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●はじめに
3 年前からグループ会社の次期管理職（課長相

当）を育成する複数回の研修に携わっている。半
年間で 20 日程度を費やすその研修は、中堅実務
者に相応の負担を強いるものだ。

彼らは短期、中長期の実務上の目標達成と同時
に、カリキュラム（約 120 時間）および自主学習
をこなし、修了の折には、しっかりとした成長を
周囲へ印象付けなければならない。

筆者は、その研修の冒頭に「タイムマネジメン
ト」のセッションを提供している。本稿ではその
セッションに対する受講生の反応から見る組織力
強化のヒントを提供したい。

●5日×4週×12カ月
タイムマネジメントセッションの前には、事前

課題として平日の 5 日間の「時間記録」を行って
もらう。職場で何をやったかを、15 分単位で記録

組織力の強化は仕事の再定義から
— タイムマネジメント研修を通じて、見える「仕事力」—

Point
❶  次期管理職候補を対象とした半年間の研修の冒頭に、学びの充実を図るために実施している「タイ

ムマネジメント研修」の内容の一部を紹介する。
❷  タイムマネジメントの基本は、日々の「時間の使い方」を見直して、無意識でやっている悪い癖

に気づき、改める努力をすること。
❸  緊急度に振り回されず、重要な仕事にきちんと時間を割くこと。中長期課題に対する取り組みを、

日常アクションに落とし、しっかり行うこと。
❹  自らが真に行わなくてはならない仕事は何か？「仕事の再定義」を通じて、自分にしかできない

仕事、自分が提供できる付加価値を考えること。
❺  漫然と仕事に取り組まず、生産性を測る基準を作り、評価を行うこと。生産性を高めるためには、

IT スキルを含め、必要に応じた技能を向上させること。
❻  仕事や時間に関する共通認識・共通言語を持ち、メンバー全体であるべき姿を同じくすること。
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し（図表 1 参照）、その日の反省を行うという極め
てシンプルなものだ。時間を切り口にした日報と
言い換えることもできる。単純に実績のみの記録
をとり、それを元にセッションを行う。

彼らの最初の気づきは、イレギュラーな出来事
に振り回されていることだ。お客さまからのクレー
ム・トラブル、後輩からの相談や業務のフォロー、
上司からの急な依頼など、優先順位を気にしなが
らも、自分の意思でコントロールできていない時
間の多さや、断りきれない自分を認識する。さら
に、考えている以上の時間を個々の業務に費やし
ていることを感じ取る。「自分の仕事ではない」と
感じながらもやってしまっている業務に目がいく
ケースもある。他人に頼むより自分がやったほう
が早い、あるいは、教えるのが面倒という心理に
も思い至る。また、つい先延ばしをしてしまう弱
い自分と向き合うことにもなる。これらは全て、見
直した時点で自然に気づく事柄だ。彼らは一様に

「改めなければと思いました」と口にする。
一方で、彼ら任せでは気づかないこともある。

どの記録表にも「中長期の課題」に対して取り組
んだ時間がないのだが、それを講師の立場から尋
ねるまで気づけないことが多い。中長期の課題に

毎日取り組む必要はないが、現状を分析し、目標
を設定し、取り組むべきアクションを計画・実施
し、フォローする、いわゆる PDCA サイクルが十
分に機能していないと考えられる。たった「5 日」
だが、その 5 日の積み重ねが 1 カ月であり、1 年
である。どの組織にも中長期の計画があり、達成
を約束した目標がある。それらを意識して彼らが
日常的にアクションを起こしていないとしたら問
題である。彼らの業務上の優先順位が、「重要性」
よりも「緊急性」に支配されているということが
5 日間の「時間記録」から読みとれる。

●優先順位の判断
優先順位は「重要性」と「緊急性」によって決

定されると理解している人は多くいる。「重要かつ
緊急」のものから…それは間違っていない。しか
し「緊急ではないが重要な仕事」こそ、本来優先
順位を高く設定すべきことだ。具体的には「業務
計画」「人間関係づくり」「部下・後輩育成」「予防
行為（安全維持）」「自己研鑽

さん

」などが挙がる。仕
事ではないが「適度な息抜き」「健康維持」「家族
との時間」の確保なども大事なことだ。自己管理
とともに家族の心身の健康や成長に責任を持つこ

図表 1　時間記録表記入例

分類表 1週間の実績（業務内容や気づいたこと）
No 11.3 9月5日 6.5 9月6日
1 企画・構想 11
2 資料作成 11 11
3 定例会議 11 12
4 個別案件会議 5 A部長から急な相談 12
5 個別案件打ち合わせ・MTG 5 2
6 社外打ち合わせ 16 2
7 移動 3 定例会議遅刻 9 急な決済依頼
8 出張（移動時間含む・近距離除く） 3 9
9 決裁・承認／文書・旅費等 3 9
10 来客 3 9
11 メール 3 10 ××建設来社
12 電話 3 10
13 探し物（書類・データ等） 3 10
14 業務外（雑談・タバコ等） 3 会議延長
15 記録表作成 3
16 その他 昼食
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出所：株式会社東レ経営研究所
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とも個人として大切な仕事といえる。
つまり「緊急ではないが重要な仕事」こそ、誰

しもが真に行うべき仕事なのだ。これらの仕事の
緊急性が高まったときには既に危険信号が点滅し
ていることを意味する。先の中長期課題への取り
組みを考えれば、期末につじつま合わせに奔走し、
上司あるいは経営層への「説明」資料の作成に追
われてしまうことになる。

緊急になってしまってから手をつけても、理想
的な状態には持っていけない。失ってからでは取
り戻せないものもある。忙しさに惑わされず重要
な仕事を見極め、時間を割り当てることが求めら
れる。

●雑用の優先
そうは言っても、仕事の中にはいわゆる雑用と

呼ばれるものもたくさんある。上司からの急な依
頼、後輩からの相談事、お客さんからのクレーム、
管理部門からの提出書類。これらを全て後回しに
したり、排除することはできない。しかもこれら
は相手にとってすぐに対応してほしい、すぐに助
けてほしい、すぐに提出してほしい事柄ばかり
だったりする。

上司が気にしている大事なプロジェクト、後輩
に任せた難しい仕事、ご無沙汰しているお客さま
の現状などは、要所でフォローすべき重要な仕事
なのだ。自分の都合と関係ないところで発生する
雑事と考えると、振り回されるだけの嫌な業務だ
が、余裕をもって仕事の全容を俯瞰すれば、それ
ら全てが予想不可能な雑用ではないことに気づく
はずだ。

上司や部下、関係部門にマメに声をかけ、発生
しそうな事柄・懸案事項への対応を業務としてス
ケジュール化しておけば、気持ちよく処理でき
る。先回りする習慣があれば周囲からの評価も自
然に上がっていくだろう。

●管理職としてすべきこと
セッション中に「当社の管理職はプレイングマ

ネージャー（個人として売上目標・責任を持つ）
ですよね？」と言うメンバーがいた。グループで
はあるが、筆者自身は他社の人間なので、本来は
答える立場にないが、この問いには非常に大きな
思い込みが隠れていると考える。
「管理職」とは一体何なのだろうか。筆者は「組

織の目標に責任のある人／チームメンバーの力を
束ね、売上・利益等の生産性（管理部門であれば
効率）を最大化させる人」と答える。

では、「管理職」の仕事とは何だろうか。先に答
えた管理職の定義をもとにすれば、彼らにしかで
きない仕事が 2 つある。「組織目標への結果責任を
とる」ことと「部下の育成・評価」だ。極論だが、
管理職はこれ以外の仕事をする必要はない、と筆
者は考える。つまり彼らは、チームメンバーが
十二分に力を発揮するための環境づくりに奔走す
ればよい。プレイングを否定しているわけではな
い。大事な場面でお客さまに会い、チームメン
バーを支えることは重要だ。しかし大口のお客さ
まを大事に温め、関係をメンテナンスし続けるこ
とは管理職の仕事ではない。

また、チームメンバーを育成し、メンバーの社
内的な評価を上げるのも管理職の仕事だ。部下を
育て、部下の評価のために戦うのも大事な仕事で
あろう。

まずは担当者としての業務を積極的に手放す勇
気と覚悟が大事だ。メンバーの能力を最大限に引
き出すために何ができるかを考えてほしい。

●自らの仕事の再定義
セッション中には、管理職候補の彼らがさまつ

な仕事を大量に抱えていることが垣間見えた。具
体的に上がったのは、「書類の翻訳」「協力会社社
員の給与計算」などだ。

その言語ができる人が他にいない、という理由
で受講者の 1 人は翻訳を一手に引き受けていた。
忙しい中、なかなかできることではない。だが、
外に目を向ければ翻訳のプロフェッショナルはた
くさん見つかる。彼の本来の仕事は、外注するこ

組織力の強化は仕事の再定義から
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とを社内に納得させ、適切なサプライヤーを探し
出し、評価し、必要なメンバーにつなぐことでは
ないだろうか。

協力会社社員の給与計算、これも大事な仕事
だ。しかし、毎月彼が 1 から 10 まで 1 人でこな
すべき業務とは思えない。間違いの許されない仕
事だが、システム化、あるいは適切なメンバーへ
の委譲が有効な手だてだろう。

新入社員が「これは僕の仕事じゃありません」
と言ってしまったらただのわがままだが、中堅以
上になったら費用対効果を数値化し、必要な根回
しを行い、仕事や社内ルール・規定を変えるため
に働くのも期待される役割のひとつである。重要
度の高い業務へ積極的に自らの時間を割り当てて
いくという発想が求められる。

研修に参加者が決して実務者として劣っている
わけではない。誰しもが意識して自らの業務、自
分にしかできない価値の出し方は何か、「定義」し
ていく必要があるのだ。もちろん、上述した管理
職も同じだ。

優秀であればあるほど、たくさんの仕事を抱え
がちであり、事実こなしてしまえるのだが、時間
は有限である。「組織の競争力向上や、目標の達成
のための仕事は何か」という視点で、仕事を再定
義し、取り組むことが大切だ。

●時間は資産
時間とは、何人にも平等に与えられた有限の資

産である。そして資産の使い方を決めるのは、そ
の持ち主であるはずだ。タイムマネジメントセッ
ションでは記録表をつぶさに分析する前に、「自分
の人生は自分の力で何とかできるか？」を問う。
言い換えれば、「自分の時間の使い道を自分でコン
トロールしているか」、さらに言えば「自分が自分
の人生の主役であるか？」を聞くのだ。この問い
にしっかり向き合うことに大きな意義がある。資
産である時間を他人に奪われることを避け、真に
重要なことに使う。資産の価値を高め、必要なも
のに使い、人生をより豊かにするのは、自分自身

であることを認識するのだ。同様に他人の時間に
対する敬意も忘れてはならない。たとえ、部下で
あっても、彼らの資産は守られるべきである。

●生産性を測る基準の決定
さて、「タイムマネジメント」を行う目的の一つ

は「生産性を向上させること」だが、生産性とは
何だろうか。工場現場では生産量や不良品率など
の物差しに照らして、生産性を議論することがで
きる。しかし、事務労働者、いわゆるホワイトカ
ラーの生産性を測る物差し・基準は何だろうか。

セッションの冒頭で行う時間記録の分析に基準
はない。個々人のイメージで、「時間をかけすぎた」

「無駄にした」と言っているにすぎない。
筆者は、「基準」は実務者が自ら作る（決める）

ものと説明している。
セッション中に、例として使うのは、「『パソコ

ンが欲しい』と言われたときどうするか？」だ。
恐らく「何に使うのか？」「どんな機能が必要なの
か？」「どんなことをしたいのか？」といったこと
を質問し、適切なものを提案するはずだ。パソコ
ンというリクエストに対し、「業務用サーバー」「デ
スクトップ型」「ノート型」「タブレット」「スマー
トフォン」などが考えられる。その人の能力や用
途によって、さらに選択肢は広がる。場合によっ
ては、「ファクシミリ」「電卓」「そろばん」のよう
な解決策もあるかもしれない。
「パソコンが欲しい」というリクエストに対し、

何も聞かず「分かりました。お待ちください」と
いう人はいない。しかし、仕事場面だと頻繁にあ
る。「資料作って」と言われて、何も聞かずに「分
かりました」と答えていないだろうか？

相手が「ちょっとした計算をするだけの機械」
が欲しいと思っているのに、「業務用サーバー」を
提供しているようなことはないか？
「相手が欲しいものを明らかにして、双方で合

意したもの」を基準として、それに対し、どの程
度時間をかけたのか、どの程度期待に沿えたのか
を議論するのが生産性を測るということだ。
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どういう目的で、どの程度のレベルのものが欲
しいのか、相手（上司）に確認することがタブー
になってはいないか。基準のないまま過剰品質を
追求し、結果として全体の生産性を低下させるこ
とになっていないか。相手の真意を勝手に想像す
ることを「 慮

おもんばか

る」と思い込んでいないだろうか。

● ITスキルの向上
道具を自由に使えるかどうか？は生産性を決め

る。その道具の代表格がパソコンだ。数年で退職
予定でない限りは、管理職であっても今の IT ス
キルをあと 1 段、2 段上げる努力もしてほしい。
プログラムが組めたり、マクロが書けたりする必
要はない。気の利いた後輩や、管理部門が一生懸
命作った関数の入ったファイルを使いこなすだけ
の知識を身に付けてほしいのだ。

大事なプレゼンの前に資料のレイアウトやフォ
ント、色の統一で苦しんだ覚えのある方は多いだ
ろう。管理資料を集約したら、不備だらけで泣い
た人もいるはずだ。

トラブル時には IT スキルの高さが解決までの
時間を決める。道具は様々であるが、パソコンに
関しては、各自一層のスキルアップが必要と考え
る。十分な IT スキル保持者であれば、周囲のス
キル向上のために講習を開くといったことも立派
な仕事である。

●組織全体の共通言語
今回のタイムマネジメントセッションは、管理

職候補として選抜された数名に対して実施した。
しかし、一人タイムマネジメントを勉強して

も、チームメンバーがおのおのの興味関心のまま
に時間を使っていたらどうだろう。

自由気ままに出張・外出を入れ、自分の都合で
指示をする上司や、手の着けやすい仕事ばかりに
目を奪われる後輩、重要な仕事の定義が違う同僚
などを説得し、自らの生産性を高めるのは困難だ。

組織やチームとして、やるべき仕事はたくさん

ある。それらを分割し、個々に責任を担う中で、
独自の基準で「重要な仕事」を定義するのは難し
い。誰しも仕事の好き嫌いがあり、見栄えのする
仕事を重要と定義したい人もいる。他人が一生懸
命やっている仕事を無駄と言ってしまう権利は誰
にもない。また、他人の支援を必要とする仕事も
たくさんある。

大事なのは、組織で時間や仕事に対する意識を
高め、言語を共有し、認識を同じにすることだ。
そのために、筆者は組織単位でのタイムマネジメ
ントセッションの実施を勧めたい。

時間や仕事に対する感度を高め、正しい仕事の
仕方を全員で学ぶ。さらにメンバーで職場にあっ
た方法を取捨選択していくことが、組織力強化に
結びつく。組織の目的・目標に向かって、自分た
ちの仕事はどうあるべきか、どうすることが組織
として最大限のパフォーマンスを発揮できるかを
自由に議論する土壌を作るのだ。
「この仕事は無駄」と何の約束事もない状態で口

にすると、やる気や協調性を疑われ、感情的な摩
擦を生むことになる。しかし、メンバー全員が同
じ認識であれば、その一言がチームの生産性を向
上させるためのヒントとして好意的に受け止めら
れる。「当たり前」に疑問を呈し、メンバーで課題
を共有し、あるべき姿を再定義することで、より
仕事がシンプルで高度なものに変化していく。

社内の慣例、習慣、メンバーの思い込みが、た
くさんの無理・無駄・ムラを生んでいる。一度全
員で、時間や仕事の価値や認識を共通化する言語
を学んではいかがだろうか。

こうした取り組みは今流行のワーク ･ ライフ ･
バランスの実現のヒントとなるかもしれない。
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