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タスク管理とは

タスク管理とは仕事を細かなタスクに分解すして管理するマネジメント手法です。「今週
中に企画書を作る」のように仕事を大ぐくりで見ないで、企画書作成に必要な要素に分解を
することで、抜け漏れを防いだりチーム内で進捗を確認できる効果があります。

こういったタスクに分解する管理手法はWBS
（Work Breakdown Structure）とも称され、一般
的に普及しています。

頭の中で粒度の細かい仕事を管理するには限界が
ありますので、管理ツールを使ってチーム内でタス
クを共有し管理職が日常的に管理・指導を行う必要
があります。

タスク分解のことをステーキを食
べるようだと表現する人もいます。
大きな肉の塊をナイフで一口大に
切って一つ
ずつ消化してい
くことと同じ
だからです。



スケジュール タスク
期限までに完了させる作業時間帯を確保（会議・外出など）

スケジュール管理とタスク管理の違い

チーム内で各メンバーのスケジュールを共有している職場は多いと思いますが、個人のタ
スクまで共有している職場は少数派です。タスクは個人の判断で付箋や手帳、スマホアプリ
や頭の中で管理しているのが現状です。スケジュールがうまっていないと不安だという人が
いますが、タスクが管理されていないとスケジュールを詰め込みすぎるリスクもあります。



※LinkedIn調査（2012年）より
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時間あたりの労働生産性

※日本生産性本部調査（2013年）より
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日本人はタスク管理が苦手で生産性が低い

少し古い情報ですが、LinkedInが2012年に発表した「ビジネス習慣に関する意識調査」
の中で「やることリスト（タスク管理）」の作成率が15カ国中最も低いのが日本でした。
同時期の時間あたりの労働生産性と比較すると、タスク管理と生産性の関係がわかります。



会議が多くなる（長くなる）

タスク管理をしないデメリット（１）

タスクが個人で管理されているので、進捗を確認するためだけに
会議が開かれたり、会議中に余計な確認事項が増えて長くなりま
す。

部下への催促が必要になる

タスクを管理できないメンバーは期限を失念し、催促されてから
実行するルーズな部下に上司は手を焼きます。

ダラダラと残業する

各メンバーがどれだけの仕事量を抱えているのか把握できないの
で、日中の仕事のペースを落として残業手当を稼ぐ社員がいても
把握できなくなります。



メンバー間で仕事がシェアできない

タスク管理をしないデメリット（２）

時期によって仕事の忙しい人と余裕のある人がいても、タスクの
量つまり各メンバーの繁閑がわからないと上司がコントロールで
きないので、仕事をメンバー間でシェアすることができません。

過剰品質になる

社内の文書作成に必要以上に時間をかけたり、提案書や企画書の
デザインに拘る人は長時間労働になりがちです。これはタスクご
との所要時間を上司が管理していないことで発生する課題です。

優秀なメンバーに仕事が集中する

処理能力が早く仕事のクォリティの高い優秀なメンバーに仕事が
集まりがちですが、タスク管理をしていないと調整ができず、仕
事が集まりすぎて過重労働になってしまいます。



S市で全職員が実践したタスク管理

タスク管理を実践した自治体の事例１

残業削減を目的に自治体S市では全職員を対象にエクセルの「タスクシート」を導入しました。
操作説明会は２拠点で１９回実施し、各課長にも管理手法をレクチャーしました。

始業時
（今日の予定）

終業時
（今日の実績）

締め切り日

ポイント

始業時に今日の予定を記入（５分）

終業時に今日の実績を記入（５分）

課長は毎日全員分のタスクシートを
確認する

残業の申請があればタスクシートで
日中の時間の使い方を確認する。

日中の時間の使い方に問題があれば
指導を行う。



タスクシートの課題１

タスク管理を実践した自治体の事例２

タスクシート導入後に実施したアンケート調査で、期待する効果と取り組みに差がある
ことがわかりました。

タスクシートの活用は
効果があると思いますか？

タスクシートの活用に
取り組んでいますか？

ポイント

45％が効果は期待できないと回答
効果があるの回答は28％程度

効果が期待できないが、58％が取
り組んでいる（または少しは取り
組んでいる）と回答

【職制別】
管理職は47％が効果があると回答
一般職は26％が効果があると回答



タスクシートの課題２

タスク管理を実践した自治体の事例３

同じくタスクシート導入後に実施したアンケート調査で、管理職のタスクシートの活用
方法に問題があることがわかりました。

タスクシートの記入の意義や方法について助言やアドバイス、ま
たタスクシート実施後の声掛け・フォローなどをしましたか？

した 時々した ほとんどしてない
まったくしてない 実施していない

時間外勤務は事前に申請を受けていますか？

受けている 時々は受けている ほとんが事後申請



タスク管理の抵抗勢力

タスク管理で直面する課題

タスク管理を既に自己管理している人は抵抗がありませんが、やっていない人にとって
は面倒が仕事が増えたことによる抵抗があります。

ポイント

タスク管理はいわば日毎の仕事ぶり（アウトプット）を評価する管理手法です。毎日
上司が確認しないと次第に形骸化し、誰も見ないムダな報告書となってしまいます。



部下への声がけ

タスク管理の活用例

共有されたタスクの中で期限がせまっている仕事や他への影響が
大きいタスクの進捗について部下に声がけをすると、困っている
ことやトラブルになりそうなことを早い段階で確認できるかもし
れません。

計画的な仕事の進め方を指導

タスクを見ると指示待ちになっている部下がわかりますので、予
定が少なく、受け身になっている人には計画的に仕事を進めるよ
うに指導しましょう。日々の実績をチェックすることでアウト
プットを意識させる狙いもあります。

チームワークの向上

メンバー間でタスクの共有が進むと互いに助け合ったり、業務量
の多い人には仕事を頼まないなどの職場風土が醸成されていきま
す。また完了したタスクをベースに業務フロー図やテンプレート
が作成できると、仕事の属人化が解消されます。



トリンプ・インターナショナル
すべての仕事に期限を

良品計画
デッドラインボード

タスク管理で業績を上げた事例１

トリンプ・インターナショナル・ジャパンの吉越社長は社員に「すべての仕事に期限」を
義務付け、残業ゼロで19期連続増収増益に導いた人物として有名です。またその手法を取
り入れた良品計画も「デッドラインボード」という手法を用いてV字回復を果たしました。

いずれも管理職が部下のタスクと期限を把握して遅滞なきようマネジメントした結果です。

（画像引用：楽天アフィリエイト）



タスク管理で業績を上げた事例２

会社の能率を50％以上改善できた「アイビー・リーの25,000ドルのアイデア」

1900年の始め頃に経営コンサルタントのアイビー・リー氏が当時アメリカ最大の鉄鋼会
社を経営する社長チャールズ・シュワップ氏に「あなたの会社の能率を50％以上改善でき
る方法がある」と提案しました。その方法は

この方法を実践することにより同社は大きく生産性を向上させることができ、アイビー・
リーは25,000ドルの報酬を得ました。

1. 紙に明日しなければならないことを6つメモする
2. その6つを重要と思われる順に1,2,3,4,5,6と番号を振る
3. 翌日、このメモに従って仕事を進める。もし、全部できなかったら忘れてもOK

ただし、1の仕事が終わるまで2の仕事に手をつけない。
翌日以降はこれを繰り返す

つまり「翌日のタスクを書き出して、優先順位をつけ、実行すること」です。



タスク管理は「脳のメモリ節約」

デビッド・アレンによって開発された「ＧＴＤ」

GTD（Getting Things Done）とはアメリカの生産性向上コンサルタントによって開発
されたタイムマネジメント技術です。要約すると以下のとおりです。

（画像引用：楽天アフィリエイト）

・人間の脳には限界があり「タスクを思い出すこと」は非効率

・タスクを記憶することは脳のリソースのムダ使い

・頭の中から「タスク」を全部書き出して脳のメモリを開放

・書き出したタスクを処理→整理→見直し→実行のフローで進める

「タスクを書き出して、脳をリフレッシュする」でことで生産性を向上させることができます



タスク管理から派生する「時間管理」

ピーター・ドラッカーの著書より時間管理術を学ぶ

マネジメントの祖といわれるピーター・ドラッカーは著書「経営の条件」などで時間管理
手法について以下のように説いています。

（画像引用：楽天アフィリエイト）

Step1 時間を記録する

Step2 時間を整理する

Step3 時間をまとめる

タスクごとの時間を計測する

ムダなタスクを整理する

まとまった時間を確保して、時間を
かけるべきタスクに取り組む

タスクごとに時間を計測してどれだけの時間を要しているかを
数値化し、その情報をベースに仕事の断捨離を行い、まとまった
時間には大きなタスクを入れるということですが、言い換えると
必要なタスクの大きさ（所要時間）を正確に把握し、適した枠
（時間帯）の中に当てはめていくということです。
まとまった時間があるのに、つい細かい仕事から着手してしまった経験はありませんか？。



タスクごとの時間計測

働き方改革はいわば「仕事のダイエット」です。ダイエットには日々の体重計測は欠かせ
ませんし、食べたものを記録するダイエット方法は効果的です。また家計の節約には家計簿
が効果的です。つまり記録することが削減の第一歩というわけです。

おにぎり 180kcal

サラダ 80kcal

アイスクリーム 180kcal

チョコレート 500kcal

ショートケーキ 350kcal



マルチタスクとシングルタスク

タスクごとの時間計測を勧めると「複数のタスクを同時並行でやっているので、時間計測
が難しい」と反論されることがあります。これはマルチタスクといって処理能力の高い人が
陥りやすいのですが、「ミスが増える」「集中力が低下する」「生産性が下がる」「不安感
が増す」など、多くのデメリットが潜んでいます。同時のことを２つ以上進めているように
見えますが、脳の思考回路を頻繁に切り替えているだけで、たいてい同時には進んでいない
のです。

ミシガン大学の心理学教授らは、マルチタスク
をする人たちは、タスクをひとつずつこなすグ
ループよりも、40パーセントも生産性が低いと
いう研究結果を発表しています。

前述の「アイビー・リーの25,000ドルのアイデ
ア」にもあった、優先順位が１のタスクが終わる
まで２に着手しないといった、シングルタスクを
心がけることで、生産性が４０％も向上するかも
しれません。



スキマ時間に細かいタスクを実行

まとまった時間があれば大きなタスクに当てるのであれば、細かいタスクはスキマ時間に
できるように、常に書き出しておくことをオススメします。タスク管理はいわば「未来の自
分への依頼書」です。

会議開始までの１０分
出かける前の１０分
退勤前の１０分

スキマ時間にできる
タスクをまとめておく電車待ちの１０分



タスク管理で仕事の断捨離

記録したタスクを見直して仕事の断捨離をするには、以下の３つに分類することをオスス
メします。成果に結びつかない管理業務から見直して、未来の成果に結びついているのかの
検証も行う必要があります。それぞれに費やしている時間を集計してみることも効果的です。

今の成果に結びつく仕事
例）契約、出荷や納品、採用など

未来の成果に結びつく仕事
例）提案、見積、募集や面接など

成果に結びつかない管理業務
例）経費精算、社内文書作成など

時間

時間

時間



タスク管理で期限を意識させる

タスク管理をすると期限が明確になりますが、さらに期限を意識させるには遅延する場合
の連絡期限を徹底することが重要です。例えば待ち合わせに間に合わない場合には、約束の
時刻より前に連絡するのが社会的な常識です。仕事の期限も同様で、期限に間に合わない場
合は、期限より前に関係者に連絡するべきですが、多くの職場ではそうされていません。期
限が過ぎて催促されてから「実は…」といった言い訳は許さない文化に変えていきましょう。

「電車が遅れて約束の時間に
間に合いそうにありません」

「電車が遅れたので到着が
遅れています」

✕ ○



テレワークにおけるタスク管理

テレワークは感染症対策だけでなく、災害時や育児、介護など柔軟な働き方を実現するた
めに欠かせません。自宅で真面目に仕事をしているのかと心配になる管理職もいますが、離
れた場所で働くからこそタスク管理で仕事の予定と実績を管理すべきです。さぼっていない
か監視するではなく、仕事量と勤務時間が適正なのかを管理することです。



タスク管理ツール



チームToDoとは

チームToDoは業務効率化に特化したToDo（タスク管理）機能がメインのグ
ループウェアです。ブラウザからサーバにアクセスして使用します。



タスクは前日に入力して翌朝メールでお知らせ

チームToDoには毎朝、その日のタスクや予定をメールで知らせてくれる定時通知
メール機能があり、メールの送信先に上司を入れることができます。
前日の終業時までに入力しておく必要があるので、翌日の行動をシミュレーション
できて、翌朝出勤してすぐに行動を開始できます。



タスクを完了させると日報に移動

新製品の納期確認

商品サンプルの発注

プレスリリースの原稿

Web サイトの更新

マーケティング企画書

新製品の納期確認

商品サンプルの発注

プレスリリースの原稿

Web サイトの更新

チームToDoでは完了したタスクが自動で日報に反映されるので、手間をかけずにアウト
プットを上司と共有することができます。相談や報告などコメント欄を使って上司との
コミュニケーションをとることもできます。

今日完了した
ToDo

今日の
スケジュール

コメント
（本人と上司）



メールのように送受信できるタスク

チームToDoではメールのようにタスクを送って仕事を依頼することができ、受信トレイ
に届いたタスクを受付すると自分のやることリストに入ります。ToDoを完了させると依
頼者に届いて、承認されると自分のやることリストから消えます。タスクにスクリーン
ショットなどの画像を埋め込むことや、留守番電話のように声を録音することができる
ので、テレワークなど離れた場所にいる部下に的確に依頼内容を伝えることができます。



厳格な期限管理とリマインド

チームToDoでは依頼された人はタスクの期限を変更することはできません。依頼者は延
期することができますが、早めることはできません。期限が近づいたタスクはメールで
お知らせするリマインドメール機能が自動で督促してくれます。

期限の変更制限 リマインドメール



定型タスクと定期タスク

一括テンプレート機能は１回の操作で複数のタスクを登録できるので、定型業務を管理
するのに適しています。また１つのタスクを完了させる際に、同じ内容のタスクを新規
で作成するボタンがありますので、定期的なタスクの登録に手間がかかりません。

一括テンプレート

コピーして新規登録



時間計測と予測時間への反映

チームToDoではタスクごとに予測時間と実績時間を管理し、日報で差を確認することが
できます。実績時間はプルダウンや数値入力もできますがストップウォッチ機能を使う
と正確に計測することができます。そのタスクをコピーして新規作成すると、ストップ
ウォッチで計測した時間がそのまま予測時間に反映されます。

日報
ストップウォッチ



タスクにタグ付けして集計

チームToDoではタスクやスケジュールにタグをつけることができます。タグは複数つけ
ることも可能で事業別や相手先、プロジェクトごとなど集計したい項目を設定し、各メ
ンバーがタグ付けしていきます。タグで集計した時間（費やした時間）と成果のバラン
スが適正だったのかを検証すると、時間のムダ使いに気づくはずです。



スケジュールにタスクを埋め込む

チームToDoではスケジュールにタグを埋め込むことができます。スケジュールに埋め込
まれたタスクは「開始前」から「予約済」というステータスに変わります。タスクの作
業時間をスケジュール上で確保されていないと、スケジュールが埋まってしまいますの
で、未来の自分にアポイントをとる感覚で作業時間を確保する必要があります。

これは「タイムボクシング」とよばれ
る管理手法で、スケジュールをボック
ス化して、その中にタスクを当てはめ
ることを推奨しています。そこで重要
なのが1時間かかるタスクは1時間の
ボックスの中に入れることです。細切
れの時間にいれると、結果的に1時間
以上の時間を費やしてしまうからです。



タスク管理研修

コンサルタント（講師）



Profile

1991年4月～ 関西松下システム株式会社
松下電器産業株式会社
パナソニックSSマーケティング株式会社

2006年8月～ デジタルアーツ株式会社 (関西営業所長)
2011年7月～ ＥＭＣジャパン株式会社 RSA事業本部
2013年8月 actuarise株式会社設立

actuarise株式会社 代表取締役
ＩＴコーディネーター
テレワークICT協議会 会長
ワークライフバランスコンサルタント
総務省テレワークマネージャー

著書
業務効率を格段にあげる「チームToDo」という発想経歴

三島浩一

講師Profile



料金・お問合せ先



サービス料金

タスク管理導入支援サービスの料金は、基本料金にオプション料金を加えた金額になりま
す。ご希望の条件をお聞かせ頂ければ、見積させて頂きますので、お問い合わせください。



お問合せ先

大阪市北区天神橋１丁目１０－９ FBビル６F
☎ 06-6585-0310
www.actuarise.co.jp
info@actuarise.com

（アクチュアライズ）


	スライド番号 1
	タスク管理とは
	スケジュール管理とタスク管理の違い
	日本人はタスク管理が苦手で生産性が低い
	タスク管理をしないデメリット（１）
	タスク管理をしないデメリット（２）
	タスク管理を実践した自治体の事例１
	タスク管理を実践した自治体の事例２
	タスク管理を実践した自治体の事例３
	タスク管理で直面する課題
	タスク管理の活用例
	タスク管理で業績を上げた事例１
	タスク管理で業績を上げた事例２
	タスク管理は「脳のメモリ節約」
	タスク管理から派生する「時間管理」
	タスクごとの時間計測
	マルチタスクとシングルタスク
	スキマ時間に細かいタスクを実行
	タスク管理で仕事の断捨離
	タスク管理で期限を意識させる
	テレワークにおけるタスク管理
	スライド番号 22
	チームToDoとは
	タスクは前日に入力して翌朝メールでお知らせ
	タスクを完了させると日報に移動
	メールのように送受信できるタスク
	厳格な期限管理とリマインド
	定型タスクと定期タスク
	時間計測と予測時間への反映
	タスクにタグ付けして集計
	スケジュールにタスクを埋め込む
	スライド番号 32
	Profile
	スライド番号 34
	サービス料金
	お問合せ先

