自己肯定感 が

CS 向上のキー！？

継続的に CS向上を果たす
「学習する組織」
を作った 実践事例
カスタマーサービスの自己肯定感を上げて

この資料について

この資料は教育 ×IT で様々な企業の目標達成のお手伝いをしている
株式会社ネットマンの事例をご紹介する資料です。

Action

実際にあった実例から、どのように自己肯定感向上に繋がる研修と IT システムを通じて
お客様の持つ課題を解決し、顧客満足度(CS)の向上を達成したのかをご紹介いたします。
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今回の事例におけるプロジェクト設計のポイント
実践内容 フェーズ 1 ー CS 向上プロジェクトー
実践内容 フェーズ 2 ー CS 向上プロジェクトー

PDCFA メソッドを用いた自己肯定感向上のメカニズム

Do

PDCFA メソッドを用いた自己肯定感向上に伴う CS 向上の実例
PDCFA メソッドによる自己肯定感の向上が

なぜ継続的に CS 向上を果たす「学習する組織」を作れるのか ?
ネットマンが提唱する「自己肯定感 向上 7 ステップ」
実践結果

アクションプランの例

ネットマンの PDCGA メソッドを用いた CS 向上モデルの導入フロー
やりっぱなしを防ぐ IT システム Action T.C.

フィードバックにより自己肯定感が上がり改善活動が回り出す PDCFA
株式会社ネットマンからのお知らせ

Self-esteem
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なぜ組織には自己肯定感が必要なのか？

自己肯定感の高い人の多い組織は、低い人が多い組織と比べて、
継続的に CS 向上を果たす「学習する組織」を作れます。

自己肯定感が低い人が多い組織

▶出来ないことに言い訳を続け、行動を起こ
さない。
▶行動を振り返らない、もしくは表面上の振
り返りとなり、同じ行動を繰り返す。
▶与えられたことをやっている、という受け
身の態度から抜けきれず、主体的行動者と
なれない。

▶まずはやってみる、というマインドが組織
全体の行動量に繋がる。
▶活発な振り返りが行われ、行動の問題点を
自ら発見できる。
▶自ら改善方法を考え、目標にすることで、
コミットメントが上がり、目標が達成され
やすい状態となる。

自己肯定感が高い人が多い組織

自己肯定感の高い人は、改善に繋がる振り返
りを自発的に行うことによって、相互フィー
ドバックによるノウハウの開示や、目標達成
に向けた前向きな行動が増えるためです。

どうしたら自己肯定感を高められるのか？
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事例のご紹介
事例企業のご紹介

A 社は、20 年前に日本の保険会社を吸収する形で営業を開
始した世界有数の外資系生命保険会社である。国内の保険
市場は成熟しており、強力な競合も多く、A 社も例外なく
厳しい状況に置かれていた。
A 社のカスタマーサービス部門では、全国で約 400 人のス
タッフが日々保険契約の収納保全や保険金・給付金の支払
い業務およびコールセンター業務にたずさわっている。
コールセンターでは、顧客との会話を通じて、直接ニーズ
をくみ取り、既契約を保持するために不可欠なコミュニ
ケーションをとることができるため、準営業部門として、
経営上も顧客満足度の向上は重要性を増していた。

プロジェクト実施背景

A社では、経営環境と顧客のニーズの変化をとらえるべく、
「顧 客 満 足 度」を 重 要 な 経 営 指 標 の ひ と つ と し て い た。
コールセンターを有するカスタマーサービス部では「CS
（顧客満足度）の向上」が優先課題であったが、業界内で
比較しても同社の CS は高いとはいえず、その改善は喫緊
の経営課題としてとり上げられていた。
過去には、CS 向上のためのワーキンググループ活動、ア
クションラーニングの手法を用いた研修プログラムなどを
実施したものの、実際のお客様の満足につながるまでには
至っていなかった。一朝一夕に結果が出るものではないこ
とをわかりつつも、根本原因は指示待ちがしみついて自ら
考え行動に移せないことにあると考えられ、抜本的かつ継
続的な取り組みが必要とされていた。
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実践結果

400 人を 40 チームに分け、研修と Action T.C. を活用しプロジェクトを実施。
CS（顧客満足度）を上げるための短期の成果指標を「書類不備率の低下」と設
定し、わずか６か月で、開始当初の不備件数のうち 2 / 3 を削減。
PDCFA メソッドならではの 3 つのポイント

プロジェクト
設計

Point １

スタッフの意識と行動を同時に変え、
その継続性を担保するプロジェクト設計

Point ２

実践

「フィードバック」を活用した
自己肯定感向上サイクルの導入
Point ３

継続サイクル

行動を記録し
各人が確実に実績につなげる

ネットマンの役割

マスター＆リーダー型研修の導入

▶ 少ないコストと労力で 400 人全員の意識と行動を変える、
マスター（リーダー育成システム）とリーダー（小チーム
マネジメント）型研修プロジェクトの設計

IT システムを活用した
問題解決を継続させる仕組みの導入

▶ 研修プログラムの場で決めた「目標と行動」を、IT シス
テムを活用した見える化とお互いのフィードックにより継
続性を担保していく設計

折れない心を養い
前向きな行動を増やすメソッドの導入

▶ 研修プログラムの場で決めた「目標と行動」を、IT シス
テムを活用した見える化とお互いのフィードックにより継
続性を担保していく設計

自ら・チームメンバーの目標と行動を可視化し、
チーム全体が自然と成果を出す仕組みを導入

▶ 継続に業績を出すために不可欠なノウハウをアドバイス

PDCFA メソッドを活用して CS 向上を達成した
実例とポイントのご紹介
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実践内容

プロジェクト
設計

実践

継続
サイクル

プロジェクトは以下 2 フェーズに分け、6 か月間かけて行われた。

プロジェクトチーム
400 人のスタッフ

40 人の変革リーダー

フェーズ２

現場での CS 向上リーダー

プロジェクトはプロジェクトリーダーを育成する
「変革リーダー研修」と、プロジェクトリーダー
が率いる
「CS向上プロジェクト」の2本立てで実施。
フェーズ１

選抜・自薦・他薦

プロジェクト概要

変革リーダー養成研修

現場での CS 向上リーダー
としての実践
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今回の事例における
プロジェクト設計のポイント

プロジェクト
設計

実践

継続
サイクル

本ケースの状況と課題

顧客満足度は生命保険会社にとっては重要な経営指標であったが、A 社の CS（顧客満足度）は業界平均からして
も決して高くなかった。合併を繰り返してできた会社であるため、顧客満足についての理解もスタッフの出身会
社により理解が異なっており、仕事の仕方もバラバラで、スタッフの満足度も低い状況であった。
課題

マネージャーが現場リーダーとして目の前の
仕事に忙殺されて、スタッフもリーダーとな
るべく育成されているとはいえず、気が付く
と指示待ち型の社員ばかりとなっていた。

これまでにもワーキンググループ活動や研修
などを様々な取り組みを行っていたものの、
知識はついても、実際自分のお客様は誰で、
満足度を上げるためにどうしたらよいのか考
え、行動に移せるまでには至っていなかった。
教育育成プログラムの実施からスタッフの行
動が変わり、組織として成果が出るまでには
時間がかかる。しかし、役員からは短期間の
間に直接業績に結び付く成果を求められ、中
長期的な取り組みについてはなかなか承認が
おりなかった。

成功に導いた 5 つのポイント

1

400 人同時期に集めて研修することは不可能であるため、地域に変革リーダーを任命し、変革リーダー達がそれぞれの職
場で現場におろすスタイルを選択。変革リーダーは、現場のチームでその研修後に各地でプロジェクト型の研修を行う、
という二段階のプロジェクト設計とした（マスター＆リーダー研修）。

3

変革リーダーは、自薦と他薦を組み合わせて選定。業務の傍ら変革リーダーとなることは、一時的に負荷が増えることを
意味しているため、このプロジェクトをチャンスとらえられるモチベーションの高い人材を変革リーダーとした。

2
4
5

変革リーダー向けの研修では、ミッション・ビジョンの共有と顧客満足の定義についての自分の言葉で語れるまでに浸透
させた。このほか、目標設定の行い方、目標から行動計画へのブレイクダウン、行動を見える化し継続を助ける IT シス
テムの活用方法等の現場リーダーとして実践に移すための技術をレクチャーとレポートを組み合わせて実施。

プロジェクトリーダーが地域に戻った後のプロジェクト型研修では、見ず知らずのチームメンバーが本音で話せるように
するために、安心して話せる場を創出した。このため、チームにはメンバーの上司を一切参加させないこととした。また、
メンバーの自己肯定感を上げ前向きな自発的な行動を増やすため、フィードバックを促進させる仕組みを導入した。
役員の理解を得るために、CS（顧客満足度）の向上に不可欠かつ短期間で計測可能な「書類の不備率」を指標として設
定した。
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実践内容 フェーズ 1 −CS 向上プロジェクト−

プロジェクト
設計

実践

フェーズ 1 ( 変革リーダー養成研修 )
実施内容

▶ ミッション・ビジョン・「お客さまの定義」の共有
▶ 経営における顧客満足度の重要性

▶ CS（顧客満足度）改善に向けた目標設定・行動計画立案
▶ 前向きな行動を促すフィードバック方法
▶ 実践内容を現場で伝えるための技術

ポイント

▶ 変革リーダーは、その後の現場に戻って研修を行う立場となるキープレイヤーであるため、
「なぜやるか（ミッ
ション・ビジョン、経営と顧客満足度の関係の理解）」、「なにをやるか（目標設定と行動計画策定）」、「どう
やりつづけるか（フィードバックと IT システム活用）」までを実施。
▶ 変革リーダーには 6 か月のフルコミットを求めたため、リーダー初体験となる若手も多かった。そこで単な
る知識による詰め込み型研修にするのではなく、実際に試してやってみる形式にすることで、リーダー初心
者でも自信をもって現場でチームをまとめ、リーダーシップを発揮してメンバーに行動を促すプログラムと
した。
▶ 研修中は、オンライン・オフライン上で変革リーダー同志で振り返りとフィードバックを行って信頼関係を
作った。そうして各自が現場に戻って迷いや不安が生じたときでも、そのまま Action T.C. 上で支えと気づき
が得られるようにした。

継続
サイクル
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実践内容 フェーズ 2 −CS 向上プロジェクト−

オフライン

現場 CS 向上ミニセミナー

フェーズ 2 ( 現場での CS 向上 )

リーダー主導での 目標と行動計画を設定

6 ヶ月間実施

実施内容

▶ 変革リーダーは現場で講師として経営理念、CS とは何かをメンバーに伝
える。

▶ 行動習慣化の仕方、振り返りの仕方、フィードバックの仕方などの技術
も教え、最後にメンバーに「不備率を低下させる」ための CS 行動のア
クションプランを立案させた。

プロジェクト
設計

現場実践

行動実践＆フィードック

実践

継続
サイクル

オンライン

▶ ミニセミナーで決定した目標と行動計画を Action T.C. 上に登録し、その
振り返りを毎週記録した。

▶ その行動結果に対して、グループ内チームメンバーでフィードバックを
交換した。

▶ 変革リーダー研修で設定した目標と実践すべき行動計画はシンプルで簡
単なものに落とし込まれていた。これらを現場でのガイドラインとした。

ポイント

▶ メンバーは IT システムを使って毎週一回のセルフチェックと振り返りを
行う。またチーム内で相互フィードバックを行った。新たに効果的なア
クションに気づいた人は ActionT.C. の行動計画を更新するというサイク
ルを繰り返した。
▶ 変革リーダーは、チームを活性させる役割を担い、振り返りやフィード
バックが停滞したり問題があるメンバーがいたら積極的に働きかけて
モチベーションを維持した。

▶ 組織の上長と本社の事務局は、アドバイザーとして ActionT.C. に参加。
アクションプランの実践状況を確認して随時アドバイスを送った。メン
バーはチーム内相互フィードバックはもちろん、アドバイザーからのア
ドバイスによってアクションプランを変更していく。ただし、アドバイ
ザーは上からの命令とられないように支援者として常に伴走する形で関
わった。

▶ 個人が持ち帰った行動計画の進捗をメンバー内で見える化することで、
「決めたが実行しない」状況を作りづらくした。
▶ チームメンバーに直接の人事評価者が含まれていないため、失敗や悩み
を含めた本音を語りやすくなった。これにより、本質的な問題点を自ら
認識し、分析できるようになった。
▶ 業績の高低や役職を問わず、対等な立場かつ共感と質問という形で
フィードバックするため、チーム内で励ましあい、前向きな行動に移せ
るサイクルを作れた。
▶ シフト勤務や事務で忙殺されるカスタマーサービス部門では相互のコミ
ュニケーションをとることが難しかった。Action T.C. を用いることで、
隙間時間で振り返りとフィードバックを行うことができたため、ノウハ
ウ共有が促され、前向きな行動を増やすきっかけとなった。

PDCFA メソッドを用いた
自己肯定感向上のメカニズム
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プロジェクト
設計

実践

継続
サイクル

6 ヶ月間継続

現場 CS 向上ミニセミナー

実施内容

目標を設定する
行動計画を立てる

ポイント

「自己肯定感の上がり
やすい素地づくり」

自己開示が行える（＝本音で
発言ができる）チーム作り→
チーム内での自己開示による
信頼感の醸成→共通の目標設
定による一体感の強化と、競
争のメカニズムの発生。

現場実践

行動の振り返り
前向きな
行動
意識の変化に
よる行動改善

自律型人材・
組織育成
のサイクル

相互フィード
バック

高まる自己肯定感

「自己肯定感が上がる相互フィードバック」

安心して発言できる場だからこそできる、本音での振り返り
と、そのフィードバック→積極的に意見を言えるスタッフは更
なる活躍の場の発見と顧客からの肯定的なフィードバックによ
り、自己肯定感があがり、意見を言いづらかったスタッフも他
のスタッフの行動を参考にして実践を積み重ね、フィードバッ
クを通じて活躍の場を発見することにより自己肯定感が上がっ
ていく。
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PDCFA メソッドを用いた
自己肯定感向上に伴う CS 向上の実例
6 ヶ月間継続

③

現場 CS 向上ミニセミナー

実施内容

①

行動計画を立てる

②

①

②
③
④

自律型人材・
組織育成
のサイクル

前向きな
行動

意識の変化に
よる行動改善

⑦

目標の達成

職場に戻ったあとのミーティングで変革リーダーからチーム
メンバーへ CS とは何かを説明し、経営指標設定の意味を明
確に理解させ、CS 向上のため「書類不備率の改善」を目指す
ことを決定。
コールセンター業務として、「書類のやりとりをスムーズに
行う方策」など顧客満足度を高める行動を計画する。
今週の振り返りを記録。「書類のありかを忘れてしまってい
るお客様が多い。複数のタイミングで別書類が送られている
から、ゆっくり丁寧に説明しないと不備が発生しやすい。」
A さんからフィードバックが届いていた。「私は書類ごとに表
紙に付箋やラベルをつけてもらうようにお願いしています。
次のコールの時に混乱が少なくなりすよ。」

実践

現場実践

行動の振り返り

⑥

目標を設定する

プロジェクト
設計

④

相互フィード
バック

高まる自己肯定感

⑤

⑤

孤軍奮闘で孤独になりがちだった今までの対応がチームメン
バーからの声かけによってモチベーションが上がる。

⑥

そうか、今度は机の上に書類を１つ１つ置いてもらって番号
を振ってもらうようにしよう。お互い分かりやすくなるな。

⑦

顧客満足度向上施策としてお客様対応の丁寧さの追求を 40
チーム 400 名で行った結果、不備率の低下やサイクルタイム
の削減などにつながった。日々の対応が顧客満足度向上につ
ながる実感を持てたことが大きい。また商品企画部への要望
として書類の内容についての意見をコールセンターとして提
言することにもなり、組織全体の改革につながるきっかけを
つかんだ。

継続
サイクル

PDCFA メソッドによる自己肯定感の向上が
なぜ継続的に CS 向上を果たす「学習する組織」を作れるのか ?
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自発的かつ効果的にPDCFAサイクルを回せるようになり、
最終的に「ありたい姿」を実現できるから。
自己肯定感が低いと、目標を本当に達成できるか自信を持てず、そのため行動に変化を起こす
ことを恐れ、他者とも目標達成に必要なコミュニケーションをとれない。

P

目標設定

コミットメントできる目標を作る

D

行動習慣

計画した行動を続ける

内省

自らと向き合う

F

吸収

他者への問いかけ

A

行動改善

日々の行動への工夫

C

自己肯定感が高いと ▶ 自分自身で課題を見つけ、コミットメントできる目標を作る。
自己肯定感が低いと ▶ 会社から与えられ、無理やりやらされている感覚で、腹落ちしないまま目標を設定する。

自己肯定感が高いと ▶ 自分で行動計画を立て、とにかくまずやってみようとする。
自己肯定感が低いと ▶ 失敗を怖がり、できることしかやらない、初めからどうせできないと諦める。できなかったことについては、
「時間がなかった、自分以外の誰かのせいだ」と言い訳し、ますます自己嫌悪に陥る。

自己肯定感が高いと ▶ 自分の行動を客観的に認め、できたこと・できなかったことについての原因を分析し、次の行動につなげる。
自己肯定感が低いと ▶ 自分のための内省ではなく、他人の眼を気にした反省文・報告文のような形だけのキレイな文章を書く。

自己肯定感が高いと ▶ 他者に対しても自己と切り離して客観的に観察できるため、共感しつつも相手に気づきを与える言葉をずばり言える。
自己肯定感が低いと ▶ 相手に気を遣うだけで、共感はすれど薄っぺらい言葉をかける。多くの場合続かない。

自己肯定感が高いと ▶ ありたい自分に近づくため、常に新たな目標を設定し、達成するための最適な行動を求めて工夫しつづける。
自己肯定感が低いと ▶ なじみのある普段のやり方変えることを恐れ、行動を変えなければいけないとわかっていても同じような行動を続けてしまう。
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ネットマンが提唱する「自己肯定感 向上 7 ステップ」

成長レベル

Step1 自己認識

何が「できる」か
「できたこと」と感情を自ら認識する。

Step2 承認

周りから「できていること」を認められる。

Step4 貢献

代表的な精神状態

できたことに着目するようになっている状態。
「意外とできてるな」「今こんな気持ちなのか」
できたことを周りから認められている状態。
「見られているな」「うれしいな」

Step3 自己開示

目標への想い、行動や経験、本音の感情を素直
に周りに公開することができる。

安心していて不安や恐怖から解放されている状態。
「自分は自分でいいんだな」「今こうなんだな」

Step5 目的思考

他者と相互フィードバック（「共感＋質問」）を
することができる。質問が自分にも影響する。

他者と相互成長関係があり感謝し合っている状態。
「ありがたいな」「確かにそうだな」

目的から考え「そもそもなぜやっているのか」
と上位視点で本質的な思考ができる。

「違う」
「足りない」とクリティカルに考えられる状態。
「もっと別の方法ないかな」「別の見方ないかな」

どんな時も自然と自分の強みを活かし「自分ら
しい」行動で成果を出すことができる。

自然体で迷いなく取り組んでいる状態。
「成せる自信があるな」「充実しているな」

Step6 挑戦
Step7 自律

困難な課題に対応したり、新しいことにも楽し
みながら積極的な行動ができる。

前向き、楽天的に困難にチャレンジしている状態。
「面白いな」「楽しいなあ」
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実践結果

プロジェクト
設計

継続
サイクル

実践

組織に属する全員が目標に対して継続的にコミットし、改善を続けていくためには、すべての過程
目標
と結果が「見える化」していることが前提となります。PDCFA メソッドでは、一時点での結果だけ
でなく、個人・チーム・組織のすべてにおいて、目標を達成するまでの途中経過も公開することに
より、継続的に行動を変えながら目標を達成していく仕組みを導入しています。
CS 向上目標

チーム A 100% 達成

不備率 110% 達成

結果の見える化

10:00

● ● ● ● ●

2016.08.01 - 2016.09.30

9/30

9/1

8/1

毎日、新規顧客にアポ３件以上とる

40%（2/5）

毎週、提案書を改良して上司に確認する

行動の見える化

目標の編集

行動の編集

20%（1/5）
セルフチェック

行動

昼休みに海外 WEB メディアの記事を読む

毎日通勤電車で単語ドリルを３ページ行う

曜日：月曜日

● ● ● ● ●

au

10:00

Taro Yamada

60%

9/15

9/1

毎日通勤電車で単語ドリルを３ページ行う

20%（1/5）
60%（1/5）

セルフチェック

1 週目

2016.7.20 19:28

新規商品売上 2000 万円達成

だ決裁権のあるマネージャクラスの方のアポが取れず苦戦してい
とないか考える必要がある。まずは、顧客がすでにどれくらい理
解しているのか確認したい。

フィードバック (200)
2016.07.24 13:15

頑張っていて、すごいですね！私もアポの取り方に苦労しました。
工夫できる点を考えてみたらどうでしょうか？

ありがとう。それはいいアイデアですね。実践してみます。
返信する

Hanako Kawamoto 2016.07.24 13:13

私の担当する関西エリアでは、既存のお客様の紹介で、お客様の会
社の子会社の受注をとることができて目標を達成できました。東京
エリアも、子会社をもつ大きな会社が多いので紹介してもらえるの
ではないでしょうか？

そうですね。顧客リストをもう一回確認してみます。
返信する

個人目標

個人目標

個人目標

個人目標

個人目標
個人目標

個人目標
個人目標

新規商品売上 2000 万円達成

2 週目

3 週目

４週目

5 週目

6 週目

7 週目

毎日、新規
顧客にアポ
３件以上…

る。提案書のバージョンアップをしているが、
改良する部分がもっ

Shinji Hayashi

個人目標

個人目標

組織全体・チーム全体での数字での行動管理

今週は順調に毎日３件アポイントメントをとることができた。た

読んだよ (2K)

スヌーズ通知：毎日

個人目標

個人目標

個人目標

Taro Yamada の振り返り

電話するだけでなく、カタログを郵送してから電話するなど、何か

昼休みに海外 WEB メディアの記事を読む

行動の編集

保存

TOEIC にて 800 点以上をとる

毎週

TOEIC で 800 点以上とる

目標の編集

達成期限：2017.03.31( 残り 95 日 )

目標

リマインダー設定

16.07.23-17.02.14

8/15

60%

ACTION PLAN

新規商品売上 2000 万円達成

個人目標

個人目標

チーム C 105% 達成

個人単位で決定した目標と、その進捗を確認

個人目標

個人目標

チーム B 120% 達成

（不備100件→26件）

個人目標

集約

毎週、提案
書を改良し
て上司に…
毎朝出社し
たら、スケ
ジュール…

＊行動データの画面の画像は本プロジェクトで活用したものとは異なります。
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アクションプランの例
行動目標 CS 向上施策

▶ 保全関連書類の不備率を前年比５０％削減する。

行動習慣
▶ 電話は 3 コール以内でとる。

▶ 受電したらゆっくりフルネームでお呼びして落ち着いて話ができる状態とする。
▶ 不明点は直ちに上司に確認し即日再コールする。
▶ 書類を１つずつ確認した上で詳しく説明を行う。

▶ 契約資料のタグナンバーを読み上げ、順番に机上に置く。

▶ 郵送資料には見出しをつけて特に注意する点は色つきの付箋をはる。

ネットマンの自己肯定感を活用した
CS 向上モデルの導入フロー
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ネットマンの PDCGA メソッドを用いた
CS 向上モデルの導入フロー
フロー

設計フェーズ

▶ 問題意識についてのヒアリング
▶ 課題解決に効果のある打ち手の定義
▶ プロジェクト計画の作成
▶ 効果測定指標の決定
▶ 当社のフォローアップ体制の決定
▶ プロジェクト推進リーダー養成研修の実施計画
業績達成モデルの運用
職場 CS 向上ミニセミナー

導入フェーズ

見える化と
レビュー

目標を設定する
行動計画を立てる

6 ヶ月間継続

行動の振り返り

PDCFA サ イ ク ル を 導 入
した結果、当初の課題に
対して、どのような結果
が出たかを見える化し、
レビューを行います。

次のプロジェクトに活用

自律型人材・
組織育成
のサイクル

意識の変化に
よる行動改善

相互フィード
バック

高まる自己肯定感

「中間管理職社内研修」成長カルテ
3. セルフチェックの履歴 ( 直近 22 週 )

山田

太郎

1. 実践結果

2. 行動目標の達成度 ( 最新の行動目標 4 つ )

過去のコンサルティングの知見を活用し、御社のご要
望・課題の本質をとらえた上で、適切なモデルの提案を
行います。

導入フェーズでは下記のご支援をいたします。

職場実践

前向きな
行動

ネットマンの役割

4. 振り返りの履歴 ( 最新の振り返り 2 つ )

●

5. フィードバックの履歴 ( 最新のフィードバック 2 つ )

▶ 研修または会議
― 適切な目標設定の指導
― ファシリテーション
▶ チーム組成とオンラインの場提供
ー 継続的な目標設定・行動実践のためのアドバイス
▶ チーム運営についてのフォローアップおよびシステ
ムサポート
御社からデータをお預かりした上で、弊社にてデータを
分析、ご報告いたします。

●

6. サーベイ結果

●

●
7. 最終アンケート結果

＊ネットマンの支援内容はお客様とご相談の上決定しますが、上記は代表的なご依頼の例です。

やりっぱなしを防ぐ IT システム
対面での打ち合わせ・会議・研修をムダにしない、
ネットマンの IT システム = Action T.C.。
主な機能

相互フィードバックを促す仕組み

・ありたい姿
・アクションプラン
・セルフチェック
・振り返り

・フィードバック
・チーム一覧
・アドバイザー
・効果測定（管理画面）

特許情報

「目標達成のための行動変容システム」として日米で特許取得
PCT filed.( 国際特許出願 ) Dec.2.2005
2007 年 8 月 24 日取得
特許 4001300 号取得商品

OEM

Date of Patent : Sep.25.2012
Patent No. : US 8.275.651 B2

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社「Habitizer」に OEM 提供

フィードバックにより自己肯定感が上がり、
改善活動が回り出す
PDCA は回らない。
行動変容を習慣化させるメソッド「PDCFAサイクル」。

メソッド

PDCFA サイクル 5 つの技術

１. P：目標設定（目標を立てる技術）

達成期限と達成基準を明確化し、揺らぎのない目標を設定します。

２. D：行動習慣（行動を続ける技術）

P

START

「ありたい姿」の実現

目標設定（目標を立てる技術）

D 行動習慣（行動を続ける技術）
C

内省（行動を振り返る技術）

F

吸収（人から吸収する技術）

目標達成

A 行動改善（行動を変える技術）

続かない要素をなくし、確実に繰り返し実践される行動習慣を計画します。

３ . C：内省（行動を振り返る技術）

経験したことを自己分析して文章化することで、行動を客観的に深く振り返ります。

４ . F：吸収（人から吸収する技術）

チーム内で相互フィードバックを行い、人の意見や視点を次なる行動に活かします。

５ . A：行動改善（行動を変える技術）

自分自身や周りから得た気づきを元に、行動計画をより最適な形に変えていきます。

関連書籍

人材育成担当者のための
絶対に行動定着させる技術

著者：永谷研一

出版：ProFuture

目標設定が失敗する 3 つの理由や、職場での
行動力を高める内省とチームづくりなど、1
万 2000 人のデータから導き出された「研修」
が変わる、「行動」が変わる 45 の具体策。

株式会社ネットマン
http://netman.co.jp

株式会社ネットマンでは以下のテーマでのコンサルティングを
無料にて行います。お気軽にお問い合わせ下さい。

毎週
3社限定

テーマ

「目標達成のための行動変容に関わる人材育成、組織開発と仕組みの構築」
具体例

1．やりっぱなしの研修を行動定着型に転換する
2．メンター制度を支援し OJT の仕組みを再構築する
3．新人・若手を動機付け、基礎行動を根付ける
4．新任管理職やリーダーの行動変容を促進する
5．行動様式の定着と人事評価を連動する
コミュニケーション方法

東京都内近隣であれば面談にて。遠方であれば電話やスカイプ等で行います。
申し込み方法

keiyaku@netman.co.jp に以下のメールにて申し込み下さい。
件名：「個別相談希望」
本文：連絡先 （会社名、部署名、住所、電話番号等）
テーマや課題（簡単で構いません）
希望相談日時 （第一希望、第二希望、第三希望の日時）
希望相談方法（面談、電話、スカイプ）

