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仕事マネジメント

Part1
時間を効率的にコントロールできる人は、

仕事もできる人。
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Part1 タイムマネジメントは仕事マネジメント

みなさんは学生時代の長期の休みに学校から出された宿題を終わらせるために、どんなスケ

ジュールを立てましたか。期限は始業式前日。その日までに何をいつやるかを決めた人もいるで

しょう。それぞれの宿題をやるにはどれくらいの時間がかかるのかを事前に考えて予定を組むの

です。この時、みなさんは宿題を終わらせるために、休みという時間をどう効率的に使うのか、

を考えたことになります。つまり、それがタイムマネジメントです。タイムマネジメントを日本

語で訳せば、「時間管理」です。マネジメントという言葉は、他では「組織をマネジメントする」と

か「プロジェクトマネジメント」というように使われます。

しかし、マネジメントという言葉には単なる管理だけではなく、もっと深い意味があります。

それは、「成果を最大限に高められるような仕組み作り」だといえるでしょう。したがってタイム

マネジメントは、「成果を高めるための時間活用の仕組み」となります。

世の中にはタイムマネジメントの文献が数多くあります。それだけ人々が時間をどう活用して

成果をあげたらいいのか迷っているということでしょう。一昔前は、夜遅くまで会社に残ってい

ることが美徳のような風潮がありました。とくに急ぎの仕事がなくても、会社に遅くまでいると

仕事をしているような気になるし、周りもそう思うような意識があったのです。

あなたにとって「タイムマネジメント」とはどのようなものでしょ
うか？　簡潔に定義をしてみてください。

考えてみよう！

タイムマネジメントは
単なる「時間管理」ではない1-1

タイムマネジメントは、決めたことをしっかり時間どおりに進めることだけでは
ありません。仕事の質を高めるための時間管理なのです。限られた時間の中でいか
に付加価値の高い仕事をするか、そのための手段がタイムマネジメントです。
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近年ワークライフバランスの考え方も浸透してきており、仕事と生活のバランスをとり、QOL

（Quality of Life ＝生活の質）の向上を目指す生き方も注目されています。女性の社会進出が当た

り前の現代では、仕事と生活のバランスをうまくとりながら両立を図りたいと考えられるように

なりました。そのような時代の変化の中で、夜遅くまで会社に残っているような仕事の仕方より

も、いかに短い時間で仕事の効率をあげるかが重要になったのです。

タイムマネジメントは、時間どおりに仕事を進めることではなく、仕事の効率化と高度化を一

度に図るためのものなのです。そのための手段として、時間を有効に活用しようということです。

時間は目に見えないものです。時間の価値は、その時間をどのような価値を生み出すことに使っ

たのかでしか計ることができません。とくに仕事では、きちんとしたアウトプットを出すのに、

２日かかるよりも１日で達成できた方がいいに決まっています。逆にいえば、これまで２日か

かっていた仕事を、いかにすれば１日で達成し、かつ質をあげられるかを考えるのです。そのた

めの仕組みをタイムマネジメントと考えます。

リーダーであれば、自分の仕事のタイムマネジメントだけではなく、チーム全体の業務マネジ

メントを考える必要があります。チームではいくつもの業務が動いています。それらをスケ

ジュールどおりに進めさせ、さらに業務の質的向上を図ることが求められるのです。

質的向上のためのタイムマネジメントでは、仕事の全体像を把握し、効率的に遂行するための

段取りを決め、確実に遂行できているかの管理をします。そして、さらに高度化するためにはど

うするべきかを常に考え続け、そのサイクルが定着するようにすることが大切です。

❶ タイムマネジメントは単なる時間管理ではなく、仕事の質を高めるた
めに行う

❷ リーダーはチームの業務全体を見わたし、業務プロセスをマネジメン
トする

❸ チーム内にタイムマネジメントの仕組みを定着させることが大切である

PointPointPointPoint

■ タイムマネジメントで仕事の効率化と高度化を図る
高度化

（高付加価値）

効率化

スピード重視だが
質が低い

アウトプットの
質は高いが
プロセスの
ムダが多い

リーダーが目指す
タイムマネジメント
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Part1 タイムマネジメントは仕事マネジメント

日常生活を振り返ってみてください。やろうと思っていても手がつけられていないこと、なん

となくいつも後回しにしてしまうことはどれくらいあるでしょうか？

クローゼットの衣類の整理、資料や本や雑誌の整理、語学の勉強、ダイエット、昔の友人との

食事などなど、いつでもできるからと後回しにして、やろうやろうと思っているうちに１年たっ

てしまった、なんていうことがいくつかあるとしたら、あなたはすでにタイムマネジメントがう

まく進められないタイプだといえます。つまり、やるべきことが時間軸で整理できておらず、また

優先順位もつけられていないので、いつまでもTo Doリストに残ったままになっているのです。

私たちのオフィスでは、タイムマネジメントができている人は、メールの返事が早い傾向があ

ります。つまりメールの返事を書くような小さなやるべきことも、たまると大変な「作業」になっ

てしまうので、手元にためないという習慣があるのです。タイムマネジメントをうまく進められ、

高い成果をあげているような人は、やらなければならないことをできるだけ早く手元から放す、

つまりできるだけ早く「やらなければならないことリスト」から削除してしまうのです。逆にタイ

ムマネジメントができない人は、ちょっとしたことが億
おっくう

劫で、小さなことでも後回しにするため

に、さあやろうと思った時には作業量が増えてしまって手がつけられなくなってしまうことが多

いのです。

やるべき仕事は変えられないけれど、やり方はいくらでも選ぶことができます。楽をしたい人

は、どんなやり方をすればもっと楽になるかを考えて工夫しているのです。

人間に与えられた時間はみんな平等です。できれば短時間で多くの成果をあげた
いと考えるのもみんな同じでしょう。そのためにはタイムマネジメントが重要だ
ということもよくわかっています。それなのに、なぜタイムマネジメントがうま
くいかないのでしょうか？
ここでは、タイムマネジメントがうまく進められない原因を考えてみましょう。

どうしてタイムマネジメントが
できないのか？1-2
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考えてみよう！

❶ 緊急度が低い、あるいは細かい仕事ほどタイムマネジメントをしっか
り行う

❷ 日常生活からやるべきことを後回しにする習慣をなくしていく
❸ やらなければならない仕事を早めに終えて、To Doリストからなくす

PointPointPointPoint

小さな仕事ほど後回しにすれば後から雪だるま式に増えてきて、あっという間にたまってしま

うことがよくあります。タイムマネジメントが苦手な人は、ちょっとした仕事を後回しにする習

慣を断ち切ることです。

今現在、業務上で、重要ではあるが、緊急性が低い業務には何が
あるか書き出してみましょう。

印刷会社Ａ社のＺ氏は営業担当として、複数のお客様を担当しています。Ａ社は、どちらかと
言えば御用聞き営業が中心で、積極的に仕掛けるというよりは、受け身の営業スタイルです。お
客様からは大口の契約から、ちょっとしたチラシやパンフレットの印刷まで多岐にわたって仕事
を受けています。
ある時、昔から付き合いのある中小企業からお客様を紹介されました。その会社Ｂ社は「会社
案内を刷新するので、デザインから印刷までを一貫して発注したい」と言っています。会社案内
を新しくするにあたっては、コンテンツ（内容）のレイアウトや見せ方など細かく決めなければ
ならない項目がたくさんあります。Ｚ氏はその時、別のクライアントから大型の発注を受けてお
り、B社の案件について把握はしていたものの、何をいつやるか先方とすり合わせるのが後回し
になってしまっていました。
期限がギリギリになったある日、B社の担当者と打ち合わせた際、先方が「会社案内に取り込

む写真は新たに撮影したい」と考えていることを知りました。しかし、これではどう考えても期
限に間に合いません。今回はとりあえず、手持ちの写真から選択してもらったものの、B社から
クレームを受けただけでなく、紹介してくれた企業の信頼も落とすことになってしまったので
した。Z氏は手間がかかるわりには売上にならないＢ社の仕事について、タイムマネジメントを
怠ってしまったのでした。

事例
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Part1 タイムマネジメントは仕事マネジメント

時間に追われてバタバタしている人は、いつもバタバタしています。それが生活のリズムに

なってしまっているのです。プライベートでも仕事でもいつも忙しそうにしています。忙しそう

にしている間、何かを成果として生み出しているのかと思いきや、結局ムダな時間にとらわれて

しまっていることが多いのです。このような人は、自分自身が時間にコントロールされてしまっ

ている人です。一方、自分が主体的に時間をコントロールしている人もいます。常に余裕があり、

仕事でも余暇でも多くのパフォーマンスをあげています。時間に追われている人は、常に時間を

気にしています。気にするというのは積極的にマネジメントしているということではなく、「残り

時間」を気にしているのです。何をやるにも時間が不足しているので、何とか仕事を仕上げるこ

とに優先順位がかたよってしまい、仕事の質は二の次になってしまうのです。

タイムマネジメントは、とにかく時間内で仕事を片付けてしまうための考え方ではありません。

仕事全体を時間軸でマネジメントすることにより、仕事全体の質を高めるためにあるのです。

■ タイムマネジメントできている
　 営業担当者Ａ君

■ タイムマネジメントできていない
　 営業担当者B君

常日ごろから時間に追われ、バタバタと仕事をしている人がいる半面、多くの業
務を抱えているのにちっともバタバタしていない人がいます。これは時間に追わ
れているか、コントロールしているかの差です。時間に追われているといい仕事
ができません。時間に追われている状態の時、気になっているのは「時間」であり、
「成果」や「質」ではないからです。時間に追われることと、コントロールすること、
どこが違うのか考えてみましょう。

時間に追われている人と、
時間をコントロールしている人1-3

対面営業

提案
企画
校正

移動
時間

電話

社内
会議

そ
の
他

業務

対面営業

提案
企画
校正

移動
時間

電話

社内
会議

そ
の
他 業務

ボイスメールやe
メールを活用し効
率的コミュニケー
ションを図る

効率的な訪問ができるように早めにアポをとり、
こちらで時間をコントロール

お客様の言いなりで
はなく自分で意識して
コントロールしよう

きちんと目的を
明確にして会議をして
必ずテーマのたたき台を
発案者が用意すること

社内の業務処理
はマメに済ます
ことで効率的に

1件の訪問時間は、
訪問の目的ととも
に営業ステージご
とに目安を作って
おく

同じことの繰り返し
が多い。ファイリン
グやパソコンを利用
して効率的に素早く
済むように。先手先
手でお客様に振り回
されないことここを

増やすこと！
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❶ 落ち着いて全体像を見て考えることで、ムダな作業から抜け出せる
❷ 時間に追われている仕事では質を高めることができない
❸ リーダーが時間に追われていると、メンバーまで波及してしまう

PointPointPointPoint

Ｉ君がプロジェクトの第１回ミーティングを迎えるにあたり、慌
てることとなってしまった主な原因は何でしょうか？

考えてみよう！

Ｉ君は、プロジェクトの目的やゴールイメージ、進め方について、まず課長と情報共有をすべ

きでした。その情報さえあれば本プロジェクトの大枠を理解することができ、本質をずらすこと

のない議論ができたはずです。もし、Ｉ君が詳細に作ったスケジュール案で１回目のミーティン

グを開催してしまい、チームメンバーが作業に入ってしまったら、メンバーにまでムダなことを

させることになってしまいます。動く前にまず落ち着いて全体像を把握することで、今、何をす

べきなのかが見えてきて時間のムダをなくすことができるのです。

カード会社で働くＩ君は、入社５年目。初めてプロジェクトチームのリーダーになりました。
プロジェクトの目的は、カードユーザーの顧客満足度調査を実施し、改善点を社内にフィード
バックするというものです。Ｉ君は初めてのリーダー役となり、張りきっていました。Ｉ君は、最
初のチームミーティングに向けてこれからのスケジュール案を１日がかりで、詳細な部分までき
ちんと作成しました。そこには細かい作業レベルと担当者まで書かれています。そのスケジュー
ル案の作成が大変だったために、他の仕事は一時中断していました。　
しかし、実はまだ課長からこのプロジェクトの与件は聞かされていませんでした。それなのに
スケジュール案を作成してしまったのです。後日課長からはプロジェクトの前提が全く違うも
のだということを聞かされました。先走って作成したスケジュール案は、ムダになってしまいま
した。そのため、初回のプロジェクトミーティングが迫っているのに、まだスケジュール案がで
きておらず、かつスケジュール案作成のために他の仕事が手つかずで、その仕事の期限も迫っ
ていて、Ｉ君は慌てることとなりました。

事例
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