
営業マネージャーお役⽴ち資料

営業マネジメントの教科書第4章

⽬標によるマネジメント



はじめに

「営業マネジメントの教科書」では、強い営業組織を作るために必要な営業マネージャーの
役割や実務について全6章に渡って解説をしていきます。

第4章では⽬標管理と、⽬標を踏まえたメンバーへのアドバイスについて解説していきま
す。営業チームのマネジメントにお悩みを抱えるマネージャーの皆様の⼀助となれば幸いで
す。
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1985年、慶應義塾⼤学法学部卒業。同年㈱リクルート⼊社。

企業の⼈材採⽤⽀援事業に配属。特に国内を代表する超⼤⼿企業の「新卒・中途採⽤」のプランニングから実⾏⽀援を中⼼に担当。そ

の後、複数のマーケティング⽀援事業の責任者を歴任。同時に企業の「営業組織強化コンサルティング事業」の新規⽴ち上げを担当。

2005年に独⽴し、現在は主に「企業の営業組織⼒強化およびそれに付随するマネジメント強化」のコンサルティングサービスを提供し

ている。

株式会社シー・ブリッジ・コンサルティング
代表取締役
茂⽊慎司

講師プロフィール
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⽬標によるマネジメントとは
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⽬標によるマネジメントは、「⽬標」をツールとして活⽤し、メンバーの⽬標達成と成⻑を
⽀援しながら、組織の⽬標達成を実現するためのマネジメント活動です。単なる数値の管理
ではないことに注意しましょう。



⽬標管理の基本となる3つのポイント

⽬標管理のポイントは以下の3つです。
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⼈間は“やらされている”という
気持ちや状態より、⾃ら“やろ
う”という気持ちや状態の⽅が⼤
きな⼒を発揮する。
メンバーの主体性や達成意欲を
信じ、活動⽴案や創意⼯夫の発
揮を後押しすることが求められ
る。

期待する成果を明確にして⽬標管
理を実施することが、チームや上
位組織の⽬標達成に貢献している
という実感を持たせることができ
る。
そして、個々メンバーの貢献が認
められること（承認）による満⾜
感が、チームや組織全体の成果を
さらに押し上げる。

組織マネジャーの第⼀のミッ
ションは「組織⽬標」の達成で
ある。
組織マネジャーは、組織の⽬標
達成と、メンバー個々の⽬標達
成を両⽅実現できるよう、⽬標
の設定から⽇々のマネジメント
を実施してゆかねばならない。

❶メンバーへの信頼と
主体性の発揮 ❷成果・⽬標の明確化 ❸全体⽬標と

個⼈⽬標の調和・統合



⽬標管理を推進するためのマネジメントサイクル

⽬標管理の実践とは、納得感の⾼い⽬標設定、⽬標達成を実現するための活動計画⽴案、結
果に対する振り返りと軌道修正といった、⼀連のG-PDCA活動の徹底そのものです。
※マネジメントサイクルの詳細は第3章をご参照ください。
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⽬標管理の運⽤上のポイント：Goal&Plan
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メンバーとコミットすることは明
確にし、必要に応じ明⽂化する。
⽬標の意味・背景の理解、納得感
の醸成、明確なゴール設定（特に
定性⽬標は⽬指すべき状態の⾔語
化や成果物の決定など）を⾏う

⽬標とは、「期末（設定期間）の
置ける成果イメージ」。
何をどの⽔準（レベルや出来栄
え）まで達成するのか明確にす
る。

マネジャーは設定するに値する⽬
標かどうかを判断・アドバイスを
⾏う。
上位⽬標との適合度、重要度、優
先順位＋本⼈の着⼿可能度、難易
度を⾒る。

定量⽬標に加え、定性⽬標も設定
する。
（組織内での役割や、戦略におけるミッ
ション、中⻑期的な成⻑⽬標、チャレン
ジ⽬標など）

定量⽬標に⽣産性や顧客からの評
価などを加えるのも可。
※個⼈のプロセスマネジメント上のKPIは
基本⽬標とはせずあくまで「⽬安」とす
る

難易度と質をチェックする。
基準は、現在の実⼒×前期（前々
期）の結果×他メンバー⽐較×期
待値

❺明⽂化

❶⽬標の明確化 ❷妥当性の判断 ❸定性⽬標の設定

❹難易度と質の
チェック

具体的なアクションプランを作成
する。基本は、注⼒顧客（ター
ゲット）と注⼒サービスの決定。
それに加え、5W1Hを明確にした
活動計画を⽴案させ、妥当性と成
果⾒込みを⾒てアドバイスを⾏う

❻計画⽴案



⽬標管理の運⽤上のポイント：Do
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⽬標の達成度以上に、本⼈の申告
数字の達成度に注意を向ける

まず、スタート時点で妥当性の
⾼い（⽬標達成が可能な）アク
ションプランが⽴案されている
ことが⼤前提である。

⽬標管理のプロセスをサイクルに
組み込む。形式はミーティングで
も、個別⾯談でも可。基本はPDCA

サイクル、出⼝は必ず「次の⼀
⼿」と「ゴール」の確認と握り。

状況によって関与のスタイルを
指⽰命令型マネジメントとコー
チング型マネジメントとで使い
分ける。常にコーチングがベス
トとは限らないことに注意。

市場や顧客の状況を間接・直接問
わず常に把握しておかなければい
けない。状況が想定より⼤幅に変
化した場合は⽬標の変更も検討。
まずは期間ごとの⽬標を⾒直す。
最終⽬標の変更は最終⼿段。

❺申告数字への注⽬

❶妥当性の再確認 ❷マネジメント
サイクルの設定 ❸スタイルの使い分け

❹環境変化の
チェック



⽬標管理の運⽤上のポイント：Check&Action
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振り返りはまずメンバー本⼈に
させる。
振り返り（分析）は、⽬標と結
果の“ギャップ”と⾏動計画の実
⾏度に焦点をあてる。

▼ポイント
・事実と解釈を分けているか
・他責に流れていないか
・データに裏付けされているか

マネジャー⾃⾝の分析の提⽰とす
り合わせを⾏う。
感覚だけではなく、具体的な事実
やデータをもとに分析を⾏い所感
をまとめる。
直近の活動内容にとらわれず、可
能な限り該当期間内を網羅的に振
り返り問題点や評価できる点を提
⽰する

出⼝は必ず、新たな⼀⼿とゴール
の共有。
新たな⼀⼿は、活動上の問題点を
改善し、克服したものになってい
なければいけない。打ち⼿そのも
のを変更する場合と、やり⽅や活
⽤ツールを変更する場合の２種類
ある。
最終業績⽬標の変更の前に、まず
はKPI指標の変更を検討し、まずは
⾏動の量と質を向上させること。
個別メンバーの業績⽬標を変更す
る場合は、組織⽬標との整合性を
必ずとる

❶振り返り ❷分析のすり合わせ ❸新たな⼀⼿と
ゴールの共有



部下へのアドバイス STEP1:ボトルネックの特定

まずプロセスマネジメントで設定した営業プロセス＆ゴールをもとにボトルネックを確定し
ます。
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営業プロセス&ゴール例

・メンバーの⽇ごろの活動内容や報告内容
・プロセスマネジメントで設定した重点指標の状況
・他部署や他メンバーからの情報
・顧客からの情報 等

ボトルネックの想定＆確定のポイント



部下へのアドバイス STEP2:改善点の提⽰

活動の量と質の側⾯と、アプローチ先（ターゲット市場、企業、アプローチ部署、先⽅の⾯
談者）の側⾯で、ボトルネックの原因を洗い出したうえで改善点を提⽰します。
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活動の量と質の側⾯ アプローチ先の側⾯

・ターゲットとしている市場は
業績獲得が⾒込める市場か？

ターゲット市場の側⾯ アプローチ企業の側⾯

アプローチ部署の側⾯ ⾯談者の側⾯

・アプローチ先企業のポテンシャ
ルは？
・メンバーや⾃社との相性や
メンバーにとっての難易度は？

・ビジネスを成⽴させるうえで
適切な部署か？
・複数の部署に多⾯的に
アプローチしているか？

「会える⼈に会うのではなく、
会うべき⼈に会っているか」
・決裁者およびキーマンが誰かを
正確に把握しているか？
・決裁者と定期的に⾯談している
か？商談を進めているか？
・サポーターからの情報収集は
充分か？
・現場ユーザーの要望やニーズは
把握しているか？
・コメンテーターの情報に踊らさ
れていないか？



部下へのアドバイス STEP3:⻑期的な育成施策

⻑期的な育成の観点で、意欲、スキル、知識の側⾯から、メンバーの強化ポイントを
決定して、育成施策を実施してゆくことも⼤切です。
「メンバー育成」は”タイムリー“かつ”継続的“に実施してゆかなければなりません。
営業⼒育成は以下の3つの側⾯から⾒て、適切な⽅法を提⽰していきましょう。
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参考：⽬標設定のヒント

以下の5つを満たすように⽬標を設定すると
効果的な⽬標になります。

S＝Specific 具体的であること

M＝Measurable 測定可能であること

A＝Achievable 達成可能であること

R＝Related 上位⽬標に関連している事

T＝Time-bound 時間的制限（期⽇）があること
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・１年後の⽬標ではなく、半年後、３か⽉後
の⽬標に狙いを定める。

・「⾜らず」を明確にし、重点指標とプロセス
⽬標を再設定する。

・プロセス⽬標を達成るするための活動内容を
決定する

・プロセス⽬標の達成状況を、短い時間軸で
継続的にチェックする

・必要であれば活動内容を変更、改善する

「⼼がける」「意識する」「頑張る」「努⼒す
る」「徹底する」「極⼒」「可能な限り」「なる
べく」「出来るだけ」「必要に応じて」「積極的
に」「敏速に」「臨機応変に」「効率化する」
「安定化する」「強化する」「明確化する」「推
進する」「図る」「検討する」「等」「etc」

⽬標設定のフレームワーク：SMARTの法則

⽬標達成におけるNGワード

達成に向けた「Step by Step」



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介
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戦略策定にプロセスマネジメント、部下育成…
やることが多岐にわたる営業マネージャーには課題も多い

営業サプリ「営業マネジメントコース」は、
営業マネージャーに必要な能⼒を伸ばし

論理的に、⼒強く組織を率いて⾏く営業マネージャーを育成します。



営業サプリ「営業マネジメントコース」のご紹介
プログラムは全10単元。

チームで売上を上げるための勝ちパターンの作り⽅を実践しながら学びます。
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単元 名称

1 基本的な
マネジメント活動の流れ

•マネジメントの定義
•営業マネージャーのミッションと役割
•基本的なマネジメント活動の流れ

2 営業資源分析のやり⽅
•資源①顧客の分析
•資源②提供価値の分析
•資源③メンバー・組織の分析
•資源④営業マネージャー⾃⾝の分析

3 営業戦略と営業戦術の⽴て⽅

•営業戦略の⽴て⽅
•環境分析のやり⽅
•ターゲット決定のやり⽅
•商品・サービス決定のやり⽅
•営業戦術の⽴て⽅

4 営業プロセスマネジメントの
ポイントと⼿順

•プロセスマネジメントとは
•営業プロセスマネジメントを
⾏う際のポイント
•営業プロセスマネジメントの⼿順

5 「⽬標」によるマネジメント

•「⽬標」によるマネジメントとは
•「⽬標」によるマネジメントの
成功させるための要件
•「⽬標」によるマネジメントの流れ
•メンバーの活動内容への
修正アドバイスの⽅法

単元 名称

6 ⽬標達成と組織強化を
実現する会議の実施⽅法

•営業会議とは
•営業会議の3つの⽬的
•営業会議での営業マネジャーの
4つの役割
•営業会議での営業マネージャーの
4つのスキル
•営業会議でのマネージャーの5か条

7 個別指導⾯談
•個別指導⾯談の⽬的
•メンバー育成の⼤前提
•個別指導⾯談のポイント
•個別指導⾯談 3つのプロセス

8 営業同⾏コーチング
•営業同⾏の⽬的
•営業同⾏の進め⽅
•営業同⾏時の上司のスタンス

9 強い組織をつくる
•強い営業組織とは
•新たなことに挑戦するために必要な
4つのポイント
•贈る⾔葉

10 半年後の⾃⾝の姿を描く •マネージャーとしての⼼得
（from ハロルド・ジェニーン）



営業サプリのしくみ

従来の研修は、主に講師からの授業など
座学が中⼼。
これでは⽅法を理解した＝「わかった」
で⽌まってしまい、なかなか現場では活
かせません。
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従来のマネジメント研修 営業サプリ

講義

実践
（演習・⾯談）フィードバック

営業サプリは実践＋フィードバックの反復学習で現場で活きるスキルを⾝につけられます。

営業サプリでは授業に加え、演習・ミーティングといった実践と、
コーチからのフィードバックを繰り返し、習得したことが現場で
⾃然に出てくる状態まで繰り返し学習。「わかった」を「でき
た」に昇格させます。



くわしくはこちらから

より詳細なご紹介資料はこちらからダウンロードしていただけます。
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https://www.sapuri.co.jp/contact/docudl?ebook


そのほかコース・コンテンツのご紹介
「売れるチーム養成講座」以外にもこのようなコースやコンテンツを展開しています。

ご興味がありましたらこちらもぜひご覧ください。
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売れる営業養成講座
ベーシックコース

営業マネジメントの教科書
（コラム連載）

営業の基礎となるスキルを体系的・網
羅的に学べます。

強い営業組織を作るためのマネー
ジャーの役割や実務について解説して
います。

売れるマネージャー養成講座
部下育成スキルアップコース

部下の学びを⽀援するためのコーチン
グスキルと、育成計画の⽴て⽅・育成
⾯談の仕⽅を学んでいただけます。

https://www.sapuri.co.jp/training?ebook
https://www.sapuri.co.jp/144skill?ebook
https://www.sapuri.co.jp/management/textbook?ebook
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オンラインだから営業⼒がアップする

営業サプリで売れる営業に

https://www.sapuri.co.jp/?ebook
https://www.sapuri.co.jp/contact/contact?ebook

