残業を減らしチーム生産性を高めるための

大阪
開催

働き方改革時代の
チームタスク管理セミナー
2020年 8月 7日（金）
2020年10月 6日（火）

■ 開催日時

大 阪
■

■会

場

日本能率協会 関西事務所 研修室（大阪市・北区・梅田）

■対

象

■講

師

各回とも
10：00〜17：00

・業務改善推進担当の方、OJT指導・インストラクターの方
・残業の削減、生産性向上の改善案が出せなくて困っている方、
新しい着眼点を取り入れたい方

松井

順一

コンサルソーシング株式会社 代表取締役

● 本セミナーのねらい
勤務形態の多様化が進展し、業務をより効率的に行っていくマネジメントが必要とされています。
一人ひとりの負担を軽減し、チーム力を高め、残業させず、チーム生産性を高めるためのしかけとして「チーム
タスク管理」が注目されています。
個人依存の管理から脱却し、チームとして、業務のタスクを共有し、適切なスケジューリングと進捗管理、学習
サイクルを働かせた管理力の向上をはかる仕組みづくりが必要です。
本セミナーでは、オフィス業務のムリ・ムラ・ムダをなくし、残業を減らすためのかんばん方式を取り入れた
チームタスク管理術を習得していただけます。原理原則（見える化、一個流し、一列待ち、平準化、PULL方式、
変化点管理など）を取り入れたタスク管理によって、どのように平準化と変更対応性のアップ、異常の見える化と
未然防止ができるのか、実作業を想 定した実 践 演習・ツールづくりと改善を通じて、体 験的、実 践的に学び、
実務の課題解決に応える力を養います。

プログラム
はじめに

・人手不足の状況
・働き方改革関連法案：残業時間の上限
・パレート法則とロングテール
・働き方を取り巻く環境と問題点
・小粒な仕事が手間を増やす→価値を生まない仕事の増加
・技能伝承・教育が進まない→人が育たない・組織力の低下
・仕事の個人管理化→我流・マイペース・一匹狼の蔓延
■
演 習 標準化の目的を考える：標準化がこれからのチーム力を変える

残業が多い理由・チーム生産性が
高まらない理由を考えてみよう
・残業が多いのは仕事が多いからとは限らない
・仕事の時間的偏り（タイミング）が犯人
・異常やトラブルが残業を増やす？
・特急が特急をつくる負の連鎖
・チームには忙しい人とヒマな人がいる
・残業が少ない職場はチームの能力が高い

■
演 習 自分の仕事で時間がかかり残業となる理由を考える：
仕事量以外のやり方の課題を洗い出す

タスク管理で本当に残業が減り生産性が高まるのか
・タスク管理とは
・タスク管理の目指すもの
・仕事が見えていないと…？
・仕事が見えてくると何が起こる？
・見えない異常工数
・異常工数を見えるようにするために
・異常が見えると仕組みによる自律管理ができる

チーム力を高め残業を減らすためのタスク管理の課題
・90％シンドローム
・非正味作業の割合が多い→ムダ（価値がない）が多い
・生産性が見えない→的を射た改善ができない
・低い標準化率→低いチーム力

タスク管理について理解を深めよう

・タスクカード（作業カード）で仕事そのものを見える化
・タスクの切り方（タスクの振り出し方）
・チームタスク管理の基本は見える化と共有
・偏りの見える化→仕事の標準化 ・進捗の見える化
・仕事の生産性の見える化―改善の的確性を高める

10：00〜17：00
＜昼食時間 12：30〜13：30＞
10：00〜17：00（昼食時間 12：30〜13：15）
・タスク管理は課題に取り組んではじめて意味がある
■
演 習 自分の仕事のタスクカードの作成とタスク管理の体感：
タスク管理の効能を知る

やるべきこととリスクを洗い出すための
タスクのプランニングと手法
・WBS：作業展開計画とは
・実際のWBS：作業展開計画は
・アウトプット＋課題・リスクから作業展開
・リーンスタイルでやり戻しを減らそう
・リーンスタイル作業を先行させてリスクを早く見つけ解決

■
演 習 WBSでアップストリーム型のタスクプランニングを体感：
経験依存からの脱却を学ぶ

平準化と柔軟性を高めるタスクの
スケジューリングと進捗管理の手法とツール
・ガントチャートでのスケジューリング
・PERT（アローダイアグラム）でのスケジューリング
・ToDo型タスク管理ツールでスケジューリングと進捗管理
・ToDo型タスク管理ボードの事例
・カレンダー型タスク管理ツールでスケジューリングと進捗管理
・カレンダー型タスク管理ボードの事例
・プロセス型タスク管理ボードの事例
■
演 習 進捗管理力を高めるタスク管理ツールの研究

学習サイクルを回して進化するための
タスク処理の学習と標準化の手法とツール
・タスクのステータス管理
・PDCAを回すためのタスク管理ボートの事例
・プロセスマップによる動的手順との連動
・チームの残業枠の見える化―残業削減

■
演 習 チーム生産性を高めるタスク管理ツールの研究

ITツールを使ったチームタスク管理の進め方
・チームタスク管理ツールGoogleKeep
・チームタスク管理ツールTrello

※プログラム変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

働き方改革時代のチームタスク管理セミナー
講
紹

師
介

（敬称略）

松井

順一 （マツイ

参加者の声

ジュンイチ）

コンサルソーシング株式会社
代表取締役

中小企業診断士、システムアナリスト、情報システム監査技術者。
アイシン精機株式会社にてABS等の新製品開発に従事。
微小洩れ測定法開発にて科学技術長官賞を受賞。
その後、社団法人中部産業連盟、トーマツコンサルティング株式会社、現職にて工場改善・
管理間接・開発業務改善、5S、目で見る管理、経営戦略のコンサルティングを行う。
現地現物での実践重視の人づくりに定評がある。
【著

書】
「仕事の見える化99のしかけ」
（日本能率協会マネジメントセンター）
「仕事のミスをなくす99のしかけ」
（日本能率協会マネジメントセンター）
「職場のかんばん方式トヨタ流改善術ストア管理」
（日経BP社）他

関連セミナーのご案内

詳しくは、セミナーID（半角数字）

ID：JMA 100565
生産管理力レベルアップ実践シリーズ

生産管理の実務
ベーシックセミナー

お申込みについて

1

JMA （6ケタのID）

ID：JMA 150887
強いものづくり、人づくりを実現する

で検索

ID：JMA 100208
生産性の高い職場を実現する

リーダーシップ能力育成セミナー

業務改善スキル強化セミナー

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
セミナーID（半角数字）

・問題を洗い出すためにタスク管理を行うという考えが
参考になりました。
・実施した時にどのような効果が出るかが、とても
参考になりました。
・目的から作業をおこすというアップストリームの
考え方が理解でき良かったです。
・改善をするには徹底的な現状把握が大事だと感じ
ました。
・実際にカード等を使ってのイメージ作りが良く、
理解
することができました。

JMA 150774

2
スマートフォン
タブレットから

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

45,000円/1名
50,000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でお問合せください。

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。）

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。

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

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
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。

一般社団法人日本能率協会 関西事務所
〒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
TEL：06（4797）2050（代表）／メール：jma-kansai@jma.or.jp

これから求められる経営モデルの提唱

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

