株式会社新経営サービス

森中 謙介

第一回 今，なぜ「残業マネジメント」が必要なのか
第二回 効果的な現状分析の進め方
第三回 労働法の労働時間制度を最大限に活用する
第四回 現場における残業時間管理方法の工夫

第二回

第五回 給与制度・評価制度の工夫で残業マネジメント

効果的な現状分析の進め方

残業問題の本質的な
原因を見極める
問題解決のプロセスにおいて，

［図表 1］ABC 分析
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「本質的な問題」を発見できれば

で「なぜ残業が減らないのか」，

第六回 管理者の意識を変える残業マネジメント研修
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ないと常々感じている。また，業
務オペレーションの問題なのか，

的である。日報では仕事別の所要
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人のスキルの問題なのか，はたま

時間を記録させるとともに，特に

すことができないかを考えるきっ
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時間のかかる仕事については，改

かけとなる。社員の賃金分布を作
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善の余地がないかメモを残せるよ

成して，「残業代の有り無し」で
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解決方針を共有する上でも重要な

［図表 2］残業特性要因図（簡易版）
テーマ

作業である。
また，残業の原因が対象となる

ご希望の方は下記アドレスより
「人事制度ノウハウ」へアクセス
「人事戦略研究所」http://jinji.jp
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