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プロセス・マネジメントとは、目指すべき結果に到達するまでプロセスを標準化、可視化して、その
プロセスの進め方、進み度合いを管理することで、結果を最大化させることだ。
概念的には理解している方も多いと思うが、「訪問件数」や「見積提示件数」を管理する事だと勘違
いしていることも多い。
今回は、本質的なプロセス・マネジメント手法についてお伝えしよう。

イラスト/室木おすし

【営業リーダー・管理職必見】
プロセス・マネジメントのポイントとは？
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「“見積提示”まで進めば受注確率は 50%なのです」
「だから、“見積提示件数”をプロセス指標として設定して、評価項目にも入れてマネジメントしてい
ます」
というリーダーがいる。
一見、プロセス・マネジメントを行っているように見えるが、営業現場では、次のようなやりとりに
なっている場合が多い。

　　営業メンバー「なんとか、見積もりだけでもさせてください！」

　　お客様「まあ、別にお見積もりを出していただくのは、構いませんけど…」

　そして、会社にもどると、

　　営業メンバー「今日、“見積提示”1件、いただきました！」

　と、上司に次のように報告している。

“営業のアクションではなく、お客様のリアクションを
 マネジメントせよ！
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これでは、本当に商談プロセスが進んでいることにはなっていないのだ。

営業の都合による見積書発行というアクションをカウントしても意味がなく、この場合は、“見積依
頼を受けた”というお客様の反応（リアクション）をプロセス指標として設定するのが妥当である。
つまり、お客様から「社内決裁の手続きに入りたいので、正式な見積書を出して欲しい」と依頼され
る状態にプロセスが進化している証を指標化すべきなのだ。

 目標に大きく影響を与えるプロセス指標を絞り込め！

アポイント獲得件数、重要項目のヒアリング件数、提案依頼・見積依頼件数などプロセス指標となる
項目はいくつもある。ただ、これらの指標をたくさん掲げて数値化しても意味がない。メンバーに最
も意識させるプロセス指標を絞り込み、「まずはこれを頑張れ！」と言うことが肝心だ。

そのためには、優劣の差が出ている指標を見つけることだ。
例えば、アポイント獲得件数は一緒なのに、受注件数は大きく違う。そのプロセス指標をよく見ると、
「重要項目のヒアリング件数」が大きく下回っている、というような指標を探すのだ。おそらく、リ
ーダーなら感覚的には、メンバーの弱点を分かっているはずだ。
そこを客観的なデータで示すことで、メンバーに対して説得力がでてくる。

そうすれば、メンバーもその必要性を理解するので、重要項目のヒアリングスキルの強化、そのため
の準備などに真摯に取り組むようになるはずだ。
「結果を出せ！」とメンバーに声高に言うことは、実は、誰でもできる。一足飛びに結果だけを求め
るのでは意味がない。プロセスの改善ポイントを示した上で、改善を促し、目標達成に導くことが、
リーダーがやるべきプロセス・マネジメントなのだ。

このように営業チームで、プロセス・マネジメントの認識がそろってくると、受注確度にズレがなく
なり、売上予測の精度が大幅にアップする。



継続的に営業目標を達成している優秀な営業メンバーは、常に自分の営業目標を意識して、その達成
に向けた営業計画を緻密に考える思考習慣が身についている。
今回は、そのような思考習慣を営業チーム全体に定着させるためのシクミをつくるための「数字管理
シート」「案件管理シート」とそれを活用したメンバーの行動管理についてお伝えしよう。

営業目標達成に必要な、2つの管理シートと
アクションプランの立て方

イラスト/室木おすし
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図「数字管理シート」を見てほしい。私が以前勤務していたリクルート社では、通称「ヨミ表」と言
われていた。

この数字管理シートは、あるホテルの宴会営業部門の例だ。宴会営業とは、ホテルが持つ宴会場を使
ってもらうために、イベントや催事を行うお客様を獲得する営業をイメージして欲しい。
数字管理シートには、Aヨミ、Bヨミ、Cヨミという欄があるが、これは受注確率をランク分けして
いるものだ。
上段の集計数字の（6）部分「残数字」という欄を見てみると、目標数字から、売上が確定している
受注済とAヨミの数字を差し引いた数字が表示されるようになっている。
現在が 5月だとすれば、5月の目標達成はほぼ確実だ。だが、6月は 20万円、7月は 100 万円が不
足している「残数字」だ。

数字管理シートで重要なのは、「不足している数字」を
意識させる構造になっているか
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数字管理シート

こうすることで、

       ● 営業数字が現状としてどれくらい見込めそうか？

       ● 目標数字に対して、どれくらい不足しているか？

       ● 営業中の、どの案件を獲得すれば、達成できそうか？

限られた営業日数の中で、効率的に「残数字」を埋めるためには、受注確率と売上規模を勘案し、営
業案件の「詰め」と「仕込み」のアクションプランを考える必要がある。
アクションプランを考えるには以下のような「案件管理シート」が有効だ。

案件管理シートから「詰め」と「仕込み」のアクションプラン
を考える

案件管理シート

という“ヨミを立てる”事ができる。すなわち、営業目標達成に向けたシミュレーションができる
構造になっているのだ。

不足している金額を意識せずに、目標達成することはできない。私がお手伝いしているお客様の営業
メンバーに、「今月の残数字はいくら？」を聞くと、すぐに返答が返ってこないメンバーが意外と多
い。営業メンバーには、この「残数字」を常に意識づけることが重要だ。
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このシートをみていると、例えば 6月の 20万円の不足分は、BヨミのH社研修会 25万円か、市役
所宴会 20万円の商談を「詰める」ことで、どちらかが受注できれば達成だ。
一方、7月の 100 万円の不足分を埋めるには、Cヨミの J社行事 100 万円だけが頼みの綱で、心も
とない。早めに新規案件の「仕込み」が必要だ、といった具合で次のアクションを考えることができ
る。

売上目標達成のために、営業メンバーに徹底させたい 3つの習慣

以上のように、「数字管理シート」「案件管理シート」には、営業メンバーが自分で記入しながら「残
数字」を把握し、「詰め」と「仕込み」のアクションを考える習慣を促す狙いがあるのだ。
このような自らのアクションプランを各営業メンバーが自主的、自律的に練っていけるチームの業績
は安定している。 
リーダであるあなたにはこれらを活用してメンバーの行動を管理し、アクションプランの検討と実践
を促す役割がある。そのためには、以下の 3つを営業メンバーに求め、徹底することが重要だ。

1 . 商談が進捗した時点で更新することを習慣化させる
→自分が追いかけるべき金額（残数字）ボリュームをタイムリーに認識できると共に、この時期に
   これくらいの案件があれば達成できそうだという感覚が分かるようになってくるのだ。

2 . 数字の記入だけではなく、「次の一手」を記入させる
→「次の一手」を記入することで、残りの金額を埋めるために必要となる作業ボリュームが分かって
   くる。そうすることで、限られた日数の中で、どのようなパワー配分をすればよいかイメージで
   きるようになってくるのだ。

3 . 当月の数字だけではなく、数カ月～半年後の仕込み案件を

→先々の数字を頭に入れ、新たな案件の仕込みを早めに行うようになり、安定した業績を維持する
   ことができるようになるのだ。

記入すること



営業活動の状況を把握して、誤っている部分があれば是正を促していくこと。これが行動管理だ。
ただ、やり方を間違うとマイクロマネジメント（業務のやり方の細かい部分まで干渉し指示すること）
に偏り、部下のやる気を低下させることにもなる。
今回は、適切な行動管理の手法について解説する。

営業メンバーの行動管理・プロセスマネジメント
の効果的な方法とは？

 メンバーと行動管理をする観点をすり合わせよ

メンバーの行動管理をする最終ゴールは、上司からいちいち言われなくても、メンバー自身が自分で
行動管理ができるようになることだ。そのためには、「上司としてはこのポイントを重視し着目して
いるよ」という観点を、あらかじめメンバーと共有しておくことが重要だ。

行動管理の観点には、1）行動量の観点と、2）行動の質の観点がある。

イラスト/室木おすし

3

07
Copyright (c) Sapuri Co.,Ltd. All rights reserved.

1 ) 行動量の観点
行動量の観点とは、以下の 2つを意味している。

       ● 営業目標の達成に向けて、必要十分な商談案件数を保有しているのか？

       ● 不足する場合は、案件を仕込み補充するための営業活動量が足りているか？



2 ) 行動の質の観点
行動の質としては、戦略、戦術、商談の 3つのレベルで管理していくべきだ。

       ● 戦略レベル：営業対象（ターゲット）とおすすめする商品が間違っていないか？

       ● 戦術レベル：受注に向けての営業プロセスが間違っていないか？

       ● 商談レベル：お客様との商談のやりとりの仕方は正しいか？

上記の 2つの観点（行動量と行動の質）を、メンバーの状況、力量に合わせてすり合わせておくと、
上司部下の報連相はスムーズになり、上司から言われなくても自分で意識して実行できるようにな
っていくことも多い。
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 メンバーの行動管理を効果的に行う方法

まず、「行動量」の管理手法についてお伝えしたい。
ポイントは、営業目標に対する現状の見通しと不足分を数値化させ、それを埋めるためのアクション
プランをメンバーに考えさせることにある。更に、このPDCAサイクルを頻度高く回すことを促す
ことだ。 より具体的な手法については、以前のコラム 営業目標達成を促す 2つの管理シートとアクシ
ョンプランを立てる方法を参照して欲しい。

次に、行動の質についての管理手法について触れたい。
一番重視しなければならないのは、「戦略レベル」の行動管理だ。
なぜなら、営業すべきターゲットとおすすめする商品が間違っていると、行動量が十分でも、優れた
コミュニケーションスキルを持っていても、売れないからだ。
特に、新規顧客開拓が中心の営業や、担当顧客を数多く持っている営業の場合は、訪問先の妥当性に
ついて、メンバーと十分なすり合わせが必要だ。
より具体的な手法については、以前のコラム 営業チームで「顧客ポートフォリオ表」を共有している
か？を参照して欲しい。

一方、担当顧客数が少なく、受注契約までのリードタイムが長い場合には、「戦術レベル」の行動管理
が重要となる。限られた商談の受注確率を最大限に高めなくてはならないからだ。
その場合のポイントは、営業プロセスを見える化し、着実に営業が進んでいるかどうかをメンバーと
進捗確認できるシクミを作っておくことだ。
こちらのシクミ例については、以前のコラム営業ノウハウを身につけ「勝ちパターン」を意識づけ、
実践を促すシクミをつくるを見て欲しい。

そして、まだまだ営業スキルが未熟なメンバーには、「商談レベル」の行動管理が必要だ。
この手法については、ちょうど前回のコラム部下の成長を支える「育成PDCAサイクル」を回す方
法でご紹介した、「フィードフォワード」「フィードバック」が有効だ。

繰り返しになるが、行動管理の目的は、メンバーが自律的に行動管理できるようになることだ。その
ためには、一挙手一投足を指示するのではなく、営業成果につながる観点を具体的に示し、考えさせ
ることが重要なのだ。



チーム内で情報共有を行う上で会議は欠かせないものだが、会議の進め方に悩んでいるチームリーダ
ーは多いのではないだろうか。今回は、営業チーム会議を効果的に進行するコツついてお伝えしよう。

チームを動かす優秀な営業リーダーが
実践する 3つのコミュニケーション

 効果的・効率的な営業会議って？

結論から言ってしまうと、効果的な会議は、

       ● 活性化していて、

       ● 創造的で、

       ● 生産性

の高い会議だ。

一方で、効果的でない会議では以下のようなことが起こりがちだ。

       ● 参加者が事前に記入する資料の記入期限や記入ルールに従わない

       ● 会議の場で、記入した内容を発表するだけで終わってしまう

       ● 上司（ファシリテーター）とメンバー（発表者）の 1対 1のやりとりが順番に続き、時間

では、このような会議を効果的な営業チーム会議にするためには、どうすればよいだろうか。

イラスト/室木おすし
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切れになってしまう



リーダーシップとマネジメントの違い記入資料や会議の意義や目的を説明しよう！

営業会議では、商況の報告のために前回の記事で紹介した「商談管理表（以下図を参照）」のような
資料に事前に記入することが多いと思うが、それがおろそかになっているケースが多い。
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 効果的・効率的な会議を進めるための 3つのポイント

営業会議を効果的かつ効率的なものにするためには、会議に出ると

       ● この方が、早く済む！

       ● ひとりで悩むよりも、問題が解決できる、もしくは、そのヒントがもらえる！

       ● みんなから認められて、やる気がでる！

というメリットを、営業メンバーが感じるように工夫すればいい。そのための 3つのポイント
を以下に解説する。

このようになる時は、そもそもの会議の目的や意図、そしてそのための資料の意義がメンバーに伝わ
らず、記入すること自体が目的化し、やらされ感になっている証拠だ。

そんな時は、その資料や会議自体の主旨を改めてメンバーに説明し、意味づけることが重要だ。



こうした共通フォーマットである「商談管理表」を使う目的は、2つある。まず、同じフォーマット
に記入することで視点がそろい、共通言語が生まれ、例えば「ステップ 3」と言えば何を指している
か、みんながすぐ理解できるようになる。つまり、コミュニケーションが効率化されるのだ。 また、
「商談管理表」に記入させることで、売れている人のノウハウを見える化した「勝ちパターン」の実
践を促すことに繋がる。

なんのために資料の記入が必要か、またそれが会議でどのように活用されるかが理解できていれば、
記入をおろそかにすることはなくなるだろう。
会議の議題や内容を事前に伝えておくことも効果的だ。

リーダーシップとマネジメントの違い営業メンバーに問いかけ、発言を促すべし！

会議が、上司とメンバー 1対 1のやりとりになってしまうと、時間と場所と記入フォーマットをそ
ろえて集まっている意味がない。個別に上司をつかまえて口頭で相談する方が手っ取り早いからだ。 
このような状況が続くと、会議は形骸化してしまう。

そこで、営業チームリーダーのみなさんには、会議を進行する際に、すぐにコメントをすることを
グッとこらえて、他のメンバーに振ってみることをお勧めしたい。

先程挙げた「商談管理表」を見ながら会議を進めてみよう。
例えば、何人かの営業メンバーが、ステップ 3「症例データの入手」に向けての活動内容が分から
ず、空欄になっていたとしよう。 経験豊富な営業リーダーなら、すぐにアドバイスコメントが思い浮
かぶはずだ。 ただ、ここで他のメンバーに発言を促してみてほしい。

この商談管理表の状態であれば、ステップ 3の活動内容を記入しているメンバーを指名すればいい。
1人だけではなく、できるだけ参加者全員に問いかけ発言を促していくことがポイントだ。

リーダーシップとマネジメントの違いヒントや評価がもらえる場にしよう！

会議の目的が状況報告になってしまっているという状況も多いだろう。

そんな時、2つ目のポイントで示した通り、発言を促すことを徹底すれば、多くの発言が飛び交い
会議は活性化する。そして、その中から参考になるヒントや知恵が生まれ、創造的な場になる。ヒ
ントを与えた人は、凄いね！いいね！と承認され、モチベーションが上がる。次は、自分もヒント
を与えたい！と、他のメンバーもたくさん発言するようになる。逆に、分からないことがあれば、
この会議で聞けば、早い！と思うようになる。

このサイクルをうまく回すことで、会議への参加モチベーションも高まっていくのだ。

営業リーダーは、

       ● メンバーに問いかけて、考えさせる。

       ● 他のメンバーの案件も、自分事として考えさせる。

       ● 会議は、ヒント・アイデアをもらい・与える場にする。

これが、ポイントだ。
会議をこのような活性化した場にすることで、チーム内での「勝ちパターン」も自ずと意識づけら
れていくだろう。
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リーダー：「A君、確か今月、〇〇商事様、＃＃＃万円の受注が決まるんだよね？」
メンバー：「それが…確認したら、まだ検討中だと言われまして…」

営業チーム内の受注確度を揃えるには？
顧客が発する「本気のサイン」

イラスト/室木おすし
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このように、営業メンバーと受注確度の認識がそろっていないと、チームをまとめるリーダーは、チ
ームの売上を正確に予測できない。 今回は、チームメンバーと受注確度の認識をそろえていくための
ポイントお伝えしよう。

 まずは、「商談化」の認識をそろえよ！

メンバー：「今日、訪問したお客様ですが、いい商談になりそうです！」
リーダー：「おお、良かったじゃないか！」「予算的には大丈夫そう？　スケジュール的にはいつ頃
　　　　　を想定しているの？」
メンバー：「いや、そこまでは具体的ではなくて…」

これは、営業メンバーと「商談化」の認識がそろっていない証拠だ。

お客様が「いいですね～」と言えば、「商談化した！」と思ってしまうメンバーもいるはずだ。「商談
化した」とは、やりとりしているお客様が、主体者として本気で起案しようという気持ちになった状
態だ。

つまり、

1）やりとりしている人が、起案してくれる主体者である



2）その人が本気で起案しようとしている

この 2つポイントをメンバーに徹底し、お客様とのやりとりで確認させることが第一歩だ。

1）は分り易いはすだ。例えば、「今回の案件は、〇〇様が起案資料を作られて稟議に掛けるのですか
？」と確認すればいい。難しいのは、2）の本気度の確認だ。この確認が曖昧なままだと、受注確度
が読めないのだ。

 お客様が出した「本気のサイン」をメンバーに確認せよ！

自分が起案者の立場に立って考えてみると分かるが、商品やサービスを自社に導入する起案を本気で
しようと思えば、必ず疑問や不安が浮かぶはずだ。
例えば、

       ● 生産性「どれくらいの費用がかかるの？」

       ● 生産性「決裁する上司は、どう言うかなぁ？」

       ● 生産性「導入の際に、こんなことが問題にならないかなぁ？」

       ● 生産性「時間的に間に合うのかなぁ？」　

など
まさに、このような言葉がお客様から出てきたら、本気で考えているサインだ。

リーダーは商談から帰ってきたメンバーに、どのような「本気のサイン」が出ていたかを確認するこ
とを徹底して欲しいのだ。「本気のサイン」が確認できていないメンバーには、もう一度確認させる
べきだ。
それでも具体的な言葉が聞けなければ、会っている人が主体者でないか、本気で起案しようとしてい
ないかのどちらかだ。この認識をメンバーと合わせていくことが重要だ。

一方、「本気のサイン」がちゃんと聞けている場合は、商談化していると言える。次は、お客様から
出てきた疑問や不安を解消するための提案プロセスに進めばいい。そして、お客様が抱く疑問や不安
が 1つひとつ解消していることをメンバーに問いかけ、確認していけば、受注確度が高まり、お互い
の認識がそろっていくはずだ。
最初は大変かもしれないが、そこを丁寧にメンバーとすり合わせることが受注確度の認識を合わせる
近道となる。

このように受注確度をメンバー自身が認識できるようになると、営業目標の達成には、どれくらいの
受注確度の商談をどれくらい仕込んでおけばよいか、と言った営業計画をメンバー自身で立てられる
ようになる。
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営業リーダーが部下育成の責任を負っていることは確かだが、プレイヤーとして業績責任を負いなが
ら、部下育成を両立していくことには時として限界がある。新年度に入り、多くの新入社員や異動者
が配属されるとなると大変な負荷になる。
今回は、チームメンバーの力を借りながら、部下育成を行っていく手法についてお伝えしたい。

イラスト/室木おすし

営業リーダーが楽になる！メンバー同士の
チームワーク促進で自律自走

６

 メンバーの得手不得手を把握して、ミニチームを作れ！

教育担当制やメンター制度などを導入している会社は多いと思う。このように部下育成の一部分を他
のメンバーに担ってもらう手法は、リーダーの負荷軽減と教育担当自身の新たな能力開発にもつなが
る良いやり方だ。

一方、この手法は先輩後輩などのペア組みになることが多いため、教育担当者の負担が大きくなり本
来の業務に影響がでる、二人の相性が合わない、先輩の偏った考え方や癖に後輩が傾倒してしまうと
いったデメリットもある。そこで私が推奨したい手法は、3名以上のミニチームで育成対象者をサポ
ートするやり方だ。こうすることで、前述のデメリットを軽減することができるのだ。

このミニチーム作りの第 1のポイントは、得意分野の異なるメンバーをうまく混ぜることだ。例えば
企画書作りが上手な人と営業トークがうまい人、と言った具合だ。

第 2のポイントは、苦手分野を他メンバーの得意分野で補完できそうな組み合わせにすることだ。ベ
テランだが新規のお客様への足が重くなりがちな先輩社員に、知識やスキルは未熟だが、行動力は抜
群の若手メンバーを混ぜるような場合が考えられる。ベテランは若手の取った新規アポに行かざるを
得なくなり、若手はベテランから知識やスキルを学ぶといった相乗効果がでるのだ。
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 お互いの商談に関心を持つようチームメンバーに働きかけよ！

ここまで来たらミニチームの枠を取り払い、チーム全体で訊き合い、教え合う風土が高まるように働
きかければよい。
そのためには、チームメンバー同士がそれぞれの得手不得手、強み弱みを自他共に理解し合っている
状態が理想的だ。ただ、そう簡単に相互理解が進むものではない。
そこで、私がおすすめしたい相互理解を促す方法は、メンバー同士がお互いの商談内容に興味関心を
持つように促すことだ。

もう少し具体的に説明すると以下の 2点がポイントだ。

1つ目は、商談が前進したり、成約したトピックスが共有されたら、積極的にその担当者にどんな営
業をしたのか訊きに行くように促すのだ。訊かれる方は嬉しいし、得意になって教えてくれる。その
結果、その人の特徴や得意分野がわかってくるのだ。

2つ目は、困っている商談があれば、「この人だ！」と思う人に積極的に相談に行くように促すのだ。
相談された方は、相手の商談内容を詳しく知ろうとするし、相手の特徴、力量を同時に知ることがで
きる。もちろん、頼りにされることは嬉しいから、応えようとしてくれる。

上記の 2点を促すことで、更に訊き合い、教え合うチームワークが高まってくるのだ。
こうなると、リーダーがマンツーマンで教える時間がかなり減ってくるはずだ。
更に、リーダーでも思いつかない答えをメンバー同士のやり取りで、見出していることも出てくるは
ずだ。
このようにチームメンバーが自律自走しているチームづくりをぜひ目指して欲しい。
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このように他者から学べることを知り、他者に教えることを通して自分の強みや存在価値を認識する
嬉しさを味わうことで、チーム内では自主的に訊き合い、教え合う風土が高まってくる。まさにチー
ムワークが高まってきている状態だ。



前回の「部下のやる気・モチベーションを引き出す！チームのスイッチを入れるリーダーシップ術」
では、“本気スイッチ”を入れるための、危機感の共有の仕方について述べた。ただ実際には、チーム
内での危機感の認識レベルには濃淡があり、油断しているとチームの士気は下がってしまう。
今回は“本気スイッチ”が逆戻りしないための促進策についてお伝えしたい。

強い営業チーム作りのための、
リーダーが行うべき「推進チーム」組成

イラスト/室木おすし

７
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 同志を募り、推進チームをつくれ！

新製品がリリースされ、その拡販をあなたのチームが先駆けて行うことがミッションになったとしよ
う。競合製品が優勢で、次第にシェアを奪われてきている今こそ、新製品を武器に劣勢を挽回するこ
とが喫緊の課題である。
その危機感とミッションの重要性は、あなたのチームメンバーも頭では理解している。

一方、売ったこともない、実績もない新製品を、どうやって売るのか？
それも競合製品を使っている疎遠なお客様にアプローチするのは、気が引ける…。
大半の営業メンバーの本音は、こんな感じだ。
あなた本人も、「これをやれば売れるぞ！」という具体的なイメージはない。
こんな時、あなたが営業リーダーならどうするか？

失敗するケースとしては、営業リーダーが、「まずは自分が実績を出し、手本となる正解をメンバー
に提示しよう」と孤軍奮闘してしまうことだ。そして、1人で悶々と悩み、力尽きてしまう場合が多
い。



もちろん、リーダーが率先垂範することは、とても重要だ。その姿が他のメンバーに刺激を与える。
重要なのは、リーダーの奮闘する姿に刺激を受け、闘争心が高まってきた同志を早く巻き込むことな
のだ。10名のチームであれば、2～ 3名くらいでいい。
3人寄れば文殊の知恵だ。まだ結果が出てなくてもいい、早期に一緒に知恵を出し合える推進チーム
をつくることで、変革のスピードは一気に加速する。
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 チームを勇気づける“小さな成果”をあげよ！

推進チームが結成できたら、まずそのチームで考えることは、チーム全体を勇気づける事例をどんどん
広報していくことだ。華々しい成果でなくてもいいのだ。

       ● 長年にわたり競合製品を使っていたお客様とアポがとれた！

       ● 実は、競合製品に対して、こんな不満を持っているお客様が結構いる！

       ● 新製品のデモに、なんとお客様の役員も出席して、突っ込んだ質問をしてきた！

など、
「もしかしたら、うまく行けるかも！」と、思わせる小さな成果でよい。

重要なのは、小さな成果を早く出し、良い兆しを事実ベースでチーム共有することなのだ。
そうすることで、チームのやる気の温度が上がりはじめ、同志が増えてくる。
その同志の数が一定数を超えると、その変革は逆戻りしなくなる。
優秀なリーダーは、このような変革のシナリオを最初から周到に考えている。
是非、営業リーダーの皆さんも変革のシナリオを描き、強いチームへと育てて欲しい。

この考え方は、個々のメンバーを育てることにもつながる部分がある。



部下に仕事を任せることもリーダーの仕事の 1つだ。ただ、どんな意図をもって仕事を任せるか、役
割を担ってもらうかがポイントになる。今回は部下への仕事の任せ方について解説する。

成果を出すプレイングマネージャーとは？
役割と陥りがちなジレンマ

 リーダーには仕事の振り方・任せ方が下手な人が多い？

多くの仕事を抱え、業績プレッシャーを感じている営業リーダーほど、人に任せるよりも、「自分で
やった方が早く、良い結果がでる」「人に頼るのではなく、自分がなんとかしないと…」と思いがち
で、仕事をうまく人に振ることができなくなる。
その気持ちもよくわかる。

ただ、そのような思い込みが、さらに多くの仕事を一人で抱え込み、自分で自分を追い込んでしまっ
ている人も多い。さらに、いよいよ身動きが取れなくなり、十分な説明をせずに、いきなり人に仕事
を振ってしまうことで、チームを混乱させてしまうケースもある。

イラスト/室木おすし
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 仕事を振る・任せることの意義

営業リーダーの役割は、1）自らがプレイヤーとして高い成果をあげると共に、2）営業メンバーを育
成し、メンバーを通してチームとして成果を出すこと、この 2つを担っている。
メンバーの力量に合わせて仕事を振り、任せる事の意義は、上記 2）に当てはまる。
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数字管理シートで重要なのは、「不足している数字」を
意識させる構造になっているか

1. 時間軸を長めに設定する
短期間で成果を出すことに囚われると、「自分がやった方が早い」と、どうしても思ってしまう。
だが、中長期的なレベルで結果がでればよいテーマを見つけることで活路が見えてくる。例えば、
営業リーダーが大手のクライアントを数多く担当している場合、半年間で、成長株の若手メンバー
と一緒に担当しながら引き継いでいくことなどが挙げられる。

2. メンバーの強みに着目する、もくしは強みを創る
例えば、営業成績は安定しないメンバーでも、ある業界にはめっぽう詳しいといった強みや特徴を
持っている場合がある。そんな時は思い切って、得意な業界のお客様をその営業担当に集めて任せ
てみるのも一案だ。「好きこそ物の上手なれ」と言われるように、そこから成功体験をつかみ、戦
力化するケースは多い。

この応用として、大きな強みは持っていなくても、あえて「業界担当」「新商品担当」といった専門
性を培う役割を設定することで、結果として得意分野を持ってもらうことを促すような仕事に振り
方もある。

3. リーダー自身の苦手分野に着目する
営業リーダーでも、苦手な部分はあるはずだ。もちろん、自助努力でその弱点を克服することも大
事だが、もし、その弱点を補ってくれるメンバーがいるならば、思い切ってその役割をまかせるこ
とおすすめしたい。
例えば、プロモーションセミナーの講演など、大勢の前で話すことが苦手だとしたら、「君の方が適
任だからやって欲しい」と依頼するなどが挙げられる。

いずれの場合も、任せるメンバーに対して、「あなたを信頼しているから任せたい」「これを機に成
長を期待しているから担って欲しい」という意図をしっかりと伝えることが、何よりも重要なポイ
ントだ。
チームの目的目標、リーダーの想いを理解して、メンバーがこれまで以上の役割を担い、動き始め
ると、一気にチームに力強さが増してくるはずだ。ぜひ、チャレンジして欲しい。
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