世界的企業で導入が進む
「人と組織のパフォーマンスを最大化」する人材マネジメントとは

メンバーを育成し、事業の成果創出を実現する

パフォーマンスマネジメント
入門セミナー

■
開催日 ■
東京
■
大阪
■
東京
■
大阪

2020年 7月22日（水）
2020年 9月 2日（水） 各回とも
2020年12月18日（金） 10：00〜17：00
2021年 2月 2日（火）

■
会 場
日本能率協会 各研修室

■
講 師

■
対 象 ・人材育成と事業成果を同時に達成したいマネジャーの方

中原

・形骸化した目標管理でなく、成果の出せるマネジメントをしたい方
・多様な働き方に対応した目標管理を導入したい人事部門の方
・組織と人のパフォーマンスを上げたい経営企画部門の方

■ セミナーのねらい
従来の目標管理制度（MBO）では、目標を定め、期末に達成度合いを評価すると
いう流れが一般的です。しかし、経営環境の変化が加速する中で、期末＝結果が出て
しまってから評価しても遅く、これらの制度に行き詰まりを感じる企業が増えています。
また、最近では、MBOに替えて、Googleなどで採用されているOKR
（Objective &
Key Result）
を取り入れようという企業もあります。
このような中、組織の目標と各人の目標のつながりを明確にし、社員の成長と事業の
成果創出を促すための人材マネジメント手法として、
「パフォーマンスマネジメント」
に注目が集まりつつあります。パフォーマンスマネジメントは、適切なフィードバック
とチェックインを通じて、従業員の能力とモチベーションを引き出しながら、同時に
ビジネス上の目標達成を行うことを目的としています。
本セミナーでは、パフォーマンスマネジメントの基本を学び、成果達成までのプロ
セス、目標設定の仕方、部下への期待の伝え方や日々のフィードバックの仕方を理解
したうえで、これからのアクションプランに落とし込みます。

孝子

ATD認定 CPLP

株式会社インストラクショナルデザイン
代表取締役社長

パフォーマンスマネジメントとは
人の成 果 達 成を導くため の「成 果 定 義」に始 まり、
「成 果 創 出」までの
一連のプロセスのマネジメントです。継 続的に成果を出し続けるために
必要なことは、やらされ感ではなく、あくまで部下自身が自律的に行動を
起こし、部下自身がその成果の達 成（成長）を実 感できることです。その
ためにはマネジャーとしてどのような支援ができるのでしょうか。部下を
発展させ、ひいては組織の発展につなげていくのがパフォーマンスマネジ
メントの重要な役割なのです。
パフォーマンスの捉え方
業務の流れ
マネジメントできる

マネジメントできない

インプット

プロセス

アウトプット

アウトカム

リザルト

行動指標

進捗指標

効果性指標
目標設定の流れ

結果指標

経営指標

「多様な働き方」を支援することでも注目！
働き方改革でテレワークや在宅勤務が導入された、あるいはグローバルに人員が配置されている等、目の前に部下がいないという環境下において、
部下のパフォーマンスをどのように管理すればよいのでしょうか。
上記に対応するには、目標（最初）と成果（最後）を点で見るのではなく、
「成果達成までのプロセスや環境」という面で見る必要があります。そのため、
日々のフィードバックと評価を行いながら、業務を成果へと発展させるパフォーマンスマネジメントが注目されるようになりました。

＜プログラム＞
■ はじめに

・ワークショップの目的・目標の共有

■
パフォーマンスマネジメントのセルフチェック

パフォーマンスとは

①「パフォーマンス」とは何か？その要素は
② 人のパフォーマンス達成の条件とは

パフォーマンスマネジメント

① パフォーマンスマネジメントのPDCA(戦略〜個人目標の設定
〜モニタリング〜評価)の全体確認
② マネジャーに必要とされるスキルの確認
■
グループ討議
・ マネジャーとして会 社 戦 略と自部 門 の 戦 略目標 のつながりを部 下に
伝えるポイントは何か
・ 数値目標とその達成に必要な考え方や行動要件（コンピテンシー）との
関連性をどのように伝えているか。そのポイントは何か

部下育成と権限委譲

① 権限委譲の目的
② コンピテンシー開発と業務目標の関係
■
グループ共有・討議 ・ 権限委譲のポイントとコンピテンシー開発目標

10:00〜17：00

〈昼食時間

12：00〜13：00〉

測定可能な指標の設定

①
②
③
④

パフォーマンス目標の構成要素と測定指標
経営目標と部門の成果責任領域と主要KPIの関係
目標設定の考慮点（業務特性と評価軸・スキル・変数）
部下へ期待を業務目標設定に書き換える

■
個人演習／グループ共有・討議
・ 部下と合意を得たい目標を明文化し、その目標のフィードバックポイント
として重要な指標を設定する

ポイントの明確化

① 評価と評価エビデンス
② パフォーマンスを導くコーチングのポイント
③ ポテンシャルの強化とキャリアパス支援

−マネジャーとして責任を持つべきタレントマネジメント要素

■
グループ討議
・
「コーチングポイントチェックリスト」を参照して、部下へのパフォーマンス
マネジメントポイントを明確にする
・パフォーマンスマネジメント実践のための課題（組織的課題と個人の課題）

アクションプラン

自己課題の明確化とこれからのアクションプラン
※プログラム内容・スケジュールは変更することがあります。

パフォーマンスマネジメント入門セミナー
講師紹介（敬称略）

中原

孝子

ATD認定CPLP
株式会社インストラクショナルデザイン
代表取締役社長

国立岩手大学卒業後、米コーネル大学大学院にて教育の経済効果を学び、外資系製造販売
会社、金融機関、IT企業にて人材戦略部門のマネージャーを歴任する。2002年5月に株式
会 社インストラクショナルデザインを設 立し、人材育成 計画 全 般や効果的な研 修 設 計と
効果 測定 実 施のためのインストラクショナル・デザインの支援、パフォーマンスコンサル
ティング
（Human Performance Improvement、
翻訳書
「HPIの基本」
）
、
グローバルタレント
マネジメントの企画運営支援なども行っている。
ATD（米国人材開発機構）インターナショナルジャパン理事（副会長）も務める。
ATD認定CPLP(Certiﬁed Professional in Learning and Performance)

このような課題をお持ちの方におすすめ

参加者の声

・部下のモチベーションを高めるマネジメントのあり方、
進め方がよく分かった。（公共サービス・管理職）

●目標管理制度がうまく機能しておらず、メンバーが自律的に
成果を達成させることにつながっていない。

・気づきが多いセミナーで、実際の評価者の方におすすめしたい。
（重工業・業務サポート部門）

●目標管理での成果目標や期待成果が明確な言葉にできて
おらず、売上やシェアだけになりがちだ。

・自分がやってきたことが良かったかどうか、よりレベルアップするために
は、何が不足しているかがつかめた。（製造業・マネジャー）

●重要な目標達成の指標（KPI）や測定のための指標が設定
しにくく、できていないことが多い。

・具体的な目標事例やわかりやすい表現で、活用のイメージが湧きやす
かった。（製造業・人事部門）

●より有効的な１on１の実施ポイントを明確にしたい。
●目標を達 成させるための、各 部下・各メンバーへのコー
チング・ポイントがわからない。

お申込みについて

1

・目標設定のやり方を通して、部下のモチベーションUPをする方法が、
今後の業務で役立ちそう。（システム会社・マネジャー）
・会社の制度の見直しや社員への浸透の方法を学ぶために参加したが、マネ
ジメントの基礎を再確認でき役立った。（食品製造・人事総務）

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

2
スマートフォン
タブレットから

JMA パフォーマンスマネジメント または
セミナーID（半角数字） JMA 100522

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にてお問合せください。

参加料 （消費税抜） ※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

51,000円/1名
62,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。詳しくは関西事務所、または経営・人材革 新センターまで
お問合せください。

申込に関する問合せ先 参加証・請求書、キャンセル・変更 等

JMAマネジメントスクール

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00 ただし祝日を除く
メール：seminar@jma.or.jp FAX：03（3434）5505

ご注意
・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込ください。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止にさせていただく場
合がございます。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールあるいはFAXでご連絡ください。）

企画に関する問合せ先 プログラム内容、講師派遣、会員入会 等
参加開催地域ごとに下記小会事務所へお問い合せください。
本研修は、各社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、各社の希望に合わせてカスタマイズしますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問合せください。

TEL：06（4797）2050（代表）
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENTオフィスタワー 19階

大阪

関西事務所

東京

経営・人材革新センター

これから求められる経営モデルの提唱

TEL：03（3434）1955（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な変革
運 動、経 営 理 念を 体 現する人づく
り、ダイバーシティ経営、新しいチャ
レンジを進めるプロジェクトなど、
人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大に
することを通じ、新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための
長期プログラム、役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング
など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を
開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

