づいていること 

指揮する時は、次の事項を考慮する必要があります。いい加減な指揮をして、あ

とで訂正するようなことは避けるべきです。 

 

①上位者の方針にそっているか 

②計画に基づいているか 

③関係する事実をつかんでいるか 

④自分の責任と権限の範囲以内のことか 

 

２）内容について双方の理解が一致すること 

指揮の内容が部下に別の意味に受け取られることはしばしば起きます。部下に内

容を確実に伝えるために、次の点に留意しましょう。 

①５W2H でもれなく伝える 

結果だけ示して目的、納期、とるべき手段、方法を示さないと、部下が期待

通りに動いてくれないことがある。 

 

②相手に質問や復唱をさせる 

一方的な内容伝達は理解不十分になりやすい。質問を促さないと部下は自分

流に解釈して仕事をすることが多い。また「わかったか」と問えば、NOとは

言いにくい。質問のみでなく、相手に理解や意見を言わせることも必要である。 

指揮とは、組織目標を達成するために計画した仕事を、部下に伝え実施させること                                                          



33 
                                     株式会社 人財開発研究所 不許複製 

 

③相手に理解できる言葉で 

部下がまだ仕事に慣れていないときは、特に専門用語に注意する。また、 

理解できないときは、前項同様に自分流に解釈をする。 

 

④一度にあまり多くの内容を盛らない 

内容が多すぎると、後で全部思い出せない。部下は内容を簡略化してしまう。

やむをえずたくさんの内容を伝えるときは、内容を区切って、要点を強調する。 

 

以上、内容を確実に伝えるための留意点を挙げましたが、これらはコミュニケ

ーションの基本でもあります。指揮に限らず組織の中の情報伝達には、これらの

留意点がすべてあてはまるのです。 

 

３）状況を知らせること 

遂行する仕事だけを伝えるのでなく、背景となっている事実、現在おかれている

状況を知らせる必要があります。例えば、何か問題が起こったのなら、その問題の

内容を隠さずに伝える等。状況は人を動かす、というように、部下はそれを知って

何をすべきかを悟り、自分から動き出すこともあるのです。 

 

４）むやみに権力を使わないこと 

組織上の上司は部下に対して命令権を持っています。これが権力です。たいてい

の人間は、地位・肩書きなどによる権力で命令されると反発をおぼえ、抵抗するも

のです。 

 

５）組織の運営原則を配慮すること 

①指揮命令系統の統一 

この原則は、指揮の経路を示します。 

②権限委譲 

指揮の内容には、その指揮を遂行するのに必要な権限が含まれていなければ

ならない。また、創意工夫と自由裁量の余地を与えることが良い結果を得るこ

とにつながります。 
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３．指揮の表現の仕方（指揮のタイプ） 

指揮は自分の意図を相手に伝え、行動を起こさせることですから、単にその内容

を正確に伝えるだけでなく、相手を動機つけるように表現方法を工夫する必要があり

ます。上司の表現のしかたで相手の受けとめ方に違いが生じるのです。 

指揮の表現方法は、その時の状況、業務内容、部下の成熟度や意欲によって変わ

って来ます。表現のしかたをいくつかのタイプに分けて考えてみましょう。 

 

指令の仕方 使うときと場合 

命令型 いいつける 

・なすべきことを厳しく命じる 

・緊急、非常の場合に有効 

・部下はそれに従う 

依頼型 たのむ 

・通常の業務の指示 

・相手の理解と了解を求める 

・一見依頼ではあるが、当然指令を受けてもらう 

相談型 はかる 

・相手の意見を聞きながら、指令を受けてもらう 

・相手の教育を含む 

・自然に相手が実施するように仕向ける 

示唆型 ほのめかす 

・相手の理解度が高い場合 

・積極性のある相手に有効 

・細かい指示内容は不要の場合 

募集型 つのる 

・複数の部下の中で、実施する人を探す 

・困難や無理や負担が伴なう場合 

・ムリにさせられない仕事を割り当てる場合 

 

① 

い
い
つ
け
る 

② 

た
の
む 

③ 

は
か
る 

④ 

ほ
の
め
か
す 

⑤ 

つ
の
る 

 

 

  

自
発
性 

強
制
度 
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Ⅴ．統制 

 １．統制とは 

 

 

 

 

 

  

２．統制の考え方 

管理者が、計画し、組織化し、指揮すると、仕事の計画は部下によって実施される

訳ですが、実施の過程や終了において統制が必要になります。そして、仮に計画から

実績や実施の仕方が逸脱していれば、修正処置を講じなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

統制の場合にも、注意すべき点は、指揮と同じく動機づけ機能を持っていることで

す。業務の基準や目標と実績が乖離していた場合、部下とともに実績が業務の基準や

目標に到達するための手段や方法を検討しますが、その検討行為は動機づけでなけれ

ばなりません。部下の実績がよくならないからといって管理者が部下をなじり、非難

し、部下の意欲喪失をもたらしたのでは逆効果です。 

しかし、統制において部下に対する方向修正への働きかけは必要なので、大事なこ

とは部下自身の成長という観点から注意や指導をおこなうことが求められます。 

 

また統制で大きな問題になるのは、統制の過剰と不足です。管理者が統制行動をと

る場合、どうしても統制過剰になったり不足になったりします。統制が強いと部下は

「言われたとおりやっていればよい」と依存的になってしまいます。そして士気が低

下したり、抵抗心を誘発したりする場合もあります。一方、統制が弱いと、部下の能

力や自主性が十分でない場合には、間違いや方向のズレが生じ、目標が達成されない

ばかりか、ひいては秩序の乱れや資源の浪費が起こります。管理者は部下の成熟度を

よく見きわめ、状況に応じて統制の強さを加減する必要があるのです。 

こうした管理行動における統制の過剰、不足をなくすために統制の基準を管理者自

身がもち、部下にも明らかにしておくことが大切です。  

開
始 

目
標 

実施 

(現状) 

修正処置 

計画（基準・あるべき姿） 

検討 

ズ
レ 

 統制とは、計画を立てて仕事を進めて行く過程で、当初の予定通り進行せず、

時間的あるいは方向性に、ズレが生じた場合に、そのズレを測定、評価し、修正

処置を講ずることである。また最終結果を評価、検討して、次の計画に生かすこ

とである。 
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 ３．統制の手順 

統制は以下の手順で行います。 

 

１）基準の設定 

計画段階で決定された諸項目（目標、スケジュール、品質、予算など）に基づい

て仕事の進捗を測定するための、わかりやすい、受け入れやすい基準を作っておき

ます。また、作業標準、業務マニュアルなども基準になります。 

基準を設定するときは、管理者が一方的に作るよりも、部下と相談して決めたり、

部下に作らせて管理者が承認したりする方が、抵抗感が少なく、部下は守ろうとす

るものです。また、基準は固定不変のものではなく、正当な理由があれば状況の変

化に応じて変える融通性も必要です。 

 

２）測定 

日、週、月、などで定期的に遂行した仕事の結果を報告させ、業績を測定します。

報告の様式や測定項目もあらかじめ統一し、標準化しておくと効果的です。 

 

３）測定結果の評価分析 

設定された基準と業績を比較検討し、その差異の有無と程度を把握します。その

差が大きい場合には、原因の究明も必要です。※詳しい手順は第４章の「問題解決

と意思決定」を参考にして下さい。 

業績が基準にピッタリ一致するというのは稀なことです。仮に大きな差があった

場合、その原因として次のようなことを考えることが出来ます。 

 計画にムリや甘さがなかったか 

 状況変化の予測に甘さがなかったか 

 指揮や指導が不十分でなかったか 

 実施のプロセスでの統制が不十分でなかったか 

 突発的な事情があったのでないか 

 部下自身に個人的な事情はなかったか 

 

４）修正処置 

原因を究明したら、原因に手を打ち、修正処置を講じなければなりません。この

修正処置こそ、統制の大きな機能です。修正処置を打つ場合には、応急的な処置と

原因分析の結果を踏まえた本質的解決が必要です。 

例えば、住民宛ての通知の発送が遅れがちだとした場合、このズレを是正するた

めに担当者を 1 人増やすという処置は、応急処置としては必要ですが、真の原因を

解消したことにはならず、また次年度、同じことを繰り返す可能性があります。発
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送の遅れが当初のスケジュールに無理があり、日程がつまり過ぎているために起こ

っているとすれば、日程を再調整して余分の人員を増やさないようにするのが良い

是正手段です。あるいは、作業手続きに不必要な工程があるかもしれません。その

場合は仕組みを改善して、仕事の流れを良くする必要性があります。修正処置を取

るにあったては、その原因が管理上の不備にあるかどうか確かめる必要があります。 

 

４．自主統制 

統制は一般に管理者が部下を制御（コントロール）するという印象を与え、部下

の意欲を減退させる要素を持っています。目標管理のところでも述べますが、今日的

には、部下が自らの裁量で自律的に統制するように仕組みを作ることがより望ましい

統制の姿です。部下が自分で基準とのズレをチェックし、適切な修正行動をとれるよ

うにするのです。 

 

部下の自主統制を促進するには、 

１）統制基準の設定に部下を参画させる。 

２）状況や仕事上必要な情報を適切に伝える。 

３）権限を委譲し、部下が自主統制する機会を増やす。 

４）管理者自身の日頃の統制のやり方をよく理解させ、見習わせる。 

 

５．報告の活用 

仕事を部下に任せたままで、部下の行動を観察もせず、好きなままにさせ、報告

もろくに受けないのでは、管理責任を放棄した、権限委譲に名を借りた放任であって、

自主統制ではありません。上司は部下に自主統制させるとともに、その状況を報告さ

せる必要があります。 

部下に日ごろから報告・連絡・相談の習慣をつけさせ、状況を把握できるように

して、初めて安心して自主統制させることができるのです。だだし、あまり細かに報

告を求めると、部下は規制を受けているように感じるので、事前に報告すべき事項、

状況、内容、時期などを話し合って決めておくとよいでしょう。 
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Ⅵ．調整 

１．調整とは 

 

 

 

 

 

２．調整の意義 

調整は、計画、組織化、指揮、統制という管理機能の遂行のどのプロセスにも関わ

る機能です。計画の立案において、部下や上司、関係部署と調整し、指揮や統制にお

いても調整が必要になります。管理者の調整の相手として、もっとも頻繁かつ重要な

のは部下です。なぜなら、職場の仕事を遂行する主体は部下なので、部下との調整は

仕事を遂行し目標を達成する鍵を握っていると言えます。 

調整は、仕事を円滑に遂行するための潤滑油の働きをしています。調整が適切に行

われないと、部下間での仕事の重複が行われたり、仕事量の不均衡が生じ、不協和音

が起き、部下のモチベーションが下がったり、チームとしてバラバラでまとまりがな

くなったりと、さまざまの弊害が現れます。 

 

 

３．調整の手段・方法 

調整には次のような手段・方法があり、上手に組み合わせて行います。 

① 個人間での話し合い 

② 集団での話し合い 

③ メール等を用いた、文書による連絡や意見・情報交換 

  

 

４．調整のタイプ 

    調整のタイプには、次の 3つがあります。 

 

    １）権力による調整 

      「力の強い方が勝つ」式の調整です。対等の立場で健全な話し合いを通じて調

整するのではなく、肩書き、地位、年功等で相手を屈服させ、相手を了解させ

るタイプです。権力による調整は、外面的には成功しても、内面的には成功せ

ず、屈服され了解させられた側に不満が残り、後々、遺恨を残します。 

 

 調整とは、業務を円滑に遂行するために、業務の遂行過程で、部下・上司・他部

門などの関係者と話し合い、折り合いをつけ、調和をはかり、全ての努力を目標達

成に向かわせることである。 



39 
                                     株式会社 人財開発研究所 不許複製 

 

 

    ２）妥協による調整 

       簡単に言えば、双方の意見、主張を足して 2で割る方法です。双方の利害を

折半させ決定し、承認させるやり方です。一種の取引であり、調整能力が不足

している場合に選択する安易な調整の仕方と言えます。妥協からは革新的・創

造的な結論は生まれて来ません。 

 

    ３）統合による調整 

       統合するということは、双方の意見、主張がよく話し合われ、検討され、価

値ある意見が残され、さらに価値ある意見が創造され、より次元の高い結論が

得られることです。公平な立場、寛容な態度で、お互いに対立する意見に耳を

傾け、双方の意見を分析し、科学的に問題解決をはかり、結論を出す調整のス

タイルです。この場合、表面化している双方の意見の対立に目を向けるよりも、

その背後に潜む問題にメスを入れ、双方の真の問題を解決しようとする姿勢と

高い調整能力が求められます。統合による調整は決して簡単ではありませんが、

科学的で、建設的な問題解決の態度でねばり強く話し合うことで可能になりま

す。 

 

管理者が調整を行う場合、時として当事者間で利害が相反することが少なくあり

ません。このような場合には、調整に大きな困難が伴い、なかなか合意が得られな

いことがしばしば起こります。そうした時は、得てして力の強いほうが意見を押し

通したり、両方の意見の中間をとるということになりがちですが、やはり、統合に

よる調整が健全なタイプであることは言うまでありません。 

 

 

５．統合による調整のポイント 

 

１）目的を失わないこと 

調整は組織全体が目標に向かって協力するために行うものです。ところが、この

当然のことがしばしば忘れられてしまいます。その理由の一つは、自分の部門の都

合だけを考えたり、体面の維持にとらわれたりして、自分の主張、立場を捨てるこ

とができないからです。 

もう一つの理由は、われわれが和を尊重するあまり、組織の目標達成よりも対立

の解消そのものを目的として調整行為をする傾向があることも一因です。調整に当

たっては、当初の目的を常に意識し続ける必要があります。 
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２）より高い立場に立つこと 

お互いが自分の立場だけを見ていたのでは統合はできず、結局両者の主張や要

求を折半する妥協になりがちです。そこで上位者の立場に立ったり、時には部門

全体、全庁的な見地から何が最適かを考えたりすることが必要です。良い調整は

全体最適の思考によって可能になるのです。 

 

３）客観的な基準に基づく調整をこころがけること。 

自分の部門の都合や価値観、基準を無理強いしあっても建設的な調整にはなり

ません。出来るだけ、誰もが妥当だと思える基準を見出して、そこを基に話し合

いを進めていきましょう。 

 

４）双方が要求よりも、利益に焦点を当てて主張、意見を十分述べ合うこと 

調整には、お互いに主張や意見を十分に述べあい、そして十分に聴きあい、双

方の一致点と相違点、長所と短所などを客観的に分析、評価することが必要です。

特にどちらかが、得をし、どちらかが損をするという発想ではなく、お互いのメ

リットに焦点を当てて、どのような工夫をしたら、お互いにメリットを創造でき

るか、という建設的で、よりレベルの高い結論に到達するように努力する。 

 

５）感情面への配慮をすること 

調整の話し合いも感情的なってしまうと、落ち着くものも落ち着かなくなって

しまいます。調整の前に感情面の問題と現実的な問題解決を切り離して望むよう

にする必要があります。そして、調整の場面では、論理的に筋が通っているか否

かだけに関心を払うのではなく、相手の立場や感情に配慮した言動が伴って、初

めて調整はうまく行くのです。 

 

６）調整の時期、タイミングを見定める。 

調整の時期、タイミングは、早すぎても遅すぎても非効果的です。何か問題が

生じたけれど、管理者の調整が遅すぎて、解決に途方もない労力を費やしたとい

う例は少なくありません。タイミングを逃さない判断力と決断力が必要です。 
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６．組織間の調整 

個人間の意見対立の調整よりも、部門と部門など組織と組織の対立を調整する方が

管理者にとっては悩ましい問題です。組織にはそれぞれ固有の目標や方針、その背景

にある価値観等があり、過去の経緯から簡単には変更できないことが多いものです。

他部門との調整をするときは、次の点に気をつけましょう。 

 

１）内部の意見をまとめてから、他部門との調整をする。 

調整の当事者は他部門との調整をする前に上司や部下の意見を聞き、自部門の

意思統一を図ってから望むようにしましょう。そうでないと、調整の結論が部門

内で受け入れられず、調整そのものが無意味になってしまいます。その上、相手

から当事者としての能力を疑われることになってしまいかねないからです。 

 

２）調整の相手を選ぶ 

他部署との調整では、相手部門の誰と調整するのが良いか、だれから調整を始

めたら良いかを考慮する必要があります。調整の相手や順序を誤ると、無駄足を

踏んだり、感情的な行きちがいを起こしたりして、調整の成果が得られないこと

になりかねません。相手や順序を決めるときは、相手の地位、権限、立場、相手

の部門内での発言力、相手との人間関係の良し悪しなどを考える必要があります。 
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Ⅶ．目標管理 

 

１．目標管理とは 

  目標管理は、PF ドラッガーが「現代の経営」（1954）において、「目標と自己管

理によるマネジメント」（Management By Objectives through Self Control）と

して提唱したことで、民間企業を中心に広く浸透したマネジメント手法です。 

目標管理は①１つ１つの仕事の方向性と各組織構成員の貢献を同じ方向に向ける

役割と、②担当者個人の目標達成責任を積極的に受け入れ、かつ高い動機づけを促す

役割があり、①と②を整合させる仕組みとして、③期初の目標設定、期中の進捗管理

と修正、期末の評価、それぞれの段階で、上司が部下と直接面談を行う等の「コミュ

ニケーション」の機能を加えて構成されています。 

 

本来の目標管理は、業務管理を行う上で、従来のように上司が仕事のやり方をこと

細かに指示したり、命令したりするような支配的な管理をするのでなく、担当者自身

に、最終的にどういう結果を得るのか、いつまでに、どこまでやるのか。といった目

標を、上司と部下とのコミュニケーションを通じて明確にさせ、その進め方や実行段

階の管理を担当者の自己管理に任せるマネジメントのあり方ですが、そのシステムを

導入する上で、①のトップダウン的な側面を優先させるか、②のボトムアップ的側面

を優先するかによって、異なるシステムになり得ます。 

 

 

２．目標管理が必要になってきた背景 

   超高齢社会と生産年齢人口減少時代を迎え、中長期的視点での財政状況悪化を背景

に、行政組織においても、内外から成果重視型マネジメントへの転換が求められるよ

うになってきました。多くの地方自治体において行政評価制度と人事評価制度が浸透

していく中、私たち管理者は目標管理の考え方や仕組みをしっかりと理解しておく必

要が生じています。 

また行政組織では、行政ニーズが多様化・高度化する中で、組織構成員が同じ業務

を行う部署ばかりではなく、各職員が全く性質の異なる、専門性の高い業務を持つ職

場が増えています。一方で、行政組織は管理者の異動サイクルが短いため、従来型の

管理者主導のマネジメントでは現実的に管理が困難になっている現状があります。ま

た職員数の適正化が進み、職員一人ひとりの業務量が増加する中で、職員の主体的・

自発的な意欲を引き出さない限り、山積する行政課題を解決することが困難な状況に

もなっています。こういった職場の現状を踏まえると、私たち管理者には従来型の管

理手法だけでなく、目標管理を現場で実践できるスキルが必要なのです。 



43 
                                     株式会社 人財開発研究所 不許複製 

 

３．適切な目標設定 

地方自治体の組織全体にも、また各部署にも、それぞれ目的があります。しか

し、組織の目的は通常、象徴的なものであることが多いので、成果を上げられる活

動にするためには、この目的を踏まえて、期限を定めた、より具体的な目安を、目

標という形で具体的に表す必要があります。 

例えば、健康診断は「生活習慣改善の動機づけを図ること」と「病気の早期発

見による早期治療の促進」が目的ですが、これだけでは成果が上がったか否か、明

確な判断は出来ません。「受診対象者に対する健康診断受診率を、昨年比で５％の向

上させる」という明確な目標が示されれば、それを達成するために、どのような活

動をしなければならないか、具体的で効果が上がる計画を立てる必要性が生じます。

そして、そのことで行政活動をより成果があげられるものに改善することが出来る

のです。その他、目標を適切に設定すると、次のような効果があります。 

 

１）目標は積極的で建設的な行動を引き起こす誘因となる。 

２）目標は行動の基準と方向を与え、行動が無秩序になったり、衝動的になった 

りすることを防ぐ。 

３）目標に照らして仕事の優先順位を決められるので、重点的な行動がとれる。 

４）目標は前もってどの程度の成果を上げるかという期待を示したものなので 

どこまでできたかという成果が明確になり、組織構成員に達成感を与える。 

５）目標達成の過程で組織構成員は、精いっぱい努力することにより、仕事に 

対する能力を向上させる。 

 

４．目標の体系 

目標設定は、まず組織全体の目標（全体目標）を決めるところから始まります。

全体目標は、基本構想で描かれた将来都市像等の長期ビジョンを前提に、首長の施

政方針、現在と将来に渡る内外の行政経営環境の変化、そこから派生する課題等に

対応して定められます。全体目標は各部局の目標に分割され、部や局の目標はさら

にその下の組織である課の目標に分割されます。このように、目標設定が組織の上

から下へと及んで、最終的には個人の目標が決められていきます。 

個人目標の段階になると、あまりに細分化されすぎて、上位目標や全体目標との

関連がわからなくなりがちですが、それでは、個人は自分の位置づけや存在意義を

実感できなくなります。管理者は常に上位目標、全体目標との関連、それらの目標

が設定された根拠や背景を部下にしっかりと説明できる必要があります。 

 

 

 

目標の連鎖 
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５．目標設定の要件 

    通常、私たちの職場には、職務分担があって、組織構成員の職務内容はこれによ

って決まっています。しかし、職務分担で明らかにされるのは、各人がどんな仕事

をするかという職務内容だけで、それだけでは各人がいつまでにどれだけの成果を

上げるかという目標は不明瞭です。各人が効果的に業務を遂行するためには、まず

適切な目標を設定し、達成すべき成果を具体的に示す必要があるのです。適切な目

標とは、次のような要件を備えたものです。 

 

１）達成すべき成果の判断基準を具体的に示したものであること 

目標はできる限り定量的、具体的であることが望ましい。 

そうすれば努力がどれだけ成果に結びついたかを評価できる。 

２）目標達成期間が明確になっていること 

期限のない目標は無目標に等しい。いつまでにやるかという期間を必ず 

決めておく。 

３）上位目標との関連が示されていること 

部下の目標は上司の目標に結びついたものであり、上司の方針から外れて

いたり、反するものであってはならない。 

４）担当者の意思や提案が反映されていること 

上司が一方的に目標を設定して担当者に押し付けたのでは、ノルマになっ

てしまい、部下の自発性や主体的な行動は期待できない。目標設定に際し

ては、部下にまず上司の目標方針に基づいて自分で目標を立てさせ、それ

について話し合った上で、最終的に決める。 

５）努力すれば達成可能なものであること 

目標は高いほどよいとは限らない。高すぎると達成意欲が鈍るし、達成で

きなくても、ダメでもともとと思って反省しない。部下の現在の能力をや

や上回ったところに目標を設定し、各人が精いっぱい努力して初めて達成

できるようにすると、能力が伸び、達成感を得ることができる。 

６）重点的なものであること 

各人が職務を十分に果たそうとすると、たくさんの目標が出てくる。しか

し、すべてをある期間内でやろうとすれば、どれもが中途半端に終わって

しまう。それより、パレートの法則に従い、重点的な数個以内の目標を達

成するようにしたほうが、より成果が上がる。 

 

これらの適切な目標設定を可能にするためには、人材育成のところでも述べる

「コーチング」のスキルを管理者が習得している必要があります。 
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６．目標と方針 

管理者は部下に対して目標を設定するだけでなく、方針もあわせて示すことが大

切です。方針は目標を達成するためのガイド（方向づけ）になります。これによっ

て、部下は上司の考え方や指向がわかり、自分の活動の重点をどこにおけばよいか

を知ることができるのです。 

例えば、健康推進課長として「高額医療受給者数を 5 年間で５％削減すること」

を目標にしたとします。高齢化に伴い、高額医療受給者が増加する中で、５％であ

ったとしても、減少させることは、並み大抵の努力と取り組みでは達成できません。

所属長として、ただ目標を達成しろ！とハッパをかけるだけでは部下は途方に暮れ

てしまいます。５％の削減に向けた取り組みの方向づけ、つまり方針を打ち出さな

ければならないのです。 

その方針は、ある場合には特定保健検診受診率の向上の重点化であったり、糖尿

病重症化予防の検討であったり、いろいろ考えられる訳ですが、健康推進課長とし

ては、状況分析に基づいて、どの方面に重点をおけば目標達成に効果が高いのか、

自らの考え方を示すことが重要です。適切な方針を与えられるかどうかが、部下の

努力の方向を集中するカギになるのです。 

 

７．事業部門とスタッフ部門等の目標 

    行政の仕事には定量的な目標が示しやすい部署と困難な部署があります。納税課

であれば市民税収納率９５％、営繕課であれば、公共施設の耐震化率９０％という

具合に示すことが出来ますが、スタッフ部門や保育、教育、地域活動等の目標は、

定量的に表すことが容易でないといわれます。確かに総務や議会事務局等、スタッ

フ部門は、地方公共団体が描く将来都市像や基本目標に直接繋がる業務ではなく、

事業部門に対する支援やサービス提供の活動を通して、組織に貢献している訳です

し、保育や教育等は短期的には表れない、将来の全人格的な成長を最終的な目的に

しているからです。しかし、定量的に示すことが不可能ということもないので、で

きるだけ定量化することが求められます。 

差を埋めるために、どこ 

に重点をおいて活動する 

か、方針として示す 

来季到達目標値 

来季到達予想値 

今季到達値 

５％ 

５％ 

成
果
指
標
の
値 

今期 来期

期 

年度 

予想と目標の関係 
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例えば、「事務合理化によって、人員を 2名削減する」とすれば、定量的な目標

になります。「事務の合理化」というだけでは、単なるスローガンにすぎないので、

定量化するには、金額、数量、比率、時間、度数などで示すことが必要です。どう

しても定量化できない場合は、目標を定性的に表し、期限やスケジュールを示す方

法があります。一例をあげると、「今期中に、人材育成基本方針を完成させる」と

いうようにします。 

 

８．目標達成過程における管理者の役割 

    部下の目標設定を支援し、必要な権限を委譲しただけでは、部下は思うようには

成果を上げてくれないものです。管理者は部下が仕事に興味をもち、意欲的に目標

達成に向かうように動機づけたり、指導したりしなければなりません。しかし、細

かいことや成果にあまり影響のないことについて、とやかく言うのは部下の意欲を

阻害してしまいます。仕事に関係のありそうな情報をできるだけ多く提供して、部

下が自分で状況を判断し、自主的に行動できるように働きかけましょう。 

自主的行動といっても、上司から見て仕事の進行状況が思わしくない時や、方向

が目標から明らかにずれている時には、その旨を指摘し、修正のための指導をする

必要があります。また、部下が与えられた権限内で処理できないような事態が発生

したときは、部下の求めに応じて適切な示唆または指示を与えなければなりません。

それをしなければ、私たちの結果責任や管理責任は全うできないからです。 

要するに上司は、部下の自主性に基づく目標設定行動を、干渉にならずに、放任

にならないよう見守りながら、必要な援助をすることが大切なのです。 

 

９．目標達成度の評価と方向修正 

    中間評価、及び期末評価を通じて、部下自身に目標の達成度を評価させた上で、

それに基づいて上司と部下がコーチングを活用した話し合いを通じて、その評価を

確定し、後期または次年度に向けた方向修正と課題の明確化を図ります。話し合い

のポイントは以下のような視点で行います。 

 

１）担当者自身の評価は妥当なものか 

２）期間中の努力は妥当なものか 

３）上司から指示・助言、及び担当者の受け入れ方は妥当なものであったか 

４）担当者自身の評価を通じて得た検討結果を、後半または次年度の計画に 

どのように反映させるか 
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第４章 問題解決と意思決定 

Ⅰ. 問題解決と意思決定の考え方 

１. 管理者と問題解決 

２. 理論的背景 

３. 合理的問題解決法の四つの思考領域と思考プロセス 

４. 問題と課題 

Ⅱ. 分析の手順 

１. 状況分析（ＳＡ）の手順 

２. 原因分析（ＰＡ）の手順 

３. 決定分析（ＤＡ）の手順 

４. リスク分析（ＰＰＡ）の手順 

Ⅲ. 危機管理 

１. 危機管理とは 

２. 危機管理の概要 

３. 危機管理におけるコミュニケーション 

 

Ⅳ. 業務改善 

１. 改善とは 

２. 改善活動における管理者の役割 

３. ムリ・ムダ・ムラ 

４. 改善の方向性 

５. 改善の対象 

６. 改善に役立つ技法 

 

 

第５章 動機づけとリーダーシップ 

Ⅰ．動機づけ 

 １．動機づけとは 

 ２．動機づけと人間理解の諸理論 

 ３．動機づけのメカニズム 

 ４．動機づけの方法 

Ⅱ．リーダーシップ 

１．リーダーシップとは 

２．様々なリーダーシップ理論  
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第４章 問題解決と意思決定 

 

Ⅰ．問題解決と意思決定の考え方 

 

１．管理者と問題解決 

   行政経営は問題解決の連続であるといえます。地域及び組織の中には、常に何か問

題が存在し、それが解決したころには、次の問題が発生しています。その繰り返しを

通して地域及び行政組織は発展していくのです。管理者も日々自分の職場で、自ら直

面する問題の解決に策を練ったり、部下の問題解決に手を貸したりして、課題解決の

障害を取り除く努力をしています。 

管理者は問題を発見する目を養い、問題を解決する能力を向上させて、問題を早期

発見、早期解決を図る役割を担っています。 

 

２．理論的背景 

このテキストでは問題解決の考え方として、ＫＴ法（ケプナー・トリゴー法）の考

え方を紹介します。ＫＴ法とは社会心理学者のチャールズ・ケプナー（Dr. Charles 

Kepner：1922-）と社会学者のベンジャミン・トリゴー（Dr. Benjamin Tregoe：

1927-2005）の名前に由来する、論理的思考技法です。 

ケプナーとトリゴーは軍隊や企業の優秀な管理者やスタッフの意思決定プロセス

を研究する過程で、彼らは等級に関係なく、行動を起こす前に必要な情報を集め、整

理・分析していることに気づきました。二人はこれらの研究成果をもとに問題解決や

意思決定の思考方法を体系化し、誰にも活用できるように様式化（視覚化）したので

す。 

ＫＴ法は、文化や適用分野に依存しない人類誰でも共通にもつ普遍的な思考を扱う

ため、対象となるコンテンツ（内容）によらず、どのような実務にも適用出来ます。

体系化された合理的な思考プロセスは「思考のＴＱＣ」とも呼ばれ、問題の本質を捉

え、人の考える力を最大限に発揮させます。つまり「切れる人」あるいは「出来る人」

と言われる人たちの思考方法を、万人共有の普遍的財産として構築したものであると

いえるのです。 

私たち、地方自治体の管理者にも、政策形成や業務改善等の問題解決に取り組む上

で、大変、有効な問題解決手法と言えましょう。 
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３．合理的問題解決法の四つの思考領域と思考プロセス 

この問題解決法では、分析的アプローチで問題解決や意思決定をする場合に思考を

四つの領域に分け、それぞれの思考プロセスを様式化しています。 

四 つ の 思 考 領 域 

思考の領域 対応するＫＴ法の思考プロセス 

どんな問題・課題があっ

て、どれからどのように

処理するか 

状況分析：SA（Situation  Analysis） 

 特定の対象・範囲について問題を洗い出し、課題を設定

し、取り組む優先度を設定する。 

問題（事故、トラブルな

ど）はなぜ起きたのか 

原因分析：PA（Problem  Analysis） 

発生した問題の原因を究明し、対策を講じる。 

今おかれている状況で

の最適案（方法、施策な

ど）は何か 

決定分析：DA（Decision  Analysis） 

問題に対する対策、目的に対する手段を立案・選定する。 

将来の不安材料や環境

変化に、どのように備え

ておくか 

リスク分析：PPA（Potential  Problem  Analysis） 

特定の対象・範囲について、将来発生する可能性のある

問題を洗い出し、重要問題について対策を講じる。 

 

問題によっては一つの領域で分析を完結させてしまうことも出来ますが、問題が大き

かったり、複雑な場合には、他の領域へ分析を進めたり、あるいは既に行った分析の領

域に戻すこともあります。その使い分けが、この問題解決法活用上のポイントでもあり

ます。 
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４．問題と課題 

この問題解決法を確実に理解し、実施するためには、あらかじめこの手法における 

「問題」とは何か、「課題」とは何かについて十分な認識を持っておくことが必要です。 

 

１）合理的問題解決法における問題と課題の定義 

 

「問題」という言葉は、実際には様々な意味で使われていますが、この問題解決法で 

は次のように定義しています。 

 

「問題」とは、 

『“あるべき姿”に対して“実際の姿”が逸脱し、差異を生じた状態である』 

 

 

またこの問題解決法では「課題」を次のように定義しています。 

 

「課題」（ステートメント）とは、 

『取り上げた問題を解決するために、あるいは目標等を実現するために 

やらなければならないことがらである』 

 

 

「問題」がある種の不都合な、あるいは不満足な「状態」であるのに対し、「課題」

は、やらなければならない事柄、つまりある種の分析行為や実施行動、即ち「行為」

であることに留意する必要があります。これは一つの問題に対して課題が複数になる

ことが多いことを意味します。 
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２）問題の基本分類 

通常、問題は以下の４つの視点から分類することが出来ます。 

 

①あるべき姿と実際の姿との関係からみた問題の分類 

 イ．実際の姿があるべき姿に到達していない 

これには次の２種類がある。 

A．結果が望ましい水準に達していない状態 

B．やるべきことが決まっているのにまだやれていない状態 

 

ロ．あるべき姿自体が適切でない 

目標等が高すぎたり、低すぎたり、あいまいな状態である。 

 

 

②発生時期からみた問題の分類 

 イ．発生問題 

すでに発生している問題で、これには急性問題と慢性問題がある。 

 

ロ．将来問題 

現在はまだ発生していないが将来発生する可能性のある問題である。 

 

注）将来問題の実際の姿は、現時点ではわからないので、“想定される状態”のこと

を意味している。 

 

 

③問題の認識方法による分類 

 イ．顕在問題 

特に努力しなくても認識できる、見えている問題である。 

 

ロ．発掘問題 

状況を高い問題意識でよく見ないと発見できない、潜在している問題である。 

 

ハ．創出問題 

目標やビジョン等のあるべき姿を引き上げたり、新たに設定したりして、現在

の姿との間に意図的にへだたりをつくり出し、創出した問題である。 

あるべき姿にはいろいろなレベルがあり、それに応じて個人で、プロジェクト

チームとして、または部門として目標等のあるべき姿を引き上げることになる。  
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Ⅱ．分析の手順   

１．状況分析［ＳＡ］の手順 

１）テーマの設定 

どのような立場で、何のために課題を掌握したいか明示します。立場によって 

関心事は変わってきますので、どのような立場で考えるのか明示してください。  

 

２）関心事の列挙 

目的に対して、現在自分がどんなことを気にしているか、リストアップします。 

   （※いくつかの事実と意見は分け、意見はステートメントへ。）  

 

３）意味の明確化 

   抽象的であったり、主語や述語が抜けたりしていて、意味・意図がとりにくいもの

を最低限何が言いたいのか、読んでわかるように記述し直す。  

 

４）事実の分離 

   重要な関心事について、具体的に事実を分離して捕らえ、不明なことを確認します。  

 

５）課題設定（ステートメント化） 

   確認した事実に基づき、どのような行動を起こすのかはっきり記述します。        

o ～の原因究明をしたい   → ＰＡ（原因分析）のステートメント      

o ～の対策案を決定したい  → ＤＡ（決定分析）のステートメント      

o ～将来のリスク対策をしたい→ ＰＰＡ（潜在的問題分析）のステートメント      

o これ以上分析する必要が無く、実施すれば良い関心事 → ○○の実施      

 

６）優先順位づけ 

以下の３つの視点で、総合評価し、優先順位を決めます。 

重要度：Ｓ（Seriousness） 

その課題の実施は、経済性、対外的信用、職員の士気、自治体としての将来性等 

への効果・影響から見て、その組織・部門にとってどの程度重要か 

緊急度：U（Urgency） 

その課題の実施は、期限、業務量、実施の効果、実施が遅れた時の影響などから 

判断して、どの程度さし迫った状況か 

拡大傾向：G（Growth） 

その課題を実施せずに放置しつづけると、その課題が解決を目指した問題、 

およびその影響がどの程度大きくなって行く傾向にあるか 
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 ２．原因分析［ＰＡ］の手順 

 

 

１）差異の明確化 

何のために、何の原因を追及したいかを明らかにします。 

   基準に対してどんな結果現象としての差異があるのか 

   言葉で明示します。 

（あるべき姿に対した実際の姿との差） 

（～になっているべきなのに～になっている） 

 

２）事実関係の整理と情報の細分化 

   何が、いつ、どこで、どのくらい起きているか（３Ｗ１H） 

   そのような問題が起きていることと、起きていないことの確認をします。 

   （※起きていないこと＝起こりそうで起こってない事や場所、状況など）  

 

３）特異点の抽出 

   問題が起きた状況の事実と起きていないことの事実とを比較し、問題が起きた状況 

のみに確認できる固有な事実を見つけます。  

 

４）変化の発見 

   特異点、またはそれに関連した変化（事象、日時）を発見し、捉えます。  

 

５）原因の推定 

   特異点と、それに伴う変化に注目し、持っている知識と経験を使って、考えられる 

原因を推測します。  

 

６）原因の絞り込み 

   個々の想定原因に対して、ステップ２で確認した 3W1Ｈや、起きていること、 

起きていないことの違いが説明できるか検討し、最も可能性の高い原因に絞り込み 

ます。（裏付けをしていく順番決め）  

 

７）裏付け 

   最も可能性の高い原因（ＭＰＣ：:Most Probable Cause）が真の原因か、実証行

動で確認します。（曖昧だったり、欠けていたりする情報を、現地調査や実証実験

等で収集し直し、因果関係を再確認する） 

 

変化 

原因 

本来のあるべき姿 

現実の姿 

差異＝問題 
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８）対策の策定 

以下の 3 つの対策を検討します。 

 

①暫定対策（Interim  Measure） 

    トラブルが発生した直後、被害の拡大を防ぐため、とりあえず実施する応急的な

対策である。しかし、暫定対策の実施により一時的に状態が良くなったからと

いって、真の原因の究明を怠ってはならない。 

 

②是正対策（Corrective  Measure） 

これは真の原因を除去するための対策であり、「抜本対策」や「再発防止策」と 

同義語である。 

 

③適応対策（Adaptive  Measure） 

各種の事情で真の原因を除去できない場合は、次善の策としてその原因の存在

を受け入れ、可能な限りその影響を抑える方策で対応するほかない。それらを

適応対策と呼ぶ。 

 

９）問題解決策の実行 

3 つの対策を実行し、問題を解決します。 
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３．決定分析［ＤＡ］の手順 

 

１）決定事項の明確化（決定ステートメント） 

   何のために案を選ぼうとしているのか明示します。  

 

２）目標（Objectives）の設定 

   ①目標とは Objectivesの訳であり、「選定基準」、「評価基準」というべきもの 

です。基本的には複数設定します。 

②目標をどのようなレベルで達成しようとしているか、具体的な達成基準を 

検討します。 

③資源や条件等の制約がないか確認します。 

④②と③を踏まえて、絶対目標（MUST）と希望的目標（WANT）を列挙します。 

その際、絶対目標は数値目標で設定し、希望目標は「～を満たしていること」と 

いった定性的目標で設定します。  

 

３）目標達成案の作成（複数案） 

①英語のDecision Making は、選択肢となる複数の案の中から、実施すべき 

一つを選択するという意味合いで、日本的な「腹をきめる」感じとは若干異 

なっています。 

したがって決定分析を行うには、まず選択肢となる複数の候補案（Alternatives）

が必要です。 

②選定基準となる複数の目標をガイドラインとして、複数の案を立案します。 

③ブレーンストーミングをはじめとした創造的発想の技法も大いに活用します。 

 

４）候補案（選択肢）の評価 

   ①各案がMUSTを満たしているか否かを確認します。 

②①の条件をクリアしたものについて、WANTに関してどの程度条件を満たすか 

相対的評価で１～10 に重みづけをして評価します。 

   ③マイナス影響の予測（おきる可能性と起きたときの重大性と発生確率の検討）し、 

その対策を検討します。 

④マイナス効果対策を評価します。 

 

５）総合評価と意思決定 

MUST をクリアし、より多くの WANTを満たす案の中で、最もマイナス対策 

が構築できている案を総合的に判断し、意思決定します。  
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4．リスク分析［ＰＰＡ］の手順 

 

１）実施事項の明確化（実行計画ステートメント） 

    何をどの期間にどうしようとしているか。何の為にリスク分析を行おうとして 

いるか、一文で記述します。  

 

２）実施計画の確認 

    リスク・マネジメントの対象となる実施計画のガントチャートやタイムスケジュ

ールを確認しておきます 

  

３）重大領域の確認 

    ①計画スケジュールの中で、期間的に困難な個所や未経験の作業があるステップ、 

複数組織が絡みあう点等に注意を払い、重大領域（危険領域）を設定します。 

 ②実施期間中に起こりうる外部環境の変化と、起こった時に影響を受ける領域に 

も注意して重大領域を設定します。  

 

４）実行計画に決定的なダメージを与える可能性のある事象の想定 

    ①重大領域において発生する可能性のあるリスクをリストアップします。 

②Ｐ（Ｐrobability）：発生確率と 

Ｓ（Ｓeriousness）：重大性を 10～１で評価します。  

 

５）予防対策（Ｐを小さくする） 

    ①リスクの発生想定原因を予測します。 

②発生確率の高い順に、問題が起こらないようにする予防策を検討します。  

 

６）緊急時用対策（Ｓを小さくする） 

    ①リスクが起こったときにどのような結果や影響が考えられるか、予測します。 

②想定結果を踏まえて、発生時対処策（被害の最小限化や早期解決方法）を 

検討します。 

 

７）緊急時の対応のトリガ情報の設定 

発生時対策が想定していた問題が発生した際に、早期予知、または発生時の 

早期起動を確実なものにするための発動条件（トリガー）を設定します。 
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Ⅲ．危機管理 

 １．危機管理とは 

    危機管理に関しては、様々な定義がありますが、大きく分けて 

「リスク・マネジメント」と「クライシス・マネジメント」とがあります。 

 

    

 

 

 

 

ということが出来ます。 

 

一般的には、リスク・マネジメントは、時系列で言えば、平常時対応・緊急時対

応・回復時対応・収束時対応の全てを含み、対象も経済的損失や日常的なトラブル

予防も含めた、あらゆる、予測可能な結果に対する、より広い概念ですが、通常、

地方自治体の中では、危機管理というと、クライシス・マネジメントを指すことが

多く、主に、行政組織や、地方自治体そのものに、深刻なダメージを与える緊急事

態が、発生直前から発生時、収束時を対象とした対処行動を言います。 

 

  また、行政が想定する深刻なダメージを与える緊急事態は、以下の通りになります。 

 

 

 

 

 

リスク・マネジメント（risk management） 

  発生する可能性がある結果を予測・分析し、事前に予防や対処をする行動 

 

クライシス・マネジメント（crisis management） 

  危機的状況に直面した際に、組織としてその被害を最小限に抑制するために 

行う一連の行動および対処法 

 

地域対象 

自然災害・事故・事件（犯罪）・武力攻撃（テロ）・感染症 ・公害・食品中毒等 

組織内部対象 

不祥事・汚職・ハラスメント・自殺・訴訟・情報セキュリティ等 
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２．危機管理の概要 

時系列に危機管理対応の内容を整理した概要は以下の通りです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち管理者は、緊急事態が所管する業務の範疇で起きた場合、これらの各段階

で、管理者としての判断・決断をしなければならない立場にあります。状況によっ

ては「その時、その状況に応じて、一定時間内で、誰にも相談することなく、一人

で決断し、具体的な指示を出して手配をし、自らも行動を起こすこと」が求められ

るのです。言い換えれば「極限管理能力」が問われるといえます。 

 

３．危機管理におけるコミュニケーション 

ここでは、管理者として対応が求められる可能性のある共通スキルとして、危機

発生時のコミュニケーションについて確認しておきましょう。 

 

１）クライシス・コミュニケーション 

危機的事態が発生した時、組織や個人の間で行なわれるコミュニケーションは 

平常時と異なります。私たち管理者は的確な行動が取れるようにクライシス・コミ

ュニケーションのプロセスを理解しておく必要があります。 

 

  

通常時体制…危機管理室又は危機管理委員会の設置  

       通報システムと連絡網  

       危機管理マニュアル策定（基本・実施・公開）  

       危機対応訓練 

（シミュレーショントレーニング・メディアトレーニング）  

 非常事態時…緊急対策本部の設置  

        情報収集・選別・意思決定  

        公式見解の作成・関連機関への連絡と協力要請  

        実動組織の指揮  

       緊急時広報とマスコミ対応  

 収束時….…….原因究明と再発防止策の公表  

       関連機関への報告と終息宣言の公表 

送り手 

政府 

自治体 

政策決定 

警報 

避難勧告 住 民 
対応 

行動 

心理反応 効果・影響 情報伝達 メッセージ 

 

受け手 
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  ２）パブリシティにおける取材対応 

行政活動としての情報発信は、広報紙、ビデオ広報、くらしのガイド、事業案

内チラシ、ホームページ等、広報広聴部門や各課が直接情報発信する「直接広報」

と、市町村が報道機関等に情報提供し、それ受けた報道機関等が各自の判断で市

町村の情報を取捨選択して報道する間接報道があります。この間接報道を「パブ

リシティ」と言います。パブリシティは市町村側から記者会見、記者発表、情報

提供、資料提供等、積極的に情報を提供していく場合と、取材に協力してニュー

スや記事として報道してもらうものがあります。 

パブリシティは速報性や広域性に優れているので市町村にとってのメリット

も大きいのですが、一方、提供した情報や取材内容が放送されるとは限りません

し、また市町村の意図に沿った報道がされない場合もあります。ここでは、報道

機関対応の基本ルールを確認します。 

 

①真実を語る。ウソはつかない。 

ウソはやがてばれます。ウソがばれると徹底的にたたかれます。 

 

②マスコミ対応は極力能動型で。 

マスコミ対応は能動型の方が以下の点でメリットが多い。 

・自治体としての積極的な情報開示の姿勢がマスコミに伝わる。 

少なくとも自治体の隠ぺい体質あるいは無反省な姿勢が払拭される 

・自治体としての統一的な情報提供及び見解が一斉に伝えられる。 

・情報を整理し対策に当たれる時間的余裕が得られる。 

・誤報や風評被害が発生する確率が少なくなる。 

 

③記者会見はトップが出るのが原則 

 

④法的責任に対する説明の前に、社会的、道義的責任という視点に十分考慮する。 

 

⑤同一人が行うことが基本 

「同一情報」を「同時点」で「同一人」に伝えること 

 

    ⑥態度、表情等、非言語面から伝わる情報に十分配慮する。 
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Ⅳ．改善 

 １．改善とは 

   「あるべき姿から逸脱した状態を、普通の状態に戻すこと」を改善ということがあ

ますが、ここでは、現状に満足せず、普通の状態を更に良い状態にすること、より高

い目標を掲げ、効率を上げたり、付加価値を増したりすることも含め、改善とします。 

 

２．改善活動における管理者の役割 

   環境変化の中で、行政組織も常に成長、進化する必要があります。行政サービス自

体が、昨年よりは今年、今年よりは来年というように、年々、質の向上を図り、付加

価値を高めていなければ、地域福祉の“増進”という目的は果たせません。現状維持

は実質的な後退を意味するのです。私たち行政組織が成長・進化し続けるためには、

日常の業務活動のなかに、改善によって付加価値を高める仕組みを組み込んでおく必

要があります。管理者は、職場の要の位置にあって、業務改善の原動力にならなけれ

ばなりません。 

   ところが、管理者は毎日現状維持の仕事に追われてしまって、誰もが会議や調整に

とびまわって「忙しい、忙しい」と言っているのが現状です。これでは、管理的業務、

なかでも改善のために時間を割くことはできません。日常の業務に忙殺されて改善を

図らない管理者は、自己の役割の重要な部分を果たしていないことになるのです。 

 

改善活動において管理者が果たすべき役割は、 

１）自らの仕事の在り方の改善 

自分の仕事を改善して、忙しさから脱却し、管理業務のためにもっと時間を 

とり、改善に力を入れるべきである。 

忙しさから抜け出す良い方法は、部下を育て、部下に仕事を任せることである。 

 

２）職場内の業務改善の推進  

①職員に働きかけ、職場の改善意識を高める。 

②課または係を挙げて取り組むべき課題については、課または係の業務改善 

目標と活動を明確にし、推進体制を整える。  

③職員一人ひとりの改善活動を支援する。 

④改善に向けた取り組みに対する組織的な障害を排除する。 

 

３）組織全体の業務改善の推進  

① 組織横断的な改善課題や構造的な課題解決についての問題提起をする。 

② 全庁的な取り組みの支援を行い、職場内の調整を行う。  
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３．ムリ・ムダ・ムラ 

 

 

 

 

 

 

 

  改善とは、終わりなき、“３ム”の解消に向けた取り組みを意味します。 

 

 

４．改善の方向性 

   仕事を改善する場合には、方向性を持ってムダ・ムリ・ムラを見つけていった方が、

改善すべき点を発見出来ます。改善の方向性は次の四つに大別出来ます。 

 

１）ハヤク ― 事務処理速度を上げる 

①ムダな事務、重複した事務を省く。 

②事務の手順を標準化する。 

③事務が停滞しないように流れを変える。 

④職員が行っているルーチンワークを自動化する。 

 

２）タダシク ― 仕事の質的な内容を向上させる 

①仕事の質を高めるような手段を選ぶ。 

②間違いの原因となるものを取り除く。 

③不正ができないような仕組みを作る。 

 

３）ラクニ ― 仕事を容易にする 

①事務を簡素化する。 

②事務の繁閑を調節する。 

③労力や熟練を機械におきかえる。 

 

４）ヤスク ― 費用を減らす 

①人員を減らす。 

②資材の使用量を減らす。 

③エネルギー使用量を減らす。 

など。 

ムリとは、 

要求される品質を確保するための、工程（道具と方法）が整っていない状態  

ムダとは、 

要求される品質を保つために必要以上に、工程（道具と方法）がある状態 

ムラとは、 

時間や状況によって、ムリとムダの両方が混在して表れる安定していない状態 
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   以上、改善の方向性を挙げましたが、これらの改善をするとき忘れてならないのは、

人間の存在です。人間は欲求も感情も持っています。効率を追求するあまり、個人へ

の仕事割当てが細分化、単調化しすぎたり、個人が忙しくなりすぎたり、集中力が要

求され過ぎると、かえって逆効果になります。しだいに飽きたり、早く疲れたり、や

りがいを感じなくなったりして、長い目で見れば効率が落ちてしまうのです。 

 

５．改善の対象 

   改善のターゲットとして様々な視点が考えられますが、ここでは以下の 2 つの 

視点を紹介します。 

 

   １）基本的な視点 

①ヒト・・・知識、技量、意識、思考、習慣や行動パターン 

②道具・・・作業方法・手段、作業工程、作業ツール、形式・書式 

③環境・・・作業環境、制度や仕組み、ルール・規則 

 

２）バランス・スコアカード（ＢＳＣ）の視点 

バランス・スコアカード（ロバート・Ｓ・キャプラン／デビット・Ｐ・ノート

ン 1992）の考え方を参考にすると、日々の業務における改善テーマは、以下の

４つの視点について問題意識を持つことで浮かび上がってきます。 

 

①財務的視点 

   ・・・コスト削減、コスト・ベネフィット分析の視点 

②顧客満足の視点 

・・・住民満足を高めるためにどの様な価値やサービスを提供すればよいか 

   公平・公正の視点で改善すべき点はないか 

③業務プロセスの視点 

   ・・・重点化、スクラップアンドビルド、抜本的な改革をすべき 

業務プロセスの検討 

④学習と成長の視点 

  ・・・人材の強化。組織ノウハウの蓄積に向けて何が改善できるか 
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６．改善に役立つ技法 

  改善のために使われる技法はいろいろありますが、その中では次の四つがよく使われ

ています。管理者はこれらを一通り知っておくと便利です。技法の紹介は本書の役割で

はないので、詳しくはそれぞれの専門書を読んで下さい。 

 

（１）IE（インダストリアル・エンジニアリング、Industrial Engineering） 

主として生産活動の効率化をねらいとして、生産システムを改善する技術。工

程設計、作業分析、標準時間の設定、日程計画、設備レイアウトの改善などの

技法の総称である。 

 

（２）QC（クオリティ・コントロール、Quality Control、品質管理） 

生産活動において、製品の品質を一定水準に保つ技法。統計的手法を使うとこ

ろに特色がある。QCを生産部門に限定せず、全社的な活動にしたものを TQC

（トータル QC）という。 

 

（３）VE（バリュー・エンジニアリング、Value Engineering） 

製品、サービスの品質と信頼性という機能的価値を低下させずに、コストの低

減を図る技法。機能分析、構造の再検討、使用材料の代替品の探索、新しい加

工方法の開発などを行う。 

 

（４）PERT（パート、Program Evaluation and Review Technique） 

多数の工程からなる建設、開発などのプロジェクトで、日程管理や工期短縮を

行う技法。各工程をネットワーク図にして、手配もれをなくすとともに、ネッ

ト工程を見つけ、その改善によって日程を短縮する。 
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第５章 動機づけとリーダーシップ 

Ⅰ．動機づけ 

１．動機づけとは 

  管理者は「部下を通じて仕事をする」ことが仕事です。当然、人と効果的に関わる

スキルを獲得していなければなりません。マネジメント活動における人材育成や人事

労務管理のみならず、業務管理や問題解決も部下を通じて行われるからです。 

  人と効果的に関わるスキルを習得するためには、人間について正しい理解を持つこ

とが求められます。人間についての科学的な知識が無くとも、人と上手に関わり、動

かせる人もいますが、人間についての正しい知識を身につけることは、マネジメント

を効果的に行う上で大変有益です。人の行動を説明し、意欲づけするための概念を，

心理学等の社会科学の領域では「動機づけ（motivation）」と言います。 

一方、職場は職員同士が face to face の関係におかれている集団であり、職場

の人間関係の良し悪し、その結果生み出される人間模様、満足や不満が渦巻いていま

す。それらは職場の生産性にも影響を与えており、職場の雰囲気として現れます。こ

のような集団が醸し出す雰囲気をモラール（職場志気）といいます。モラールは職場

の職員間にある一定程度持続して存在する心理状態です。 

   私たち管理者は個々の職員を意欲づける働きかけと、集団のモラールを高めるため

の集団への動機づけの両方が必要です。 

 

２．動機づけと人間理解の諸理論 

このように人はどんな条件のもとで仕事に対して動機づけられるのか？古来より、

このテーマに数多くの人が取り組み、様々な立場の人が様々な説を述べてきています。

このテーマは、宗教や人間観、社会観がかかわっているので、純粋に自然科学的な厳

密さをもって論ずることは出来ませんが、これまでに発表され、実際の組織経営に大

きな影響を与えた代表的な仮説をとりあげ、動機づけ理論の変遷をたどってみたいと

おもいます。 

 

１９１１年  テーラー 科学的管理法 

１９３２年  メイヨー 人間関係論 

１９６０年代 

 マズロー 欲求の５段階説 

 マグレガー Ｘ理論 Y 理論 

 ハーズバーグ 動機づけ・衛生理論 
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１）科学的管理法（フレデリック・テーラー：1856～1915） 

テーラーは労使の協調のために労働者の作業について、科学的、客観的な管理を

すべきであると提唱しました。 

その方法は、大まかに述べると、「①熟達した作業者の動作と作業時間を観察、

測定して、それぞれ標準動作、標準時間とし、標準動作と標準時間によって生産さ

れる量を標準作業量として設定する。②次に、賃金を標準作業量に基づく出来高払

い制とする。つまり、標準作業量を達成したときは高い賃金を支払い、達成できな

かったときには収入減とする」というものでした。テーラーはこの方法を「科学的

管理法」と名付けました。 

テーラーは、労働者は能率を上げて高い賃金を得られるし、経営者は生産量を上

げて、相対的に低い賃金を支払えばすむから、この方法は労使双方にとって利点の

多い管理方法であると考えました。科学的管理法は次第に企業に取り入れられ、普

及していったのですが、一方では、労働組合から労働者の能率を最高度に発揮させ

て、労働者を搾取する技法だとの批判が高まったのです。労使の対立はやまず、こ

れによって平和な産業社会の発展を実現することはできませんでした。 

しかしながら、テーラーが標準動作、標準時間による管理方法を開発したことが、

大量生産方式による大規模経営を発展させたことは否定出来ません。そういった意

味では、テーラーは産業界に画期的な業績を残したといえます。テーラー以後の能

率技師たちの活動は、やがて科学的管理法から IE（インダストリアル・エンジニア

リング）手法を生み出し、今日にいたってもさまざまに活用されています。 

なお、テーラーは人間労働を工学的に管理しようとする立場に立っていて、人間

の集団的結合性は、むしろじゃまになると考え、集団性を解体して、人間を自立し

た個人として扱おうとしました。 

 

２）人間関係論（エルトン・メイヨー：1880～１９49） 

人間を自立した個人として扱うというテーラーの人間観に対して、メイヨーは人

間の集団性に注目しました。1924 年、アメリカのウエスタン・エレクトリック社

がホーソン工場で、照明の質と量が作業能率にどんな影響を与えるかについて実験

したところ、結果は予想に反して、照明度の増減には無関係に能率の向上がみられ

たのでした。（第１実験） 

そこで、ホーソン工場では、あらためてハーバード大学のメイヨーに協力を求め、

1927 年、休憩時間、労働時間などの労働条件が作業能率にどう影響するか実験を

始めました。（第２実験） 

この実験でも労働条件の良否に関わらず、生産量は増大したので、メイヨーは、

実験に参加した作業者がお互いに親密になって一つの集団になったこと、会社から

選ばれたという誇りと責任感を持ったことなどが良い影響を与えたと考えました。 
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また、1928年には作業員の半数に対し面接を行ったのですが、日頃気にかかっ

ていることを面接員に吐き出すだけで、晴れやかな気分になる人が多いこともわか

りました。 

ホーソン実験から得られた教訓をまとめると、次のように整理できます。 

 

 物理的条件である照明や待遇を変えても、生産性はあまり変化しない。そ

れよりも、職場集団に仲間意識が生まれ、集団の結束力が強くなると、生

産性が向上する 

 従業員の心情を理解し、人間として尊重するとやる気が高まる 

 経営者と従業員がお互いの気心をよく知り合うと、従業員は協力する 

 職場にはインフォーマルな組織が存在し、上司よりも、インフォーマルな

リーダーの影響力のほうが大きい 

 従業員の不平不満は、上司がただ聞いてやるだけで少なくなる 

 

つまり、人間の労働は、物理的条件である照明や待遇を変えることによって、

生産性が上がるというよりも、むしろ実際に働く人に対して働きかけ、集団の

結集力を高めること、すなわち社会的心理条件を整えることによって生産性が

向上するということなのです。 

ここから人間関係論（ヒューマン・リレーションズ）と呼ばれる理論や、実

践上の提案が相次いでなされました。人間関係論は、一般的な人間関係のこと

を述べたものではなく、現代社会で働く人間をバラバラな個人として扱うより

も、社会集団の中における社会的動物と考え、その社会集団の性質を解明しよ

うとしたものなのです。職員提案制度、庁内報、カウンセリング、職場懇談会、

レクリエーション、自己申告制度などは、いずれも人間関係論のなかから生ま

れた考え方です。 

 

３）欲求の 5 段階説（A.H マズロー：1908～１９70） 

    欲求理論としてもっとも有名なものが、アメリカの心理学者 A.H マズローの

基本的欲求の 5 段階説です。マズローは人間の基本的欲求を表のように 5 段階

に分け、低次の欲求から高次の欲求に向かうとし、もっとも高次の欲求として

自己実現欲求を設定しました。 

     もっとも高い自己実現欲求は、たとえば絵かきは絵を描き、音楽家は音楽を

作るということで、自分のもつ能力、才能、可能性を実現しようとすることで

表わされます。人間は、本来、そうした自己実現の欲求をもっており、低次の

欲求も高次の欲求も、ともに人間性に根ざしたものである、と述べています。 
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A.H マズローの基本的欲求の 5 段階 

    ・自己実現の欲求  本来その人が潜在的にもっているものを実現 

しようとする欲求、自分自身の能力を発揮し 

たり、創造的でありたいという欲求 

    ・承認の欲求    自己に対する評価や自己尊敬、自尊心、他者から

尊敬されることに対する欲求 

    ・所属と愛の欲求  他人との愛情に満ちた関係、自分の所属するグル

ープ内での地位を切望する欲求 

    ・安全の欲求    危険、脅威、恐怖、不安などから身を守ろうとす

る欲求 

    ・生理的欲求    空腹を満たしたい、喉の渇きをいやしたい、セッ

クスをしたいなどの生理的欲求    

  

 マズローの欲求の 5段階の核心は次のような点にあります。 

 

  ① 生理的欲求は、あらゆる欲求の中で、もっとも優勢なものであり、 

その欲求の満足は他の欲求の出現の前提となる。 

  ② 人間の基本的欲求は、その相対的優勢さによってヒエラルキーを構成

しており、ある欲求が満足されると、再び（より高次の）欲求が出現

する。 

  ③ 承認の欲求以下は「満足された欲求は、さらにその欲求の強い満足を

求めることはない」という原則によって支配されているが、自己実現

欲求は例外である。 

  ④ 自己実現欲求は、満足されればされる程強くこの欲求を求めつづける

ので完全に満足されることはない。 

  ⑤ 低次の欲求の満足に強く支配されている人よりも、高次の欲求によっ

て動機づけられる人が心理的に健康である。 

 

 

４）X 理論・Y 理論（D.マグレガー：1906～1964）  

     マズローの欲求理論をベースにして、人間理解と動機づけ、リーダーシップ

に対する大胆な見解を有名な「X 理論・Y 理論」として発表したのが、D.マグ

レガーです。マグレガーは、管理者がどのような人間観を持っているかによっ

て、管理者の人の扱い方は変わってくるという問題提起をしています。 

「人間は、生来、怠け者である」という人間観を持てば、意識するにせよ、

無意識にせよ、成果をあげさせるために強制や過剰な統制、外的刺激制度をと

高
次
の
欲
求 

低
次
の
欲
求 
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り勝ちになります。反対に、「人間は、生来、進んで仕事をし、進んで自分の

職責を全うする」という見解にたてば、適切な動機づけをすれば、強制や過剰

な統制などとることなく、意欲的に仕事にチャレンジさせることができる訳で

す。どちらが正しいということではなく、管理者として、私たち自身が、現実

的に機能する人間観をもち、自分の管理行動を決定づける上で、一つの大きな

ヒントを提供してくれているのです。 

 

＜Ｄ．マクレガーの仮説―Ｘ理論・Ｙ理論＞ 

Ｘ理論 

命令統制に関する伝統的見解 

Ｙ理論 

個々人の目標と組織目標との統合 

①普通の人間は生来、仕事が嫌い

で、できる事なら仕事はしたくな

いと思っている。 

②この仕事は嫌いであるとの特性

のために、たいていの人は強制、

統制、命令、処罰の方法によらな

いと、企業目標を達成するために

十分力を出さないものである。 

③普通の人間は命令される方が好

きで、責任を回避したがり、あま

り野心をもたず、何よりも先ず安

全をのぞむものである。 

 

①仕事で心身を使うのはごく当たり前

のことであり、遊びや休息の場合と

変わりない。 

②外から統制したり、おどかしたりす

ることだけが企業目標達成に努力さ

せる手段ではない。人は自分が進ん

で身をゆだねた目標のためには、自

ら自分にムチ打って働くものであ

る。 

③献身的に目標達成に尽くすかどうか

は、それを達成して得られる報酬（も

っとも重要なものは自我の欲求や自

己表現の欲求の満足）次第である。 

④普通の人間は、条件次第では責任を

引き受けるばかりか、自ら進んで責

任をとろうとする。 

⑤企業内の問題を解決しようと、比較

的高度の想像力を駆使し、手練を尽

くし、創意工夫をこらす能力は、た

いていの人に備わっており、一部の

人だけのものではない。 

⑥現代の企業においては、日常、従業

員の知的能力は、ほんの一部しか生

かされていない。 
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  ５）動機づけ・衛生理論（Ｆ．ハーズバーグ：1923～2000） 

Ｆ．ハーズバーグの動機づけ衛生理論は、人間の仕事に関する動機づけの研究

における優れた成果の一つです。ハーズバーグは、アメリカのピッツバーグで約

200 名の技師、会計士を対象にして、いかなる場合に仕事についての積極的満

足感や不満足感を味わうかを研究し、まとめ、理論づけました。 

ハーズバーグは、職務に対して積極的満足を得る要因を「動機づけ」要因と名

づけました。動機づけ要因は、職務に対する満足が「個人をよりすぐれた遂行と

努力へ動機づける効果をもつ」要因であり、わかり易くいえば、より仕事に対す

る意欲を高める要因です。一方、職務に対する不満足感に関する要因は「衛生要

因」と名づけられました。衛生要因は、本質的には職務遂行上の環境を表わして

おり、「主として職務不満を防止する役目をし、積極的職務態度にはほとんど効

果をもたない要因」です。つまり、衛生要因は、それが、満足されても仕事に対

する意欲は高められないが、不満足な場合は、仕事に対する意欲や能率が低下す

るという性質をもつのです。動機づけ要因、衛生要因がどんなものであるかは表

のとおりです。 

動機づけ要因と衛生要因 

動機づけ要因 衛生要因 

 達成 

 承認 

 仕事そのもの 

 責任 

 昇進 

 組織の政策と経営 

 監督技術 

 給与 

 対人関係（上役） 

 作業条件 

  

この研究から、重要な結論として、次の 2点が導き出されています。 

 

①人間の職務態度として、仕事への満足感を生み出す要因と仕事への 

不満足感をもたらす要因とは別個のものである。つまり、動機づけ 

要因としてあげられている 5 つの要因は、衛生要因に入っていない。 

 

②動機づけ要因は職務不満との関連がほとんどなく、衛生要因は職務 

満足感とはほとんど関連がない。 

 

  このハーズバーグの研究から、どのような要因が仕事に対する意欲を高め、

どのような要因が意欲を低めるか、私たちはヒントを得られます。 
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３．動機づけのメカニズム 

これまで見てきたように、人間の行動について説明し、意欲づける為の理論は様々

な考え方がありますが、今日的な研究では、特に認知・情動・欲求の 3 要素は大き

なカギを握っていると考えられています。 

 

認知（cognition）とは、個人の外にあるものに対する、主観的な解釈・受けとめ

方、捉え方のことです。主に期待（ある行動を起こせば望ましい結果が返ってく

るだろうといった，行動する人が主観的に持つ予想または予期）と価値（ある行

動を起こすことに意味が見出せるかどうかといった，行動する本人が主観的に持

つ価値づけ）で、適切な動機づけのため必要な目標と密接に関係します。 

 

情動（emotion）の側面は、目標設定に伴う、あるいは目標とは別に、目標達成に

プラス・マイナスの影響を及ぼす心理的な要素を指します。 

 

欲求（need）の側面は、その人の内側に潜在的・顕在的を問わず存在する生理的・

心理的・社会的な欲求であり、目標や誘因と結びつくことで、喚起され、行動を

引き起こします。これら3 要素は，それぞれ独立して作用しているわけではなく，

お互いに影響し合っていると考えられます。 

 

≪動機づけのメカニズム図≫ 
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内的報酬 

（満足） 

目標達成 

あるいは 

情動 

目標達成に伴う、あるいは直接

的な結びつきはないが、目標達

成に何らかのプラス・マイナス

の影響を与えている別の心理的

要素 

動機づけのプロセス（桜井、2001）を参考に加筆修正 

影響 
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４．動機づけの方法 

 管理者が期待するような行動へと部下を動機づけることは、大変、悩ましい問題

です。しかし、部下の欲求を満足させ、意欲をもって組織目標の達成に向かせるこ

とは、管理者の基本的な使命であることを思えば、漠然と放置しておいてよい問題

ではありません。 

 そのためには、次に挙げるいくつかの方法が考えられます。 

 

① 目標の共有化と自覚 

   メンバーが、職場の目標について共通のハッキリした自覚を持っておれば、職場

の一体感が高まる。そしてそれぞれの自分の立場と全体の中での役割を自覚するこ

とによって、自らの職務に対する誇りと責任を持つに至るであろう。共通目標が理

解され、全員の協力でなし遂げようとする意欲は、職場活性化の基盤である。 

 

② 達成感・成功感を味わせる 

   与えられた業務を苦心しながらも達成したとき、またそれが成功裡に終わったと

きの内面の喜びは何にもまして大きい。その時の感激は、さらにより広い、より高

い仕事への挑戦へと意欲づけられていく。 

管理者は部下にこの満足感を味わせるよう、よい職務（仕事）を与え、援助して

やって成功裡に達成するよう配慮する必要がある。 

 

③ 部下に参画させる 

   部下に単に「仕事を命ずる」だけでなく、計画の段階から部下も参画させ、自分

の計画・自分の仕事として意識をもつようになれば、仕事への意欲も自然に高まっ

てこよう。 

 

④ 興味とやり甲斐をもたせる 

   仕事の遂行に当って、前項の基盤のうえにそれが行なわれていると、部下はその

仕事に興味を抱くであろうし、やり甲斐も感ずるであろう。新しい仕事に対しては、

それなりに仕事の意味とか期待とかを部下に理解させる配慮が望ましい。 

 

⑤ 責任ある仕事を与える 

 

⑥ 情報の共有化 

   情報を共有することによって、自分の役割を認識し、責任感を増大することが期

待される、チームワークの基盤がそこから培われていく。 
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⑦ 個人に対する理解を示す 

   部下が上司から関心を持たれていると感ずるとき、相互の意思疎通が芽ばえる。

部下の人格を尊重し、人間としての成長と幸福を祈念する管理者の気持は、部下を

して進んで管理者と一体になって仕事をしようという意欲の源泉となるであろう。 

 

⑧ 賞罰を与える 

   罰より賞の方が効果的 

 

⑨ 競争させる 

   ライバル意識に訴える方法であるが、単純な機械的作業には効果があるが、複雑

で判断・思考を要する仕事にはあまり効果がないといわれる。 

 

⑩ 強制や協働（グループダイナミクスを活用する）など 

 

  以上のうち、①～⑦は内発的動機づけ（自発性を引き出す）といわれ、これに対し

⑧～⑩は外発的動機づけ（本人の外界から与えられる人為的な刺激）と呼ばれます。 

いずれの方法にせよ、単独で行われるよりも併用して実施されるというのが現実で

しょう。また、外発的動機づけは、人為的な人の心の操作（刺激づけ）であるので、

その点を十分に注意して実施しないと思わぬ反撃を受けることになりかねません。内

発的動機づけを援助し、補足する手段として採用されるべきでしょう。 

 

 

 

  



73 
                                     株式会社 人財開発研究所 不許複製 

 

Ⅱ．リーダーシップ 

 

１．リーダーシップとは 

管理者が組織を運営していくためにリーダーシップは必要ですが、リーダーシップ

とは何でしょうか。古来、様々な定義があります、ここでは、リーダーシップを、 

 

 集団の目標達成に向けて、集団内のあるメンバーが他のメンバーの行動に対して 

積極的に影響力を及ぼす働きや過程 

 

と表現します。一方、「ヘッドシップ」という言葉もあります。リーダーシップは

制度や権威とは本質的に無関係であるのに対し、ヘッドシップは組織体における制度

的な権限による構成員支配の機能をいう点に注意しましょう。 

 

 

 ２．様々なリーダーシップ論 

   では、リーダーシップはどうしたら効果的に発揮できるのでしょうか？リーダーシ

ップ論の歴史を通じて、自分なりの効果的なリーダーシップを見出して下さい。 

 

１）特性論的アプローチ 

まず、２０世紀初頭から中期までに登場したのは、優れたリーダーの持つ特性か

らリーダーシップを研究するアプローチです。例えば、R.M.ストグディルは、リー

ダーの持つべき特性を５つに分類し、リーダーシップ論を展開しました。（1948） 

 

(1) 能力（知能、機敏さ、表現力、判断力、創造性） 

(2) 素養（学識、経験、業務知識、体力） 

(3) 責任性（信頼性、忍耐力、自信、優越欲） 

(4) 参加態度（活動性、社交性、協調性、適応性、ユーモア感覚） 

(5) 地位（社会的威光、人気） 

 

しかし、このような特性を全て兼ね備えたリーダーは存在しえないことと、リー

ダーに求められる行動特性は状況やメンバーの関係性に置いて変化するため、ある

集団や状況で優秀であったリーダーも、別の集団や状況ではリーダーシップを発揮

できない、という現実から、1950年代になるとリーダーシップの機能に焦点を当

てた理論が展開されるようになってきました。 
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２）行動アプローチ（機能論的アプローチ） 

行動アプローチは、優れたリーダーには共通した行動パターンがあるという仮説

に基づき、集団や組織が効果的に機能するリーダーのスタイルや行動を研究しまし

た。 

 

≪Ｋ．レビンのリーダーシップ論≫ 

アイオワ州立大学のＫ．レビンらは1939年、リーダーシップのスタイルを以

下の３タイプに分類し、それぞれのもとでメンバーが取った行動を観察した研究

成果を報告しました。 

 

◆専制的リーダーシップ 

・メンバー間で敵意の表出や攻撃的行動がみられた。 

・リーダー不在時は仕事の効率が低下する。  

 

◆民主的リーダーシップ 

・協調性が優れ、自主的かつ責任ある行動が多く認められた。 

・仕事の質・量ともに良好であり、雰囲気も良かった。 

 

◆放任的リーダーシップ 

・やる気も低く、作業効率も悪い。 

・グループのまとまりもかけている。 

 

 

≪R・リッカートのリーダーシップ論≫ 

R・リッカートは、1961 年、ミシガン大学の研究グループで、集団の上に立つ

上司のリーダーシップと集団の生産性との関連について調査研究をしました。その

実証研究の成果から、生産性の高い職場集団と低い集団との間では、それぞれの監

督者の行動に異なる特徴が見出されました。 

 

①職務中心型監督方式 

生産性の低い職場集団においては、監督者は、定められた方法と一定の作業手

順通りに仕事をさせることに努力しがちでした。職務中心型監督者は、いつも仕

事のことで細かい指示を出すので、その部下は、監督者から大きな圧力を感じる

ものが多かったという結果が出ています。一方で、リッカートは、視点を変えて

長期的に見た実験の結果で、職務中心型監督方式であっても、短期間だけを捉え

れば生産性が上がる場合が出てくるということがありました。 
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②従業員中心型監督方式 

生産性の高い職場集団においては、従業員中心型監督者は、部下たちの人間的

問題に気を配って効果的な作業集団をつくるように努めました。部下に対して仕

事の目標だけを明らかにしたうえで、仕事の方法や進渉については自由に任せて

仕事をさせました。また、部下が誤りをおかしてもそれをとがめずに、逆に教育

的経験として利用しました。 

その結果、このような管理監督者の「支持的行動」によって、従業員には上司

に対する信頼感や協力的態度が生み出されたと考えられています。 

 

〈重複集団型組織モデルと「連結」ピン〉 

リッカートは、実証研究の結果、伝統的な階層組織の考え方を、大小の三角形

が重なる下図のような「重複集団型組織モデル」に変えることを提案しました。

この「重複集団型組織モデル」の特徴は二つあります。 

 

①集団的意思決定 

そこでは、上司に部下が直結することはなくなり、すべての組織責任は上司と

同僚仲間とで形成されるチームが共同であたり、集団決定と相互影響システムを

通して組織活動が行われます。また、この組織では、すべての管理データは統制

と秩序維持のためでなく、各人の自己調整と計画作成のために活用されます。集

団決定の場においては、従来のように各人が個々に考案した解決策の優劣をそれ

ぞれ論じ選択するのではなく全員が事実を持ちより、集団討議の過程で共通の解

決策を得ようとする方法が取られます。 

 

②「連結ピン」としての管理者 

重複集団型組織モデルでは、ある集団のリーダーは、その集団のリーダーであ

るとともに、上位の集団の一員ともなります。そのリーダーは、上下二つの集団

のコミュニケーションを有機的に結び付ける「連結ピン」の役割を果たすことに

なります。こうした「連結ピン」としての管理者の存在により、各集団は自主管

理を行いながら、全体の組織に統合されることが可能となるとされています。 
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個人的方式と集団方式による組織構造＜連結ピン図＞ 

 

（１）管理の個人的方式        （２）管理の集団方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ロバート・タンネンバウムのリーダーシップ論≫ 

ロバート・タンネンバウムとウォーレン・Ｈ・シュミットは「ハーバード・ビ

ジネス・レビュー」（1957）の中で、管理・監督者とメンバーそれぞれの、意

思決定に関与する行動の度合いからリーダーシップを分類しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※Ｋ．レビンの3類型でいうと、１～２が専制的リーダーシップ、３～５が 

民主的リーダーシップ、６～７が放任的リーダーシップと位置付けられます。 

 

管理者中心 
 

1. リーダーが、自分で決定した事をグループに知らせ、従わせる。 

2. リーダーが、自分で決定した事を受け入れてくれるよう説得する。 

3. リーダーが、自分の考えをグループに示し、それに対する質問を受

けてから決定する。 

4. リーダーは、暫定的決定事項を示し、グループの意見を取り入れて

決定する。 

5. リーダーは、問題を提示し助言を求め、それに基づいて決定する。 

6. リーダーは、問題の領域を示すにとどまりグループが決定する。 

7. リーダーは、グループに上層部から指定された限界内での意思決定

を許可する。 メンバー中心 
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３）状況対応リーダーシップ・モデル 

状況アプローチは、1960 年代以降に台頭してきたアプローチです。 

このアプローチでは、普遍的に最も優れたリーダーシップ類型は存在せず、リーダ

ーシップ行動はリーダーのおかれた状況によって変わるという仮説に基づき、リー

ダーシップ行動と状況の関係からリーダーシップを展開します。 

 

≪状況対応理論≫ 

状況アプローチの最も代表的な理論として、Ｐ.ハーシィ＆K.H.ブラチャードに

よる、状況対応リーダーシップのモデル（1977）では、部下の成熟度とコミュ

ニケーションの両面を踏まえ、リーダーシップについて、以下のように述べてい

ます。 

 

① 成熟度とは、部下が担当の仕事に取り組むとき、その行動を方向付ける意欲   

  と能力のことを意味する。 

② その意欲と能力は、心理的成熟度と仕事面での成熟度とに関連がある。 

（部下の成熟度は、与えた仕事ごとに異なる。） 

③ 管理・監督者は同じ部下に対しても、与えた仕事ごとに的確に部下の成熟度 

を捉えて、以下の４つのリーダーシップに変える必要がある。 

 

S1：教示的 

フォロワーを課題や目標の達成に向かわせようとして一方的に 

やるべきことを指示・伝達し、そのやり方も細かく指図する。 

S2：説得的 

中程度の指示的行動を使うが、併せてフォロワーを労い、励ます 

ことを忘れない。また並行して、その仕事の背景や意義の説明を 

行ったり、フォロワーに質疑応答のチャンスを与える。 

S3：参画的 

フォロワーを励まし、参画を奨励し、意見や提案を求める。 

S4：委任的 

指示的行動も少なく、双方向コミュニケーションや、ほめたり 

励ましたりする協労的・支援的行動も少ない。 
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４）シェアード・リーダーシップ(shared leadership) 

リーダーシップを機能的に捉えると、メンバーの特性や能力を活かし、その時、

その場に応じた必要なリーダーシップ機能を多数のメンバーが分かちもつこと

ができるといえます。現在、コーチングの神様と言われる、マーシャル・ゴール

ドスミス（1949～）は「シェアード・リーダーシップ」を、リーダーシップを

ある特定の人が固定的に発揮するというのではなく、関係するメンバーがリーダ

ーシップを共有する、つまり、状況やテーマによってリーダーシップを発揮する

人が変わったり、分担したりする集団を作る必要があると言っています。 

環境変化の複雑性が高まる中で、管理者の機能も多様化して来ています。これ

まで述べられてきたリーダーシップ論では、リーダーの条件として、課題達成と

集団維持とを同時に行うことであるとするものが多かったのですが、しかし、組

織のかかげる目標が複雑化し、課題が複合化するなかで組織目標を達成すると同

時に、組織あるいは集団を構成する多様化した個人の個性を尊重しつつ、モチベ

ーションを高め、チームワークをも維持していくことは大変困難です。 

この課題達成と集団維持の同時達成を、管理者がたった一人で担うことはもは

や不可能に近いものがあります。組織の中にはリーダーシップを発揮できるポテ

ンシャルを持った人材はかならず存在します。リーダーのさまざまな機能を複数

のリーダーで分担共有し、チームとして機能を果たしていくことになります。こ

のような分担型リーダーシップの概念は、チームを核とした組織編制上の様々な

状況の中で集団が健全に成長していくためには、このシェアード・リーダーシッ

プの風土を集団内に形成することが必要になります。 
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第６章 人材育成 

Ⅰ. 人材育成の基本 

１. 組織における能力開発の三本柱 

２. OJT とは 

３. OJT の目的と意義 

４. OJT の方法 

Ⅱ. 戦略的OJTマネジメント 

１. 求められる背景 

２. 戦略的OJTマネジメントとは 

３. 戦略的OJTマネジメントの展開 

４. 職場の人材育成システム 

５. 管理者の役割 

Ⅲ. OJT の進め方 

１. 基本的な手順と流れの全体像 

２. 具体的な手順 

Ⅳ. 部下の成長を支援するコミュニケーション 

１. 基盤となる対人関係技量 

２. ほめ方、注意の仕方、質問への受け答え 

３. 状況に応じたOJTアプローチ 
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第６章 人材育成 

Ⅰ．人材育成の基本 

 

１．組織における能力開発の３本柱 

  組織において職員の能力開発は、大きく分けて以下の３本柱で進められます。 

 

１） ＯＪＴ（職場内研修） 

On the job Training の略。 

上司が、部下に対して、また職員が相互に、職場内の具体的な業務を通じて、 

実践的に指導・育成すること。 

 

２） ＯＦＦ－ＪＴ（職場外研修） 

Off the job Training の略。 

日常業務を離れて、職場外の会場に集め、集合的・体系的に指導すること。 

人事課等が主催する集合研修（階層別研修、特別研修）、外部教育機関への派遣 

 

３）自己啓発（自主研修） 

本を読む、資格を取得する等、自分を向上させるために、本人が自らの努力で 

自主的に学習に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴは、日常業務を通して行われるので、職場の実情に合った実践的な能力開

発が一人ひとりの職員のニーズに対応する形でできるという長所があります。ＯＦＦ

‐ＪＴは、専門性の高い講師などを活用することで体系的、理論的な教育ができます。

また、職場を離れることで、日常性から一歩距離を置き、より集中して学習ができる

という長所もあります。自己啓発は、本人自らが興味・関心を持ち、必要性を感じて、

主体的に取り組むため、学習への意欲を高めることができるという長所があります。  

このように、３本の柱には、それぞれのメリットがあり、相互に補完しあうもの

です。したがって、効果的な能力開発を推進するためには、この３つの取組みを効果

的に連携させ、それぞれのメリットを活かしていくことが大切です。そして行政の業

務が専門化・多様化する中で、業務を遂行する上で必要な知識や実践的な能力を開発

するＯＪＴは組織の能力開発の中核となってきているのです。 

能

力

開

発 

ＯＪＴ 

ＯＦＦ‐JT 

自己啓発 
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２．ＯＪＴとは 

ＯＪＴは従来、以下のように定義されてきました。 

 

「上司が、部下に対して、職場内の具体的な業務を通じて、現在または将来の仕

事を遂行する上で必要な知識・技術・技能・態度等を、意図的・計画的・継続的に

指導・育成することによって、職員の全体的な業務遂行能力や力量を向上させるす

べての活動。」 

 

今日のように業務の専門化・複雑化が進んでいる状況下では、見よう見まねで学

ばせる方法や、事前の準備もなく思いついた時に教えるという方法では、成長に時間

がかかるだけではなく教わる側の混乱を招いたりして、効果的でありません。職員の

成長と能力開発を図っていくためには、組織としての意識的・計画的・継続的な育成

が必要なのです。 

また、従来のような “上司が部下に”というＯＪＴだけでは、プレイングマネー

ジャー化している上に、異動サイクルが短くなっている上司にとって、その負担が大

きいだけでなく、職場によっては職員の専門化している業務の内容を漏らさず把握し、

その上で一人ひとりの能力開発を図っていくことは現実的に不可能に近い状況があ

ります。 

この困難な現状を打開するためには、上司が部下に対して行う指導育成だけでなく、

その職場歴が長い職員が立場や年齢にとらわれずＯＪＴに取り組んでいくことが求

められます。 

更にＯＪＴの内容には、日常業務を通じて行う仕事面の個々の指導だけではなく、

窓口応対や電話応対スキル等の均質化及び全体のレベルアップや職場全体の服務規

律の向上等も含みます。ＯＪＴの機会や方法に関しても、職場内研修や情報共有のた

めのミーティング・勉強会、ＯＦＦ－ＪＴで得た学習の職場還元等、個別の育成だけ

でなく、目的に合わせた多様な取組みが必要となります。つまり、職場の中で行われ

る、人材育成に関するあらゆる取組みは、ＯＪＴとして捉える事ができます。 

 

そこで今回、各職場の実情を踏まえ、ＯＪＴを以下のように再定義します。 

 

「上司が、部下に対して、また職員相互に、職場内の具体的な業務を通じて、現

在または将来の仕事を遂行する上で必要な知識・技術・技能・態度等を、意図的・

計画的・継続的に指導・育成・相互開発することによって、職員の全体的な業務遂

行能力や力量を向上させるすべての活動。」 
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３．ＯＪＴの目的と意義 

１）ＯＪＴの目的 

ＯＪＴを行う最大の目的は、職員一人ひとりの能力開発と職員としての資質を

高め、現在の仕事の成果の拡大を図るとともに、将来必要な人材を育成すること

で継続的な住民サービスの向上と組織の発展を図るものです。 

 

２）ＯＪＴの意義 

ＯＪＴには、上記の目的以外に組織と個人にとって次のような意義があります。 

 

① 職場全体の業務遂行能力の向上と新たな課題への取り組みの可能性拡大 

ＯＪＴを行うことで一人ひとりの職員が仕事を覚えると、職場全体の業務遂

行能力が向上します。そして、上司やベテラン職員が担っていた業務を行うこ

とが出来るようになり、中長期的には上司やベテラン職員がより重要で先進的

な任務に集中できるようになります。 

 

② 業務改善 

ＯＪＴを行うためには、職場の業務内容や必要な知識・能力を棚卸しして整

理することが必要ですが、その過程で業務内容を再確認したり、仕事の進め方

を見直したりする契機にもなり、業務改善につながります。 

 

③ 職員一人ひとりの自己実現とＥＳ向上 

ＯＪＴは業務遂行能力を高めることを目的としていますが、自分の能力が向

上し、成果を上げられるようになることは、働くことのやりがいにつながり、

職員自身のキャリアビジョンの実現や人間的な成長に貢献します。これは更に

組織としてはＥＳ（Employee Satisfaction＝職員満足）の向上や職場の活性

化にもつながるものです。 

 

④  育成の担い手側の成長 

ＯＪＴを行うことによって、育成の担い手となる職員自身が育つといった側

面もあります。要領よく教えるためには、教える側の知識やノウハウを棚卸し

して整理することが必要ですが、ＯＪＴは、そのきっかけとなります。また、

人の成長を支援する過程では、相手がおかれている状況や成長を見守る幅広く

長期的な視点や感情のコントロール等精神的な成熟が必要です。 
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4．ＯＪＴの方法 

ＯＪＴは個々の職員と職場全体の業務遂行能力を高めるための全ての活動ですが、

具体的には以下の方法や手段が考えられます。 

 

≪個別アプローチ≫  

 事務分担の変更・役割の付与（少しレベルの高い仕事を与える。） 

 指導育成のための面接・面談  

 日常接触の中での指導（指示の受け方、報連相、会議場面等）  

 個人課題研究の課題提示や問題解決の援助  

 読書指導 機関紙広報誌の活用  

 

≪集団的アプローチ≫  

 ペアやグループ体制での業務推進  

 職場内研修会  

 研修報告会などを通じた集合研修の職場適用  

 グループ課題研究・問題解決会議・ケーススタディ  

 技術習得のためのロールプレイ学習  

 外部専門講師の招聘  

 ルール規則の検討と活用  

 マニュアルづくり 

 外部専門研修会への参加・先進都市視察 

 

   これらの方法や手段の中には、事務分担の再編や実施体制の組み換え等、管理監

督者の権限が必要なものもあります。職場の中でＯＪＴを推進していくためには、所

属長、係長、新規採用職員指導者、係員それぞれが自分の役割をしっかりと理解して

おく必要があります。また職場によってはＯＪＴプランナーといった職場全体のレベ

ルアップの担当者を置き、組織的にＯＪＴを進めていきましょう。 
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Ⅱ．戦略的ＯＪＴマネジメント 

 

１．求められる背景 

ＯＪＴの目的は、職員一人ひとりの能力開発と職員としての資質を高め、現在の仕

事の成果の拡大を図るとともに、将来必要な人材を育成することです。そのためには、

中長期的な視点に立って、人材を育成していく必要があります。 

現在、それぞれの地方自治体には「人材育成基本方針」が人事・能力開発部門を中

心に定められており、人事管理と人材育成の両方のシステムを通じて、中長期的に求

められる職員を育成していますが、それは全庁的なものであり、各部門の専門性を踏

まえたものとしては不十分です。しかし、行政サービスは民間企業で言えば、全く別

会社と言ってよい程、業務内容は異なるため、当然、求められる資質や能力も異なり

ます。そのためには各部門で中長期的に求められる職員像を描き、その要件を満たす

人材を育成していく仕組みが必要です。各部門の所属長であり、管理者である私たち

には、所管する部門の人材育成にも中長期的な戦略を持つ必要があるのです。 

 

２．戦略的ＯＪＴマネジメントとは 

ここで述べる戦略的ＯＪＴマネジメントとは、 

 

「所管する組織の中長期的なビジョンを実現する為に、限りのある経営資源を最高に

活用し、且つ変化する内外の環境変化や時代の要請に適応した職場と職員一人ひと

りの能力開発をマネジメントしていくという考え方」 

 

を言います。 

 

これまで行政組織において、一般行政職の育成はゼネラリスト養成の指向性が強く、

短いサイクルのジョブ・ローテ―ションが行われているため、高い専門性が養えない

という課題がありましたが、今日のように行政サービスに対する時代の求めが高度化

し、高い専門性が求められている状況では、人事・能力開発部門で進めていく、複線

型人事制度等の施策と並行し、各部門でも職場の実情を踏まえた人材育成システムの

構築が必要となっています。 

また、少子化と生産年齢人口の減少に伴い、今後、一層、人材確保が困難になって

来ることが考えられます。組織の求めに応える人材を育てるだけでなく、一人ひとり

を貴重な“人財”と捉え、職員本人の個性・能力・指向性を最大限に生かし、自己実

現を支援するとともに、ワーク・ライフ・バランス等も視野に入れた、個々の職員の

キャリア形成の視点も戦略的ＯＪＴマネジメントの重要な要素の一つとなります。 
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３．戦略的ＯＪＴマネジメントの展開 

では、どうやって戦略的ＯＪＴマネジメントを推進していけばよいのでしょうか。

その基本的なステップは、以下の通りです。 

 

１）所管する部門の組織ミッションと今後、期待されてくる機能分析 

社会情勢や住民ニーズの変化等、今後、５～１０年の外部環境の変化を予測す

るとともに、職員構成比の変化や、見通し可能な政策的方向性等、組織内部の環

境変化を踏まえ、所管する部門の組織ミッションと今後、期待されて来る機能を

明確にします。 

 

 ２）中長期的な人材育成ビジョンの設定 

組織ミッションと期待される機能を全うするために、どのような資質や能力を

持った職員が必要になるのかを検討し、期待される職員像を描くとともに、中長

期的な人材育成の指針や重点課題を明確にします。 

 

 ３）中長期的な職場の人材育成システムの構築 

設定した中長期的な人材育成ビジョンを実現するために必要な育成システム

と計画を構築します。人材育成プランを構築するに当たっては、以下の要素を踏

まえて行います。 

①人事・能力開発部門との連携を図り、人材育成基本方針との整合性の確認や 

育成メニューの分担等を検討するとともに、独自システム開発の支援を受ける。 

②所管する部門における人材育成の仕組みや制度を構築する。 

③年度単位の育成方針とプランを立てる。 

 

  ４）戦略的ＯＪＴマネジメントの運用 

①一人ひとりの職員とキャリアビジョンを共有し、それを可能な限り反映させた

人事配置を行う。 

②一人ひとりの職員とキャリアビジョンを踏まえた育成システムの運用を図る

とともに、監督者中心としたＯＪＴを支援する。 
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４．職場の人材育成システム  

 

１）これまでのＯＪＴの課題 

先程、ＯＪＴの目的と意義について触れ、その重要性はご理解いただけたと思

います。実際に皆さんの職場でも何かしらのＯＪＴは行われているはずです。し

かし、一方でＯＪＴを進める中で、「目の前の自分の仕事だけで精一杯で、時間

を割けない。」「１つの担当を１名で行っているのでＯＪＴがうまく機能していな

い。」「上司が異動してきたばかりなので職務に慣れていないため指導できない。」

「ＯＪＴは上司・部下という縦の意識が強く、個々の職員が持っている知恵やノ

ウハウの蓄積という横の関係の意識が弱い。」などの悩みがあることも事実です。 
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２）これからのＯＪＴ ～縦と横のＯＪＴの組み合わせ～ 

どうしても上司が部下に対して取り組む縦の活動のみがＯＪＴであると捉え

がちな従来の職員と職場の考え方を見直し、職員一人ひとりが持っている業務知

識やノウハウについて、立場や年齢に関係なく、職員同士が相互に教えたり、教

わったりして、個人とチームの潜在能力を最大限に引き出し、継続的に成長して

いく横のＯＪＴというべき取り組みが必要になってきています。職場全体のＯＪ

Ｔ推進体制においては、従来の縦のＯＪＴと、新たに取り組むべき横のＯＪＴの

組み合わせが基本的な考え方として求められます。 

 

 

また、新人の育成についても、従来の新規採用職員指導者等から新人への縦の

ＯＪＴと、新たに取り組むべき横のＯＪＴの組み合わせが基本的な考え方として

求められます。 
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５．管理者の役割 

  戦略的にＯＪＴを推進していくために、管理者には以下の役割が求められます。 

 

１）職場全体のレベルアップに関するビジョンや方針づくり 

先程も述べたように、所属長は、今後、数年間にわたる所管部署を取り巻く環境

予測や、取り組んでいかなければならない行政課題を踏まえ、戦略的な視点から中

期的に所管部門全体をどのような組織・集団にしていく必要があるのか、そのため

の職員育成や能力開発の課題は何か、どのような方針や方向性で上記のようなチー

ムや集団を築いていくのか明確にし、様々な機会を捉え、係長以下の職員に示して

おく必要があります。 

 

２）人事評価を通じた個々の職員の育成 

管理者の重要な役割として、職員の評価がありますが、人事評価は育成の観点で

も大変重要です。年に２～３回の人事評価面談は、日頃、話す機会が少ない部下と

も、管理者が直接、一人ひとりの職員と話し合える大変、貴重な時間と場であり、

この機会を逃してはなりません。 

人事評価は上司も本人も評価と処遇の方に目が行きがちです。しかし、目標管理

を取り入れた人事評価制度の場合、期初面談でしっかりとした目標設定の支援を行

うことは、能力開発の動機づけになりますし、中間評価や期末評価の面談では、目

標達成や成長を承認することは、職員の自己効力感を高め、更なる成長を促します。

また未達成の部分や失敗等も、更なる成長に向けた課題として意味を転換すること

で、後期や次年度の成長支援になります。    

職員は年度当初、課の目標、係の目標を踏まえ、個人の業務目標を設定しますが、

その機会とあわせて、職員の能力開発の目標設定やその達成に向けた取り組みを明

確にする支援を行います。目標設定の際はコーチングスキル等を用いて、職員が主

体的に設定できるよう、また半年後、１年後とそれぞれの時点で、何が、どのレベ

ルに到達していたいのか、具体的な能力開発目標がたてられるよう、職員と話し合

いながら設定します。そして日々の仕事を通じた関わりの中で、職員の育成を図っ

たり、定期的な面談等を通じてその達成状況を確認したり、職員本人の取り組み内

容や所属長自身と係長や周囲の関わり方を点検したりしながら、部下の自発的な能

力開発を支援していきます。 

その際、意識して欲しいのは個々の職員のキャリア形成の視点です。戦略的 OJT

マネジメントの説明の際も述べましたが、職員との日常的な関わりの中や、育成面

談等を通じて、その職員にとっての WILL（希望するもの、欲求、指向性）や CAN

（能力・強み）を把握し、MUST（求められる役割・能力）をその職員自身がしっ

かりと理解出来るよう支援するとともに、これまでの職歴やその中で培った強みを
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活かし、本人のキャリアビジョンを実現する上で役立つ目標や、成長課題を与える

という視点も考慮して面談をしましょう。 

 

３）係長の育成 

管理者は、係長を通じて組織を運営します。係長の成長なくしては、職場の目標

達成はあり得ません。人材育成上、最も重要な管理者の役割として、係長の育成が

あります。個別面談の機会や、日常の報告・連絡・相談、打ち合わせ等様々な機会

を通じて、係長の成長を促します。 

 

４）事務分担決定の支援を通じた職場全体と個人の能力開発 

通常、係長は、新年度を迎える前に、管理者と相談の上、新年度の事務分担を決

定します。その際は単に今年の業務が回るかだけでなく、職員一人ひとりの能力開

発や次年度以降の組織全体のレベルアップや継続性の視点を踏まえて行う必要が

あります。 

管理者は係長が事務分担を決定する際に、係長の育成の意味あいも含めた効果的

な援助を行い、職場全体と個人の能力開発を推進します。その際、ここでも個々の

職員のキャリア形成の視点を忘れてはなりません。個々の職員の能力面での強みや

本人のキャリアの指向性と、期待される役割や能力といった観点から、一人ひとり

の職員の持ち味と強みを最大限に活かし、本人のキャリアビジョンを実現する上で

役立つ仕事を与える、という視点も考慮して担当業務を決定するよう、係長を支援

しましょう。 

 

５）新戦力の育成や職場全体のレベルアップに関するシステムづくり 

管理者は係長と相談しながら、特に丁寧な育成が必要な新人の育成に関して中心

的役割を担う新規採用職員指導者を選定したり、異動者の能力開発を推進する職場

内の役割を決定するとともに、その育成システムを構築します。また、必要に応じ

て職場全体のレベルアップの中心的役割を担うＯＪＴプランナーを設け、部門全体

の職務遂行能力の標準化やレベルアップ体制と中長期的な育成システムを構築し

ます。 

新規採用職員指導者は当然、身近な先輩職員として新規採用職員を指導・育成し

ていくので、一般的にはあまり年齢が離れていない方が望ましいといわれますが、

職場の状況や担当者のパーソナリティを踏まえて任命します。ＯＪＴプランナーは

いわゆる次席の職員で、係内の業務全般を理解している職員が当たることが望まし

いのですが、こちらも職場の状況を踏まえて任命します。 

職場全体のレベルアップや新規採用職員の育成は職場を構成する職員全員の責

務です。ＯＪＴプランナーや新規採用職員指導者のみがその責任を担うのではあり
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ません。それぞれの職員が自分の精通している業務知識やスキルについて新規採用

職員を含む他の職員全員に伝えていくために、どういう体制で行っていくのがよい

のか、どういう仕組みを作る必要があるのか、どのような方法が考えられるか、管

理者は係長やベテラン職員らと相談の上、特定の職員だけに負担がかからないよう

に、業務分担にも一定の配慮をするなど、職場全体で新規採用職員の育成も含めた

職場全体のレベルアップ体制を構築していく役割があります。 

 

６）OJT 以外の能力開発機会の活用 

管理者は、ＯＦＦ-ＪＴ（集合研修等）を職員の成長の機会と捉え、積極的参加

を促すとともに、研修期間中の代替体制等を調整するなどして、ＯＦＦ-ＪＴに参

加しやすい職場体制をつくります。  

そして管理者はＯＦＦ-ＪＴで学んできたことを職場に還元する仕組みを構築し、

その成果を共有したり、活用したりする機会をつくります。また管理者は自己啓発

に関する情報や機会を積極的に提供し、組織全体が能力開発を意識し、仕事を通じ

て学び、成長することが当然であるという風土を醸成していきます。 
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Ⅲ．ＯＪＴの進め方 

１．基本的な手順と全体像 

ここではＯＪＴを意図的、計画的、継続的に進める手順を明確にしていきます。 

ＯＪＴもその他のマネジメント同様、ＰＤＣＡサイクルで進めていくことが求めら

れます。 

 

 

  

 

     

 

  

 

  

     

  

    

 

 

２．具体的な手順 

 

手順１ 新年度の担当業務決定  

係長は係の課題や育成的観点、職員の諸事情等を踏まえ、それぞれの係員の担当

業務案を検討します。課長は係長の相談に乗り、案を検討した上で意思決定します。 

 

手順 2 ＯＪＴニーズの把握  

決定した事務分担を踏まえ、次に係長は一人ひとりの職員のＯＪＴニーズを把握

します。ＯＪＴニーズとは、業務を遂行するうえで求められる「必要能力」と、職

員が現状で持っている「現有能力」との差のことです。 

 

ＯＪＴニーズ ＝ 必要能力 － 現有能力 

 

  

次年度の活動内容に反映 

職

場

ミ

｜

テ

ィ

ン

グ 

 

ＯＪＴニーズ把握 

テーマ業務とＯＪＴ目標の設定 

ＯＪＴのふりかえりと評価 

ＯＪＴの実施方法や手段の検討 

ＯＪＴの実施  

担当業務の決定 手順１ 

手順２ 

手順３ 

手順４ 

手順５ 

手順６ 
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① 必要能力の洗い出し 

最初に一人ひとりの職員に、今期担当する一つひとつの業務について遂行す

る上で必要な知識・スキル・問題意識等を洗い出してもらいます。そして次に、

その業務を遂行する上で本来、必要な知識やスキル等のレベルを洗い出してもら

います。担当が変わり「必要能力」が洗いだせない場合は、担当職員がその業務

に精通した職員に相談して記入してもらいます。その際、組織目標を踏まえ、必

要な水準を現在の担当者の水準より高く設定する必要が出てくる場合がありま

す。その際、課長は新しい水準を設定する背景を説明する必要があり、係長は各

担当職員にＯＪＴ目標を設定する際に、その点についてアドバイスをしながら必

要能力を明確にしていく必要があります。 

 

② 現有能力の洗い出し 

次に現状を踏まえ、その職員の職務遂行能力はどういった状態にあるのか、

課長と係長が評価するだけでなく、その職員自身にも自己評価して貰います。 

 

手順３ ＯＪＴの方針と目標の設定  

  ① ＯＪＴニーズの明確化と優先順位付け 

次に面談等を通じて「必要能力」と「現有能力」との間にあるギャップを「大」

「中」「小」等で評価して貰い、職員本人と共有していきます。 

職場の規模やその組織の仕組みによって異なりますが、課長又は係長が面談

を行ないます。上司は、上司側から見た評価を予め準備した上で、本人と面談等

を行い、優先順位をつけ、上位のものをいくつか今期のＯＪＴのテーマとして選

択し方針を決めます。この際、「目標管理制度」を有効に活用します。また職員

自身のキャリア形成といった長期的な視点、中長期的な職場レベルアップ方針に

対する緊急度、重要度などの観点も考慮して選択しましょう。お互い業務で忙し

い中で行うことですから、現実的に無理のない範囲で選択すると一年度に２～４

項目程度に絞った方が効果的です。なお、ＯＪＴニーズの中には、集合研修や自

己啓発の方が合っているものもあります。 

 

② ＯＪＴ目標の設定 

ＯＪＴのテーマが決まったら、「いつまでに、何が、どのレベルになってい

るのか、どのようなことが出来るようにするのか」、期限と目標水準を設定し

て、目標を明確にします。手順３の過程全体を通じて重要なことは、主役はその

職員本人であるという意識を係長が持つことです。係長が自分一人で勝手に目標

を決めてしまうことがないよう、コーチング等を活用し、職員の自律性を尊重し、

意見を引き出したり、十分に話し合って目標を共有するようにします。 
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手順４ ＯＪＴの実施計画の検討   

① ＯＪＴの実施体制の検討 

ＯＪＴの目標設定ができたら、いよいよＯＪＴプランの作成に入ります。まず

は先の作業を踏まえて「今年度のＯＪＴ目標」を確認し、次にＯＪＴの実施体制

の検討に入ります。支援者としては課長や係長だけでなく、テーマとなる業務に

最も精通している人や、逆に誰かの育成担当者となることが、その職員自身の成

長の機会となりそうな場合は育成対象の職員を選定し、実施体制を確立します。

ここでは係長を中心に職場全体での話し合いを通じて決めていく必要がありま

す。 

 

② ＯＪＴの実施計画の検討 

次に何の仕事を対象に、どのような方法でＯＪＴを進めるのか、多面的に検討

して実施スケジュールを決めていきます。 

ＯＪＴの効果的な実施方法は、対象となる能力や職場環境、職員の経験や個性

などによって異なります。それらに合わせて、実施方法を工夫してください。 

（Ｐ80参照） 

このステップでも重要なのは、コーチング等の係員の自律性・主体性を引き

出すコミュニケーションです。上司との面談や係会等の話し合いを通じて、個々

の職員にあったＯＪＴアプローチを検討し、育成する側・される側で共有するよ

うにします。新規採用職員や異動者は配属当初は分からないことが多いので仕方

がありませんが、そういった職員も主体的に参画できるよう日頃のコミュニケー

ションのあり方を変えていくことが大切です。 

 

手順５ ＯＪＴの実施  

① 個別の相互ＯＪＴの実施 

職場状況や職員の状態を踏まえて、職員相互が必要に応じてオープンに助言、

支援、指導しあえるように配慮します。時には課長自身や直接関係が無い他の職

員も協力し合って学びあう雰囲気を育てていきます。 

特に初めて行う業務に関してＯＪＴを行う場合は、教える側が４段階職業指導

法（P102参照）を踏まえた、基本に沿ったやり方で教えているか見守っていき

ましょう。一度できるようになった業務はできるだけ任せることが望ましいです

が、任せきりや状況を聞くだけではＯＪＴになりません。ＯＪＴをする側が職員

の行動をよく観察し、タイミングを計って報告を求めたり、必要に応じて助言や

情報提供を行っているか見守っていて、必要に応じてお互いの関わり方の見直し

のために双方の相談に乗ることも求められます。 
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② 職場内研修会や勉強会、ミーティング等の実施 

・職場全体でレベルアップが必要なＯＪＴに関しては、職場内で最も業務に精

通している職員等を中心に研修会や勉強会等の進め方や内容の調整を行い、

基本プログラムの作成をして貰います。 

・研修会やミーティング等を行なう場合は、担当者のみが準備するのではなく、

他の職員とも相談・協力して資料等の作成や準備を進めるよう促しましょう。 

・職場外の講師や指導者に依頼する場合はレベルアップ目標や期待する成果を

伝えるとともに、実施上の制約条件（時間や場所、使える機材、予算等）や

研修の進め方に関する要望等を伝え、内容の調整を行い、研修プログラムの

作成をして貰いましょう。  

・職場内研修の担当者を決めても、その職員に任せきりにならないよう節目で

報告を求め、十分話し合いながら準備を進めるようにします。  

・直前の会場設営や資料印刷等の準備等係員全員に働きかけて職場内研修担当

者の支援をします。 

・集団での学習を促進するためにはファシリテーションを活用しましょう。 

・管理者自らも職場内研修会や勉強会等を主催したり、参加したりして、職場

全体が、立場を超えて学び合う文化や風土を築くようにしましょう。 

 

手順６ ＯＪＴのふりかえり   

ＯＪＴのふりかえりは、そこから新たな課題や問題点を発見する機会と 

なり、さらなるレベルアップを目指すうえで欠かすことはできません。年度の

途中や年度末には一人ひとりの職員とともに振り返りを行い、ＯＪＴを定期的

に評価します。ここでも「目標管理制度」の面談場面を活用することをお勧め

します。 

このステップで特に留意したいのは、目に見える成果だけでなく、ＯＪＴに取

り組んだ姿勢やプロセスも評価することです。なお、最終的に目標を達成でき

なかった場合は、原因を分析し、次年度に向けた改善を考えることです。それ

と同時に、ＯＪＴを行った側も、自分のＯＪＴがうまくできたかどうかのふり

かえりを行います。 

ふりかえりの結果を踏まえて、手順３に戻り、次の期の目標設定に反映させ

ます。 
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【ふりかえりのポイント】 

◆ＯＪＴニーズは適切に把握されていたか。 

◆ＯＪＴ目標は適切だったか。 

◆ＯＪＴ目標について、係長とその職員自身が共有・納得できていたか。 

◆ＯＪＴ目標は、係のビジョンや中期的視点を踏まえたものになっていたか。 

◆ＯＪＴ目標は、その職員のキャリアビジョンを踏まえたものになっていたか。 

◆ＯＪＴの実施方法やアプローチは適切なやり方を選択出来ていたか。 

◆ＯＪＴのタイミングは適切だったか。 

◆実施途中で必要に応じて軌道修正ができていたか。 

 

一方、職員の能力が向上すれば、次年度のＯＪＴではワンランク上の能力を対 

象とすることになります。職員の能力がレベルアップすれば、目標の達成がしや

すくなり、目標のレベルも高くなります。その際、大変重要なことはレベルアッ

プを確認しあい、認め合う機会を作ることです。職員も自分自身の能力が高ま

って目標の達成を確認・実感できれば、仕事に対して前向きな気持ちが生まれ、

能力開発と組織目標達成への更なる動機付けが高まることになります。特に管理

者から認められることは、職員の大きな自信につながります。 

こうなると、目標の達成に向けて、「能力開発→目標達成→動機付け→能力開

発」という「ポジティブ・サイクル」が実現されます。ポジティブ・サイクルは、

結果として、住民サービスの向上をもたらします。組織にとって、このポジティ

ブ・サイクルをいかに形成するかということが大変、重要なのです。 

 

【改善のポイント】 

次年度のＯＪＴ目標を設定するにあたっては、業務改善の視点でレベルアップ

するべきことを、一人ひとりの職員自身が考えることが大切です。なかには、「定

型業務だから、改善の余地などない」「長年同じことをやってきたから、今さら

レベルアップなど考えられない」と思われる方がいるかもしれません。しかし、

改善の必要がない業務や、永遠にその方法でよい業務というものは存在しません。

問題意識を持って仕事に取り組んでいれば、どこにでも改善すべき点は見つかる

ものです。 

 

◆ＣＳ（Customer Satisfaction）の視点で業務を行っているか。 

◆公平性・公正性の観点で改善の余地は無いか 

◆その業務に係る時間やコストを、さらに縮減することはできないか。 

◆仕事の手順に無駄はないか。 

◆職場内で、知識やノウハウを共有し、相乗効果を生み出しているか。  
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Ⅳ．部下の成長を支援するコミュニケーション 

 

１．基盤となる対人関係技量 

私たち、部下を持つ者には、人の成長を支援するためのコミュニケーションのス

キルが求められます。その際、私達は自分を理解し、相手を理解し、仕事や状況を

理解しながら、相互の理解を深めていくことが大切ですが、その最も基盤となる対

人関係スキルは良き聴き手となることと、建設的な自己表現力にあります。この２

つのスキルは、厳密に分けることはできません。良き聴き手となるためには、肯定

的で、建設的な自己表現力が必要ですし、建設的な自己表現には傾聴能力があるこ

とが前提となっています。ともに共通していることは相互尊重の姿勢です。 

 

１）良き聴き手となること 

人の成長を支援する役割を担っている人に、どうしても必要となる技量の一つが

“傾聴力”です。人は成長するためには、現実と自分自身をしっかり見つめ、そこ

から学ぶことが大切ですが、何かに脅威を感じていては、出来事や状況をありのま

まに受けとめたり、自分自身を振り返ったりすることは出来ないからです。あなた

が良き聴き手となることで、職員は様々な経験の中から多くのことに気づき、理解

し、学習していくようになります。相手がそうなるために聴き手に求められる基本

的な態度は、 

 

① 批判的、忠告的態度ではなく、その職員を、ひとりの人間として大切にし、 

部下としての愛情を持って接していること。 

② その職員との間で、飾らず、表裏がない。気負わず、自然体でいられること。 

③ 話の内容や事柄だけでなく、その職員自身が感じていることや、考えているこ

とを、その職員の視点から理解しようとする姿勢で聴けていること。 

 

以上の 3 つです。 

 

こういった姿勢は具体的な行動としては、 

◆ いつでも耳を傾ける。（作業の手を止め、相手をしっかり見て） 

◆ その職員が言っていることの「事実」と「感情」の両方を受け止めている。 

◆ 話しやすいように自然に頷いたり、相槌をうったりしている。 

◆ その職員が言わんとしていることを自分なりの言葉で確かめている。 

◆ 相手が話し終わるまで、評価はいったん棚上げにして聴いている。 

◆ タイミングよく質問をしている。 
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◆ 言葉以外の表現（表情や身振り、声等）にも注意して、相手の気持ちを 

理解している。 

◆ 聴き手自身の感情がコントロール出来ている。 

自分の感情に気づいて、ちょっと脇においておける。 

または「感情で」話すのではなく、「感情を（言葉にして）」話せる。 

という言動で現れてきます。 

 

これらの言動は単にテクニックとして行うと、相手の職員には不自然に映ります。

先に挙げた基本的な人間観や態度があってこそ意味があるものです。まずはこれら

の態度が、部下に接する際の自分の基本的態度になるように心掛けていきましょう。 

 

２）建設的な自己表現 

人の成長を支援する役割を担っている人に求められる、もう一つの大切な技量

に、“人の成長を促す自己表現力”があります。人は言い方・伝え方一つで、や

る気になったり、意欲を失ったりします。私たち上司は相手に声をかける際に、

どのような表現をしたら、自分の意図が相手に正しく伝わるか、相手が意欲を持

って仕事に取り組め、仕事を通じて成長していけるようになるか等、伝え方に工

夫と配慮が必要になります。その際、大変役立つのが“ アサーション”です。 

アサーションとは、自分の気持ちに正直に、同時に、相手の気持ちも思いやり、

非主張的でもなく、攻撃的でもない、人間の相互尊重の精神に立った建設的な自

己表現のあり方を意味しています。もしも、あなたが相手に対して、言いづらい

ことがあった時、しっかりとこちらの意図を理解してもらいたい時、相手が自分

に対して脅威を感じていると感じた時等、少し言い方の工夫が必要だと感じたら、

いきなり口にする前に、次のステップで自分の伝え方を検討してから言うように

しましょう。 
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ステップ１ 

まず相手のことは考えず、自分の気持ちや言いたいことの核心をしっかり捉えて、 

そのままストレートに表現した場合の“少し強い言い方”を考える。 

 

例「こんな報告書じゃ、読めないよ！君、研修で何勉強してきたの！」 

 

   ステップ２ 

    次に自分の気持ちや考えを少し脇に置いて、相手の視点に立ち、相手の立場を優 

先した“少し弱い言い方”を考える。 

 

 例「まあいいか・・・研修の後もいろいろ忙しかったもんね・・・」 

 

   ステップ３ 

    最後に１と２を組み合わせて、その中間にあるバランスの良い、自分も相手も 

ともに活かすことが出来る“ちょうどよい前向きな言い方”を考える。 

 

     例「○○さん、この前、教えた報告書の書き方憶えてる？ 

具体的に何を学んだのか、今後どう仕事に活かしていくのかを明確に 

書いておくと研修で学んだことが実務に活かせるよね。忙しくて大変 

だろうけど、もう一度、その点に注意して書き直して下さい。」 

 

 

２．ほめ方、注意の仕方、質問への受け答え 

人を育てていく上で、ほめたり、注意したりすることが必要な場面では、傾聴やア

サーションを基盤に置きながらも、更にどのようなことに留意すべきでしょうか。 

 

１）ほめるとき 

人は誰でも、心の奥に承認されたいという欲求を持っていますが、特に新規採

用職員や若手の職員は、自分のやった仕事に対して『できばえはどうだったの

か？』、『教えられた通りに出来たのかしら』、『ミスはないかしら』と気にしてい

ます。そのような時、先輩や上司が一言声をかけることで、承認欲求が満たされ、

仕事に対する意欲がわいてくるとともに、自分の仕事に自信を持つことが出来る

ようになります。また人間には、それぞれ長所や短所があります。それを見抜い

てほめることは成長を促進することになります。 

では、実際ほめるときにはどんなところに注意するのか。次にあげてみます。 
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① タイミングよくほめましょう。タイミングがずれると喜びも半減します。 

② 具体的にほめましょう。状況や対象行動を言葉で表現してほめましょう。 

③ ほめるに値するときだけ、ほめましょう。 

何でもほめることは職員が自信過剰になったり、仕事を甘くみたり、 

取り組み方に怠慢さがみられるなどの反応がでてくるからです。 

④ 仕事だけでなく、よい態度のときもしっかりほめましょう。 

来庁者への対応がよかったとき、気転をきかせたとき、一生懸命な姿勢が

見られるときなどほめることで自信を植えつけ、更に自分自身で研究を重

ねていこうという意欲を助長します。 

⑤ 人にもよりますが、よかったことを周囲にも知らせることで、 

より意欲がわく場合もあります。 

⑥ 心の底から気持ちよくほめましょう。 

 

２）注意するとき 

注意することが起きたとき、これはその職員を教育する機会であると捉え、

しっかり向き合い、注意しましょう。 

注意を与えるときには、はっきり「注意の対象は何か」「なぜなのか」を具体

的に示すことが大切です。注意をするということは、なぜ失敗したのか原因を

考え、同じ失敗をくり返さないという目的があります。その時、その場の上司

からの注意は、その職員を成長させる契機となります。 

 

【注意とは】 

ここでいう注意とは、より大きな間違いや悪い結果を未然に防ぐために、 

現時点での誤りを正し、改善させ、職員の成長を促す行為を言います。 

ですから、 

指 
 

導 

 

→ 

確 

 

認 

→ 

追 

指 

導 

→ 

注 

 

意 

という順序でしなければなりません。 

 

「ダメダメ、それはこうやるのよ」というように、頭ごなしに注意すると、 

「それならやる前にそう言っておいてくれたらよいのに」と、抵抗を感じさせ、

逆に意欲をなくす原因となります。 
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【より良い注意をするために】 

① 相手の成長か、状況の改善につながる指導でなければなりません。 

② 普段からの相手との間の相互理解と信頼関係が必要です。 

特に、より善悪の価値判断が伴い、強い口調で注意・指摘することを意味

する「叱る」必要性が生じた場合は、あなたの価値観やものの考え方が十

分理解されていないと、逆効果になる場合があります。 

③ 一貫性が必要 

人と時間によって、叱ったり、叱らなかったり、内容が違ったりすると、

相手は次第に言うことをきかなくなります。 

 

【正しい注意の仕方】 

① 冷静に（自分の感情がもし荒立っていたら、冷静になるまで待ってから） 

                        ・・・・余裕を持って 

② 注意をする前に、相手がその様な行動をとった背景にある受けとめ方や 

相手の言い分を聞くとともに、基本や正しい行動等、先に教えたことに

対する職員の理解度を確かめます。 

③ どこが誤っているかを確かめる・・・・具体的に 

④ 誤りの理由、原因を確かめる・・・・なぜ誤ったのか 

⑤ 人格を否定しない。行動を指摘する。 

⑥ 否定形の注意指摘ではなく、肯定的な行動を示す。 

⑦ 事実をよく確かめて必要なことだけを・・・注意せねばならない事項だけ 

あれもこれもと、一度に注意しない・・・・サラッとした注意を 

⑧ 他の人のいない所で・・・・場所を選んで 

⑨ 記憶の新しいうちに・・・・タイミングを選んで 

⑩ 最後に激励を忘れずに 

注意された職員は気持ちがシュンと沈みがちです。あなたの一言でまた 

元気が出てきます。「君には期待してるんだよ！」 

⑪ 締めくくりに詫びない 

「注意したけど、これも役目なのよ、悪く思わないで」などと、 

詫びやいいわけをしてはいけません。 

 

人を注意することは、勇気がいることですし、ましてや本気で叱ることは、

部下にどう思われるか等、気にしていたら出来ないことです。上司が部下のこ

とだけを真剣に思う気持や愛情があってこそ、出来ることであることを忘れな

いようにしましょう。 
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3）質問への対応 

ある程度仕事を覚えると職員からいろいろ質問、意見が出されてきます。疑問

がでてくることは問題意識のあらわれであり、成長のステップともいえます。あな

たはその時どのように受けますか？ 

 

① 正確に自信をもって答える 

正しい回答を心掛けます。時には回答に自信がない時もあるでしょう。 

そのときはわからないことを率直に認め、よく調べた上で回答します。 

② たずねられたことは必ず回答する 

回答を放りっぱなしにすると「私の先輩は無責任だ」「あの人は何も知らない

らしい」などと信用をなくします。 

③ 職員に言ってはいけないことば 

「いまちょっと忙しい・・・・・・」「知らないから○○さんに聞いて」 

「こんなことまだわからないの・・・・・ダメだな（困るな）」 

「何度教えたら分かってくれるの・・・・・」 

「・・・・・のはず」「多分・・・・・らしい」 
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３．状況に応じたＯＪＴアプローチ 

ＯＪＴにおけるコミュニケーションは、対象となる職員の経験、能力、個性、お

かれている立場や状況、与えられた仕事の性質等によって変えていく必要があります。

状況や相手に合わせて、関わり方を工夫し、最適のアプローチを検討しながら進めて

いきましょう。 

  

１）ティーチング ～4 段階職業指導法～ 

ＯＪＴの最も基本的なアプローチは、4 段階職業指導法という方法です。このア

プローチでは ①やってみせる→ ②説明する→ ③やらせてみる→ ④補習指

導という 4 つのステップを踏んで、相手に仕事を教えていきます。 

 

この育成方法が適しているのは、新人や異動者等、その職場の業務についての経

験や知識が全く無い状況で、対象となる業務内容がマニュアル化出来るような定型

業務の場合です。また、基本的に上司や指導する側が手本を示せる状態のスキルレ

ベルにあることが求められます。新規採用職員の場合、個人差はありますが、この

育成アプローチは新たな職場についてから概ね３ヶ月くらいまでが目安です。 

【事前準備】 

 

① 事務分担を決め、適切な持ち場を用意しておく。 

② あらかじめ教えなければならない項目を掴んでおく。 

・その職員にこれから教える仕事の内容をよく把握しておく。 

・その仕事を果たすために必要な知識、技能の程度を知る。 

・本人にその仕事に関して、何か知っていることが無いか確認しておく。 

③ 何を、いつまでに、どのレベルまで出来るようにするのか、目標を設定する。 

④ 教える手順やポイントを明確にする。 

⑤ 教材や備品などの準備をしておく。 

⑥ 仕事の目的及び意味や重要性を伝え、学習に対する意欲・興味を持たせる。 

⑦ 落ち着いてやれば出来ることを理解させ、安心して教わる状態をつくる。 
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【基本手順】 

① やってみせる 

◆まず自分が実際にやってみせる。 

◆基本にのっとったやり方を示す。 

◆悪い例を示さないこと。 

② 説明する 

◆手順やポイントを言葉で必ず説明して教える。 

◆複雑な仕事の場合は実際にもう一度やりながら、内容を説明する。 

◆教えたことをメモさせ、復唱させる。 

◆基本的なやり方から教え、例外的な内容は後回しにする。 

◆楽な仕事から難しい仕事へ、簡単な仕事から複雑な仕事へと教えていく。 

◆複雑な仕事は段階を区切って教えていく。 

◆一度にたくさんのことを説明しない。 

③ やらせてみせる 

◆はじめは速さより正確さを第一にしてやらせる。 

◆やり方を見ていて、悪ければすぐ直してやる。ただし、自信を失わ 

せないように注意すること。 

「そうやってはいけないのよ」・・・・・・・・・・・・・・・・・× 

「ここで、こういうふうにしたけれど、こうやるのが正しいのよ」・○ 

◆思い違っていた点、間違えていた点が直るまで、くり返しやらせる。 

◆わからないところは、遠慮なく質問するようにさせる。 

◆自分にわからないことを聞かれたら、後で調べてきちんとした回答をする。 

◆ときどき質問をして、要点・手順を言わせてみる。 

◆一度にたくさんのことをやらせない。ひとつひとつ確実に身につけさせる。 

◆相手の理解度の程度にあわせること。せかしたり、イライラしたりする 

態度を見せない。 

④ 仕事ぶりを検討する 

◆ひと区切りの仕事をやらせたら、後を見て、教えたとおりになっているか 

どうか、その職員と一緒に検討する。 

◆だんだんと、指導をへらして、一人立ちできるようにする。 

◆習得度合いを見ながら徐々に範囲を拡大していく。 

◆仕事の報告を常に行う習慣を身につけさせる。 

◆仕事ができるようになったら、自主的に取り組ませ、１日のスケジュール 

を立てさせ、仕事のやり方を自分なりに工夫させる。 
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【自分の指導の仕方を反省する】 

 

１） 基本に沿って教えていますか？ 

自己流を押しつけていないか、簡単だからと基本を省略していないか、 

業務マニュアルに沿った教え方をしているか等、ふり返ってみます。 

 

２）教え方のスピードは早すぎませんか？ 

上司や先輩職員は仕事の熟練者です。あなたのスピードで新人はとまど

っていませんか（適応能力を考えて）。最初はスピードより正確さが肝心

です。 

 

３） 一度に教えすぎていませんか？ 

自分の仕事が忙しいからとか、教える時間がないからと、まとめて一度

にたくさんのことを教えていませんか。特に新規採用職員の場合は初めて

の体験ばかりで緊張しています。あせらずに段階的に教えていきます。 

 

４） 専門用語は説明しながら使っていますか？ 

これも新規採用職員に教える際の注意点ですが、普段、何気なく使って

いる専門用語も、新規採用職員には最初、よく理解できません。専門用語

を教える時は言葉の意味を説明してからにしましょう。また新規採用職員

は専門用語を早く覚えたい、使いたいという気持ちを強く持っています。

しかし一般市民にとっては大変わかりづらいものです。専門用語は状況

（相手の立場や理解度）により選び使うとともに、使う場合も必要に応じ

て言葉の説明をする等の配慮も大切であるということも併せて指導しま

しょう。 

 

５） 任せたことに口出しをしていませんか？ 

ときどきチェックするのは構いませんが、うるさく口出しすると、職員

がやる気をなくしてしまいます。親切すぎる手出し、口出しは、職員の自

律と成長意欲を阻害してしまいます。 
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２）コーチング 

育成には、細かくやり方を指示したり、教えたりして、基本や原則をしっかり身

に付けさせる段階と、学んだ基本や原則を基に、自ら考え、自ら行動できるように

成長を促すことが必要な段階、そして仕事の目標や意味をきちんと説明して与えた

ら、思い切って口出しせずに任せて育てることが必要な段階があり、それぞれアプ

ローチは異なります。その中で、完全に任せるまでには至っていないけれども、あ

る程度仕事は覚えたので、後はより職員の自発性・自律性を高めたい時に必要とな

る育成コミュニケーションがコーチングです。 

 

コーチングとは、職員が自分で答えを出し、自発的に目標達成出来る力を持って

いることを信じ、その力を引き出すことを目的とした援助的なコミュニケーション

です。コーチングは本人に“質問”することで、自ら考え、創造性を発揮し、主体

的に行動できるようにサポートしていきます。特に業務内容がマニュアル的対応だ

けでは不十分で、臨機応変な判断や対処が求められる仕事の場合や、創造性が求め

られる企画立案等の業務の場合は、コーチングは大変有効です。 

またコーチングでは相手の職員自身が自分で答えや方法を考えます。自分で見つ

けた答えなので理解や納得がしやすく、責任感やモチベーションも高まります。つ

まり、相手の方が自分より職員としての経験が豊富で、スキルも高く、自分のやり

方でやりたいという意思を強く持っている場合でも、コーチングを習得しておくと、

相手の目標達成や成長の援助とモチベーションアップを図ることが出来ます。 

新人の場合、個人差はありますが、一通り基本的なことを教えた後、概ね3ヶ月

以後はティーチングよりも、このアプローチが有効になってきます。 

 

【コーチングの基本的な考え方】 

①安易に答えを与えない 

答えを与えるのは簡単です。しかし、それはそのまま指示や命令となり、い

つまでたっても自分で考え、解決していこうとする自律性には結びつきません。

コーチングでは、答えは相手の中にあると信じ、それを引き出す手助けをしま

す。 

 

②徹底して傾聴する 

相手が自分の考えと違うことを言っていると、つい訂正を加えたり、どう正

そうかと考えたりしながら聴きがちです。しかし、コーチングでは、相手が一

通り話し終わるまで、オープンな心で受け止め、口を挟まずに最後まで聴きま

す。また、単に語っている言葉だけでなく、話し手の意思や意欲にも耳を傾け

て、そこに応える聴き方をしていきます。 
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③気付きを引き出す質問をする 

単純に「はい」「いいえ」では答えられない質問が、コーチングでは中心的

な問いかけになります。相手の意見や気持ちを引き出すためには、自由に回答

できる質問を効果的に活用します。 

ただし、「あなたはどう思う？」というような漠然としすぎる質問、抽象的

な質問では答えにくいので、「どんな方法がベストだと思う？」「ここでは、

何に気をつけるべきだと思う？」など、焦点を絞り込んだ質問、具体的な質問

が効果的です。 

 

④フィードバックする 

コーチングにおいて「フィードバックする」とは、コーチが相手から感じた

ものを伝え返すスキルです。そのことにより、本人が自分自身では見えていな

いことに意識が向き、その結果、「気づき」が生まれます。肯定的なフィード

バックは承認になります。否定的な事実や感情を伝えるフィードバックも信頼

関係が基盤にあった上で行うなら、より深いコミュニケーションを促進します。 

フィードバックをする際、大切なことは、「君の会議中の態度は失礼だ」と

いう表現のような評価や分析を加えず、「会議中、他の人の会話の最中に割り

込んでいたね」というように事実をそのまま伝えること。そして次にコーチが

感じたことは「私はとても残念だった」というように主語を私にする“Ⅰメッ

セージ”で表現すること、そしてタイミングを失わず、感じたその時、その瞬

間にすることです。 

 

⑤具体化させる 

「とても大変」「すごく忙しい」といった曖昧な言葉を、どのくらい大変な

のか、具体的にどんな仕事で忙しいのか、自ら考えさせ、漠然としたものを具

体化させます。また「あなたは何を持っているか」「あなたの周りで活用でき

るものは何か」「どうしたら目標と結びつくか」といった可能性やリソースを

明確にする質問をして、そこから解決策や気づきを引き出します。 

 

⑥約束する 

コーチングでは、最後に、これからの具体的な行動計画を、相手からしっか

りと言葉として導き出します。「やる気はあります」「頑張ります」などの漠

然とした宣言ではなく、「次にどのような行動を起こすか、いつやるのか、い

つまでにやるのか」というように具体的に約束します。 
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【コーチングの質問とフロー（GROW モデル）】 

 

コーチングの質問の基本モデルとして“ＧＲＯＷモデル”という考え方があります。 

ＧＲＯＷとは英語で「育てる」という意味で、部下の育成に関するキーワードの頭文

字をとったものです。具体的なステップは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今、一番重要な目標はなに？ 

●いつまでに、どんな状態が理想なの？ 

●その目標は何のために達成したいの？ 

●あなたの目的はなに？ 

●目標（モデル）にしている人は誰？ 

●３ヵ月後にどんな状態になればいいの？ 

●その先は？ 

★望ましい状態・目標目的の明確化

★未来を明るくする 

フロー ＧＲＯＷモデルのコーチング質問例 

★現状の問題や過去の経緯の明確化 

★目標達成に使えるものの明確化 

ステップ１ 

ゴールの明確化 

Ｇ：Goal 

 

ステップ２ 

現状の明確化・資源の発見 

Ｒ：Reality Check 

Ｒ：Resource 

ステップ３ 

方法の発見・選択肢の創造 

Ｏ：Option 

★理由や背景の発見。 

★ゴールと現状のギャップを埋める 

★アイデアの発見 

★創意と工夫を引き出す 

ステップ４ 

行動の具体化・目標達成の意思 

Ｗ：Will 

 

●現状をもっと詳しく教えて？ 

●その課題はどれくらい重要なの？ 

●その課題を解決するために、今までどんなことを 

してきたの？ 

●今、その目標を達成する確率は何％ある？ 

●相手はどう思っているの？ 

●成功のために不足しているものはなに？ 

●外的要因は？精神的な要因は？ 

●今、何が一番心配なの？ 

●本当に重要？ 

●すでにあるものはなに？そして無いものはなに？

●過去に同じような例で上手くいったことはない？ 

●相手の立場だったら何が考えられる？ 

●○○さんならどうすると思う？ 

●誰がキーマンなの？ 

●３ヵ月後のために今からやっておいたほうが 

いい事はなに？ 

●何が成功の邪魔をしているの？ 

●誰のサポートがあったらもっと上手くいく？ 

●後、何があったらいいの？ 

●あなたが予言者ならどんな手を打てと勧める？ 

●どうしたら成功すると思う？ 

●他には？ 

●どのアイデアが一番効果的かな？ 

●優先順位は？ 

●それはどうして？ 

●今すぐできることはなに？次にやることはなに？ 

●いつやる？（いつまでにやる？） 

●何があればもっと確実になる？ 

●ゴールに進んでいるのを何で測る？ 

●やる気をさらに高めるにはどうしたらいい？ 

●必ずやり遂げると約束してくれる？ 

★行動を決定する 

★行動を促進する 

★やる気の確認 

★行動の優先順位を決める 
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３）仕事を与え、任せて育てる。 

人が自らの能力を最大限に発揮し、成長することが出来たと感じるのは、困難が

伴う仕事を、自分自身の力で最後まで成し遂げたという体験をした時です。そうい

った意味では、人を育てるための最も有効な方法は、仕事を与えて、任せ、自らの

努力で成し遂げさせるという方法です。そういう意味では、どのような仕事を、ど

のように与えるのか、そして与えた後どのようにかかわっていくか、ということが

非常に重要になってきます。そのためのポイントを挙げると以下のようになります。 

  

【育成面から見た、与える仕事を検討する上での視点】 

職務分担や動機づけ、職務拡大と職務拡充等の項目でも述べましたが、「人を育

てる」という視点から仕事を与える時は、以下のような観点で与える仕事を検討し

てみる必要があります。 

 

①短期的な部下の能力開発の視点 

新たに与える仕事で、部下は能力を今よりもレベルアップさせられるか？ 

 

②長期的なキャリア形成の視点 

この仕事内容はその職員の強みを核としながら、長所を更に伸ばす仕事か？ 

その職員の強み領域を中心に、将来的に本人の職域を拡大する方向性があるか？ 

 

③現在担当している仕事との関連性の視点 

その職員が現在、抱えている仕事の量や、仕事の質の面で要求される水準、成果 

を上げるために与えることが出来る時間、担当替えをする場合は交代する職員が

いるか等を踏まえて考えた時に、その仕事を与えることに対して部下本人の理解

が得られるか？ 

 

④ワーク・ライフ・バランスや精神面での成長の視点 

その職員の仕事に対する興味・関心との一致点・共通点は見出せるか？ 

家庭状況等のプライベートな背景も踏まえ、職員本人の心身の状態等からみて、 

このタイミングに与える仕事として妥当か？ 

困難や厳しさが伴っても乗り越えられるように動機づけることが可能か？ 

 

⑤職場環境の視点 

その職員にその仕事を与えることで、現実的に職場の仕事は回るか？ 

他の職員との人間関係を踏まえ、職場の理解は得られるか？  

職場内で協力や支援体制が築けるか？ 
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【成長を促す仕事の与え方と任せ方】 

 

①現実的に可能だが、少し困難さが伴う仕事を与える。 

    冷静に考えて、いくら努力しても物理的にムリな仕事を与えたり、組織として 

   もバックアップ体制が整っていない状態で何とかしろといったりしても、相手の

やる気は生まれてきません。しかし、一方で簡単に達成できてしまう退屈な仕事

では、成長を感じることもできませんし、職員の意欲維持の障害になります。ス

トレスは過剰であっては害になりますが、適度のストレスは「やる気」の源泉と

なります。与える仕事は現実的に達成可能だが、少し困難さが伴うものであるこ

とが大切です。そのために大切なことは、仕事を与える側が相手の能力や物理的

な条件、現実的に費やすことができる時間に関し、常に観察と配慮を怠らないこ

とです。 

 

②まとまった仕事を与える。 

    職務充実を意識し、仕事はなるべく始めから終りまで終始一貫して、成果が確

認できる仕事を与えましょう。つまりＰＤＣＡで自己完結できる仕事です。 

 

③複数の技能を組み合わせる。仕事の変化を持たせる。 

その仕事の遂行に、いくつかの異なる技能を必要とするような仕事を与えるこ

とは、仕事の単調さを解消します。また定型業務でも、職員間でローテーション

を組んだり、交替させたりして変化をつけ、事務分担も定期的に見直しを行う等

して、同じ仕事の繰り返しにならないように仕事を与える必要があります。マン

ネリや飽きが、職員の「やる気」を削ぐことになります。ただし、仕事の方法や

職場内のルール等を頻繁に変えるのは混乱や不満に繋がり、逆効果になるという

ことも忘れてはなりません。 

 

④仕事の範囲を明確にし、達成の基準を明確に示す。 

    どの範囲までの仕事を、いつまでに、どのレベルまでやればよいのかが明確に

なることで、その職員は自らの目標設定と達成計画の構築が可能になり、意欲が

わいてくるといえます。追加で「あれも」「これも」と指示を出すと、目標や計

画を立てることの意味が感じられなくなり、職員は達成感を味わうことが出来ず、

次第に、ペース配分を考えたルーズな仕事の仕方を覚えてしまいます。また、職

員が終了報告に来た時に「達成した」ということを伝える必要があります。 
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⑤仕事の意味を説明する。 

与えた仕事が組織にとってどのような役割を果たすものか、その成果がどのよ

うな意味を持つのか、具体的に説明することは大変重要です。また、その仕事の

成果やプロセスが本人の処遇や能力開発にいかに役に立つのかを加えられれば、

なお効果的といえます。 

 

⑥考えて相手に情報を提供する。 

仕事に関する情報を提供するに当たり、影響を考えて相手に与えることが大切

です。不必要な情報、間違った情報を与えることで、相手は混乱し、目標達成へ

の意欲を失います。仕事に関する情報を提供する際は、適量の情報を、正しい形

で伝えることが大切であるということを意味しています。 

 

⑦目標達成に関心を寄せ、見守り、定期的な報告・連絡・相談を通じて支援する。 

あなたは仕事を任せたからと言って、その後は関わりがないというわけではあ

りません。その職員の目標達成には継続的な関心を持ち続けるとともに、定期的

な報告・連絡・相談を通じて、進捗状況を把握するとともに、何か問題が発生し

た時は、必要に応じて支援出来るような体制と相互関係を構築しておく必要があ

ります。 

 

⑧成果に対するフィードバックを忘れない。 

仕事の結果の良し悪しについて、直接、明確な情報提供をすることが必要です。

承認は仕事のやりがいを高め、改善を促進します。 

 

⑨遂行責任は部下、結果責任は上司にあることを明確にする。 

上司が部下に対し仕事を与える場合、その仕事に関する遂行責任は持たせます

が、結果の責任は上司が取るということを理解する必要があります。仕事を与え

る際、部下にこのことを伝えることで安心して、思い切ったチャレンジが可能に

なり、成長の機会を得ることが出来るようになります。また上司との間に信頼関

係を深めることも出来ます。 

 

⑩仕事を遂行する上で必要な自律性と権限を与える。 

上司が部下に対し仕事を与える場合、職員の経験や成長度に応じて、権限を付

与していく必要があります。職位による権限委譲とは違い、ポイントを絞った指

示を出し、仕事の進め方等、後は本人に裁量権を持たせるのがこの手法です。管

理する度合いが高いほど「指示待ち」の職員になってしまうため、新規採用職員

にも最低限の幅（例えば時間の使い方など）を付与することが必要です。 
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