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20%

64.9％

70%

26.0％

早期離職防止対策は︑こうした

など︑企業の実態をあらかじめ伝

なると残業が増えることがある﹂

の回答から見えてくるのは︑若年

行ってほしい﹂
がトップでした︒
こ

ら れ た 回 答 は︑﹁ 研 修 を し っ か り

の回答でしょう︒ハラスメントが

い﹂とは職場の人間関係を指して

や先輩社員とストレスなくコミュ

えておけば︑
入社後に
﹁こんなはず

う事実です︒人材育成の仕組みを

ニケーションができる︒仲間たち

事実を踏まえて検討していく必要

整えるなど︑若年者の意欲に応え

と信頼関係を築いていける環境が

ないのは当然のこと︒
例えば︑
上司

東京しごとセンターヤングコー

られるかどうかが︑﹁人が辞めない

者も仕事に対する意欲はあるとい

ナーの利用者を対象にしたアン

ある︒
そういった職場に︑
若年者は

31

仕事とプライベートの両立 仕事を与えて、
経験を積ませてほしい
残業をなくしてほしいのではなく、
ムダな残業やサービス残業などをなくしてほしい
社員が会社に対して素直に要望を出せる環境
就業規則をしっかりと守ってほしい 人間関係での退職者を出さないための取り組み
多様性のある職場 休みを確保してほしい

残業が常態化していないか︑気兼
ねなく休暇制度を利用できる職場

会社﹂になるためのカギと言える

【その他】

働きやすさを感じるのです︒

昇進 ･ 昇給を順当に行ってほしい

知識や能力︑資格を
活かせる仕事を任せてほしい

職場の設備環境を整えてほしい

メンタルヘルスケアに配慮してほしい

資格取得の機会をつくってほしい

サークルや旅行など社員の交流の場を
提供してほしい

特にない

その他

ケート﹁入社後に会社に求めるこ

100

環境になっているかなどを見直す

151

のかもしれません︒

11
12

不明

独立して事業を始めるため

193

その他

※複数回答
（件）

200

家業をつぐ又は手伝うため

入社後に会社に求める（望む）ことは ?

とは？﹂という問いに対して寄せ

1.3％ 1.0％
1.4％

介護︑看護のため
責任のある仕事を任されたかった
倒 産 ︑整 理 解 雇 又 は 希 望 退 職 に 応 じ た た め
１つの会社に長く勤務する気がなかったため
雇用期間の満了・雇止め
不安定な雇用状態が嫌だった

57
58
60

50

自分の技能・能力が活かせられなかった
健康上の理由
結婚︑子育てのため

残業をなくしてほしい

風通しのよい職場にしてほしい

研修をしっかり行ってほしい

実施時期：2016 年 9 月 対象／人数：東京しごとセンターヤングコーナー
利用者
（34 歳以下）352 名
【男性：192 名／女性：155 名 無回答 5 名】
「若年者の就業意識」
アンケート

120
124
130

会社に将来性がない
ノルマや責任が重すぎた
仕事が自分に合わない
賃金の条件がよくなかった
人間関係がよくなかった

0

労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった

出典：厚生労働省
「平成 30 年若年者雇用実態調査」

べきでしょう︒
あるいは
﹁繁忙期に

ではなかった﹂
と︑
若年者に思われ

3 年以内に離職した場合の平均値を算出

があります︒労働時間・休日・休暇

規学卒者決定初任給調査結果」
より入社

ずに済むのです︒

※日本経済団体連合会 2016 年 3 月卒
「新

が離職理由のトップであるならば︑

だしも中小企業では早期離職を防

平成 28 年 3 月 学歴・事業所規模別卒業 3 年以内の離職率
﹁風通しのよい職場にしてほし

20%

3

33.1％

30%
25.0％

32.2％ 29.6％

10

55.4％
49.7％

50%

1

46.0％

50%

39.2％

40%
32.0％

30%

26

39.3％

40%

30
3

60%
57.7％

60%

30

3

30

新規高校卒業者
新規大学卒業者

早期離職の現状と課題

約 800 万円

い﹂
が ・ ％の順です︒

9
23
4

70%

1

3

3

3

3 10

5
150

2.5％
3.6％

若者世代研究
15.3％

12.0％

10.8％

4
5

20
1

5.5％
5.4％

5%

0.5％

0%

（複数回答 3 つまで）

人間関係が理由で
退職する人は多い

早期離職による企業の損失額は
1 人あたり
7.0％
7.7％

1

企業に就職したが、入社後数年以内の
ごく短い期間で退職すること。

30.3％
26.9％
23.4％
20.1％

20%

9.2％

10%

巻頭
企画
早期離職とは
最終学校卒業後初めて勤務した会社を辞めた主な理由
25%

15%

13.9％

インスタ、ツイッターが浸透

最近の若手は繊細で傷つきや

「みなまで言うな」といった大
している世代なので承認欲求

すい。メールでもぶっきらぼ

雑把な指示、放任主義ではうま
は強め。基本的にホメて伸ばす。

うな文面はＮＧです。「バカ」

くいきません。細かなディレク
「ホメる」or「スゴくホメる」

といった乱暴な言葉遣いは論外。

ション、丁寧な説明が肝要です。

PROFILE

の二択。
「叱る」はあり得ない。

イマドキの若 手 はプライベート 重 視！

てもらおう﹂
という段階になって︑

も終えて︑﹁さあ︑これから活躍し

有望な若手を採用して新人研修

トック型であること︒学校から帰

この世代の特徴は人間関係がス

︵ガラケー︶
を持っていた世代です︒

年齢層は思春期からケータイ電話

︱︱人間関係がストック型の若い

中心になります︒

司や同僚が自分を取り巻く日常の

です︒
会社に入れば︑
基本的には上

間関係が構築されていくフロー型

一方で︑ゆとり世代よりも若い

ます︒

には会社での人間関係も大切にし

できる世代で︑少なくとも表面的

インタビュー

会 社 に 求 め る の は﹁ 居 心 地 の よ さ ﹂

原田曜平氏

この期待の星にあっさりと辞めら
宅して一人になってもケータイで

マーケティングアナリスト

れてしまってはとても残念です︒

いてお話を伺いました︒

曜平さんに
﹁イマドキの若者﹂
につ

回は現代の若者文化に詳しい原田

ホンネを知る必要があります︒今

期離職を防ぐためには若手社員の

なぜ会社を去ってしまうのか︒早

ても高校の時の仲間がいる︒会社

がっていきます︒

の人間関係が途切れずに積み上

取れるツールがあるのでそれまで

変わってもコミュニケーションを

大学↓就職と︑人生のステージが

態︒
いわば
〝常時接続〟
です︒
高校↓

友人とはいつもつながっている状

会社が
﹁若手社員﹂
と位置付ける年

た世代でもあります︒

人間関係を強く意識させられてき

れたりしないように︑スムーズな

口を言われたり︑変な噂を立てら

係を濃密にするツールなので︑悪

はありません︒ケータイは人間関

原田さん 一概にそういうわけで

ないということですか︒

世代は︑会社の人間関係を重視し

自分にとって居心地の良い人間関

ブロック機能が発達しているので︑

いは情報をシャットアウトできる

ＮＳは自分が望まない関係︑ある

ミュニケーションの中心です︒Ｓ

スマホ世代の場合︑ＳＮＳがコ

な特徴です︒

ホ世代﹂へと変化したことが大き

いますが︑
ケータイ世代から
﹁スマ

︵ジェネレーションＺ︶
と分類して

代前半︱︱︑
私は
﹁脱・ゆとり世代﹂

同調意識も高いが⁝ ⁝

つまり︑大学で友達が出来なく

の同僚との関係がすべてではなく︑
齢層を 〜 歳ぐらいとするなら

表面上は会社への

︱︱イマドキの若手社員の特徴を
プライベートは学生時代の友人と

見えている景色がかなり違います︒

ただった 代︑﹁バブル世代﹂とは

同じように就職活動で引く手あま

いった未来を想像できません︒

上がる﹂
︑﹁努力すれば成長する﹂
と

験してきたので︑﹁頑張れば給料が

らずっと日本の
﹁低成長時代﹂
を体

世代︑
脱・ゆとり世代は生まれてか

という状況でした︒
しかし︑
ゆとり

上がる︑就職活動にも苦労しない

には好景気でアルバイトの時給も

原田さん ここ数年︑
マクロ経済的

ますが︒

の意欲が少ないという声も聞かれ

︱︱最近の若手には昇給や昇進へ

そ 年の幅で一定の傾向が見られ

います︒世代ごとの特徴はおおよ

計÷２﹂で十分という気持ちもあ

婦で稼げばよい︑
自分の稼ぎは
﹁家

でいます︒家計に必要なお金は夫

計を支える﹂という意識も薄らい

で︑
以前のように
﹁男性が働いて家

都市圏では共働きも増えているの

ます︒

快適な
﹁居心地の良さ﹂
を求めてい

を妨げない職場環境︑できるだけ

り切っているので︑プライベート

ります︒﹁仕事は生活のため﹂と割

会社では何かしらストレスがかか

た考えは幻想にすぎません︒

厭わずについてくるだろう﹂
といっ

しい仕事を与えれば︑自己犠牲も

たい﹂というのがホンネです︒﹁楽

でいいからプライベートを重視し

を１万円上げるよりも︑現状維持

ります︒﹁努力を重ねて自分の給料

理的にリセットされて︑新たな人

場所が変わるたびに人間関係は物

タイがなかったので︑生きている

いった気持ちはなかなか伝わらな

よう﹂とか︑﹁育ててあげたい﹂と

﹁頑張って会社を一緒に成長させ

原田さん﹁上昇志向を持て﹂
とか︑

られますか？

どのような対応︑取り組みが求め

︱︱若手社員の定着を図るために

ています︒

識に変化をもたらすのではと考え

活動に逆風ですが︑若手の就業意

況にも変化が生じています︒就職

今回︑コロナ禍で企業側の採用状

いというのが率直な印象です︒

若い世代にプラスにはなっていな

う常識が実感できていない状況は︑

﹁努力しなければ報われない﹂
とい

とを見つめ直す機会でもあります︒

徴があります︒周りへの気遣いも

目立ちを嫌がる同調志向が強い特

とり世代﹂
です︒
ゆとり世代には悪

り︑
同時にゆとり教育を受けた
﹁ゆ

には求めるのは居心地の良さ︱︱︒

代はプライベートを重視し︑会社

人しい時代ともいえます︒若い世

らは低成長あるいはゼロ成長の大

高度経済成長期とは違い︑これか

良さもあります︒

意したことは誠実にこなす性質の

もありません︒本人が納得して合

若い世代の
﹁上昇志向に乏しく︑
ガ

かりやらせる︒

することです︒
約束したことをしっ

せず︑ドライなビジネス関係に徹

もう一つは無理に理解しようとは

転倒です︒

で肝心の業務が滞るようでは本末

若手社員の支持が得られたところ

すが︑
やはり易きに流れてしまう︒

な傾向もあります︒

え﹂といった︑ある意味︑自分勝手

異なり︑﹁イヤな関係は切ってしま

スマホ世代にはケータイ世代とは

ば︑ 代後半はケータイ世代であ

﹁ジャパン・アズ・ナンバー１﹂
とい

るようです︒

いでしょう︒﹁飲めば︑わかる﹂と

その良し悪しを断じても仕方あり

楽しむといった具合です︒

われた頃の日本経済の国際的な立

︱︱人手不足による売り手市場が

いった昭和的なコミュニケーショ

ません︒

原田さん 人間関係に対する状況︑

ち位置に対する見方も変化

続いていることも若手の仕事への

ンも限定的な人間関係で生きてい

ますが︑いまの 〜 歳ぐらいの

仕事は生活の手段
会社に幸せはない

半面︑
人を蹴落としたり︑
とんでも
なくサボったりしてしまうといっ

︱︱若手社員は何を会社に

本の労働市場は素晴らしいです︒

を出ればそのまま働き口がある日

就職浪人することもなく︑学校

ではどうすればいいのか︒若手

関係を持つ世代には通用しません︒

ようなやり方もストック型の人間

がマンツーマンで洗脳してしまう

時代に即した対応をしていかなけ

会社として存続していくためには

なりを考えていく必要があります︒

合った社風なり︑働きやすい環境

た︑制御不能になるような強烈さ

求めているのでしょうか？

しかし︑厳しい就職活動は自分が

納得すれば誠実に取り組む

ツガツしていない﹂という特性は

して︑若い世代は韓国ある

モチベーションに影響を与えてい

社員の定着を図るためには若手に

若手にとっての幸せは会社

ればなりません︒
に迎合してしまうのも一つの手で

ようです︒

上昇志向はないけれど

いは中国の伸びていくパ

るフロー型にしか響かない︒上司

係だけでつながることができます︒

教えてください︒

20

やりたいこと︑自分に足りないこ

代後半よりも上の世代はケー

29

ますか？

考え方が以前とは大きく変化して

20

ではなくプライベートにあ

35

30

20

ワーも素直に評価している

26

若者世代研究

一、「ぶっきらぼうな対応」

6
7

50

1

一、「背中を見て学べ」
一、「叱る」
慶応義塾大学商学部卒業後、株式会社博報堂に入社し、博報堂生活総合研究所、研究開発局を経て博
報堂ブランドデザイン若者研究所リーダーを務める。退社後、2018年12月よりマーケティングアナ
リストとして活動。若者研究とメディア研究を中心に、次世代に関わる様々な研究を実施。著書に『ヤ
ンキー経済』『さとり世代』ほか。

10

巻頭
企画
原田曜平氏が教える若手社員への 「ＮＧ３箇条」

原田曜平氏

2

PROFILE
1984年東京工業大学工学部機械工学科卒業、1986年同大学修士課程修了後、キヤノン株式会

若手社員が辞めない
会社づくり

社にエンジニアとして入社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問
教授等を経て、現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。専門は、
システムデザイン・マネジメント学、ヒューマンマシンインタフェースデザイン、システムデザ
イン・マネジメント学、地域活性化、幸福学、幸福経営学など。著書に『7日間で「幸せになる」
授業』（PHP研究所）『無意識がわかれば人生が変わる』（ワニプラス）などがある。

やりがいとつながりを 大 切 に

しみ﹂が感じられる
﹁働く幸福度﹂

仕事に対して﹁やりがい﹂や﹁楽

するようになりました︒右肩上が

会社は短期的な利益の追求を優先

ある﹂
という原理が主流となって︑

から苦労して当たり前﹂という考え

ラリーマンには︑﹁給料をもらうのだ

前野氏 中高年世代の経営者やサ

固定観念もありますね︒

インタビュー

社員が幸せに働ける職場とは

前野隆司氏

を重視する若者が増えています︒
りの成長を続けた戦後経済の中で
もあります︒しかし︑﹁嫌な仕事でも

幸福学研究の第一人者
慶応義塾大学教授

早期離職防止を考える上で﹁働く
は社会も働き手もどんどん豊かに

しかし︑時代が成熟して現在の
仕事に幸せを感じられない社員は
すか？

幸福度﹂
は外せないポイントです︒

ような低成長経済︑あるいは今回
基本的に︑﹁言われたことだけをやっ
前野氏 すでにアメリカでは
﹁社員

歯を食いしばって働く﹂といった労働

究の第一人者︑
慶應義塾大学・前野

のコロナ禍によって経済が停滞す
ていればいい﹂
というスタンスになりが
の幸福度﹂を高めるための取り組み

なっていき︑おおむねうまく機能

隆司教授にお話を伺いました︒

る状況では︑給料が目に見えて伸
ちです︒
一方で︑働く幸せを感じてい
は企業にとって経営課題の一つとし

社員はどのような状況下で幸せを

︱︱
﹁働く幸福度﹂
に対する関心が
びていくような状況にはありませ
る社員は創造性︑生産性とも高く︑
て常識です︒職場でのハラスメントが

観は古い美徳で︑
経営の合理性を考

高まっています︒
ん︒このような現実を生きる働き
離職率が低いのも明らかです︒
タブーという考えもようやく日本で

していたと思います︒

前野氏 古くから日本人は
﹁働き手
手にとって︑﹁幸せ﹂を金銭的な報
さらに︑社員が働いていて幸せを
も定着しつつありますが︑
これからは

感じるのでしょうか︒﹁幸福学﹂研

の幸せ﹂
に目を向けてきました︒
近
酬に求めるのではなく︑仕事のや
感じられなければ︑途中で心が折れ

ハラスメント対策に加えて︑﹁社員が
幸せに働ける職場づくり﹂が必須に

せになれない会社と感じれば︑﹁ブラッ

分の会社と他の会社を比較して︑
幸

業 ﹂を容易にイメージできます︒自

主至上主義︑﹁会社は株主のために

ところが近代以降︑欧米型の株

といったマイナスイメージを感じてし

ても﹁やらされ感﹂や
﹁組織の歯車﹂

れ！﹂と言われるだけでは︑どうし

説 明 もなく︑目の前の仕 事 を﹁や

に頑張らなければならない﹂という

︱︱﹁ 仕事は辛いもの︒生活のため

には言いたいことをうまく伝えられ

ン能力も低く︑遠 慮して目 上の人

す︒若い社員はまだコミュニケーショ

ラルキーの一番上に位置する存在で

や人事担当はとても偉い人で︑
ヒエ

は無視できない重要なポイントです︒

る上でも社員の心の問題︑﹁幸福度﹂

の向上といった合理的な経営を進め

伝えることが効果的です︒

話をするようなオープンな姿 勢で

優しい態度︑自身の若いころの苦労

自分の身内︑孫に接しているような

経営理念をしっかり届けるためには︑

とも少くないのではないでしょうか︒

場環境を実現している﹁ホワイト企

で︑若い社員たちは快適に働ける職

いまは情報が簡単に手に入れるの

なるでしょう︒

ク企業﹂と見なして早々に辞めてし
まいます︒本人の﹁ 納得感 ﹂が得ら

ない人が多いでしょう︒

人材の安定的な確保︑
労働生産性

休職や退職するリスクもあります︒

えると時代遅れです︒

江商人の商いの理念
﹁三方良し﹂
で
りがい︑職場の快適さに見出すこ
てしまったり︑健康を害したりして

︱︱海外でも同様の流れはありま

は
﹁誰か特定の人だけが得をする﹂
とが必要になっています︒

経営の合理化にも

のではなく︑
お客さんも︑
働く人も︑
そして世の中もみんなが幸せにな
れるバランスを大切にする考えで

まうかもしれません︒
れ︑
主体的に仕事に取り組めるよう

影 響 が あ る﹁ 幸 福 度 ﹂

同時に悪い評判はネット上にも拡

に仕事の意義︑
おもしろさを丁寧に

す︒

散されてしまいます︒人口減少社会

伝える作業がとても大切です︒

ない﹂といった愚痴をこぼしていても

いのであれば︑﹁最近の若手は根性が

もしも自分の会社の離職率が高

掛けするといった︑基本的で当たり

張ってね！﹂︑﹁大丈夫？﹂といった声

﹁ありがとう﹂と感謝を伝える︑﹁頑

ありません︒きちんとあいさつする︑

﹁つながり﹂
は決して難しい話では

点はありませんか？﹂と低姿勢にな

むしろ﹁うちの会社で改善すべき

素直にくみ取るべきでしょう︒

もいるでしょうが︑社員の気持ちを

ですね︒突飛な話をする若手社員

でオープンな姿勢を心掛けてほしい

に︑経営者や人事担当者はフラット

と﹁つながり﹂の両方を削いでしま

社員の幸福度に寄与する
﹁やりがい﹂

ニケーションが減ってしまうために︑

多いでしょう︒しかし︑
対面でのコミュ

クの導入などで解決できる部分も

前野氏

幸福度﹂
に影響しますか？

︱︱コロナ禍は若 手 社 員の﹁ 働 く

若い社 員が安心して話せるよう

は人手不足の時代なので︑
優秀な人

仕方ありません︒自社の勤務環境︑

前の人間関係を大事にするという

るぐらいで若手にとってはようやく

材の確保は難しくなるでしょう︒

職場風土が時代に合っていないとい

ことです︒

フラットに近い︑安全に話せる状況

うリスクがあると懸念しています︒

仕事そのものはテレワー

う事実を経営者は真摯に受け止め

小学生が学校で教わっている︑﹁仲

話を 聞いてわかった改 善 点は当

も参加者が限定されがちであるた

た取り組みも有効ですが︑
どうして

ていくべきです︒

け合う ﹂といったものと同じです︒

然対策を講じる必要がありますし︑

め人間関係の広がりに欠ける側面

オンラインでの雑談や食事会といっ

︱︱社員の幸福度を高めるために

子ども同士の関係で推奨されてい

対応ができない課題は改善に向け

と認識してくれるでしょう︒

会社としてどのような取り組みが

るのに︑
大人の関係になると無用な

良く協力する﹂︑﹁困っている人が助

必要ですか？

は否めません︒
職 場で直 接 的にやり取りしてい

たビジョン︑計画を示す必要があり

れば︑
上司と部下︑
同僚といった
〝縦・

配慮で顧みないというのはおかしい

や経 験の不 足による思い込みなど

横の関係〟以外にも︑社内でのすれ

前野氏 幸福度を

はわかりやすく説明すべきでしょう︒

違いの際に知り合うような
〝斜めの

ます︒若手ならではの未熟さ︑知識

会 社の理 念︑経 営 者の思いを対

関係 〟も広がっていきます︒三密を

ですよね︒

話によって伝えることも大切です︒

避ける設備を早 急に整えてリアル

高めるためには︑﹁や

︱︱経営者や人事担当が若手社員

年始や年度初めに社長が大上段に

に人と人とが会える職場を取り戻
新入社員にとって経営者

聞き取る姿勢が大切

﹁主体性﹂が大きく

前野氏

なポイントです︒

り ﹂の醸 成が重 要

りがい﹂と﹁つなが

﹁やりがい﹂を感

と接する際にどのような心構えが

構えて行う 訓 示といったものは実

すことも必要でしょう︒

社員の気持ちを

じるためには社員の

求められますか？

効性に欠けたり︑社員に響かないこ

寄 与します︒何の
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巻頭
企画
前野隆司氏

〝 若 手 〟定 着のカギを 握 る

組織とのエンゲージメント

上林周平氏

として大企業を中心に﹁エンゲー

職場定着を図るための取り組み

が︑﹁社員と会社﹂のエンゲージメ

いった意味合いで使われています

ンド︑サービスなどへの愛着︑絆と

社員に何かを与えた対価として愛

待遇であったり︑
報酬であったり︑

度﹄
と誤解している人もいますが︑

﹁エンゲージメントを
﹃従業員満足

じています﹂

としてエンゲージメントが必要と感

企業側も若手をつなぎとめる手段

間など︑
会社に求めるものが変わり︑

価値観から︑成長︑やりがい︑よい仲

インタビュー

ジメント﹂への関心が高まってい
ントとはどのような関係性を示す
される会社を目指すような迎合で

代表取締役社長

ます︒中小企業ではあまり浸透し
のか︑ピンとこない経営者︑人事担
はありません︒
本人が
﹃やりたいか

株式会社ＮＥＷＯＮＥ

ていませんが︑
個人と組織︑
社員と
当者も少なくありません︒

ＯＮＥの上林周平社長に︑﹁なぜい

トを手がけている株式会社ＮＥＷ

新人研修支援や組織開発のサポー

セプトとして注目されています︒

係を構築する上で欠かせないコン

い︑
自発的な貢献意欲を持って︑
そ

といったドライな契約関係とも違

りやすいです︒﹃コミットメント﹄

ジメントは
〝婚約〟
に例えるとわか

いいますが︑
社員と会社のエンゲー

﹁婚約指輪をエンゲージリングと

て次のように語ります︒

平社長はエンゲージメントについ

株式会社ＮＥＷＯＮＥの上林周

しています︒面接でも
﹃ファーストキャ

﹁ 若者の労働観が近年大きく変化

さんは３つの理由があるといいます︒

れるようになったのでしょうか︒上林

なぜいまエンゲージメントが求めら

と︑仕事の価値は従来︑工場で求め

﹁あらゆる分野でＡＩの導入が進む

への対応です︒

２つ目は人材の安定的な確保が難

会社が強い絆で結ばれ︑良好な関

まエンゲージメントが求められて

のつながりのために主体的に取り
リアは御社に決めました﹄と平気で

られていたような均質的な労働では

しくなっている現在の労働市場です︒

いるのか ﹂
︑そして組織とのエン

組んでいる心理状態です﹂
言ってしまう学生もいるほどで︑同

なく︑
よりクリエイティビティ︑
イノベー

ら︑やっている﹄
︑そんな関係性こ

ゲージメントを高める方法につい

モチベーション
︵やる気︶
やロイ
じ会社でずっと働くという意識が希

ティブなものとなっていきます︒その

﹁ 先進国の中でも日本は生産年齢

て伺いました︒

ヤリティ
︵忠誠心︶
といった関係性
薄になっています︒終身雇用制度が

ためには一人ひとりが仕事のパフォー

そがエンゲージメントです﹂

企業の新人研修や人材育成の場
とも違い︑どちらが偉いという立
揺らいでいる時代背景もありますが︑

マンスを挙げていかなければなりませ

すく︑
フリーランスなど働き方も多
様化している中︑社員の離職率を抑

ではなく︑
個々の社員が会社のビジョ

事を義務感から
﹃やらされている﹄
の

ん︒与えられた仕事︑決められた仕

常に大切です︒

りたいこと﹂をしっかり伝えるのも非

将来的な見通し︑
つまり﹁会社がや

同時に︑企業側も事業の方針や

分は会社のビジネスパートナー﹄
とい

﹁新人であっても受け身ではなく︑﹃自

ことが決め手といえます︒

事に
﹁意味付け﹂をして納得できる

不完全です︒社員本人が自分の仕

﹁誰でもホメられるとうれしいもので

いった演出も大切です︒

ね！﹂
とみんなの前でホメてあげると

仕事の後には
﹁今回の仕事︑
良かった

から︑
この仕事をぜひお願いしたい﹂︑

仕事の前には
﹁君は○○が得意だ

報酬だけが望みではない
えて定着を図るためにエンゲージメ
ントが重要となっています﹂

ン︑方向性に共感して︑主体的に能
﹁何のための仕事なのか︑
この仕事に

う自覚を持って︑自分の仕事にやり

す︒﹃ありがとう﹄﹃すごいね！﹄
といっ

３つ目は将来的なビジネスモデル

力を発揮することが企業競争力を
はどんなメリットがあるのか︑社員の

がいを感じることが欠かせません﹂

社員と会社がつながる

人口の減少が顕著です︒転職がしや

で
﹁エンゲージメント﹂という言葉
場はなく︑両者が対等にくっつい
給料が良ければ文句がないといった

変化する若者の労働観

を耳にする機会が増えています︒
ている関係です︒

自発的な貢献意欲で

ビジネスの世界では︑企業やブラ

確保する上で欠かせません﹂

﹃ｗｈｙ﹄︵なぜ︶
に対する答えを明確

に婚約と同じで
﹃これさえやれば確

﹁エンゲージメントの難しさは︑まさ

が必要になるのでしょうか︒

には具体的にどのようなアプローチ

組織のエンゲージメントを高める

あえず行ってみるか！﹄
というような

をチェックするのが当たり前︒﹃とり

ランを決める際にもネットで口コミ

らないでしょう︒
いまの若者はレスト

の目には好ましい組織風土として映

〝体育会系〟
のようなノリは若い社員

えないけど︑
とにかく頑張る﹄
といった

にしなければなりません︒﹃目的が見

じるパターンは次の４つのパターンに

と指摘します︒社員がやりがいを感

ジメント・
マネジメントが可能になる﹂

型の面談にすれば︑
効果的なエンゲー

いを把握するためのオーダーメイド

上林さんは︑﹁一人ひとりのやりが

を取り入れる企業も増えています︒

に短い時間の面談を行う﹁１ｏｎ１﹂

最近では管理職と社員が定期的

わりながら会社全体で育てるという

先輩︑経営者︱︱︑
いろんな人と関

ＯＪＴも教育係だけでなく︑上司や

力を発揮できる風土が大切でしょう︒

を掲げるよりも︑個々人の特性︑能

らなければいけない﹄といったお手本

求められます︒﹃誰々さんのようにな

これからの人材活用では多様性が

た感謝と称賛を心掛けたいものです︒

何のための仕事なのか

実に婚約できる﹄
といったマニュアルが

行き当たりばったりの行動は無謀で

ただし︑
若手に特有の経験不足ゆ

間との一体感 ③価値創出への没頭

①
〝ならでは〟能力の発揮 ②よき仲

目的と意味を伝える

ないことです︒社員が求めている内

合わせた対応が大前提となります﹂

えの視野の狭さもあります︒仕事の

④今後への成長期待

いまの仕事経験がなりたい
自分につながる。だからこ
そ力を出す意味になる

意識が重要です﹂

とはいえ︑全員の希望に応えると

全体像が見えないためにとても重要

﹁本人がやりがいを感じられれば︑
よ

今後への成長期待

分けられるといいます
︵表︶
︒

いうのは現実的に不可能︒本人の意

な仕事で今後の成長にもつながる経

り主体的に会社に貢献したいという

よき仲間との一体感

ビジョンに向けていい仲間
と一丸となって進めたいと
いう気持ちがある

ナンセンスと感じてしまいます﹂

向を把握して﹁優先順位﹂をはっき

験なのに︑
それが理解できないという

価値創出への没頭

自 分 は 何 の た めに 働くの
か、意味ある価値を出すこ
とがやりがいにつながる

容もそれぞれ違うので一人ひとりに

りさせる︒これがエンゲージメントを

エンゲージメントが生まれます︒しか

演出が有効です﹂

が持てるようにちょっとした工夫や

は
﹃組織に貢献している﹄
という実感

とれない場合もあります︒その場合

持てない︑あるいは積極的な行動が

し︑
若手社員は未熟さゆえに自信が

ケースもあるので︑
ていねいな説明や

ちょっとした演出も効果的

やりがいを感じさせる

フォローが必要となってきます︒

高める取り組みの第一歩となります︒
﹁本人が何を重視しているかを経営
者や上司はよく理解する必要があ
ります︒会社として
﹃できる・できな
い﹄の期待値調整を行い︑できる施

エンゲージメントは相互的な関係
なので︑会社側の歩み寄りだけでは

〝ならでは〟能力の発揮

「自分ならでは」
の力を発揮
することが仕事を行う意味
になる

2

若手社員が辞めない
会社づくり

業種／コンサルティング
設立／2017年9月
資本金／1,000万円
従業員数／31名（2020年4月1日現在）
HP／https://new-one.co.jp/
大阪大学人間科学部卒業。アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。
官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、大規模システム
開発・導入プロジェクトなどに従事。2002年株式会社シェイク入社、2015年より同社
代表取締役に就任。 2016 年、 若手からのリーダーシップを研究する Leadership
Readiness Lab設立し、代表に就任。2017年9月、エンゲージメントを高める支援を
行う株式会社NEWONEを設立。米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー。
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策から着実に対応していく必要があ
ります﹂

エンゲージメントが高まる４つのパターン

巻頭
企画
PROFILE

D ATA

株式会社NEWONE
上林周平氏

PROFILE

コロナ 禍 で 全 社 員 が 対 象 に！

サイボウズのテレワークとは？
﹁テレワークの導入にあたっては当時
少し長くいたい︑といったプライベー

に実家に帰省した際に両親ともう
るようで窮屈だからテレワークは利

なってしまったんです︒監視されてい

サ イ ボ ウ ズ︵ 株 チ
) ームワーク総研 鬼 頭 久 美 子 氏 インタビュー
コロナ禍を受けて準備が整わな
社内でも賛否両論ありました︒しか

をする社員もいます﹂

厳しすぎる条件では

おざなりにはできません︒とはいえ管
理が厳しすぎて誰も利用しないので

テレワークを経常的に利用してい
く過程でいくつかの課題も見えてき

同社はテレワークを取り入れてい

理上の手続きを徐々に緩和していっ

利用実態や社員の声を踏まえて管

ません︒サイボウズではテレワークの

はせっかく制度を設けた意味があり

の導入を進めてきました︒
同社チー
る社員の割合はコロナ禍の前の段階
ました︒
一つはテレワークを利用する

利用は広がらない

会社としては社員の勤務管理を

いままにテレワークを導入せざる

年に東日本大震災が発生︒﹃危機管

用しないといった意見もありました﹂

少なくありません︒
そんな中︑
ソフ
理 ﹄の観点からもテレワークは有効

トな理由で 週間程度のテレワーク

トウェア開発のサイボウズ株式会
であると判断して︑本格的に導入し

し︑試験的な運用をスタートした翌

社は働きやすい職場環境の整備な
ました﹂

を得ない状況を強いられた会社も

どを目的に 年前からテレワーク

ムワーク総研の鬼頭久美子さんに
で全体の 割弱︒鬼頭さんのように

の雰囲気についていけなかったりする

発言を気兼ねしてしまったり︑現場

伝わり方に差が出てきてしまいます︒

員と比べるとどうしても発言回数︑

は会議室でリアルに参加している社

しオンラインでのコミュニケーション

ンラインでの参加になります︒しか

テレワークを利用している社員はオ

んは語ります︒

というのがきっかけでした﹂
と鬼頭さ

業務効率の向上などを実現しよう

より多くの就業機会の創出あるいは

ができる職場づくりを進めることで︑

2010 年 月︒
﹁多様な働き方

と して 試 験 的 に 導 入 し たのは

サイボウズがテレワークを制度

切と考えています﹂

クなのか︑全員で共有することが大

て危機管理です︒何のためのテレワー

の向上﹄︑﹃ライフ重視の支援﹄︑
そし

的は
﹃雇用機会の創出﹄︑﹃業務効率

レワークの
﹃目的 ﹄を掲げました︒目

﹁サイボウズの場合︑
導入する際にテ

点に注意すればいいのでしょうか︒

運用していく上で企業はどのような

事の送迎︑宅配便の受け取り︑年末

していません︒例えば︑子どもの習い

児といったやむを得ない事情に限定

レワークで働くことができます︒育

﹁サイボウズでは基本的に誰でもテ

してさまざまな場所で働いています︒

いる人など︑
テレワークの制度を利用

るサテライトワークを組み合わせて

自宅のほか移動先などで仕事をす

いるケースや︑
本人の都合に合わせて

で東京オフィスでの仕事に従事して

大阪の自宅から完全リモートワーク

仕事が増えてしまい︑大きな負担と

ではオフィスでの勤務よりも余計な

の理由に基づくものでしたが︑これ

性を下げてはいけないという管理上

なりません︒テレワークによって生産

﹃○×△﹄
で細かく評定をしなければ

ていました︒上長もまた報告に対して

は毎日上長への報告義務が課せられ

いうことから︑
テレワークの利用者に

な仕事をしているのかわからないと

﹁導入当初は社員が自宅でどのよう

際の社内的な手続きの煩雑さです︒

﹁ 会議や打ち合わせに出席する際︑

員とのコミュニケーション力の差です︒

スで働く社員とテレワークで働く社

もう一つは︑
環境の違いによるオフィ

理は必要ないものでした﹂

ですから︑実際にはあまり厳しい管

り働きやすい環境を求めているだけ

同僚との信頼関係を築いた上でよ

せん︒オフィスでの仕事を通じて上司・

事をするというケースは通常ありま

﹁ 入社していきなりテレワークで仕

たといいます︒

参加者とオンライン参加者が混在し

やすいメリットもあります︒リアルな

上司・部下に関係なく自由に発言し

画面上でもフラットに見えるので︑

議室とは異なり席次もありません︒

﹁オンラインでの会議はリアルな会

あったといいます︒

てかえってやりやすくなるケースも

ンで同じ環境なると︑
格差がなくなっ

員全員がテレワーク︑
全員がオンライ

半面︑今回のコロナ禍によって社

大阪にいながら東京のメンバーとリ

クの制度があったおかげでいまでも

大阪に移りました︒会社にテレワー

﹁私の場合︑家族の転勤で東京から

増えていくことは間違いありません︒

ンの中でオンラインでのやり取りが

外を問わず︑
さまざまなビジネスシー

で拡大しています︒今後は社内・社

象を社員のみならず派遣社員にま

実を図るためにテレワークの適用対

まえて︑
さらなる危機管理体制の充

サイボウズでは今回の事態を踏

バーで共有することが重要です。
リアルな職

会社にしかない、ハンコを押すためだけに出

テンションやモチベーションといった感情面

場では上司の雰囲気や
「がんばって！」
といっ

社する必要があるといった環境をできるだ

でのコミュニケーションが重要。

た声かけで伝わることが、
オンラインでのや

あいまいさはトラブルの原因になることもあ

ザツダン』
も増えています」


いこと、
やりたいことをしっかり伝えましょう」


テレワークでは仕事の状況が閉鎖的になら
ほかにも
「仕事Bar」
（アルコールもアリで

で、
日中は子どもの世話があるときには朝活

リラックスした雰囲気の中、真面目に仕事の

で仕事を済ませるなど効率の良い働き方が

話をする）
「
、分報」
（オンライン上にこれから

できます」


の予定やいまの状況など、ちょっとしたこと

ないように複数の担当者で進めたり、マネー

を書き込むことができる）
といったコミュニケ

ジャーが適宜サポートに入ったりする体制は

ーションを取るための機会を設けています。

特に重要。

誰でも利用できる制度

ている場合は︑オンライン参加者に

モートで仕事ができます︒仕事もあ

な人材確保の方策としてもテレワー

プロジェクトの目的、目標を言語化してメン

感などが見落としてしまうリスクがあります。

理由を限定しない

傾向もあります﹂

も定期的に意見を求めるといった配

きらめない︑
家族も大事にできる︒
テ

素晴らしい制度と思います﹂

レワークは働く人の選択肢を広げる

慮が必要です﹂

テレワークの目的を

現在︑手探り状態でテレワークを

クのスムーズな導入を進めたいもの

より働きやすい環境の整備︑多彩

導入し始めた企業も少なくありま

です︒

全員で共有

せん︒
これからテレワークを本格的に

ーの言語化も大切です。できること、できな
（鬼頭さん）
要点だけをまとめたものでもOK）
。

ります。
時間中に自由に話し合える制度があります。

コロナ禍以降はメンバー間での『オンライン

「マネージャーの言語化だけではなく、
メンバ
覧できるように録画データを共有できるよう

にする。議事録を作成しておく
（必要に応じて

（鬼頭さん）
「働く場所と時間の呪縛から解放されること

（鬼頭さん）

り取りではうまく伝わらないことも。伝達の

ジャーとメンバーが仕事以外のことも業務
け改善することが大切。

「サイボウズでは
『ザツダン』
と称するマネー

オンラインでの会議がメンバー以外にも閲

言語化する

用上のポイントなどを伺いました︒

テレワークの実施状況や魅力︑運

10

12
13

直接やり取りしているとわかるその人の空気

「働く時間」
に縛られないこと。必要な資料が

テレワークの最大のメリットは
「働く場所」
、

感情面のコミュニケーション
「情報格差」を作らない

https://telework.cybozu.co.jp/

1

［その3］

［その2］

［その1］

鬼頭さんはテレワークを運用するポイントとして
次の3つを挙げています。

テレワークを運用する際のポイント
サイボウズ流

働き方改革
最前線

京都大学法学部卒業後、株式会社三井住友銀行に入行。組織づくりと個人のキャリア形成に興味を持ち、
国家資格キャリアコンサルタント資格取得後、サイボウズ株式会社へ転職。現在は、サイボウズの人
事として育成・研修企画を担当しながら、その経験を活かし、チームワーク総研アドバイザーとして、
サイボウズの組織作りの取組を伝えている。息子2人の子育て中。

2

2

D ATA
業種／IT
設立／1997年8月
資本金／61,300万円
従業員数／741名（2019年12月末 連結）
HP／https://cybozu.co.jp/
特別サイト
「サイボウズの
『テレワーク』
に関する情報を
公開します」
でもたくさんの実例などを収集できます。

8

巻頭
企画
サイボウズ株式会社
鬼頭久美子氏
サイボウズ（株）
チームワーク総研

企業ポリシーへの共感が
エンゲージメントを高める

100 ％ ベ ジ タ リ ア ン 対 応 の ナ

新鮮な野菜や果物を使った

シーへの共感﹂をエンゲージメン

ありますが︑同社では﹁ 企業ポリ

定義するかは企業によっても幅が

と位置付けて︑過剰なパッケージ

をアピールする
〝最大のメディア〟

﹁ラッシュは店舗が自社ブランド

際に体験します︒

ゲージメントを高める要素にも

とを実行できる企業風土はエン

ので
﹃自分たちがいい﹄
と思ったこ

想︑行動を否定しない環境がある

本当に自由です︒社員の自由な発

赴きます︒店舗では一カスタマー

チュラルコスメ商品の製造・販売
トのポイントとして捉えています︒
をなくし︑広告などは一切実施し
なっていると思います﹂︵麻生さん︶

ますが︑ポリシーに共感できる人

を手掛けている株式会社ラッシュ
採用の段階でも企業ポリシーを
ていません︒ラッシュの大切なも

を重視しているからです︒逆から

ジャパン︒ショップ人事担当の麻
どう考えるか︑あるいはまだ知り
のがたくさん詰まっている店舗︑

として店舗スタッフの接客を受け

生江巳さんは︑﹁会社で長く働いて
得なかったとしても今後共感でき
工場での現場体験は新しく入った

のほうが長く働けると思います﹂

株 式 会 社 ラッシュジャパン
会社の大切なものが

もらうためには企業ポリシーへの
るかどうかを必ずチェックすると
社員がポリシーを理解し︑共感す

言えば︑
ポリシーに沿っていれば︑

エンゲージメントが不可欠﹂とい
いいます︒新卒採用でも入社前の
るための絶好の機会になります﹂

て︑工場では製造工程の一部を実

います︒
オリエンテーションの一環として

エンゲージメントをどのように

﹁ラッシュではビジネスを通じて
︵サポート・オフィス人事担当の高橋

﹁それぞれの店舗の主体的な行動

などは備えられていません︒

同社の店舗には接客マニュアル

否定しない企業風土

社員の自由な発想を

エシックスを軸としたワーク

企業ポリシーへのエンゲージメ

ごみ問題︑
セクシャルマイノリティ

きたいと考えています︒取り組み
ントを高める取り組みとして実施

志乃さん︶

の軸として掲げている企業ポリ
しているのが現場体験型の研修制

ショップを実施しています︒

シーが
﹃エシックス﹄︵倫理観︶
です︒

新卒採用では入社後早い段階で

度です︒

会社なので︑
単純に
﹃化粧品が好き﹄
２日間︑全国の店舗や製品工場に

社員は会社の事業を
支える財産そのもの
報道番組﹃ＮＨＫニュース お

て働き続けることができる環境を

会社を辞めなくてもいい︑安心し

そのもの︒介護に直面した社員が

技量︑スキルは事業を支える財産

周知することで︑現場でも休暇に

﹁制度の趣旨や内容を社員全員に

らう社員はいないのでしょうか︒

らに気兼ねして休暇の取得をため

が大切と考えています﹂

プランを会社として尊重すること

介護︑結婚︑出産といったライフ

員それぞれがみんな違う人生です︒

まうのは会社として痛手です︒社

今後は︑介護で退職した社員な

関する話がタブーではなくなります︒
また︑社員も介護や育児が自分だ

導入も検討していきたいというこ

︵白川亜弥社長︶

題ではないと理解してもらえます﹂

掛けている株式会社白川プロ︒激

すでに介護と仕事との両立に悩ん

全員に周知するために制度の内

どを対象にジョブリターン制度の

前線で活躍する〝映像のプロフェッ

でいる社員の存在も見えてきたと

容をわかりやすく紹介する独自の

けで抱え込まなければならない問

ショナル〟が集う会社ですが︑東

いいます︒まさに﹁待ったなし﹂

パンフレットを作成しているほか︑

同社が働きやすい職場づくりを

育児に関する制度も充実してほし

制度のほか︑社員からの﹁出産や

現在︑同社では介護休業・休暇

るといいます︒

保する教育研修にも力を入れてい

よう社員の能力を一定レベルに担

代替スタッフを柔軟に配置できる

業制度などを利用︑育休制度につ
いてもすでに４人の男性社員が約
１カ月の休暇を取得しているそう
です︒
﹁せっかく育てた社員が辞めてし

とです︒

京都の﹁ライフ・ワーク・バラン

の状況でした︒

目指すきっかけの一つが﹁介護離職﹂

い﹂という要望を受けて︑育児時

これまで 人超の社員が介護休

への危機感でした︒社員の平均年

介護︑育児は自分一人で

短勤務制度なども導入しています︒

選ばれています︒

ス認定企業﹂
︵２０１６年度︶に

実際に取り組みを始めてみると︑

作る必要がありました﹂

株 式 会 社 白 川 プロ

家庭の事情で仕事をあきらめない
社員の人生設計を尊重する職場に

といった動機から入社する人もい

やりたいことがはっきりしている

など社会的な課題に取り組んでい

見えてくる現場体験

サポート・オフィス人事
担当の高橋さん

介護・育児休暇制度の利用に関する相談
窓口を設置しています。窓口では専門ス
タッフが対応し、休暇の取得に関するさ
まざまなサポートを行うほか、シフト（勤
務時間）の変更、一時的な部署移動といっ
た相談に関しても相談者と現場サイドと
の間で調整も行います。

制度をわかりやすく解
説したパンフレットを
自主制作している

ショップ人事担当の
麻生さん

ブランド・チャリティやアースケアチー
ムでは社会貢献活動などへの社員の参加
をサポートしています。活動への参加は
ポリシーに対する周囲の評価を再認識し
たり、共感してくれる声を聞いたりする
ことも多く、エンゲージメントを高める
機会にもなっています。

務で知られるテレビ業界︑その最

はよう日本﹄の編集業務などを手

職場定着に効果的な取り組みとは
「毎日少しずつでいい
から社員が働きやすい
環境を整えていきたい」
と語る白川社長

職場定着に効果的な取り組みとは

職場定着事例

業種／製造・販売
設立／1998年10月
資本金／1億円
従業員数／1,300名
HP／https://jn.lush.com/
業種／映像制作
設立／1962年3月
資本金／1,000万円
従業員数／290名
HP／https://www.shirakawapro.co.jp/

ワークショップは社員たちに会社の理
念や信念を明確に伝えられる絶好の機会。

齢は ・７歳︒会社の中心を占め
る年齢層が介護のために大量に離
職するような事態になれば︑これ

とはいえ︑多忙を極めるニュー

抱え込む問題じゃない
﹁介護離職は決して他人事では

ス番組の制作現場ですから︑同僚

は大きな経営リスクになります︒

ありません︒社員が持つ専門的な

20

3

D ATA
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巻頭
企画
株式会社ラッシュジャパン
D ATA

株式会社白川プロ

現場側の求める人材にギャップが
せる﹂﹁やらせてみる﹂
なかで︑
各種

す︒OJT とは仕事の現場で﹁見
﹁パート ﹂
では職場の制度づく

します︒

若 手 社 員の早 期 離 職 防 止 につな がる

あると︑早期離職につながる危険

7 つのチェックポイント
採用から育成体制︑

く必要があります︒そのためには

にあわせて︑企業も形を変えてい

を経て変化してきた若者の価値観

手社員の傾向をつかみます︒時代

﹁パート ﹂では︑いまどきの若

つのパートで紹介します︒

はどうすればよいか︒その回答を

ていくのが理想的です︒またそうし

単位のスケジュールのもとで学ばせ

また仕 事の面 白さや大 変さを︑年

マンスキルや各種テクニカルスキル︑

不可能です︒社会人としてのヒュー

は︑場 当たり的なトレーニングでは

を﹁一人前の社員 ﹂に育て上げるの

計 画を考えていきます︒新 入 社 員

﹁パート ﹂では︑職場の人間関

考えていきます︒

る担当者をどう意識づけていくか︑

学ばせるべきか︑また育成にあた

を通じて︑
新人に何を︑
どうやって

担当にとっても同様です︒
OJT

人にはわかりません︒それは育成

をどうやって学べばいいのか﹂新

ろ﹂
だけで済ませてしまっては
﹁何

ものです︒しかし︑ただ
﹁やってみ

のスキルを実践的に学ばせていく

などです︒

効率アップによる
﹁働き方﹂
の改善

ラ・セクハラを許さない空気︑
業務

やすい制度づくりであり︑パワハ

ません︒
それは︑
例えば女性が働き

見える形にしていかなくてはなり

え間なく社員に示し︑それを目に

る会社﹂
のことです︒
その姿勢を絶

会社とは︑
ズバリ
﹁社員を大切にす

働きやすく︑若手が定着しやすい

りや心のケアを考えていきます︒

が高まります︒

まず︑若手社員の本音を知ること
たトレーニングを︑社内の誰が︑
いつ︑
係を考えます︒
人間関係の問題は︑
り組みやすい
﹁働き方改革﹂
につい

﹂では︑入 社 後の育 成

が必要です︒
そこで得た情報を︑
人
どのように︑どこまでやるのかを計
常に早期離職の理由の上位に上
て考えてみましょう︒東京都が創

ら育成︑
定着まで︑
一貫した計画づ

﹁社員を大切にする﹂

﹁パート

材育成や職場環境の改善に生かし
画 することも 大 切です︒これによ
がってくるものです︒どうしたら

設した新しい助成金制度もいくつ

若手社員に長く働いてもらうに

ていくのです︒
り︑育 成にあたる担 当 者の力 量や
職場内のコミュニケーションを良
か紹介します︒

くりを考えていきます︒自社がど
んな人材を求めて︑どんな人材を

若手社員が長く働ける職場は︑
一朝一夕ではつくれません︒本書

観も異なる若手社員を相手にどう
接したらいいのか︒こうした疑問

を参考に改善できるところから取

なぜ今、働き方改革が必要なのかを知り、
東京都の助成金制度を活用して実践してみましょう。

を解決できるコミュニケーション

制度整備と心のケアを見直す
➡ Part6 54 ページ

り組んでいきましょう︒

築くためのコミュニケーションテクニックや企業でできる工夫について考えます。

スキルや︑職場環境づくりを紹介

早期離職の理由ナンバーワンとなる「人間関係」。社員間の良好な関係を

姿勢を示し続ける

5

職場の人間関係を改善する
➡ Part5 48 ページ

﹁パート ﹂では︑人材育成の中

﹁パート ﹂では︑中小企業が取

﹁パート ﹂では︑人材の採用か
モチベーションも養っていきます︒
好に保てるのか︒
また︑
世代も価値

職場づくりまでどう解決

6

7

「働き方改革」にチャレンジ
➡ Part7 60 ページ

面接
会社へのロイヤルティを高め、社員のモチベーションを上げるための
具体的な方策を、働き方やメンタルヘルスなど各方面から見ていきます。

面接 人事(女)
育成計画の肝となるOJT。OJTを成功させるためには、現場に丸投げにせず、
しっかりと計画し、新人社員が育つ職場をつくることが必要です。

核を担うOJT を考えていきま

OJT を計画的に運用し、効果を高める
➡ Part4 40 ページ

面接

人事(女)
人事(男)
雇用のミスマッチを防ぐためにも、採用活動から育成まで
一貫した計画をつくる必要があります。

4

人材を〝人財”に育て上げるためには育成担当だけではなく、
経営者の力が必要です。経営者も積極的に人材育成に関与していきましょう。

育てたいのか︑
これらを経営陣・採

採用から定着まで採用と育成担当が連携して取り組む
➡ Part2 24 ページ

16
17

3

企業と〝人財 のための育成計画を立てる
➡ Part3 32 ページ

1

2

用担当・育成担当で共有しておく

対応策について押さえましょう。コミュニケーションの方法も伝授します。

必要があります︒仮に︑採用側と︑

若手社員と良好な関係を構築するために、知っておきたい若手社員の傾向と

人事(女)
具体的な解説は該当するパートを参考にして解決の糸口を探ってみましょう。

人事(男)
経営者
早期離職防止のカギとなる、
7 つの項目をピックアップしました。

7

若手社員の傾向を知る
➡ Part1 18 ページ

巻頭
まとめ
若手社員の早期離職防止を目指して

いまどき若 手 社 員の傾 向 を 理 解する

葉がさまざま飛び交っています︒
こ
視すること﹂を見ると﹁勤務時間・

﹁正社員として仕事を選ぶ際に重
の人間関係﹂を重視する回答も上

ま た︑仕 事 を 選 ぶ 際 に﹁ 職 場

ず︑転職理由のトップにあがりや

こでは︑
東京しごとセンターヤング

最近の若年者の特徴

自己成長を望む若者たち

これは近年︑仕事をしながら家
すいのが︑
人間関係です︒
上司や先

位にきています︒若手社員に限ら

結果
︵左ページ参照︶
をもとに︑
現代
庭や地域においても十分な時間を
輩社員とのコミュニケーションに

休日﹂
が上位にきています︒

時代が変われば︑若者の仕事観
の若者の姿を読み解いてみましょう︒
とる﹁ライフ・ワーク・バランス﹂

コーナーが実施したアンケートの

も変わるのは当然のこと︒早期離
﹁働く目的﹂を尋ねた質問では︑

「研修をしっかり」
との声多数

職を防止するには︑若者にあわせ

とは︑
先輩社員や育成担当︑
経営者

前提として認識しておくべきこ

を望む意見が続いていることがポ

め﹂﹁自己実現のため﹂
と︑
自己成長

スキルを得るため﹂﹁やりがいのた

若者が増えているということでは

働くことはできない︒そう考える

ク・バランスを保てないため長く

ないような企業ではライフ・ワー

残業続きで休みも思うようにとれ

に関連しているかもしれません︒

今回のアンケートでは︑﹁上司や

い﹂との声は 番目に多いもので

も︑﹁風通しのよい職場にしてほし

会社に求めること﹂という質問で

ているようです︒
前述の
﹁入社後に

見が通らないなどの不満が含まれ

ストレスを感じている︑自分の意

が若い頃と︑
現代の若者とでは︑
仕
イントです︒
裏を返せば︑
人材育成

な い で し ょ う か︒﹁ 仕 事 と プ ラ イ
先輩とどのような人間関係が望ま

という考え方が広く浸透したこと

事に求めるものが大きく異なる︑
の仕組みが整っていないなど︑社

ベート︑
優先するなら﹂
という質問
しいか﹂
についても尋ねています︒

﹁金銭獲得のため﹂
との回答がトッ

という事実です︒かつてと同じ採
員の成長が望めない企業は敬遠さ

に対しても︑﹁どちらかと言えばプ
﹁職場だけのビジネスライクな関

て企業のあり方も変化していく必

用活動︑
同じ人材育成︑
同じコミュ
れがちだと言えそうです︒
事実︑﹁入

ライベート優先﹂
あるいは
﹁プライ
係でいたい﹂
との回答が全体の ・

プです︒
しかし︑ 位以下に
﹁知識・

ニケーションを続けていては︑若
社後に会社に求めること﹂という

ベート優先﹂との回答が半数を超

6% でトップ︒アフター ︑ある

特徴を持っているのでしょうか︒﹁競

彼らの仕事観を把握する。
せなければ採用も育成も立ちゆかない。

要があります︒

手社員の職場定着はおぼつかない
質問に対しても︑﹁研修をしっかり

えていました︒﹁家庭より仕事優先
いはプライベートも共にするよう

争意識が希薄なゆとり世代﹂﹁お金

した︒

といえます︒
行ってほしい﹂との意見が最も多

でバリバリ働く﹂という生き方は
な親密な付き合いは敬遠される傾

では︑いまどきの若者はどんな
く寄せられました︒

支持されなくなってきているよう

よりも安定を欲しがるさとり世代﹂

後の面談などをその機会として、
ることから始める。彼らの目線にあわ

育成関係者

傾ける。
会社説明会や面接、入社
事観がまるで違う。その事実を認識す

採用担当者

「いまどきの若者」の意見に耳を
かつての若者と現代の若者とでは仕

For
経営陣

46

2

ライフ・ワーク・バランスを重視
向が見てとれます︒

その他

5

仕事優先 4.5％

専門スキルや資格の活用
社風

その他 11 件

会社の将来性
勤務地
福利厚生
給与

14.8％

For
どちらかと言えば
プライベート優先
48.6％

無回答 0.3％

その他 5.1％

For
「若年者の就業意識」アンケート
実 施 時 期：2016 年 9 月
対象／人数：東京しごとセンターヤングコーナー
利用者
（34 歳以下）
352 名【男性：192 名／女性：155 名 無回答 5 名】

どちらかと言えば
仕事優先
32.7％

働く意 欲はあるもの の、
仕事とプライベートはスイッチを
切り替えたいという若 者が
多 い傾 向が あります 。

仕事のやりがい・興味

32.4％
研修をしっかり
行ってほしい
193 件

職場の人間関係
勤務時間・休日
仕事内容

その他

特にない

社会貢献のため

自己実現のため

やりがいのため
社会とつながりを
持ちたいため
知識・スキルを得るため

46.6％
資格取得の機会を
つくってほしい 57 件

無回答 0.6％
残業を
なくしてほしい
130 件
昇進・昇給を
順当に行って
ほしい
124 件

● 長期で働けるところ

2

職場の設備環境を
整えてほしい 60 件

プライベートでも
親交を持ちたい

メンタルヘルスケアに
配慮してほしい 58 件

職場だけの
ビジネスライクな
関係でいたい
特にない 12 件

サークルや旅行など社員の
交流の場を提供してほしい 31 件

特にない

※複数回答

SNS 等で
友達に
なりたい 0.9％

入 社 後 に 会 社 に 求 め る（ 望 む ）こ とは ？

0
金銭獲得のため

【その他内訳】

1
13
15

30
45
50
50

仕 事 と プ ラ イ ベ ー ト 、優 先 す る な ら
風通しのよい
職場にしてほしい
151 件

知力や能力、資格を
活かせる仕事を
任せてほしい 120 件

● 生きやすくなるため
● 家族を持ったときのために

● ワークとライフの両立
● 生活していくお金を得るため

上司や先輩との人間関係
● 生活のため
● 自立のため

115
119
120

正社員として仕事を選ぶ際に重視すること

仕事外の時間も充実させたい

120

いま ど き 若 手 社 員 の 傾 向 を 理 解 す る

● 親を安心させるため
● 世間体

● 同世代が働いているから
● 会社のため

92
100

4

0

200 189

173
250

67
85
100
139
150

※複数回答
※複数回答

350

153 152
150
200

（件）

292
300

【その他内訳】

です︒

若年者が考えていること、大事に思っていることを探ってみましょう。

など︑
メディア上には若者を語る言

東京しごとセンターヤングコーナーが行った「若年者の就業意識」アンケートの結果から、

18
19

最近の若年者のホンネとは？

Point
プライベート
優先
13.6％

1
働く目的

250
（件）

PA R T

1

社員に歩みよりの姿勢を示すこと

解し︑時代にあわせて企業の姿を

る価値観を持つ若手社員たちを理

いまどき 若 手 社 員の傾 向 を 理 解する

いきません︒現場で疑問に思って

で︑若手社員も本音を話してくれ

経営者と若手社員の
コミュニケーション

いること︑不満に思っていること

を促すことができます。

1

若手社員の意見に

スが有効です。失敗を克服した際は「頑張ったね」等と

変えていける企業でもあるのです︒

上手くコントロールしていくことで、若手社員の成長

でも紹介したように︑

敗を経験し、周りがフォローしながら克服するプロセ

〜

を満たすことができます。
「承認欲求」と「成功体験」を

P

の「承認欲求」を満たす「成功体験」を積むためには、失

るでしょう︒

だからこそ気づく点があるはずで

認され自信をつけることで、本当の意味で「承認欲求」

育成制度が充実している企業︑ラ

のように、職場での「成功体験」を経験し、他者から承

p.51
服する「成功体験」を積み重ねて成長します。
若手社員

異なる価値観を持つ

力であり、人は目標の達成に向けて、努力し失敗を克

15

など︑入社して間もない若手社員

自分とは大きく異なる価値観を

す︒それを経営者が自ら吸い上げ

いう「成功体験」から、自信を持つことができます。こ

イフ・ワーク・バランスを実現して

ます。また、若手社員も失敗しながらも克服できたと

若手社員にも理解を

誰かにほめられたい、認められたい、こうした欲求
を「承認欲求」と言います。目標を達成するための原動

12

素直に耳を傾ける

持った若手社員に対し︑経営者や

るという姿勢が望ましいと言える

るか﹁理解﹂する態度も大切です︒

最後に
﹁伝える﹂態度です︒日常

上司︑
育成担当らは︑
どのように接

もっとも︑若手社員にとって経

前項で取り上げたアンケートの結

業務に追われていると︑経営者が

いる企業は︑定着率を大きく改善

前項で解説したように︑多くの

営者はそう気安く話しかけられる

果にしても︑
いまの経営者︑
あるい

考えていること︑企業が大切にし

若手社員が何を必要としてい

調査において
﹁人間関係﹂
は退職理

相手ではありません︒直接の雇用

はかつて若手社員だった頃の経営

ていることなどを伝える機会があ

でしょう︒

由のトップにランキングされてい

主でもあるので︑簡単に本音を漏

者の価値観とは︑大きく異なって

りません︒気軽な勉強会や食事会

したらよいのでしょう︒

ます︒そして人間関係を改善する

らしていいものかと︑心配にもな

いるはずです︒しかしどれだけ価

しています︒

手段こそ︑コミュニケーションで

ります︒
そこで︑
経営者から現場に

声をかけることで、他者からの「承認欲求」が満たされ

経 営 者が 若 手 社員に
歩み 寄ることも大 切

Point
For
経営陣

21

す︒
経営者自身が︑
きちんと若手社

p.51

「承認欲求」とは

な ど を 設 け︑リ ラ ッ ク ス で き る

コラム

値観が異なり︑共感できないもの

p.51

足を運び︑若手社員に声をかける

ことが大事だと考えています。

員に関心を持ち︑彼らの考えを知

仕事の意義を自ら捉えて徹底しています。

雰囲気の中で伝えれば︑若手社員

というデータがあるように、
自分自身の振る舞いが影響するので、

だからといって︑否定するべきで

ルがあるのかを定期的に考え、
その本人の可能性に期待す
ることを徹底しています。本人以上に、
本人の可能性を信じる

習慣をつけるとよいでしょう︒経

あとは、
自分自身が仕事を楽しく行うことを大切にしています。
エンゲージメントが高い上司の部下はエンゲージメントが高い

ろうとすること︒そこで得たもの

業務の関係上、若手社員の横で毎日併走できるわけでは

p.23しいか、
ないからこそ、
どのようになって欲
どのようなポテンシャ

たちも本音を口にしやすくなりま

p.23

本人以上に部下の可能性に期待します！

このようにして︑若手社員との

株式会社 NEWONE

はありません︒時代が変われば人

経営者として私は若手社員とこう接しています

営者だからといって構えるのでは

p.23

事例

を人材育成や職場環境の改善につ

自信を持って行動できるようになる。

す︒

どの方向を向いて突き進めばいいかを共有でき、

の価値観も変わる︑それはごく当

確に若手社員に日々伝えていくことで、彼らも

なく︑何気ない雑談で話しやすい

p.21

なげていくこと︒このサイクルが

p.21

たり前の話だからです︒

理念、戦略・戦術、計画など経営者がそれらを明

空気をつくり︑特に知りたいこと

営者自ら積極的に伝えていく努力も必要。経営

﹁ 若手社員が辞めない会社 ﹂をつ

若手社員を理解し、受け止めるだけではなく、経

コミュニケーションの質と量を底

伝える

この先も︑さまざまな価値観を

p.21

れでも理解できなければ話し合いを。

があれば︑自分から質問をするよ

と若手社員に質問してみましょう。そ

らの声をしっかり受け止めて。

くっていきます︒

えはいったん置いて、
「なぜ、どうして」

若手社員は、予想以上に多いもの。彼

上げしながら︑彼らの価値観を理

ついていることを理解する。自分の考

経営者と直接話したいと思っている

持つ若手社員が入社してくること

なりの理由があって、その行動に行き

満を抱えているのかが見えてくるはず。

うにします︒﹁最近○○という問題

いま ど き 若 手 社 員 の 傾 向 を 理 解 す る

うに見えても、若手社員には若手社員

や関心をよせていて、どんな不安や不

まず身につけたいのは
﹁聴く﹂
姿

一見突拍子もないことをやっているよ

けてみる。すると、どんなことに興味

解することで良好な人間関係を築

まずは若手社員たちの発言に耳を傾

でしょう︒﹁若手社員が辞めない会

理解する

があるが︑解決するためにはどう

聴く

勢です︒
ワンマンで︑
聴く耳を持た

そのためにどんなコミュニケーションが必要かを考えてみましょう。

いていきましょう︒

企業の顔である経営者自身が、若手社員が何を考え、何を求めているのかを知ることが重要です。

社﹂
とは︑
そういった自分とは異な

経営者として身につけておきたい姿勢

すればいいと思う？﹂
などと︑
若手

若手社員は経営者に何を求めている？

ない経営者には若手社員はついて

1

経営者自らが、若手社員とコミュニ
ケーションの機会をつくることが大
切。自ら話を聞きにいき、彼らの価値
観の理解に努める。

For
育成関係者

若手社員の価値観にあわない職場環境が
あれば、改善できる手がないか模索する。
経営者と若手のコミュニケーションがス
ムーズになるよう支援する。

20

いまどき 若 手 社 員の傾 向 を 理 解する

と固まってしまい︑手が動かなく

ともしませんし︑仕事を任される

ることが苦手で︑自分から話そう

える機会を提供していきましょう︒

こんなふうに︑細かいところから考

事をしてほしい︒
なぜだと思う？﹂
︒

賛する︒そんな環境づくりができ

は許容し︑むしろチャレンジを賞

えば︑チャレンジした結果の失敗

育成担当と若手社員の
コミュニケーション

職場の
「あるある」
困った若手の タイプ

れています︒ときにはトラブルも

た若者と一緒に働き︑指導を任さ

は︑自分とは異なる価値観を持っ

積極的につくっていくことが対応

せ︑コミュニケーションの機会を

きは
﹁報告・連絡・相談﹂
を頻繁にさ

このような若手社員と接すると

め︑ミスが少ないところは長所で

手社員像です︒慎重に行動するた

﹁リスク回避﹂
型も︑
いまどきの若

ンも自己流になる傾向があります︒

が︑
仕事の仕方もコミュニケーショ

たら理想的です︒

経験する︑
いわば当事者たちです︒
法の一つです︒
そうして︑
丁寧に指
す︒
指示も勝手に解釈しがち︒それを

なることもあります︒

﹁それぞれ価値観が違うのは当た
示をしていきます︒まだ仕事その
反面︑新しいことにチャレンジ
注意されると︑また自己中心的な

若手社員と密に関わる育成担当

り前﹂
とは言いながら︑
その違いが
ものを覚えていない可能性のある
したり︑仕事の仕方を工夫したり
理屈で反論してくることも︒彼ら

その上で︑指示がなくとも自分
﹁これでいいですか？﹂
と確認する

ため︑
上司に
﹁〜で大丈夫ですか？﹂

を述べる機会をつくり︑彼らの考

反発するのが彼らです︒まず意見

です︒
頭ごなしに否定すると︑
強く

他人への配慮もなく︑上司からの

は︑行動力があると評価できます

仕事ができるタイプ︒その意味で

﹁自分基準﹂
型は︑
言われた以上の

日々の仕事に支障をきたすようで
若手社員なので︑まずは仕事の基
といった変化に弱い傾向がありま
に対しては︑まず
﹁話を聞く﹂こと

指示待ち人間も

は困りますし︑お互いにストレス
本を根気よく教えこむ必要がある
す︒自分の行動に自信が持てない

の頭で考えて行動するよう︑少し
ことがよくあります︒彼らが何よ
えを尊重する姿勢を示すことが大

自己流人間も困りもの

がたまります︒よくある若手社員
ということです︒

例えば︑言われたことしかやら
ずつ促していきます︒﹁自分で考え
りも恐れているのは失敗して責任

こと。
策を検討する。

彼らが「間違っている」からではなく、価値
まざまなタイプがある。彼らと日々接

観の違いから生じているのだと理解する
育成関係者

する育成担当の声を聞きながら、対応
経営陣

のタイプごとに︑対応法を想定し

ない
﹁指示待ち﹂
型の若手社員がい
ろ！﹂と突き放すだけでは身につ
切です︒その上で︑﹁なぜこの仕事

がってしまう可能性が。
「自

ておきましょう︒

ます︒言われたことは完璧にこな
を問われることです︒
しかし︑
失敗

気にモチベーションが下

若手社員との接し方に困ることがあっても、

く力をつけるよう促す。

きません︒それができないから指

と褒めつつも、失敗から学

For
For

に対応する。

す真面目さ︑
堅実さが持ち味︒
その

p.51

ひとくちに「若手社員」といってもさ

とらえる、他人の意見を聞
べて答えずとも、適宜丁寧

経験などをレクチャーする
や基礎、参考となる事例や

のやり方が必要なのか﹂﹁なぜ︑こ

点から冷静になって物事を

Point
ちを引き出す。質問にはす

う指導して。仕事の進め方

のないところには成長もありませ

あってもどうしたらいいの

ぶことも多いということを

こういうケースも考えられ

本人のチャレンジする気持

れる力を身につけられるよ

示待ち人間になっている可能性が

本人の意見や行動を叱責し

動できることはよいことだ

ことは褒めながらも、
「でも

一方で︑
周囲が
﹁言われなくてもわ

リスクを見越して慎重に行

かわからない状態なので、

常に仕事の目的や目標など

たり否定してしまうと、一
一見意欲がないように見え

るが、それは早合点。意欲は

すると日々伝えることで、

うしたコミュニケーションが大切

● とても真面目

発的に行動できる」
「自分の

ん︒そこで彼らに提供するべきは

の意見を強引に進めようとす

なのか﹂
を説くようにします︒

●慎重に行動する

が口ぐせ

● 指示以上のことができる
●「～で大丈夫ですか？」

● 受け身体質

意見を持っている」という

に考え、行動に結びつけら

社員のタイプを把 握して
対応を変えてみよう！
● 行動力がある

しない

とるのが苦手

● チャレンジをしようと

● コミュニケーションを

思われてしまう場合も。

意見を積極的には発言しない。

● 協調性に欠ける

高いからです︒﹁こんなときはどう

先の杖」と言わんばかりに質

行動や選択が保守的。
「転ばぬ

● 指示をあまり守らない

かるだろう﹂と思うようなことが

発的に行動に移せない。具体

いま ど き 若 手 社 員 の 傾 向 を 理 解 す る

性格

﹁失敗しながら学ぶ機会﹂です︒例

仕事の取り組み方

したらいいと思う？﹂﹁今はこの仕

どのように対応したらよいか考えてみましょう。

できません︒また主体性を発揮す

若手社員とひとくちにいっても、性格はそれぞれ異なります。彼らの仕事の取り組み方から、

22
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非常に前向きでやる気も十分

的な指示がなければ、何をす

● ミスを恐れている

● 話し下手

る傾向がある。自己中心的と

失敗することが怖いがために、

問回数が多く、あまり自分の
ればいいのかがわからない。

だが、人の意見を聞かず、自分

指示されたことは適切にこな

せるが、それ以上のことは自

る」といった具合に別の視

とよい。

p.23
p.23
p.23

p.51
接し方

p.51

p.21

ても、先輩や上司が手助け

3

若手社員タイプ別対応法
仕事の取り組み方から知る

自分基準型
リスク回避型
p.21

指示待ち型
p.21

教える。もしミスしたとし

を確認させ、徐々に自発的

1
最近の若手社員、
どんなタイプに分かれる？

1

か計画を立てましょう︒中小企業

では経営陣の指揮で行うことが理

想です︒その計画をもとに採用担

用しましょう︒

企業と応募者はお互いに

採 用から入 社 後の育 成 まで連 携して取 り組む

2
採用活動を成功させるために

採用計画の立案から

採用活動は始まる

選び・選ばれる関係にある

より良い採用をするための面接テクニック

当は採用活動に取り組みます︒

最終選考後、内定者を決定。

採用活動は採用担当以外の社員の協力が不可欠。会社説明会
では求職者に近い立場の若手社員を参加させると将来像がイ
メージしやすく効果的だ。面接では経営陣や管理職の役割が
重要となる。協力を依頼する際は目的や役割をきちんと伝え
よう。

職場定着率向上を目指すならば︑

内定

採用は誰が行うか？

を落として︑
相づちも打たない﹂
面

一次面接で担当した人物より上位職による面接。
場合によってはこれが最終面接となる。

採用活動は︑﹁③書類選考﹂を経

応募者には丁寧に接し、対等なスタンスを意識して面接
に臨む。自身も応募者から選考されていることを忘れずに。

人材を集めるためには﹁②採用

二次面接

入社以前︑つまり
﹁採用活動﹂から

一般常識や SPI、適性検査などの筆記試験を実施
したり、人事担当などによる面接を行う。

接官よりも︑﹁適度にアイコンタク

促す﹂
面接官のほうが︑
より深い話

新卒者の場合は学業やサークル活動、転職者は自社にマッ
チした経歴や資格があるかチェック。ただし、書面から応
募者の人柄は把握できないので絞り込みすぎには要注意。

て︑
筆記テストや一次・二次面接へ

募者は絞り込まれていき︑面接で

を引き出せるはずです︒

6

応募者から届いた書類をもとに、次選考に進むべ
き人物を選ぶ。

広報﹂
が不可欠です︒
採用広報とは

者を集める﹂
こと︒
企業の事業内容

は採用担当が応募者 人ずつと対

4

筆記試験・一次面接

成の苦戦が予想される。費用対効果を考慮した広報活動
が重要だ。また、アピールの仕方によって応募者数や応募
してくるターゲット層は変化する。求める人材に明確に
訴求する必要がある。

見直す必要があります︒
理想は︑
採

当が連携しながら︑あるいは同じ

や業界における強み︑職場の雰囲

峙することになります︒

望動機を持つに至ったきっかけや︑

書類選考

大手企業に比べ知名度が低い中小企業の場合、母集団形

トをしながら相づちを入れて話を

担当者により︑一貫した計画のも

気のよさ︑
待遇面など︑
企業の魅力

面接は︑企業が応募者を評価す

なぜほかではなくこの会社でなけ

自社サイトに採用情報を掲載、採用パンフレット
作成、会社説明会開催、インターンシップ開催等
を通じてエントリーを受け付ける。

3

5

する。

と進んでいきます︒進むほどに応

とで進められていくことです︒そ

をアピールします︒そうして応募

る機会であると同時に︑応募者が

採 用 から 入 社 後の 育 成 まで 連 携 して 取 り 組 む

2

﹁自社に興味を持ってもらい応募

うでなければ︑
企業が欲しい人材︑

者の母集団を増やせば︑欲しい人

きるといった価値観や志向から、求める人材像を明確化

採用広報・インターンシップ

用から育成︑
定着と︑
それぞれの担

現場が求めている人材とはズレた

ればならないのか等︑深く聞いて

とで︑
応募者の人柄を理解し︑
優秀

企業を評価する機会にもなります︒

識のもと︑誠実な対応を心がけま

な人材を取り逃がすことなく︑自

材像にマッチする応募者が含まれ

会社説明会の開催︑自社ホーム

しょう︒横柄な態度や挑発的な質

社にマッチする人材の採用につな

人材を採用したり︑ニーズに即し

からです︒どのような人材を採用

ページからの情報発信等のほか︑

問など︑応募者を心理的に追い込

がります︒新型コロナウイルスの

1

いきたいところです︒そうするこ

し︑
どのように育成していくか︑
各

地元のハローワーク︑大学のキャ

むような﹁圧迫面接﹂は論外です︒

影響で︑オンライン面接の導入も

面接官イコール企業の顔という意

担当者が情報を共有しながら取り

リアセンターといった無料の施設

近年では就活
︵採用︶
ハラスメント

進んでいます︒従来の方法+ αの

ている可能性も高まります︒

組んでいきましょう︒

を積極的に利用しましょう︒﹁東京

が社会問題化しています︒目指す

た研修を実施できない恐れがある

採用活動は﹁①採用 ･ 育成計画

しごとセンター﹂の活用も一つの

ン能力や主体性といった資質や特性、経営理念に共感で

の立案﹂
から始まります︒
経営戦略

業務に必要となる知識や経験、スキル、コミュニケーショ

スキルも求められるので︑事前の

事業戦略に基づき、
「求める人材像」
を明確化する。
採用だけではなく、
育成計画もセットで考える。

べきは︑
自社の魅力を伝えながら︑

ここがポイント！

採用・育成計画の立案

選択肢です︒また最近注目されて

1

をもとに︑どのような人材を採用

採用活動はどんな手順で組み立てるべきか、それぞれのポイントを押さえながら確認しましょう。

応募者の魅力を引き出すような面

採用活動のフローを考える

いるインターンシップもうまく活

採用体制を整える

し︑育成︑定着︑戦力化をしていく

2

面接官次第で、求める人材を採用できるかが左右されます。どんなポイントに注意して臨むべきかを

［ 質問の仕方 ］
● Yes/No や一問一答形式で答えられる質問ではなく、

5W1H（What? Why? When? Who? Where? How?）

を用いて、掘り下げる。

●
「～ですよね」と回答を誘導したり、決めつける質問は避

け、応募者の本音を引き出す。

●評価できる点があれば、
素直に伝える。

●応募者の顔を見て、
時には相づちを打つなどして、

応募者の話をきちんと聞いて興味を持っていることを
伝える。

［ オンライン面接のポイント ］
●わかりやすく簡潔に質問する。
●映らない手元にも配慮する。
●ネットワーク環境のトラブル発生時に備える。
●カメラの位置が適切な角度、
場所にあるか確認する。

Point
For
経営陣
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接です︒

https://tokyoshigoto-young.jp/company

フレンドリーなムードをつくる。

●圧迫面接は NG。

それこそ面接官の
﹁聞き方﹂
ひと

●選考基準を明確化し、
採用担当者で共有する。

▶東京しごとセンター・ヤングコーナーの HPに掲載している面接
評価シートを参考にしてみよう。

●応募者がリラックスして話せるように、

つで︑応募者の話は深くも浅くも

●面接手法を決める
（個人面接・集団面接等）。

なります︒
面接の際
﹁応募書類に目

●採用体制や予算計画を立てる。

［ 雰囲気づくり ］

志望動機を尋ねるにも︑その志

［ 事前準備 ］

確認が必要です︒

考えましょう。

採用から育成、定着と、一貫した計画
を自らの指揮で作成すること。例えば
「欲しい人材像」が定まらなければ、採
用も育成もできない。

For
採用担当者

採用にあたる担当者は、企業と応募者との
接点となる。
「企業の顔」として恥じない振
る舞いと、応募者の魅力を引き出す面接力
が求められる。

24

新卒採用と中途採用の

採 用から入 社 後の育 成 まで連 携して取 り組む

チの原因を調査した資料があるの

で見てみましょう︒︵左ページ参照︶

雇用のミスマッチを
防ぐには

採用側と求職者側とで

どうしてこんなことが
起こるんだろう？
解を深めてもらうこと︑面接で求

職者の人柄やキャリアプランをヒ

アリングして入社後の配置に反映

させること︑職場体験やインター

ミスマッチ対策

就職支援の現場においても︑雇

﹁雇用のミスマッチ等についての

中小企業の認識調査﹂︵2012

異なるミスマッチの理由

採用から育成までを一貫した計

ンシップの機会を設けて実際に仕

事を体験させること等が挙げられ

用のミスマッチ回避は重要な課題

となっています︒
基本的には︑
求職

年 月︑
商工中金︶
によれば︑﹁応募

者が自社の希望する能力水準を満

画のもと進めることで︑早期離職

の原因の一つである﹁雇用のミス

は入社前に実際に職場に入り仕事

ます︒なかでもインターンシップ

のか﹂
自己理解を深めたあとで
﹁世

を体験できるのでミスマッチ解消

者を対象に﹁自分がどんな人材な

満たす求職者が少ない﹂を 割以

の中にはどんな仕事があるのか﹂

を目的に導入する企業が増えてい

たさない﹂を約 割︑﹁応募条件を

厚生労働省の定義によれば︑雇

上の企業が挙げています︒つまり

﹁自分にはどんな仕事が向いてい

マッチ﹂
を予防できます︒

用のミスマッチとは︑労働市場に

中小企業の多くは︑応募者の能力

4

6

1

2

前社退職の理由をクリアにする必要がある

転職者とは……

リセット

の必要が
ある

社会人経験は多少でもあり、社会常識も身
についている。専門知識についても前社の
事業内容によっては持ち合わせている。し
かし、前社でのルールや習慣に染まってい
る可能性もある。

ミスマッチ対策
◦雇用条件を確認する
給与や待遇は、現在の年収や本人の希望額を確認しながら決める。

Point

◦志望動機を見極める
本人が希望する業務や待遇が実現可能か見極める。
◦退職理由は要チェック
転職回数や退職理由は必ず確認し、職場定着できるか探る。

For
経営陣
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おいて需要と供給のバランスがと

「中途採用」のポイントとミスマッチ対策

ます︒

◦面接で人柄やキャリア志向を理解する
応募者の性格や会社に求めることを把握する。

るのか﹂イメージを具体化するア

◦職場体験、
インターンシップを活用
実際に現場を見て、体験してもらうことで、現状を知ってもらう。

や応募条件が雇用者側の要求水準

アルバイトやボランティア活動を通じて、
ある程度の社会常識を身につけているが、
社会人としてのキャリアはゼロ。
一方で可能性は未知数ともいえる。

◦会社説明会等、
採用広報段階で情報開示する
企業理念や事業内容などを明示し、しっかりと自社を理解してもらう。

れているにもかかわらず︑求職者

である

ミスマッチ対策

これに対して中途採用は︑求職

ゼロ

すべてに
おいて

く必要があるでしょう︒

将来性を見極める必要がある

新卒者とは……

プローチがとられています︒

「新卒採用」のポイントとミスマッチ対策

を満たさないことが主な原因であ

出典：総務省統計局
「労働力調査
（詳細集計）
（2020 年 2 月調査）
」

と求人側の意向が一致せず︵ミス

その他

65 歳以上
5.9%
5.9%
35.3%
5.9%
23.5%
5.9%
17.6%

者の過去のキャリアを一旦
﹁リセッ

条件にこだわらないが仕事がない

7.4%
25.9%
3.7%
37.0%

55〜64 歳
7.1%
14.3%
21.4%
3.6%
25.0%
3.6%
25.0%

では採用側の企業が︑ミスマッ

希望する種類・内容の仕事がない

ー

45〜54 歳
11.4%
14.3%
11.4%
5.7%
25.7%
5.7%
25.7%

64

ると考えているのです︒

自分の技術や技能が求人要件に満たない

35〜44 歳
9.1%
21.2%
6.1%
6.1%
24.2%
6.1%
27.3%

15

マッチ︶
︑
失業が発生している状態

求人の年齢と自分の年齢が合わない

25〜34 歳
10.0%
12.5%
2.5%
10.0%
27.5%
7.5%
30.0%

ト﹂することがポイントになりま

勤務時間・休日などが希望と合わない

15〜24 歳
7.4%
18.5%

チを減らすためにできることは何

理由
賃金・給料が希望と合わない

一方︑求職者側の見方はどうで

■ 年齢階級、仕事につけない理由別失業者割合（2019年平均 男女計）

を指します︒
一般的には︑
職場で必

出典：商工中金
「雇用のミスマッチ等についての中小企業の認識調査」
（2012 年 1 月調査）

す︒
まずは︑
なぜ前職を退職したの

70%

でしょうか︒
新卒採用において︑
求

60%

しょうか︒﹁労働力調査
︵詳細集計︶
﹂

50%

要とされる能力と求職者の能力が

40%

か︑これからどんなキャリアを歩

30%

職者のキャリアは
﹁ゼロ﹂です︒そ

20%

︵2020 年 月︑
総務省統計局︶

10%

一致しないこと︑賃金や雇用形態

0%

みたいのか︑面接の場で詳しくヒ

11.2%

2

のため求職者が仕事に抱く期待と

業務繁忙による人手不足は一過性と考えている

採用側の問題

の﹁仕事につけない理由別完全失

11.6%

など求職者の希望と企業側の現実

新規採用のコストが収益に見合わない

アリングしなければいけません︒

32.4%

職場の現実に︑ギャップが生じが

2.4%

業割合数﹂
によると︑ 〜 歳では

雇用期間が求職者の希望と合致しない
人手は不足しているが、収益環境が厳しく人件費を増やせない

が一致しないことなどを含んでい

求職者の希望

募集が非正規雇用中心で求職者の希望と合致しない 6.8%

その上で︑求職者が希望するキャ

集まらない？

24.2%

ちです︒このギャップを少しでも

求職者が労働環境を厳しいと感じている

﹁希望する種類・内容の仕事がない﹂

「求める人材」が

25.1%

ます︒

採 用 から 入 社 後の 育 成 まで 連 携 して 取 り 組 む

報酬が求職者の希望と合致しない

リアや待遇を企業は提供できるの

36.0%

埋める取り組みが必要になります︒

求人対象職種を希望する求職者が少ない

との理由が最も多く︑若年層にお

能力・資格面

44.5%

そもそも︑雇用のミスマッチは

応募条件（経験、資格、スキル等）を満たす求職者が少ない

か︑双方の意見をすり合わせてお

61.7%

例えば︑会社説明会を通じた情報

応募者が自社の希望する能力水準を満たさない

いては仕事の種類や内容が重視さ

■ 雇用のミスマッチが存在する理由 （全産業。あてはまるものすべて選択）

なぜ起こるのでしょうか︒採用側

求人側／求職者それぞれの視点でのミスマッチの理由を、データから探ってみましょう。

開示により業種・職種に対する理

データから見る雇用のミスマッチの理由

れている傾向がわかりました︒

採用別 注意すべきこと

あるいは求職者側から︑ミスマッ

2

企業の考える「雇用のミスマッチ」の
原因と、求職者が考える原因の間には
ギャップがある。これを埋める施策を
考える必要がある。

For
採用担当者

特に新卒採用においては、業種・職種に対
する理解を深めてもらうための情報提供、
応募者の意向のヒアリング、
インターンシッ
プなどが有効だ。

26

採 用から入 社 後の育 成 まで連 携して取 り組む

インターンシップの形式には︑

肌で感じられる機会になります︒
社後のミスマッチひいては早期離

動の現実とのギャップを解消し︑
入

ているわけではありません︒内定

しているので︑やみくもに参加し

を就活プロセスの一つとして認識

インターンシップで
就活生の心をつかむ

社員︑
職場の雰囲気を
職を防ぐ決め手にもなります︒

度７月の正社員有効求人倍率は新
１日〜数日間の短期で開催︒内容

●セミナー・見学型

ています︒就活が早期化している

考期間がこれまでよりも短くなっ

関する指針﹄によって企業側の選

経団連が策定した﹃採用選考に

を知ってもらう機会になるだけに︑

極的に参加する人も多いです︒

めるためのアピールの場として積

を獲得するため︑選考を有利に進

できる機会になります。

る情報はＳＮＳなどを通じて学生

注意すべし！「採用（就活）ハラスメント」

採用担当者、
OB・OG が就活生と接する上で注意しなけれ

退に対して
「嘘つき」
「
、ふざけるな」
といった高圧的な態度

ばいけないのが採用ハラスメントです。悪気のない言動、

を取ったりする
「就活終われハラスメント」
（オワハラ）も

冗談、
あるいは採用に関わる質問であっても内容によって

注意しましょう。
学生には自由に会社を選ぶ権利がありま

はセクハラ、
パワハラに該当するケースがあります。

す。
「辞退の情報は他の会社と共有する」
「損害賠償を請求

『仕事の
日本労働組合総連合会
（連合）が 2019 年に行った

する」
といった対応は学生の自由な意思決定を妨害するも

世界におけるハラスメントに関する実態調査』
によると、
「就

ので脅迫罪にあたる場合もあります。

な内容で実施するのかを明確に提示する
ことで学生の参加意欲を高められる。

育成関係者

大きく次のようなものがあります︒

型コロナの影響で０・ 倍と低下
は会社説明会から一歩踏み込んだ
現状ではインターンシップは本選
魅力をしっかり伝えられないと会

を設定しましょう。

イント。オンラインなら、遠方の学生へ

感じ取る就業体験

していますが︑少子化の大きな流
もので︑社員の案内による会社見
考の前段階として︑選考作業の準
社に対するマイナスイメージ︑
誤っ

プが学生にとってやりがい、成長、貢献を認識

就活生は希望する業界をある程度絞り込

んでインターンシップを探している。どん

For

厚生労働省が発表した令和２年

れの中では企業の若年者を採用し
学︑
業界を知るためのセミナー︑
社
備と位置付けて早めの着手ができ
た印象を与えてしまう可能性もあ

シップを終えた時に達成感が得られるゴール

のでオンラインの活用、テレワークに

半面︑インターンシップは自社

たいという採用意欲は衰えないと
員との交流会などが行われる︒
る点もメリットといえます︒

いう見方もあります︒
●プロジェクト・ワークショップ型

ジを届ける場を設けることで、インターンシッ

の訴求効果も期待できる。

就活生を集める手段として近年︑
１週間〜数週間︑１ヵ月程度の長

ります︒

インターンシップを実施する企業
期が多く︑
参加者は新事業の提案︑

間での情報共有が盛んです︒内容

会社のインターンシップに関す

が増えています︒
しかし︑
インター
商品開発など︑企業が実際に抱え
学生側も﹁入社後のミスマッチ
の充実したインターンシップは

インターンシップの

ンシップの在り方や効果に関して
ている課題に取り組む︒数ヵ月単
を避けたい﹂という気持ちは同じ

内容は口コミで共有

﹁よくわからない﹂という経営者︑
位で就業体験するケースもある︒
ネット上での評判も良くなり︑多

というポイントを絞って、学生がインターン

よる就業体験も好印象を与えるのがポ
ています。

人事担当者も少なくありません︒
です︒インターンシップに参加す
くの学生が集まるようになります︒

なく、就業体験をした学生から会社へメッセー

インターンシップとは︑﹁学生の
る学生の多くが社員と話をしたり︑

伝えるのは不可能です。
「これだけは伝えたい」

告知していきましょう︒

﹁新卒の３割が３年以内で退職す

会社から学生への一方通行のプログラムでは

経営陣

内定を条件に以後の就活を止めるように迫ったり、
内定辞

就業体験﹂
のことで︑
会社で仕事を

インターンシップの限られた期間ですべてを

For
「食事やデートへの執拗な誘い」
が20.5％となっ
が23.9％、

企業側も大学のキャリアセン

④ 学 生 か ら の「 フ ィ ー ド バ ッ ク 」

多くの学生はインターンシップ

③ゴールを提示する

コロナ禍でのインターンシップ開催な
次いで
「性的な事実関係
（性経験など）
の質問」
多く39.8％、

インターンシップって
何をするの？

一緒に仕事をしたりして職場の雰

ができます。

る﹂ともいわれる中︑働くイメージ

度も高まる傾向があります。

体験しながら企業理念や事業の内

強み、課題、仕事への責任感を肌で感じること

ターや就活情報サイト︑企業ホー

りする機会が多いとインターンシップの満足

囲気︑
企業風土︑
仕事のやりがいを

ることで、仕事へのこだわり、注意点、会社の

ができていない学生もいます︒
仕事

い関心があります。社員と話したり、交流した

容に対する理解を深めてもらいま

方はわかりません。学生自身が現場に従事す

ムページなど複数の媒体を通じて

です。社員の勤務状況、生活といった日常に強

感じ取りたいと考えています︒

会社説明会では実際のやること、仕事の進め

の最前線に触れることでそれまで

社員は学生たちにとってまさに
「自分の将来像」

す︒就活生は会社説明会のような

②就業体験

28
29

①社員たちとの交流

採 用 から 入 社 後の 育 成 まで 連 携 して 取 り 組 む

セクハラの内容としては、
「性的な冗談やからかい」
が最も

81

などです。
会社説明会と差別化し、体験や交流を通じて、自社への理解を深める内容にしましょう。

思い描いていたイメージと企業活

多くの学生が知りたいことは事業内容だけではなく、仕事のやりがい、職場の雰囲気、社員の働き方

受け身ではなく︑生きた
〝現場〟を

どんなことを行うか、どのように組み立てるか

Point
性は12.5％、
20代男性は21.1％となっています。

2
インターンシップを行う際のポイント

2

活中にセクハラを受けたことがある」と回答した 20 代女

で導いていくことも採用担当の重

内定式⁝⁝社長からの内定通知書

のようなものがあります︒

採 用から入 社 後の育 成 まで連 携して取 り組む

が出るという前提で採用計画を立

要な仕事です︒
例えば︑
内定者懇親

の授与︑
講演などを行い︑
入社の意

2
内定辞退を防ぎ、
モチベーションを保つには

てる必要があるのです︒

会を開催し採用担当と内定者だけ

誰しも
″ 内定ブルー に陥る

しかし同時に︑意欲ある内定者

思確認をします︒

入社日までケアを続けること

ではなく︑内定者同士や若手社員

″

とのコミュニケーションの場を設

でも
〝内定ブルー〟に陥り︑入社を

企業の間に信頼関係ができれば︑

け︑同期意識や会社に対する帰属

無事に内定までたどり着いても

特に新卒者にとって︑就職する

不安は軽減され︑﹁この企業で働こ

意識を養います︒交流を深めなが

内定者同士の交流会⁝⁝懇親会や

ベーションが下がり︑﹁内定辞退﹂

までの数カ月は学生から社会人へ

う﹂
という意欲につながります︒

ら仕事にふれることで︑
入社後の
﹁働

と内定者との関係を築いていくと

に至るケースもしばしばあるから

と環境が大きく変化するタイミン

なお内定者フォローには︑内定

く﹂
イメージを持たせていきます︒

躊躇する場合もあるという事実も

です︒
これを防止するには︑
入社日

グであり︑不安に駆られやすい時

辞退を防止するほかにも狙いがあ

見落とされがちですが︑﹁内定の

まだ安心はできません︒内定出し

までの内定者フォローが欠かせま

期です︒その間にも求職者は大量

ります︒
例えば︑
入社後に向けて働

出し方﹂
にもポイントがあります︒

研修・内定イベントなど︑仲間たち

せん︒

の情報を浴びており︑﹁本当にこの

く動機付けを強化することや︑で

例えば︑合否連絡は迅速に行うこ

いうわけです︒そうして内定者と

もっとも︑
はじめに
﹁内定辞退を

企業でいいのか﹂
と思い悩みます︒

きるだけ早く戦力化につなげるこ

押さえておくべきです︒

ゼロにする﹂のは現実的ではない

一度は固まった入社の決意が揺ら

と︒メール一本で事務的に終わら

から入社前の数カ月の間にモチ

と認識しておく必要があります︒

とです︒
内定者フォローとは︑
学生

イルスの影響もあり、オンラインに切り替えざるをえない状況に。では、オンラインでどんな内定者フォローを行えば

ぐのも︑仕方のないことだと言え

これまで行われてきた内定者フォローは、決められた期日・場所に集合し、交流する方法でした。しかし、新型コロナウ

他社の採用動向や家族の意向等

オンラインでの内定者フォローのポイント

せず︑
電話をかけ︑
合格理由を伝え

たイベントを設けるのも一案でしょう。

のです︒

細かい配慮も新入社員に良い印象を与えます。

立を防ぐこともできます。
研修が難しいなら、
食事会を行うといっ

内定者同士の交流会が有効

を感じられるでしょう。事前に、備品や名刺などを用意しておくといった

て相談相手を見つけたり、仲間意識を高めることで、入社後の孤

内定の出し方にもポイントが

社員を歓迎ムードで迎えることで、不安も軽減され、職場に入りやすさ

や先輩社員との交流を持てる場として有効です。この場を通じ

から社会人へと意識を切り替える

入社当日はぜひ社員全員で新入社員を迎えたい。緊張している新入
入社前に研修を行い、必要な情報・知識の蓄積はもちろん、同期

ます︒

入社当日は社員全員で歓迎する

を受け︑応募者の気持ちは変化す

内定者研修の開催

ること︒
これだけでも内定者は
﹁自

社内報を送付するといった方法が考えられます。

ための︑いわば助走期間でもある

える、口頭のみでなく書面
（内定通知）を渡す、改めて自社の魅力
を伝えるといった方法で内定者に真摯に向き合いましょう。

こうした不安を抱えた人材のモ

う意識を持つことができるでしょう。メールや電話による連絡、

ることもあります︒入社に前向き

自分のことを忘れずに、仲間として見てくれているんだ」とい

チベーションをケアする目的で行

ルや郵便で簡単に済ませるのでは、その思いは内定者に届きま
せん。直接会って伝える、一人ひとりに合わせたメッセージを伝

ではない内定者を入社させると早

タイミングで連絡し、接触を持つことで、内定者は「この企業は

うのが︑
内定者フォローです︒
内定

です。ぜひ入社してほしいです」と伝える大事な行為です。メー

期離職につながることもあります︒

頻繁に連絡する必要はありませんが、月に 1 回などほどほどな

を出した後に疎遠になるのではな

内定を出すということは、
「あなたはこの企業にとって必要な人

そのため︑内定辞退を申し出た応

内 定 者 へ の 定 期 的 な 連 絡・接 触

内定者フォローの施策には︑次

採 用 から 入 社 後の 育 成 まで 連 携 して 取 り 組 む

内定の出し方を見直す

く︑
入社までの間︑
内定者とコミュ

内定を出したらそれで終わりではありません。
「本当にこの企業でいいのか」といった他社との比較や「自分は社会人
としてやっていけるか」と働くことに対する漠然とした不安を抱く内定者もいます（内定ブルー）。採用側は、内定者の
不安を察知して解消し、入社後に期待を持てるよう働きかけましょう。

募者については無理に引き留める

企業が内定者に対して行っておくべきこと

ニケーションをとりながら入社ま

内定期間は互いに大事な準備期間

のではなく︑
ある程度︑
内定辞退者

2

内定出して
終わりじゃないの？

よいか考えてみましょう。

にとって非常に心強いもの。内定者間で情報共有や相談ができ、

ていることを聞き出してみましょう。
直接会っていないオンライ

親睦を深められるような場を作ってあげましょう。オンライン

ンだからこそ話せることもあるはずです。その際、これまでの面

会議ツールを使って交流会を開催し、ゲームやクイズ大会、オ

接での評価や、志望職種の確認といったフィードバックも併せ

ンライン飲み会、グループワークなどを行ったり、SNS ツール

ると信頼関係を築くきっかけになるかもしれません。

でグループを作って連絡事項を共有してもよいでしょう。

先輩社員との交流

自社の魅力を発信

すでに現場で働いている先輩社員の声は、現場体験と同様に貴

双方向の交流の場ももちろん大事ですが、企業側も内定者に選

重な機会となります。普段、先輩社員がどのようなスケジュー

んでもらうために、自社の魅力を発信していく努力も必要です。

ルで動き、どんな作業をしているのか、具体的な情報を内定者

例えば、SNS ツールを使って定期的に社内の取り組みや制度、

に提供できる機会を設けましょう。内定者が緊張してしまわな

イベントなどのレポートを発信したり、社員に登場してもらい

いように、
飲食 OK とする、ゲーム形式を取り入れるなど、リラッ

日々の社内の様子を定期的に発信するのもよいかもしれません。

クスして参加できる工夫をするとよいでしょう。

自社のリアルな情報が伝わると、安心できるでしょう。

Point
For
経営陣

31

分は確かに必要とされている﹂
と︑

もらうために、
これまで内定者が聞きづらかった質問や不安に思っ

実感できるのです︒

同じ立場にいる内定者同士が交流できるというのは、本人たち

さらに︑入社当日は会社全体で

内定者の多くは不安や迷いを感じています。それらを解消して

歓迎ムードをつくり︑新入社員の

内定者交流の場

モチベーションを上げましょう︒

個別面談

内定出し、また内定式などで、経営陣
の思いを伝えること。
「 やはりこの企
業で働きたい」と内定者に決意させる
力になる。

For
育成関係者

内定出しから入社日まで親身になって内
定者をフォローすること。入社前とはいえ、
内定者は自分たちの「仲間」であるという
意識が大切。

30

経 営 者が知っておくべき 、企 業 と 人 材のための育 成 計 画

このことから人材育成とは︑採用
その責任を全うできません︒

任せ︑
場当たり的な人材育成では︑

業務に貢献できるようになるまで

人材育成の大切さを

されたばかりの新入社員が日々の

る人材を増やすためにほかなりま

念や任務︑展望など︶を達成でき

のか︑それは企業の目標︵ 経営理

何のために若手社員を育成する

人材育成計画の重要性を理解する

場当たり的な人材育成では
企業の責任を果たせない
のサポート全般を指します︒その

プにつながり︑
ひいては管理者・育

採用活動を経て入社に至ると︑
なかで社会人としてのヒューマン
育成計画といっても綿密なもの
成担当のキャリアにも大きなメ

なのは︑誰が︑何を︑いつまでに行
彼らに理解を促す必要があるで

リットをもたらすと︑経営者から

せん︒成功すれば企業の業績アッ

次は
﹁人材育成﹂
のフェーズに入り
スキルや各種テクニカルスキルを
でなくて構いません︒最低限必要

経営者自身が認識する

ます︒
身につけ︑仕事の面白さや大変さ
を体験し︑やがて一人前の社員に
うかを定めることです︒

が欠かせないものです︒

かに根付かせるまで︑地道な努力

人が育つ仕組みや文化を企業のな

にする最大の原因です︒
現実には︑

任せといった具合に︑場当たり的

が︑
人材育成を現場任せ︑
なりゆき

十分な実力を身につけ︑仕事の

る責任があるのです︒

は︑そのための育成計画を用意す

踏まなければなりません︒企業に

に変化させるには︑相応の段階を

人材でも︑若者を一人前の社会人

業です︒どれだけ地力に恵まれた

これは年単位の時間を要する作

されがちです︒そのため︑﹁人材育

えるならば︑人材育成は後回しに

り上げ・利益をあげること﹂
だと考

において最優先されるべきは﹁売

負担が重い役回りです︒通常業務

から始まります︒
育成担当は本来︑

管理者や育成担当に指導すること

成が重要なのかしっかりと認識し︑

それには経営者が︑なぜ人材育

で
﹁人材育成﹂を引っ張り︑育成の

の場合は︑経営者がトップダウン

ションは上がりません︒中小企業

も落とすな﹂では社員のモチベー

材育成をしながら個人の売り上げ

ば理想的だと言えるでしょう︒﹁人

ストによって報われる体制があれ

がしっかりと評価され︑賃金やポ

あわせて︑人材育成という役割

理解する。
かり評価する制度を社内に用意する。

業務であると同時に、自分のキャリアにも
に人材育成方針を伝え、その重要性を

大きなメリットをもたらすものであると
育成関係者

人材育成が企業にとって優先順位の高い
For
人材育成の重要性を認識し、育成担当

採用活動と同様︑ここでも計画
の立案が
﹁はじめの一歩﹂です︒こ
なっていくのです︒

期離職を減らすとは︑﹁ただ企業に
面白さや大変さも理解した後での
成に取り組むことが︑自分のキャ
担い手を支え︑人が育ち活躍でき

一貫性を持ち、連携する

説く。人材育成で成果をあげればしっ
経営陣

れを経営者が理解していないこと

居続ける﹂社員を増やすことでは
離職は︑企業ではなく個人の問題
リアにマイナスになるかもしれな

ります。

求める人材を獲得し、
会社の業績向上に貢献できる人材に成長してもらうためには、
3つの要素の連携がカギとな

For

しょう︒

ありません︒立派な戦力となって
であり︑
本人の人生の選択です︒
で

人材活用に欠かせない3つの要素

そもそも︑人材を定着させて早

活躍し企業を成長させてくれる社
る組織をつくり上げることが求め

貢献できる人材に育てる。

られます︒

には、採用や育成に関わる担当者同士のつながりや

コミュニケーションが重要となります。

い﹂といった不安を抱く社員も存

定着フロー

在するかもしれません︒

まめにフォローし「しっかり定着」させること。この 3

すが︑それ以前の離職は会社の責

貢献
成長
定着

企業も成長

任も大きいといえます︒なりゆき

業績UP!

Point
要素の連携が不可欠です。相互連携を確立するため

人材定着

（処遇改善等）

育成
採用

（研修、
OJT 等）

人材活用のポイントは「ミスマッチのない採用」を行

人材育成

3 つの要素が

人材採用

短期間で一人前には育たない。じっくりと時間をかけて企業に

育成・定着には段階がある ▶

人材活用

員︑つまり
﹁一人前の社員﹂を育て

〝企業の目標を達成できる人材を育成する″

ることが︑
目指すべきゴールです︒

人材育成は経営戦略の一つとして捉え、合理的かつ効果的な計画を立案し、実行していきましょう。

32
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経営理念・任務・展望

経 営 者 が 知ってお くべき 、企 業 と 人 材の ための 育 成 計 画

い、人材を獲得。採用した人材を「丁寧かつ戦略的に

育成」し、キャリアアップや処遇改善などを含めて小

3
経営戦略として人材育成計画を考える

3

人材育成計画が重要なワケ

経 営 者が知っておくべき 、企 業 と 人 材のための育 成 計 画

ステップ では︑ステップ で

めに必要な人材像を明らかにしま
になります︒

するべきか︑議論するための道筋

以上が︑
人材育成において
﹁何を﹂

す︒﹁この会社における優秀な人材

確認したビジョンを具体化するた

策を導き出します︒

人も組織も成長する
人材育成計画づくり

「何を」
するかを導く

具体的には︑どのような手順で
とは︑どのような姿をしているの

５つのステップ

人材育成計画を組み立てるので
か﹂
︑
具体的にイメージしてみると

本人、
上司、
育成担当

しょうか︒

きます︒そして最後に策定するの
は
﹁スケジュール﹂
です︒
ここで︑注意すべきことがあり
ます︒日々多忙な職場の責任者は
つい育成担当に
〝丸投げ〟しがちで
す︒
ただ
﹁一人前に育ててほしい﹂
と

します︒そのために必要なステッ

まずは
﹁何を﹂
するかを明らかに

た指示を正確にこなす人材﹂を育

育てたいのか﹁上司から与えられ

ず自ら積極的に挑戦する人材﹂を

いいでしょう︒
例えば
﹁失敗を恐れ

責任者︶
︑
育成担当︑
メンターたちで

本人と上司︵経営者を含む職場の

ていきます︒人材育成の担い手は

次に
﹁誰が﹂﹁どうやって﹂を定め

例えば︑
本人が
﹁何をどう学んだら

成計画を共有することも大切です︒

また︑
育成担当と本人・上司が育

どうしたらいいのかわかりません︒

命じるだけでは︑育成担当も何を

プを︑
以下に整理しました︒

てたいのかで︑育成プログラムの
す︒﹁どうやって﹂
の部分は大きく

それぞれの
「納得」
も不可欠

や経営理念の確認です︒企業が何
内容は180 度変わってきます︒
つの手法があります︒業務を通じ

ステップ は︑企業のビジョン

のために存在していて︑どのよう
ステップ では︑現状把握を行

人材なのです︒またここがはっき

は︑ビジョンの実現に貢献できる

価できません︒育成するべき人材

ぐわない働きをするようでは︑評

秀な人材も︑企業のビジョンにそ

それがビジョンです︒どれだけ優

めに今後何をするべきか︑課題を

理想と現実のギャップを埋めるた

では︑ステップ で明らかにした

プがあるはず︒そこでステップ

る人材の間には︑
多くの場合ギャッ

﹁理想﹂
の人材像と現実に働いてい

います︒ステップ ・ で描いた

ます︒これらの手法を組み合わせ

も有効的な手法だと注目されてい

成や課題解決をはかる
﹁1on1 ﹂

は上司が部下の話を聞いて人材育

発的に学ぶ
﹁自己啓発﹂
です︒
最近で

﹁Off ︲JT ﹂
︑そして人材が自

資源を活用した研修を実施する

て実践的に学ぶ
﹁OJT ﹂
︑職場外

が揃って初めて計画どおりに人材

し︑納得しているかどうか﹂
︒これ

育成担当︑
メンターらの皆が
﹁理解

いつまでに実行するかを︑本人や

れません︒
重要なのは︑
誰が︑
何を︑

ない﹂
ケースなどでは︑
効果が得ら

いるのに︑育成担当が共有してい

ことを学んでほしい﹄と期待して

た職場の上司が
﹁
﹃新人にはこんな

よいか理解していない﹂
ケース︑
ま

な価値を社会に提供したいのか︒

り社員に伝えられていないと︑社
明確化します︒
そして最終のステッ

支援

がそれぞれ「納得」できる計画を立てる。

とする人材像」を明確化し、育成方針

本人、育成担当、メンター、現場の上司など
For
経営理念やビジョンに沿って、
「 目標

育成関係者

を指し示す。
経営陣

3

員のエンゲージメントを高めるこ

〈Off the Job Training〉

For

何をどう組み 立てたら
よいものやら
どんな育成・教育体系をつくって若手社員をバックアップしていくのか、
基本となる形を確認しましょう。

有効な人材育成の組織・体制

育成が進みます︒

（職場責任者）

経営者・管理者

育成
指導

組織運営
目標設定

〈On the Job Training〉

（ 職場育成）

若手社員＜本人＞
Off-JT

（研修育成）

育成担当

OJT

ます。

人材育成、能力開発の実行策を立てる

定期的に
1on1 を行う

教育体系

職場づくりが必要となり

ながら︑人材育成計画を固めてい

「社員を育てる風土がある」

プ で︑その課題を解決する実行

したい！」とやる気になる

34
35

現状をふまえた今後の課題の明確化

4
STEP

5
STEP

支援し、若手社員が「成長

4

せん。企業は社員の成長を

経 営 者 が 知ってお くべき 、企 業 と 人 材の ための 育 成 計 画

1on1

1

係」がないとうまくいきま

1
2

社員（教わる側）の「信頼関

3

企業（育成する側）と若手

人材・組織の現状を把握

3
STEP

目標とする人材像、組織像の明確化

2

材育成計画をつくっても、

5

企業と若手社員の
「信頼関係」
が
成功のカギ
STEP

MEMO
経営理念、任務、事業展開などの確認をし、
エンゲージメントを高める

1
STEP

メンター
（個別面談）

2

どんなにしっかりした人

とは困難です︒

経営者がリーダーシップを発揮し、
1on1 などを活用して取り組みましょう。

3

1

人材育成計画を構築する5つのステップ

3

Point
自己啓発

3
人材育成計画を構築する

経 営 者が知っておくべき 、企 業 と 人 材のための育 成 計 画

若手社員が主体的に
学べる環境をつくる
る転職者に対しては
﹁サポート﹂
の

自己啓発とは︑文字どおり自ら
新卒者に対しては︑学生から社

ることも有効です︒

務を学び︑どのように成長してほ
学び︑
力を高めていくことです︒
能
会人になるにあたってのマインド

があります︒いつまでにどんな業

しいか︑目標を定めて取り組むこ
力向上を目指して︑資格取得やe
セットから︑社会人に必要な基礎

意識で臨みます︒

とが望ましいといえます︒定期的
ラーニング︑セミナーへの参加な

OJTと

人材育成の柱となるのは
に1on1 を組み入れて︑
対話す

Off JTの違いとは

OJT ︑
Off ︲JT ︑自己啓発
知識まで教える必要があります︒

新入社員の場合は︑育成担当や
のものを学ばせます︒
OJT の合

せ︑
自主的な学習を促すことで︑
本
ことも大切です︒
これは
﹁正しく成

OJT を ブ ラ ッ シ ュ ア ッ プ す る

新卒者 の場合〝土台づくり″
をする

約1 年

定期
フォロー

OJT
定期
フォロー

新卒者と転職者では、OJT、Off-JT、自己啓

発の組み合わせ方が異なる。新卒者は「土

約半年

自己啓発

自己啓発

自己啓発

台づくり」、転職者は「サポート」
の意識で。
育成関係者

どが︑
これにあたります︒

Off ︲JT とは実務を通じ
上司が若手社員に必要な資格取得
間を縫って︑本人と育成担当がそ

なかなか育たないという悩みを抱
人の﹁学びたい﹂﹁成長したい﹂と
長しているか﹂定期的にフォロー

切な育成を行いましょう。

「人材育成はお金も時間もかかるもの」

る機会を設けましょう︒

OJT とはオンザジョブトレー
てではなく︑職場外の研修などを
や研修メニューを指定してもよい

き︑﹁やってみせる﹂
あるいは
﹁任せ
えています︒そもそも求める人材
いったモチベーションを引き出し

経験ゼロの新卒者なのか、経験値のある転職者なのかによって、育成計画の内容や組み方を変え、適

育成計画の組み立て方

For

の つです︒

ニング︑
その名のとおり︑
業務を通
活用して行う育成です︒中小企業
れまでの内容を振り返り︑今後の

てみる﹂
なかで実務を覚え︑
職場に
が採用できない︑育成しても辞め
ていくことも必要です︒

対応していきましょう。

OJTは有効な人材育成手法だが「安価

その上でOJT を通じて業務そ

じた実践のなかで人材を育成する
でしょう︒ 年目以降は本人に任

馴染みながら︑少しずつ難しい仕
てしまう︑若手社員自身が同期が
転職者に対しては︑過去に同様
の 業 務 を 経 験 し て い る た め︑

OJT は必然的に短く済みます︒
早く企業に馴染み︑力を発揮でき
るようにサポートしましょう︒

考え答えを引き出していく（コーチング）等を活用して

くりと計画的に取り組みましょう︒

きは、新入社員の悩みを聴く（カウンセリング）
、一緒に

との認識が必要。

の育成担当の多くは︑若手社員が

事に挑戦していくのが基本です︒
いないといった理由からモチベー

を支えていき仲間意識を醸成していきます。また、本人

For

ものです︒先輩社員などが側につ

日常業務を通じて実施でき︑育
ションを見出せないといった原因

めて承認したり、失敗したときはフォローして若手社員

組み立てが変わる

ション」です。育成担当や上司が、社員の良いところを褒

する意味があります︒

成に非常に効果があることから多
があるようです︒
また︑
育成を担当

けてモチベーションが下がることがあります。こんなと

新卒者と転職者で

くの中小企業が取り入れています︒

できることはあるはずです。その一つが「コミュニケー

経営陣

自己啓発（能力向上、
意識改革、
目標設定）

新卒者と転職者では︑OJT ︑

社前のイメージと現実の違いにショックを受ける）を受

する人材の不足︑
OJT 頼みの自

が自発的にモチベーションを上げるために会社として

モチベーションアップの方法としても有効。

OJT

柱をしっかり立てれ ば
安 心ね！
新入社員の場合、入社後すぐにリアリティ・ショック（入

本人の能力にあわせて業務内容や

る気を引き出していくことも非常に有効です。

Off ︲JT ︑自己啓発の組み合

の自主性を重んじた仕事の依頼の仕方をすることで、や

前教育に限界を感じているが予算・

報酬を上げることは企業として限界がありますが、社員

e ラーニングを利用する企業が増えている。社員の

Point
転職者 の場合〝サポート″
が大事

2

レベル感を臨機応変にカスタマイ

ンが上がります。

的に、資格取得や通信講座を受講すること。最近は

で済むから」という考えは危険。本来、
短め

やりがいや成長を実感することで自発的にモチベーショ

個々人の社会人としての成長やスキルアップを目

OJT
OJT
OJT
導入研修

給・昇進・表彰など）だけではありません。業務を通じて

人材育成は﹁お金も時間もかか

自己啓発 とは

OJT
OJT
導入研修

社員のモチベーションが上がるのは、企業からの報酬（昇

資格取得、eラーニング等

若手社員のモチベーションを
上げるために

わせ方も異なります︒まっさらな

業種・他社交流の場としてもよい。

時間がとれないといったことも︑

欠かせない。

ズできることも︑
OJT のメリッ

階層や部門に共通する必要な知識やスキルを学べ、異

るもの﹂
であることを認識し︑
じっ

スキルを学んだり、
業務に必要な資格取得に活用したい。
に難易度を上げ、育成していく。育成担当のサポートが

状態の新卒者に対しては﹁土台づ

が人材育成の基本としている。やさしい仕事から徐々

ありがちです︒そんな状況を打開

育成手法のこと。日常の業務では習得しづらい知識や

トだと言えます︒
ですが︑
場当たり

実務を通じてではなく、職場外の研修などを活用した
スキル、仕事の進め方を習得すること。多くの中小企業

経 営 者 が 知ってお くべき 、企 業 と 人 材の ための 育 成 計 画

職場（現場）で実際に業務を行いながら、必要な知識や

くり﹂
︑
ある程度の経験を積んでい

成内容・方法で、どんな役割を担うのかを解説します。

するために︑社外の資源を活用す

人材育成の手法は大きく分けて「OJT」
「Off-JT」
「自己啓発」の 3 つが挙げられます。それぞれどんな育

36
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人材育成の3つの柱

的な指導は本人を混乱させる危険

とは

コラム

研修育成

とは

Off-JT
職場育成

OJT

「資格取得」
や
「専門スキル習得」
のために
Off-JT を入れるのも◎

-

3

個人の能力に合わせて
長め

3
3

人材育成の手法をチェック

まだ
「レジリエンス」
を実践できない若手社員の早期離
職を防止し育成するためには、
まずは、
どんな些細な取り

代社会で、
厳しい状況でも諦めず、
乗り越えようとするレ

組みでも
「ありがとう」
「助かったよ」
「ご苦労さん」
など、
声

ジリエンスが、
成長や成功の鍵だと考えられています。

をかけて、
若手社員の自信を高めていきましょう。
そして

多くの採用・育成ご担当者の方にとっては聞きなれな

失敗やミスをしても、
「きっとうまくいくよ」
「大丈夫、
ドン

い言葉かもしれませんが、身に付けることが難しいスキ

マイ！」
と励まし、
「そんな時はこうしたらいいんだよ」
「あ

ルではありません。
「レジリエンス」は誰もが学ぶことが

あいう人には、
こんなふうに対処したら」
などのアドバイ

でき、
実践できるスキルなのです。

スをしていきましょう。
そしてその結果として、
「レジリエ

経 営 者が知っておくべき 、企 業 と 人 材のための育 成 計 画

復する力」
「
、折れない心」
や
「しなやかな強さ」
「逆境力」
な
どとも言われています。様々なストレスにさらされる現

社員の持続的な成長を
支援する

ビス︑生産︑技術︑物流など職種ご

れた心が元に戻る」
ためにも、
周りにいる人たちが支えあ
い、
信頼し合える職場づくりが何より大事なのです。

3

いろいろな研 修や 講 座
をうまく活用しなきゃ！

外部で学んだ内容は

が必要になります︒また経営判断

とに人材を集めて︑
各分野の
〝スペ

れるようにするために知っておいて欲しい言葉です。
「レ
ジリエンス」とは、
「強度なストレスを受けても早期に回

社員の成長イメージを

に関わるポジションにつけば︑企

シャリスト〟になるべく新しい知

若手社員の
「心が折れない」
ためにも、
そして万が一
「折

社内に持ち帰らせる

業の戦略面・マーケティング面の

や努力だけで実践できることではないということです。

外部の研修を利用する際に心が

「レジリエンス」
はそんな若手社員をサポートし成長に
導き、社員一人ひとりが自律的にキャリア形成を考えら

けたいのは︑
社員に対して
﹁なぜこ

上記からわかるように、
「レジリエンス」
は、
個人の資質

描きやすい職場に

こうした研修を自前で用意する

社を利用する手もあります︒︵巻末

識や技術の習得を目指します︒特

の各種研修・セミナー・相談・助成

スキルが欠かせません︒こうした

けではトレンドに追いつくのが難

金︑
労務相談︑
メンタルヘルス等に

新人時代を脱し︑﹁一人前﹂の社

これが管理職ともなれば︑学ぶ

しいという現状があります︒その

関する施設・機関を参照︶
︒

ことも可能ですが︑外部の研修会

いていきます︒
その後の自己成長︑

べきテーマはたくさんあります︒

ため︑エンジニアを対象とした技

にIT の分野などは技術革新が

キャリアアップが望めなければ︑

管理職とは何をするべきポジショ

術研修が大きな効果を発揮するの

スキルの習得を企業が後押しする

社員たちは新たな活躍の場を求め

ンかわからず︑戸惑う場合も多い

です︒

の研修が必要なのか﹂をあらかじ

員として活躍できるようになって

て︑外に飛び出していくかもしれ

のです︒
そこで︑
リーダーシップの

また︑こうした研修には︑企業

め説明しておくことです︒学ぶ理

頻繁に起こり︑本人の自助努力だ

ません︒早期離職の理由において

あり方や︑部下とのコミュニケー

が戦略的に提供するものと︑社員

のです︒

も﹁将来のキャリアプランが描け

ション術︑
コーチング術︑
メンタル

からも︑人材育成の取り組みは続

ない﹂
という回答は︑
常に上位に入

由があって︑初めてモチベーショ

ンが生まれ︑自らが目指すべき目

自らが選択して受けられる研修の

種類があります︒
後者は︑
社員自

ヘルス対策︑部下の成長を促す目

標設定法など︑さまざまな学びの

るのです︒

例えば︑新入社員︑中堅︑現場の

からではないのでしょうか。

とができます︒

ポート」

Point

ンス」
を身に付けることができるだけではなく、
職場や組

や環境があるとされています。

織としても、大きな成長と成功を手に入れることができ

基本的にこの自分で良いのだという
①自分を否定せず、

るのではないでしょうか。

For
経営陣
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2

「ソーシャル・サ
④自分を支えてくれる仲間や組織などの

れてしまう」
もしくは
「自分のキャリア形成に興味がない」

「レジリエンス」
を発揮できる人には以下の4つの要素

標がみつかるからです︒
また︑
そこ

るコミュニケーションスキルや社会的スキル

らが自分に足りないところを分析

上司や先輩がいる職場だったりと、
何かの理由で
「心が折

他者と上手にやりとりす
③具体的な問題を解決したり、

機会を用意します︒
近年では︑
セク

した。
自分の希望していた仕事とは違っていたり、
厳しい

観的な思考」

リーダー︑管理職といった階層別

れにより︑一人の学びを社内で広

いう話を、企業の人事担当者からよく聞くようになりま

「きっとうまくいく」
と考える
「楽
②何か難しい場面でも

で学んだこと︑気づいたことをレ

けると決めた研修のほうが︑モチ

く共有でき︑社員の成長を促すこ

このところ、
「入社間もない社員が退職してしまう」と

気持ち

し︑それを埋める研修を受けると

ベーションは高くなる傾向があり

「レジリエンス」とは

ハラやパワハラなどのハラスメン

職種別の研修もあります︒管理

ます︒

経 営 者 が 知ってお くべき 、企 業 と 人 材の ための 育 成 計 画

コラム

の研修が考えられます︒それぞれ

部門
︵人事︑
経理︑
財務︑
総務など︶
︑

それぞれの職種に就く社員が、
現在または将来に必要とされる資格を取得
したり、
スキル、
知識を身につけていく。
研修実施前に、
社員のキャリアプラ
ンを策定し、
実現に向けて計画的に受講することがポイント。

ポートにまとめるなどして︑企業

マーケティング︑営業︑販売︑サー

職種別研修

職種ごと全社員

経営者など全社員

新入社員には社会人の基礎知識、
管理職には管理者として必要な指導力や
統率力、経営者には全社的な立場に立った思考や意思決定の仕方等、
それ
ぞれの役割を果たす人材になるために必要な知識やスキルの習得を目指す。

いうもの︒企業に命じられて受け

即戦力として期待される役割を認識してもらうことが重要。
また、
企業理念
や社風を理解してもらうことで、
企業への帰属意識を高めていく。
早く企業
に馴染むために、
同僚を交えた研修も有効。

新入社員、管理職、

目的

ト防止研修なども重要になってき

中途採用社員

階層別研修

対象者

成長段階に応じて︑学ぶべき内容

中途社員研修

研修の種類

にフィードバックさせること︒こ

一般社員から管理職へとステップアップする前に、
チームビルディングやリー
ダーシップのとり方、
部下のマネージメントスキル等を身につけ、
企業の将
来を担う次世代のリーダーとなる人材を育成する。

機会を設けていきましょう。

る研修に比べて︑自分の意思で受

手から︑部下を持つリーダーへと

管理職候補

企業が成長するためには社員の成長が必要です。持続的な成長を支えていくために企業として研修

ています︒

キャリアアップしていけば部下育

リーダーシップ
研修

社員の成長を促すために持続的なサポートを

も変わっていくことでしょう︒若

成やチームマネジメントのスキル

3

若手社員を戦力化するために

社員が「一人前」になってからも人材
育成は終わらない。
「 社員が自分の将
来を思い描ける企業」を目指して、社
員の成長を後押しし続けること。

For
育成関係者

「なぜそれを学ぶか」を明確にしてあげる
こと。
いかに素晴らしいカリキュラムであっ
ても、理由がなくては学びのモチベーショ
ンは上がらない。

38

「見て学ぶ」
だけの

本 気で取 り組む O J T

わる恐れがありました︒また積極

り︑トレーナーによって大きく変

ニングの手法や内容は属人的であ

OJTだったのです︒
しかしトレー

ようになったのが︑現在の状況だ

より戦略的なOJT が求められる

ンのとり方も変わりました︒結果︑

環境や︑若者のコミュニケーショ

激励﹂で人材の成長を促していま

また︑
かつては先輩社員の
﹁叱咤

とができます︒

のスピードを格段に向上させるこ

叱られ慣れていません︒むしろ
﹁褒

したが︑現代の若者は幼い頃から

例えば︑あらゆる業務のスピー

と言えます︒

然的に
﹁じっくり育てる﹂
ことにな
めて伸ばす﹂育成が求められてい

的に教えることをしないため︑必

OJT の組み立て方

OJTでは足りない時代
﹁OJT ﹂
について
パート では
深掘りしていきます︒
すでに多くの中小企業がOJT
ド感が増しているなか︑﹁人材をじっ

術を後輩たちに伝承することに重

ひと昔前ならば︑先輩社員の技

方が変わってきているからです︒

うのも︑時代を経てOJT のあり

ようなものなのでしょうか︒とい

そも今行うべきOJT とは︑どの

いう実態があります︒
しかし︑
そも

ました︒﹁O︵おまえら︶
﹂﹁J︵じぶ

その手間が嫌われる場面も見られ

手間をかけて指導するのですが︑

です︒
現実には︑
教える側も相当の

見せるだけでは伝わりにくいもの

ない新人が相手だと︑単に仕事を

いっても︑仕事の流れを全く知ら

加えて言うなら︑﹁見て学ぶ﹂と

あります︒例えば飲食店において︑

える化・マニュアル化する企業が

が教えるべきことをしっかりと見

て新人が学ぶべきこと・トレーナー

ています︒そのためOJT を通じ

短期間でのスキル習得が必要になっ

革新のサイクルも早くなり︑より

流にそぐわなくなりました︒技術

くり育てる﹂育成プログラムは時

するのが望ましいといえます︒目

にものを教えられる﹂人材を配置

精通していることは当然として
﹁人

いうわけにはいきません︒業務に

も
﹁先輩社員ならば誰でもいい﹂
と

えばトレーナー選びひとつとって

になっている︑ということです︒例

まざまな計画が必要とされるよう

ポイントは︑今やOJT にもさ

ります︒

きが置かれていました︒そこでの
んで︶
﹂﹁T︵トレーニングしろよ︶
﹂
どうしたら
﹁店長﹂
になれるのか等︑

を通した人材育成を行っていると

トレーナーと新人は︑まるで師匠
とばかりに︑新人をほったらかし
標設定も重要です︒
つまり
﹁いつま

ます︒

と弟子のような関係︒
新人はトレー
道筋を明らかにする︒﹁いつまでに
でに・どこまで育てるか﹂
︒企業と

にしてしまうのです︒
何を学ぶべきか﹂﹁何を学んだらど

るのか、見直すことから始める。
意する。

時代が変わればOJTプログラムも、
教え方

も変わる。自社のOJTが本当に機能してい

員はついていかない。育成計画をもと

For
「背中を見て学べ」のOJTでは、若手社

育成関係者

にした戦略的なOJTプログラムを用
経営陣

ナーの側につき︑彼らの
﹁背中を見
て﹂
︑
彼らの真似をすることで技術

OJT 実施前に、育成担当や上司と新人の双方が OJT の目標を
理解しているか、共有すること。また、育成担当にも育成方法
や新人との接し方についてレクチャーしておく。OJT 実施中

For
達成状況を確認し、評価する。

育成担当︑新人の三者がこれを共

OJT の実施

計画にもとづき実践する。育成担当はも
ちろん、上司も一緒に新人のフォローを
適宜行う。

OJT を行う目標となる大事な項目なので、OJT 計画シートを作
成するなどして、
具体的かつ明確に決定しておく。
人員等を決める。

する。新人の良いところは評価し、問題があれば解決策をアド
バイスし、今後の成長に向けた課題を確認する。効果測定は新
人の不安や悩みをすくい上げる機会でもあるので、しっかり
と時間をとって面談しよう。

OJT が計画どおり進んでいるか、目標の

んな評価を受けるのか﹂などを標

POINT

「叱咤激励」
から

OJTを効果的に進めていくために必要なフローを紹介します。▶東京しごとセンター・ヤングコーナーのHPに

Point
効果測定

有 し て お く こ と が︑ス ム ー ズ な

掲載しているOJT 計画シートを参考にしてみよう。
https://tokyoshigoto-young.jp/company

OJTのカギになります︒

育成担当に誰を任命するか、検討する。

可能ならば、新人と年齢の近い、入社数年の社員が望ましい。
候補者の業務状況や指導力、新人との相性などを加味し、人選
しよう。また、育成担当になることで、育成担当自身の成長に
もつながることを知らせ、育成担当の意欲をかきたてる。

適任者の人選

「どのような人材に成長してほしいか」
を明確にし、
そこから優
先順位をつけてみる。すると、その能力を習得するのに必要な
期間が予測できるはず。
新人にとっても、
育成担当にとっても、

OJT の 内 容、目 標 設 定、期 間、予 算、

OJT 計画の立案

OJT 終了時には、育成担当、新人、上司等を交えて効果測定を

準化することで︑
教わる側・教える

OJTの基本的な組み立て方

側の労力を省きながら︑店長育成

コミュニケーションの
とり方の変化

「褒めて伸ばす」
へ

求められるスキルの
質と量の変化

やがて時代が変わり︑ビジネス

◦師匠と弟子

本 気で 取 り 組 む O J T

◦じっくり育てる

◦褒めて伸ばす

◦先輩の背中を見て、
技を学べ！

を学び取っていました︒

ひと 昔前

◦短期間でスキルを
習得する必要がある
効率化による
スピードの変化
◦叱咤激励

◦経験する前に、
まずは学習する
◦技術の伝承

平たく言えば︑先輩社員のやり

現在

方 を﹁ 見 て 学 ぶ ﹂の が︑かつ て の

どんな OJT が必要とされているのでしょうか。

40
41

時代とともに変化する企業や若手社員の価値観に合わせて、OJT のあり方も変化しています。今の時代には

今の時代にマッチしたOJTのあり方とは

4

は新人の成長・習得具合によってやり方を変更するなど臨機
応変に取り組もう。管理者や上司は育成担当のフォローも忘
れずに。

4
4

OJT きほんの
〝き〟

りを見学︑
観察し︑
仕事のフローや

て
﹁頭でわかっていた知識﹂が︑し

経験を積み重ねるうちに︑目で見

時間的余裕がなくなります︒振り

は︑新 人 た ち は 振 り 返 り を す る

日々の慌ただしい業務のなかで

の質問には適宜回答しつつ、最後まで自分で責任を
持ってやってもらう。

育成担当や上司が検証する
仕事を任せながら、新人の良いところや課題を確認
し、フィードバックする。その際に、新人が抱えてい
る疑問や悩みもすくい上げ、解決策をアドバイスす
る。

OJT 実施中は定期的に育成担当と新人の面談の機会を設けて、

For
経営陣
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なるほど こうやって
O J T は運用するのか

Point

どのような状況なのかお互いに確認していこう。良い点はしっ
かり褒めて、改善点については一緒に解決していく。OJT がう
まくいかないと悩みを抱えている育成担当も多いので、経営者・
管理者は育成担当のフォローも忘れずに。

本 気で取 り組む O J T

職場のルールなどを頭で覚えなが

だいに
﹁使える知識﹂
へと変わって

てしまい、最初はうまくできないだろう。新人から

OJT の運用方法

ら︑
職場に慣れていきます︒営業職

いくことでしょう︒

仕事を任せる。新人にとってはアポ取りすら緊張し

一連の仕事を頭で理解しているつもりでも実際にやってみな
いとわからないことも多く、本当の意味で身につかない。任せ
きることで責任を持って初めて本気で取り組み、できるよう
になる。育成担当は適宜フォローしながら温かく見守ろう。

4

見せる・やらせる・任せる

ならば︑トレーナーの営業に同行

営業のノウハウを指導したら、今度は実際に新人に

﹁何がいけなかったのか﹂わからな

新人に任せる

いまま放置される危険があり︑失

業方法、営業後の顧客フォローなどやらせてみる。

臨むこと。ここで、新人のクセや課題を把握し、解決に向けて
アドバイスをしていこう。失敗しても成長の機会と前向きに
捉えることが重要。

敗を成長の糧とすることができま

から電話での応対、必要書類の準備、顧客先での営

やらせてみるとはいえ、一緒にやってみるというスタンスで

せん︒ トレーナーはそこで︑新人

新人にやらせてみる
営業の一連の流れを教えるために、顧客のアポ取り

身についていくのです︒

覚えてもらう。

OJT のプロセス

OJT には︑効果的に新人を成

するのがこれにあたるでしょう︒

ことはもちろん、どんな取引顧客がいるのかなども

返りを行わないと仮に失敗しても

長させるための有効なステップが

言葉で教わるだけではわからない︑

仕事の
﹁振り返り﹂
が

あります︒仕事の実践を通じて学

に
﹁気づかせる﹂
役割を果たします︒

失敗を学びに変える

基本的な仕事の進め方を教えたら︑

できていること︑できていないこ

感覚的なところまでをつかむこと

次は
﹁やらせて覚える﹂
︒トレー

新人に仕事を任せてみましょう︒

とを共に検証︑
共有し︑
次の仕事へ

ぶのがOJT とはいえ︑入社した

せても︑入社数カ月たった若手社

ナー側から見れば
﹁やらせてみる﹂

ここでいう任せるとは﹁一人で最

と活かしていきます︒

そして最後は
﹁任せて覚える﹂
︒

員に見学ばかりさせても︑成長は

手法です︒﹁やらせてみる﹂とはい

後まで責任を持ってやってもらう﹂

ができます︒

おぼつきません︒

いながら︑折を見てアドバイスす

そこで得られる自己成長の感覚

3

ばかりの新人にいきなり仕事を任

大きく分類すれば
﹁見せて覚え

ことです︒仕事を任せきることで︑

話しかけ、
新人を理解していこう。

るなど︑きちんと手をかけ丁寧に

ンの一つになるでしょう︒
新人は皆︑

場を見せる。社会人マナーや言葉遣いなど基本的な

る﹂﹁やらせて覚える﹂﹁任せて覚え

事に取り組みます︒
これが狙いです︒

失敗しながら成長していくもので

指導する新人を実際に顧客先に同行させ、営業の現

新人に仕事を覚えてもらうことは重要ですが、
新人と信頼関係
を築き、職場に馴染んでもらうことも OJT のスタート段階では
重要なミッションであることを忘れずに！ 移動中に積極的に

育成担当を見て覚える期間＜同行＞

が︑新人にとってはモチベーショ

ここでは︑リスクの少ない仕事

仕事を任せきるとはいえ︑
トレー

すが︑定期的な振り返りの機会を

POINT

新人は自分のミッションとして仕

技術や知識を習得していくのが︑

から任せてみて︑少しずつ仕事の

ナーはしっかりと見守る必要があ

営業職の場合

接することが大切です︒

OJT だと言えるでしょう︒新人

量や幅︑レベル感などを上げてい

具体的にどのように OJT を進めていくとよいのか、営業職の場合を例に見てみましょう。

る﹂という つのプロセスを経て

の成長度合い︑仕事内容に合わせ

OJTの取り組み例

持ち︑
失敗を学びに変えられると︑

業しましょう！

ります︒例えば︑仕事をした後に︑

く必要がある。

くのが通常の進め方です︒新人の

丸投げにするのではなく、育成担当は見守ってい

たらマニュアル化して、な
りゆき任せのOJTから卒

て取り入れていきましょう︒

責任を持って最後まで任せきることが重要。しかし、

OJTの取り組み方が決まっ

成長の喜びが失敗する恐れを上回っ

仕事を任せてみる。中途半端に任せるのではなく、

手順は適切であったか︑注意すべ

基本的な仕事の進め方を覚えたら、新人に一つの

POINT

ため細かいトライアンドエラーを

③ 任せて 覚える

まずは
﹁見せて覚える﹂
︒トレー

意欲を与えつつ、徐々に難易度を上げていく。

ていきます︒
失敗を恐れず︑
前向き

度の低い仕事から取り組み、若手社員に達成感や

きポイントを押さえていたかなど︑

く、アドバイスをしながら一緒に進めていく。難易

で、
仕事の基本や進め方などを教えていく。

繰り返すことになりますが︑その

担当は新人の手本となり実際の作業を見せること

ニングにあたる先輩社員の立場か

やってもらう。とはいえ、すべてを任せるのではな

に挑戦していく姿勢が︑こうして

手本を見て一連の流れを覚えたら、新人に仕事を

て覚える。OJT のスタートとして有効な手段。育成

新人と一緒に振り返る︑というも

本 気で 取 り 組 む O J T

育成担当がどのように仕事を行っているかを、見

なかで新人は
﹁自分ができていな

② やらせて 覚える

ら見れば
﹁やってみせる﹂です︒新

① 見せて 覚える

のです︒

若手社員が成長するために必要な OJT のプロセスです。仕事内容や若手社員の習熟度に合わせて、ア
レンジしながら取り組みましょう。

いこと﹂
に気づいていくはず︒
また︑

OJTで効果的に若手社員を成長させるために

人はこの間︑トレーナーの仕事ぶ

4

OJTの実践のポイント

OJTのあり方は一様ではない。一足飛
びに成長させることも難しい。育成に
あたる担当者の負担もケアしながら、
じっくり見守りたい。

For

OJTの基本は見せて覚える、
やらせて覚え
る、任せて覚えるの3つ。このプロセスを

育成関係者

経ることでより効果が期待できる。

42

本 気で取 り組む O J T

のような先輩社員が減り︑社員同

士のつながりが希薄になったと言

メンター自身の

メンター制度を活用する

「教える」
のではなく
の関係﹂にある人のなかから選ぶ

ことも有効です︒仕事の指導や管

ら近い距離にいることが望まし

4

メンター制 度って実は
よくわからないのよね
理︑評価はできなくとも︑日頃か

次のような導入事例が考えら

い と 言 え ま す︒期 間 は 限 定 的 で︑

成長にも寄与する

相手を求めている新人たちを心理

れ ま す︒社 員 同 士 の 距 離 が 近 く︑

われています︒
それが︑
相談できる

OJT とは別に﹁メンター﹂に

的に孤立させ︑早期離職に追い込

皆仲がよかったベンチャー企業

「寄り添う」
役割

よる育成を始める企業が増えてい

む一因になっているとの声も聞か
年程度が一般的です︒

ます︒
OJT は新人に育成担当が

メンター制度は︑メンター自身

にとってもメリットがあると考

の話です︒しかし事業拡大に伴い

社員の数が増えると﹁同僚の名前

れるようになりました︒

そこで注目されたのが︑
メンター

ついて︑
仕事の実践を通じたトレー

ニングを施す概念ですが︑
メンター

えられています︒メンティに教え

1

このように、
慕われるメンターには、
相手に気持ちよく話
してもらう技術と、
相手が言いたいことを理解・共感する技
術が備わっているといえるでしょう。
ほかにも、
メンティとの信頼関係を壊さないためにも、
日
頃から自分自身の発言には十分気をつける、
メンティとの

キリした経験はありませんか。
傾聴には、
「相手の不安を解

会話内容は他言しないなど注意する必要があります。
メン

消する」
「相手の気持ちを整理する」
「相手のモチベーション

ティはメンターの行動をよく見ていることを忘れることな

を高める」
といった効果が期待できます。
聴き上手
（傾聴力

く、
対応していきましょう。

Point
For
経営陣
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を覚えられない﹂ほど人間関係が

聴き上手な人に悩みを聴いてもらったとき、
気分がスッ

制度です︒
何かと新人を気にかけ︑

めに必要なのは、
指導や命令ではなく
「傾聴力」
です。

制度は︑メンター
︵育成者︶がメン

メンターは
「寄り添う」
存在でなければなりません。
対話
によってメンティに気づきを与え、
自律的な行動を促すた

ることが︑メンターの学びの機会

を寄せるものです。

はどんなことをしているのでしょうか。

希薄に︒悩みを持った新人の声を

けでは、
よいメンターとはいえません。
では、
慕われるメンター

面倒をみて︑
励ます︒
悩んでいる様

共感していることをさりげなく伝えています。
そして、
時に
は心ある叱責もする。
話し手はこういった相手にこそ信頼

ティ
︵被育成者︶
の
﹁心の支え﹂
とな

高いコミュニケーション力を求められるメンター。
ただ
人付き合いが好きで、
相談にのるのが好きで……というだ

になるからです︒また信頼される

なずきを入れたり、
話をまとめたりして、
話をしっかり理解・

聞いてあげる先輩社員もいなく

のある人）
は、
ただ話を聴くだけでなく、
適度に相づちやう

子があれば新人を食事に誘って話

慕われるメンターがしていること

り︑日々の業務に限らずキャリア

資料：厚生労働省「ロールモデルの育成およびメンター制度の導入に関するアンケート調査」
（平成 24 年 11 月）

人間関係を築くためのコミュニ

70%

なり︑
早期離職者が急増しました︒

60%

を聞く︒直接的な仕事の指導はで

50%

形成やスキル向上︑人間関係の悩

40%

ケーションスキルも身につける

30%

そこでメンター制度を導入︒いつ

20%

きなくても︑﹁誰に聞いたら詳しく

10%

み︑職場の細々としたルールやプ

3.4%
0%

ことができ︑いずれ部下を持つよ

1.7%

その他

でも気軽に声をかけられる先輩

13.6%

教えてくれるか﹂
を教える︒
それが

特にない

メンターにも
よい影響が！

21.2%

メンティの職場でのリーダーシップ発揮

ライベートなことに至るまで︑さ

メンティ個人のニーズに沿ったキャリア開発

うなポジションにつくための︑予

44.9%

がいることで新人は相談しやす

47.5%

メンティの視野拡大

メンターの役割です︒前述のとお

部門や職種をまたがるコミュニケーションの活性化

まざまな相談を受けて助言をし︑

47.5%

行演習としての機能を果たすの

48.3%

メンティの定着率の向上

くなり︑離職率が大きく改善しま

メンティの知識・スキル獲得

り︑
OJT のトレーナーとは違い︑

58.5%

若手の成長を促していく︑という

63.6%

メンティの職場環境への適応

です︒厚生労働省の調査︵ 左ペー

ジ参照︶においてもメンター制度

メンティのモチベーション向上

した︒

なお︑メンターは︑必ずしもメ

65.3%

メンターは何かを
﹁教える﹂
という

より︑﹁寄り添う﹂ことに重きを置

メンターの人材育成意識が向上

ものです︒

近年︑
終身雇用や年状序列といっ

の効果として
﹁メンティのモチベー

◦上司や育成担当との橋渡し役

■ メンター・メンティに対する直接的な効果（複数回答）

コラム

ンティと同じ部署の先輩社員で

（若手社員）

存在であること

いた役割だと言えるでしょう︒こ

メンティ

た人事制度が改められ︑それにと

〝寄り添う″

◦期限付きの関係だが、
先輩として信頼関係を築く

ション向上﹂を上回り︑﹁メンター

ではなく、

◦メンティの自律を促す
（依存されては×）

ある必要はありません︒同じ部署

「教える」

うしたメンターの存在が︑
メンティ

サポート

相談

育成・教育

本 気で 取 り 組 む O J T

[ 役割 ]

◦メンティの心の支え（相談役）
となる

もない人間関係のあり方も変わっ

（相談役）

の人材育成意識が向上﹂との回答

とり、対話やアドバイスを行うことで、自発的・自律的な成長を促すこと。

の先輩︑直属の上司などには明か

（上司・先輩社員）

組織内の若年者や未熟練者と定期的・継続的にコミュニケーションを

メンター

のモチベーションアップや職場へ

育成者

てきています︒かつては存在して

人材育成・指導手法の一つ。
「メンター」
と呼ばれる経験豊富な年長者が、

がトップに挙がっています︒

「メンタリング」
とは

せ な い 心 の う ち を 話 せ る︑﹁ 斜 め

具体的にメンターとはどんな役割を担う立場なのでしょうか。基本を押さえましょう。

の適応を促していきます︒

メンターの役割

いた﹁何でも話せる︑頼れる兄貴﹂

4

若手社員は経営者に何を求めている？

OJTの育成担当とメンターの違いを
理解する。
前者は教育することが役割、
後者は「心の支えになる」ことが役割
で、質の違うものである。

For
育成関係者

メンターに指名されたら、新人の心に寄り
添い彼らの不安や悩みの解消に努めること。
直接的な仕事の指導はできなくても、よき
相談相手にはなれる。

44

本 気で取 り組む O J T

る育成担当自身への指導や︑手厚

いきません︒
その前に︑
指導にあた

人材育成計画はスムーズに進んで

しかし︑
新人ばかりを見ていても︑

前に育てることが第一の目的です︒

なぜ育成担当に指名されたのかわ

えたらいいかわからない﹂﹁自分が

ストレスになります︒﹁何をどう教

りません︒
しかし︑
彼らには大きな

上手に教えられなくても仕方があ

そんな彼らですから︑はじめは

いはずです︒

社員が育成担当につくケースも多

てもらう﹂経験をしたことのない

業においては︑
過去に
﹁誰かに教え

力を入れようという段階にある企

るならば︑
あわせて伝えます︒

する労力に報いる評価を用意でき

昇進や昇格︑
昇給など︑
人材を育成

を伝えるべきでしょう︒もちろん

と︑具体的で前向きなメッセージ

ためのサポートを用意する﹂など

の機会として考えてほしい﹂﹁その

ションにつくためのスキルアップ

し い ﹂﹁ 将 来 マ ネ ー ジ ャ ー の ポ ジ

﹁いつまでにこんなことをしてほ

るのではなく︑経営陣や上司から

ててほしい﹂と命じて終わりにす

です︒育成担当にとってそれは人

て人材育成にあたる姿勢を示すの

そうして企業全体が一丸となっ

です︒

が一緒になって考えることが大切

担当任せにはせず︑経営陣や上司

しれませんが︑その対応策も育成

れの報告を受けることもあるかも

なっている﹂などと︑
育成計画の遅

いるため︑新人への教育が負担に

いない﹂﹁通常業務が忙しくなって

﹁予想していた成長段階に達して

これまでのパートで述べてきた
ように︑
人材育成とは︑
新人を一人

たのか」
「なぜ、育成担当として選んだのか」といっ

と把握しておきましょう。そんな重責を担っている

たことを再度説明。そして、
「なぜ、行き詰まってし

育成担当には、若手社員と同じく、適切なフォロー

まったのか」
「 今後どのような対応をすべきか」と

と評価が欠かせません。

いったことを、育成担当に投げかけ、糸口を探り、彼

のとして、
モチベーションアップを図ろう。
か、メッセージを伝えること。

カギは育成担当への
意識づけ

いフォローが不可欠です︒
からない﹂﹁このままでは通常業務

また育成担当としてのスキルアッ

ないでしょう。まずこの事実を、経営陣はしっかり

育成関係者

新人と育成担当が

育成担当は︑新入社員にとって
にも支障が出る﹂といった戸惑い
ションをアップさせる機会にもな

また育成期間中も︑育成担当に
プを促す研修やトレーニングを提

もし、育成方法に行き詰まってしまった育成担当

がいたら、
「なぜ、このような人材育成計画を立案し

新人を育成すること自体に大きな意義が
For

共に育つ仕組みを

上司よりは年齢が近く︑関わりや
から︑
育成担当自身のモチベーショ

﹁丸投げ﹂﹁任せきり﹂にせず︑育成
供することも︑彼らの支えになり

るでしょう︒

その意味でOJT とは︑新人の
の途中経過を共有しながら︑彼ら
ます︒
例えば︑
新人たちのやる気を

「社内一丸」
の姿勢を示す

材育成の意義を再確認し︑
モチベー

すいポジションにいることが多い
ンが上がらず︑育成計画が立ち行

育成担当任せにせず

ものです︒

教える経験は浅く︑育成担当とし
成長機会であると同時に︑育成担
自身の悩みもヒアリングし︑その

かなくなる恐れがあるのです︒

ては新人であることがほとんどで
当自身の成長機会であるとも言え

若手社員の早期離職を防ぎ、職場に定着させるカ

ギは、育成担当にかかっていると言っても過言では

ある。自分のスキルアップにもつながるも
なぜ育成が必要か、どんな意義がある
経営陣

しかし反面︑
まだ若いため︑
人を

しょう︒そのため仕事ができる社

育成担当のモチベーションを上げるために
経営陣が知っておきたいこと

は育成担当の指導とフォローが不可欠。
き出す″
力と言えるでしょう。

コミュニケーションスキルの研修︑

を上げる！

会を持つことが望ましいといえま

モチベーション

p.45

人材育成をスムーズに進めるために
育成担当のみならず、全社員のやる気や能力を〝引

て、やる気を〝引き出し″ましょう。

引き出すコーチングを学ぶ研修や︑

◦昇進・昇格など見合った評価をする

For
経営陣は労いと評価を伝える必要があります。そし

後の指導方針について相談する機

◦育成担当自身のマネジメントスキルを向上させる

褒め方・叱り方の研修などです︒

このように、経営陣が必要とされている能力は、

るのです︒

（定期的な面談、
育成者同士の懇談会の実施等）

す︒

育成担当の

したがって︑育成担当を任命す

◦育成担当のフォロー体制を整える

本 気で 取 り 組 む O J T

◦途中経過の報告とその後の指導方針についてすり合わせていく

Point
ます。
意欲的に人材育成に取り組んでもらうために、

人事
管理職
経営者

らに気づきを与えます。そうやって、育成担当自身
自分の仕事をこなしながら、誰かを指導・育成す

経 営 陣からの指 示も
欠か せないんだな

員であっても︑教えることが上手

◦育成担当に指導してほしいことを明確化する

る際には︑
単に
﹁一人前の社員を育

（いつまでに、
どんなスキルを身につけさせるかなど）

であるとは限りません︒

p.17

そもそも︑これから人材育成に

対応をする必要があるのでしょうか。

46
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効果的に人材を育成するために育成担当のフォローは欠かせません。経営陣や管理者はどのような

育成担当のモチベーションを上げるために

4

の能力を
〝引き出す″
のです。
るというのは、相当な労力を要しますし、疲弊もし

4
育成担当の指導とフォローがその後を左右する

になりがちです︒
例えば
﹁上司の指

若手社員にとって大きなストレス

ミュニケーションの
﹁質﹂
を求めよ

なふうに話せばいいのか﹂等︑コ

ションといっても︑﹁誰と何をどん

とはいえ︑
ひと口にコミュニケー

ンが自然に生じるような職場環境

具体的には︑コミュニケーショ

仕向けていくのです︒

ニケーションの
﹁量﹂
が増えるよう︑

ることが大切です︒
そうしてコミュ

17

会社の規模や将来性への不満

11
10

わからない

8

その他

32

※抜粋】

●求める技術水準に達することができず、もっと楽な他職種へ転職

●仕事に対する考えが甘い

●上司や先輩社員の教育・指導不足

実施時期：2016 年 3 月 対象／社数
東京しごとセンターヤングコーナー登録企業を対象としたアンケート結果より
（172 社）

「1on1」を行う目的と進行のポイント

日程を決める

4

1on1は短いサイクルで、定期的に、継続的に 行うべ
きです。週に1 回、最低でも月に1 回は実施しましょう。
時間は15〜30 分程度にとどめて。短すぎても、長すぎ
ても部下のモチベーションが下がってしまいます。実施
が難しくなった場合は、必ず別日程を組んで行いましょう。

テーマを決める

1on1の実施

お互い身構えないよう、
まずは雑談などから始めましょう。注意しなければ
ならないのは、
「自分の話ばかりしない」
「指示を出さない」
「高圧的な話し
方をしない」
ということ。1on1 の場では、上司と部下は対等であることを
忘れないようにして。また、部下がどんな話をしたのかメモを残し、次回に
つなげることも重要です。対話の内容を振り返り、部下の希望、悩みをそ
の後に展開・解消できるように努めましょう。

全体の流れはおさえられたでしょうか。
では、実際にどんな質問を投げかけたらいいか、いくつか例をご紹介しましょう。質問は、時事ネタやプライベートに関するこ
とにします。仕事内容について話したら、それはただの打ち合わせと変わりありませんのでご注意を。
最近

最近、
気になっている

最近、

何かチャレンジ

どんなことにやりがいを

うれしかったことはある？

ニュースや流行はある？

困っていることはない？

してみたいことはある？

感じる？

以上のような、部下の人となりが把握できるような質問を選ぶようにしましょう。自分の話をするのが苦手な部下の場合は、上司自身
「相手
（部下）
を知ろうとする」姿勢がもっとも重要なポイントです。短期
の話をして、対話のきっかけを探ってもよいでしょう。1on1は
的な効果は望めなくても、中長期的に取り組んでいけばより深い人間関係を築くことができ、会社へのエンゲージメントを高めると
いった効果があります。

49

1
1

最近注目されている︑上司と部

3

上司も部下も何の目的もなく突然話始めるのは難しいものです。ただの
雑談、
ただの愚痴で終わらせず、有意義な時間となるよう事前準備や目
的共有をしっかり行っておきましょう。

下が 対 で定期的に対話をする

目的を定め、伝える

まずは、部下にも1on1を実施する目的をきちんと伝えて、
安心して臨んでもらうようにします。評価に影響するもの
ではないことを知らせましょう。

﹁1on1 ﹂を定期的に実施する

1on1は「部下の育成、成長を促進する」ことを目的とした面談です。評価面談のように「上司から部下へ話す」とい
う構図ではなく、
「上司と部下が対等に話す」ことで信頼関係を築く、状況を把握する、キャリア支援をする、成長
を促進する、会社の定着率を上げるという目的があります。では、どのように実施すればよいのでしょうか。1on1の
進め方を確認していきましょう。

コミュニケーションの

●応募時の考えが甘く、想定外の仕事をすることへの不満

「機会」
を提供する

●仕事についていけない、そもそも社会人として働く気力がない

1

19

なかでも上司との人間関係は︑

やりがいのある仕事がないことへの不満

見 落 とさない。職 場の人 間 関 係

示がうまく伝わってこない﹂﹁そも

うとすると ︑
ケース・バイ・ケース

やシチュエーション︑文化などを

25

良好な人間関係づくりのカギは︑

29

労働時間への不満

5
風通しのよい職場が良好な人間関係を生む

退職理由のトップに挙げられる

そも上司とちゃんと話をする機会

になりがちです︒また前述のアン

上司
︿ ﹀
部下の関係性が

ことが多い﹁人間関係﹂
︒東京しご

がない﹂
︒
同僚や先輩たちとの人間

大きなストレスのもとに

とセンターヤングコーナーによる

仕切るパーティションをなくした

用意していきます︒
例えば︑
座席を

のような人間関係が望ましいか ﹂

り︑役職名ではなく
﹁さん﹂づけで

ケート
︵ ページ参照︶
において
﹁ど

悪くなると︑仕事そのものに影響

を 尋 ね た と こ ろ︑﹁ 職 場 だ け の ビ

呼び合ったりするのも効果的です︒

関係とは違い︑上司と折り合いが

を及ぼす危険があります︒

ジネスライクな関係でいたい﹂と

昔ながらの飲み会や社員旅行にも︑

登録企業を対象としたアンケート

では職場の人間関係の改善のた

の回答が多く寄せられました︒若

社員同士のコミュニケーションの

︵左ページ参照︶においても
﹁人間

理由の上位にきています︒また厚

め︑
経営陣や育成担当︑
上司たちは︑

手社員は︑職場の人間関係の改善

機会を提供する役割があります︒

関係への不満﹂という回答が退職

生労働省の若年者への調査
︵ ペー

どのような心がけが必要になるの

を望みながら︑必ずしも﹁仲良し﹂

ジ参照︶においても同様の結果が

でしょうか︒

部活動やサークル活動などの各種

出ています︒

になりたいわけではない︑という

イベントも同様です︒

つまり仕事内容や待遇に満足し

事 実は押さえておくべきでしょう︒

40

社風や経営方針への不満

2

言うまでもなくコミュニケーショ

職場内のコミュニケーションを良

のも有効的な方法です︒ ページ

46

給与への不満

1

6

59
53

転職でキャリアアップするため

コラム

ていても︑人間関係のストレスが

いということです︒特に目立った

好に保ち︑
もし︑
コミュニケーショ

経営陣や育成担当︑上司から働

60

ンです︵パート 参照︶
︒普段から

トラブルはなくても﹁何となく人

ンに問題が生じれば速やかに対策

50

大きければ︑長く働くことは難し

に話しかけにくい﹂﹁自分の意見が

で1on1 のやり方やポイント

見 落 と さ ない。 職 場の 人 間 関 係

きかけるとしたら︑社員同士が話

40

●業務に必要なスキルを習得できない

49

を講じて風通しのよい職場をつく

30

人間関係への不満

【その他内訳

通りにくい﹂といった職場の風通

（件）

採用時にミスマッチがあった

休暇制度への不満

を説明するので︑参考にしてみて

20

しやすく︑コミュニケーションを

10

る︒
この積み重ねが︑
職場の人間関

0

※複数回答

しの悪さも︑人間関係が原因であ

■29歳以下の社員が早期離職する最大の理由

ください︒

で行ったアンケート結果を見てみましょう。

とりやすいような
﹁機会﹂
を提供す

中小企業ではどんな理由で若手社員が退職しているのでしょうか。東京しごとセンターヤングコーナー

係の質を高めていきます︒

5

職場の人間関係は離職理由の上位

ることが多いものです︒

職場環境の改善が職場定着のカギ

Point
For
経営陣

「人間関係」の良し悪しが人材の定着
に大きく影響しており、その改善には
コミュニケーションが不可欠である
ことを理解する。

For
育成関係者

職場の人間関係を把握しながら、社員同士
がコミュニケーションをとる機会をつく
り出していく。特に若手社員と上司の関係
には気を配ること。

48

は
﹁褒められ慣れている﹂
傾向があ

のでしょうか︒まずは現代の若者

良好な関係を保つ
関わり方

見 落 とさない。職 場の人 間 関 係

褒められ慣れた

自分の価値観で判断せずに

はまず︑若手社員のことを詳しく
知らなければなりません︒上司か

そのため現代の若者たちは︑自分
するには︑普段からの観察が欠か

このように彼らの
﹁姿勢﹂
を評価

のものを受け止めた上で︑褒めた

あります︒相手の人間性や姿勢そ

背景にも︑彼らなりの理由が必ず

ら見れば首をひねるような行動の

若手社員と日常的に接する育成
が本当に褒められているのか︑単
せません︒彼らの行動の裏にどん
り叱ったりするのが︑理想の上司

若手社員を理解する

担当︑
上司らは︑
仕事を教えるのは
なるお世辞やご機嫌とりをされて
な理由があるのか︑どのような思

る︑
ということを理解しましょう︒

もちろんのこと︑彼らのやる気を
いるだけなのか︑敏感に察知する

れば叱っているが︑部下に響かな

るのは
﹁成果が出れば褒め︑
失敗す

心の高いテーマです︒よく聞かれ

とりわけ
﹁褒め方・叱り方﹂は関

具 体 的 に は︑よ り 本 質 的 な 人 間

ろ ﹂を 褒 め る︑と い う こ と で す︒

てもらいたいと思っているとこ

る の で は な く﹁ 若 手 社 員 が 褒 め

自 身 が 褒 め た い と こ ろ ﹂を 褒 め

そ こ で 大 切 に な る の は︑﹁ 上 司

の人間が︑自分の価値観だけで若

てみるということです︒上の世代

からないことがあれば必ず質問し

ます︒
それは︑
若手社員についてわ

たりするのですが︑注意点があり

その理由によって褒めたり叱っ

いつも気を配る必要があります︒

の話なら聞ける︑
納得できる﹂
と思

たとえ叱られても若手は﹁この人

うとする上司や育成担当であれば︑

彼らの人間性や仕事の姿勢を知ろ

ん︒
しかし普段から若手を観察し︑

も
﹁仲良し﹂
になる必要はありませ

あり︑
上司︑
部下といっても必ずし

会社はあくまで仕事をする場で

若手社員の育成は単に「褒めればいい、叱

ればいい」というものではない。
「褒められ

For

世代をどう褒める？

引き出しつつ︑育成をさらに促す

い﹂
といった声です︒
つまり仕事の
としてのあり方や︑仕事の﹁姿勢﹂
手社員を見ているうちは︑﹁怒る﹂
うものです︒
裏を返せば︑
自分の価

と部下の関わり方です︒

﹁結果﹂
に注目して若手社員を褒め
の部分です︒例えば︑成果そのも
ことはできても
﹁叱る﹂
ことができ
値観に凝り固まり︑若手社員の姿

[ 対応策 ]

り方があると理解する。
め方・叱り方」を指導する。

いで仕事に取り組んでいるのか︑

たり叱ったりしている︒
これには︑
の で は な く︑失 敗 を 繰 り 返 し な
ません︒﹁怒る﹂
は自己中心的な︑
自
勢を確認することもない上司では︑

[ 対応策 ]

慣れた」現代の若者にあわせた褒め方・叱
育成関係者
経営陣

力を身につけています︒

結果が出ているうちは褒めやすく︑
がらも諦めなかったことや難し
分の感情をぶつけるだけの行為で
何度褒めたところで︑若手社員の

不満をつぶやきまくっている

その上で、若手と接する上司などに「褒

ような関わり方を心がける必要が

やる気の向上につながる一方で︑
い仕事にチャレンジしたこと等
すが︑﹁叱る﹂
は相手のためを思い︑

◦自分の感情は抑えて、冷静に対応する

あります︒

結果が出ないと褒める機会もなく︑
の﹁過程﹂を褒める︒これが︑若手

ツイッターで会社内のグチや

は成長の仕方が異なることを理解する。
明してやり直してもらう
ビジネスマナーを鍛える

やる気を維持させられない︑とい

見本を見せて依頼する

上の世代の人間と若手社員たちとで

[ 対応策 ]

[ 対応策 ]

◦事柄を叱って、人柄を否定しない

For
本人に悪気はないので、理由を説

研修でしっかりと

◦叱る前に、どんな点を叱るのか冷静に考える

Point
られてきたときには驚愕した。
こと。

やる気は損なわれるばかりかもし

実施する

影した画像がメール添付されて送

出方がわからないんです」との

自分の感情を極力差し挟まずにア

してほしかった……。

情報セキュリティ研修を

と頼んだら、会議メモをスマホで撮

ねると「うち、家電がないんで、

スがある場所を聞いてくれればよ

社員のやる気や自信を高める褒

世代間ギャップあるあるエピソードと対応策

う問題があります︒

定期的に面談の機会をつくる
情報漏えいになるよ！

見たらわかる。
一歩間違えたら、

◦最後には励ますなど、フォローを忘れない

れません︒

て出ていってしまった。せめて相談
いているつもりでも、見る人が

相手のため

見 落 と さ ない。 職 場の 人 間 関 係

前触れもなく「今日で辞めます」と言っ
若手社員。わからないように書

[ 対応策 ]
報・連・相のルールをつくる

かったのに……。

[ 対応策 ]

ロテープでとめられていた。ホチキ

LINE で来て呆れた。

理して、メンバーに送っておいて」

く出ない社員がいて、理由を尋

褒めたり、叱ったり、
どうしたらいいか難しい！
が見つからなかったらしく、全部セ

し て き て ビ ッ ク リ！ 時 に は 謝 罪 も

おいて」とお願いしたら、ホチキス

業務上の伝達事項なども LINE で連絡

「書類をコピーして、1 部ずつ綴じて

体調不良時の欠勤の連絡はもちろん、

◦反省の度合いに応じて叱る

その意図と姿勢を知り、
褒める or 叱る

◦謙虚な態度を忘れない

若手社員がどんな意図で行動をしたのか、

◦必要性があるものか判断する
自分の色メガネは
外してみる

〈叱るポイント〉
それでも理解できなければ質問してみよう

自分のため

ドバイスをする行為です︒叱るに

なぜそのような行動をするのか考える
彼らの行動には理由があるので

相手のことを思い、改善点を指摘 不満・不快と感じた自分の感情を
して気づかせる。感情を抑えて、 一方的に吐き出す、自分のための
行為。
ストレス発散にすぎない。
理論的に話し、
諭す。

観察 してみよう
まずは若手社員をじっくり

叱る

➡どれが本当の
〝褒め”
か見抜かれてしまう

「叱る」と「怒る」の違い
現代の若者は
「褒められ慣れている」

怒る

め方です︒

褒める＝良さを発見すること

叱る＝相手のために注意喚起

では︑どのように褒めたらいい

理解していますか？

50
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さじ加減が非常に難しい褒め方・叱り方。そもそも褒めるとはどんなことか、叱るとはどんなことか

育成につながる褒め方・叱り方

5

「（社内共有のため）会議のメモを整

会社にかかってきた電話に全

5
社員のやる気を引き出す工夫と配慮

日本はこれまで﹁働きたくても

業規模にかかわらず大切です︒

躍できるように取り組む姿勢は企

女性が長く働ける
職場づくり

制度はあるのに︑実際は休みにく

の雰囲気づくりです︒産休・育休

しかし何より大切なのは︑企業

﹁場所﹂
に関する配慮も必要です︒

禁煙・分煙を徹底したりといった︑

ど︑困ったことが起きるかもしれ

的には﹁ 仕事が回らなくなる ﹂な

力が失われることに等しく︑短期

入るということは︑一人分の労働

現実には︑女性が産休・育休に

見 落 とさない。職 場の人 間 関 係

働けない女性が約237 万人い

い雰囲気があったり︑育休から復
ません︒しかし︑そういうときこ

ることです︒

年︶
︑﹁女性の管理職の割合はたっ
帰しにくいといったケースはし

女性が離職する﹂︵内閣府﹁男女共
理想は︑年齢に関係なくどのよ

ばしば報告されているところです︒
だ と 考 え た い も の で す︒例 え ば︑

そ︑企業が一致団結するチャンス

める若手社員が増加しています︒

女性が安心して働ける職場を求

女性が働きやすい会社に関心

女性活躍推進法の施行で

彼らは︑キャリア教育などを通じ
た 割﹂﹁第一子出産を機に 割の

性や意義を意識している世代と言
同参画白書平成 年版︶
等︑
多くの
うな働き方を選ぶ女性にも働き

より少ない人数で仕事をこなせ

間企業等は努力義務）
。実行されると各府省の行う公

共調達で加点評価の対象となる。また、法に基づき、自

に一部改正された。国・地方自治体、301 名以上の大企

社の女性の活躍に関する数値目標と、それの達成目標

業は、行動計画の策定・届け出・周知・公表などを義務

を盛り込んだ行動計画を策定して、目標達成した事業

として行わなければならない（従業員 101 名以下の民

主には、
女性活躍加速化助成金が支給される。

■行動計画策定までの流れ

①自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

と思えるような雰囲気の醸成に努める。
育成関係者

る﹂︵総務省﹁労働力調査﹂平成

てライフ・ワーク・バランスの重要

えるでしょう︒
2016 年 月に
課題が指摘されてきました︒今後

マニュアルを作成したりするこ

女性活躍推進法が施行された

ジにおいても活躍できる職場です︒
とも有効です︒それは女性だけで

るよう業務を効率化したり︑業務

それにはまず︑そういったさまざ
なく︑全社員の働きやすさを向上

やすく︑どのようなライフステー

まな働き方を︑
企業全体が理解し︑

は︑これらの解決に向けて対応し
ていくことが求められます︒

制度面の整備以上に

つまり女性が働きやすい会社

女性が職場で能力を発揮し、活躍できる社会を実現

するための法律。2016 年 4 月 1 日より施行、2019 年 5 月

現するために取り組む。

︵2019 年 月に一部改正︶こ
とで︑
今後ますます注目されるテー
マです︒
法律自体は︑従業員301 名以

長く働いてもらいたいと願うな
とは︑男性にとっても働きやすい

させる取り組みでもあります︒

職場の制度面では︑産休・育休︑
ら﹁ 長く働きたい ﹂と思ってもら
会社であり︑女性活躍推進法の施

歓迎する空気が必要です︒社員に

職に占める女性の割合などの数値
育児期間中の短時間勤務制度な
えるような雰囲気づくりをしな
行は︑男性・女性に限らず︑﹁ 社員

企業の雰囲気づくりが大事

目標を含む行動計画をつくり︑公
どが挙げられます︒これらは︑出
くてはならない︒制度だけ整えれ

（年度内 2 回まで）

多くの社員が「この会社で長く働きたい」
解する。育児支援や多様な働き方を実
経営陣

上の大企業に対して採用者や管理

表することを義務づけるものです︒
産・育児に応じた
﹁時間﹂の使い方

状況／管理職に占める女性比率

従業員101 名以下の中小企業

を促進します。

ことも意味しているのです︒

⇒採用者に占める女性比率／勤続年数の男女差／労働時間の

一人ひとりを大切にする会社﹂で

※いずれもお問い合わせ先は 63 ページに記載しています。

ばいいというわけにはいかない

奨励金を支給することで、男性の育児参加

得を促進し、就業継続を後押しします。

を理解し︑それに適した働き方を

を取得させた都内企業等
（企業規模不問）
に、

上の介護休業を取得させるとともに、

においては
﹁努力義務﹂
とされてい

（年度内 2 回まで）

女性の育児や多様な働き方を企業が応援し、
For

30

あることを求める時代になった

125万円支給

企業に

のようなことが求められているか、理
概要やポイントなどを教える説明会を行っている。

5

のです︒それは女性に限らず︑若

（年度内 2 回まで）

用意する取り組みです︒
あるいは︑

児休業等の取得を促進し就業継続を後押し

For
してくれる。電話相談・個別訪問支援のほか、女性活躍推進法の

29

ますが︑政府が最重要課題に掲げ

します。

50万円支給

手社員の早期離職防止にも言え

小企業等を支援します。

女性専用のロッカーを用意したり︑

性の就業継続を推進する都内企業等を支援します。

ていることもあり︑働く女性が活

従業員の介護休業取得を推進する都内中

女性活躍推進法の施行以降、企業にど
動計画の策定、認定取得などについて、無料で相談にのり、支援

4

東京都と連携して男性の育児休業等取得や育児中の女

52
53

女性活躍推進法とは
コラム

奨励金を支給することで介護休業の取
15 日取得以降 15 日ごとに 25 万円加算

300万円
上限

職場環境を整備した都内中小企業等に、

25万円支給
育児休業連続 15 日取得

︿女性活躍推進アドバイザー﹀

p.51

1

休業等を取得させ職場環境を整備した都内

奨励金
中小企業等に、奨励金を支給することで、育

都内在住・在勤の従業員に、連続 31 日以
都内在住・在勤の男性従業員に育児休業等

働くパパ
コース

介護休業取得応援奨励金
働くパパママ育休取得応援奨励金

5

都内在住・在勤の従業員に 1 年以上の育児

働くママ
コース

見 落 と さ ない。 職 場の 人 間 関 係

④取り組みの実施、効果の測定

女 性が 働きや す い企 業
は男性も働きや す い！

5

ライフ・ワーク・バランスを推進する企業を応援

Point
③行動計画を策定した旨の届け出

5
東京しごと財団が

②行動計画の策定、社内周知、公表

女性活躍推進の分野における企業支援の専門家。課題分析や行

職 場 定 着につながる制 度 整 備 と 心のケア

な職場づくりを推進していく必

き続けたい﹂と社員が思えるよう

てもらいたいと願うなら﹁長く働

せん︒しかし︑それでも高い定着

に及ばないのが現実かもしれま

たら︑中小企業の多くは 大企業

な施策はありません︒給与額を見

し︑エンゲージメントを高められ

の会社である﹂という意識を醸成

で は︑ど の よ う に し た ら﹁ 自 分

えられるでしょう︒

要があります︒
るのか︒もっとも大きな効果を発

では企業は︑具体的にどのよう

率を誇っている中小企業はたく

若手社員が働きやすい職場づくりとは

人間関係以外にもある
職場定着のカギ
働きやすい企業とは︑イコール
﹁ 社員を大切にする企業 ﹂のこと

トを高めることにつながるので
いを理解し承認することで信頼

むようにサポートしながら︑お互

である」というマインドを若手に継承でき
るよう努める。

育成関係者

こは自分の会社である」
「 われわれは仲間
しても、やるべき施策を行うことで、

揮するのは︑
実はOJT です︒

外の若年労働者の﹁定着のための
す︒

配転・勤務地等人事面での配慮

OJTを通じて、技術の習得のみならず「こ
For

さんあります︒こうした﹁ やるべ

や技術だけを習得させるもので

な対策を打つべきなのか︒平成
年の厚生労働省の調べ︵左ページ
一人ずつを大切にする姿勢﹂を示
はないのです︒
育成担当やメンター

だと言えるでしょう︒社員一人ず
つを大切にする姿勢を示すこと
参照︶によれば︑若手正社員の﹁定
し続けることが︑社員の企業に対
を中心に若手社員が会社に馴染

というのもOJT は︑
単に知識

で︑社員の企業に対する忠誠心が
着のための対策を行っている﹂事
する愛着を育て︑エンゲージメン

働省﹁ 職場の働きやすさ・働きが
対策を行っている ﹂事業所は ・

28.4%
仕事と家庭の両立支援

給与額では大企業に及ばなかったと

き施策﹂をもらさず実行し︑﹁社員

上がり︑定着率は改善されていき
業所は全体の ・ ％︑正社員以

いに関するアンケート調査︵従業

2% であることがわかりました︒
そのうち︑具体的な対策として

れは仲間である﹂というマインド

関係を築いていきます︒
OJT を

員調査︶﹂平成 年︶でも︑﹁働きや
すさ﹂の値が高い会社ほど従業員
多 く 挙 げ ら れ た の は︑﹁ 職 場 で の
企業に対する愛着とは︑社員が
を継承させるために活用するこ

知識や技術の習得だけではなく
﹁こ

の定着率︑そして企業の業績も高
意思疎通の向上﹂﹁本人の能力・適
﹁ここは自分の会社である﹂﹁われ
とが大切です︒業務にあたりなが

「ここは自分の会社」

いことが明らかになっています︒
性 に あ っ た 配 置 ﹂﹁ 教 育 訓 練 の 実
われは仲間である﹂と思えるかど

こ は 自 分 の 会 社 で あ る ﹂﹁ わ れ わ

つまり社員を大切にする企業
施・援助 ﹂﹁ 採用前の詳細な説明・

36.0%
仕事の成果に見合った賃金

職場定着率を上げることができる。
経営陣

OJTで仲間意識を養う

で は︑社 員 は 企 業 に 愛 着 を 持 ち︑

■ 若年労働者の定着のために実施している対策（複数回答）

For
「若年労働者の定着のための対策を行っている」と回答した企業は、およそ 7 割。もっとも多い対策として「職
場での意思疎通の向上」が 59.0 ％にのぼった。やはり社員間のコミュニケーションは重要視されていると
いう表れだろう。続く対策として、
「 本人の能力・適性にあった配置」
「 教育訓練の実施・援助」が挙げられて
いる。

らその組織の一員としてのマイ

49.5%
教育訓練の実施・援助

80%

うか︑と言うことができます︒﹁自

72.0%
若年労働者の定着のための対策を行っている

70%

情 報 提 供 ﹂﹁ 仕 事 の 成 果 に 見 合 っ

52.0%
採用前の詳細な説明・情報提供

60%

ンドを継承︑それを先輩社員たち

22.9%

分が期待される存在であり︑役に

職場での意思疎通の向上

と共有するなかで︑若手社員は仲

53.5%
本人の能力・適性にあった配置

50%

定着が進んでいくということ︒一

疲弊 不満

Point
出典：厚生労働省
「平成 30 年若年者雇用実態調査」

ます︒厚生労働省の調べ︵ 厚生労

59.0%

た賃金﹂
などです︒

満足 愛着

立っているという意識﹂を持てる

離職率高い
離職率低い

間意識を育んでいくのです︒

36.6%
職場環境の充実・福利厚生の充実

40%

25
54

方︑社員をないがしろにする企業

A社

職場であるかどうか︑とも言い換

37.8%
労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励

30%

70
5

社員をないがしろにする

もちろん﹁これをやれば人材が

B社

では︑社員は疲弊し︑不満をため

会社のどんな姿勢が離職率に影響しているのでしょうか？ 分かれ目となる項目を確認してみましょう。

定着する﹂といった特効薬のよう

ここが
分かれ目！
職 場 定 着 につながる 制 度 整 備 と 心の ケア

25.1%
昇格・昇任基準の明確化

20%
10%
0%

25

何が違う？ 離職率の高い会社と低い会社

るばかりでしょう︒職場に定着し

職場定着率を上げるためにすべきこと

54
55

2.6%
その他

20.6%
女性の活躍に向けた支援

6
6

社員を大事にする

PA R T

なお︑
この調査の結果は︑
医師等

改善などを通じてストレスの原因

第一には︑働き方や職場環境の

いう手法も有効だとされています︒

きるだけ多くリストアップすると

どんな
﹁気晴らし﹂が有効か︑で

50

社員に学んでもらうのも大切です︒

らせる︑
という発想です︒
どんなこ

けば︑ストレスに苦しむ時間を減

ストレスチェックを活用して活力ある職場づくり

対して、アクションを起こせるよいきっかけになった

テムのコンピュータ、端末機の保守・点検・整備および

と思います」と語る。集団分析の結果を踏まえて、改め

運営サポートを主たる業務とする東海エンジニア（株）。

て管理職やリーダーに対するメンタルヘルスマネジ

ストレスチェック制度施行により、全社的にストレス

メント研修等も実施しています。

チェックを実施。大手ヘルスケアコンサルティング会
社のウェブサービスを利用し、厚労省準拠の 57 項目に、

ストレスチェックを実施したメリットとして、うつ
病などの重篤な病気になる前に、早期発見・予防対策

「タフネス度」
「 エンゲージメント」の調査項目を加え

をとることで、人的損失である労働力や生産力の低下、

た計 128 問に回答してもらった。回収した質問票をも

労使紛争賠償の金銭的リスク、企業イメージの悪化を

とに、産業医がストレスの程度を評価し、高ストレス

回避することができるとしている。効果的に運用して

の判定が出た社員には、医師の面接指導を行う。

いくためには、ストレスチェックを実施する趣旨を全

初回実施を受け、担当者は「高ストレス判定が出た

社員に周知し、いかに理解してもらうかがカギとなる

社員の中には、改めて自身のストレスの程度を数値と

という。担当者は「ただストレスチェックを実施する

して認識したという人もいました。自発的に面談を希

だけで終わらせず、メンタルヘルス不調の予防のため

望する社員も出てきて、潜在的にストレスを抱えてい

の施策を実行していくことで、活力ある職場づくりに

るが、どう対応したらいいかわからないという社員に

結びつけていきたいです」と決意を語った。

メンタルからフォローすれば
社員みんなが 元気になる！

Point
For
経営陣
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するといった週末のリフレッシュ

地方公営競技場で使用されているオンラインシス

グ﹂
の導入をおすすめします︒

東海エンジニア株式会社

職 場 定 着につながる 制 度 整 備 と 心のケア

の実施者から︑直接本人に通知さ

を除去する取り組みです︒
しかし︑

ストレスを生み出した状況はすぐ

12

6
職場のメンタルヘルス

れます︒このストレスチェックの

それでも日々のストレスをゼロに

に改善できなくても︑これさえす

ストレスチェックを

結果︑﹁面接指導が必要﹂と評価さ

することは困難でしょう︒
そこで︑

この考え方を﹁ストレスコーピ

とがよいか具体的に考えてみま

メンタルヘルスの取り組み事例

ング﹂
といいます︒
自分のストレス

※上記①の要件を満たし、1 週間の所定労働時間が当該事業
場において同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週間
の所定労働時間数のおおむね 2 分の 1 以上の者について
も対象とすることが望ましい。

しょう︒
映画を見に行く︑
山登りを

間の所定労働時間数の 4 分の 3 以上であること。

を客観的に分析︑自ら対策を講じ

て同種の業務に従事する通常の労働者の 1 週

るスキルです︒

続き使用されている者を含む）であること。
② 1 週間の所定労働時間数が当該事業場におい

義務づける法律が施行

れた従業員から申し出があった場

れば瞬間的に気持ちを切り替えら

である者並びに契約更新により 1 年以上引き

方や考え方を変える。

ストレスと
「上手に付き合う」

る者であって、当該契約の契約期間が 1 年以上

ストレッサーに働きかけるのではなく、それに対する感じ

スキルも指導する

者（期間の定めのある労働契約により使用され

●情動焦点コーピング

こうした時代の変化を受けて︑

①期間の定めのない労働契約により使用される

2015 年 月から︑労働者

名以上の事業所を対象に︑ストレ

ストレスをなくすのではなく︑﹁ス

もいいですが︑思い立ったらすぐ

例）人事異動など

うことがストレス軽減の第一歩となります。

合は︑医師による面接指導を実施

社員のメンタルヘルスを守る取り

代表的なコーピングの手法には

に実行できるものを選んでおくこ

体を変化、もしくは取り除き、解決する。

次の①②いずれの要件も満たす者

スでしょう。いずれにしても、これらの方法を積極的に行

スチェックと面接指導を義務づけ

を訴える人が増えていることがあ

組みや︑社員の健康管理を経営課

次のようなものがあります︒例え

とが︑ストレスコーピングにおい

対象者

ストレッサー（ストレスのもと）に直接働きかけて、それ自

どの方法が最適なのかは、十人十色、ケース・バイ・ケー

れる︑という手段を常に持ってお

ります︒
精神障害による労災請求・

題として捉え︑
戦略・計画的に取り

ば
﹁ストレスを感じている自分﹂
を

てはポイントになります︒ペット

毎年 1 回定期的に

心身の疲労を取り除いたり、ストレスを趣味や運動、

トレスと上手に付き合う方法﹂を

決定件数も︑
年々増えています︒

組む
﹁健康経営﹂
などが注目されて

観察してみる︒どのような事実が

や子どもの写真を見る︑お気に入

労働者数 50 名以上の事業場

（50 名未満の事業場は努力義務）

頻度

●ストレス解消（発散）コーピング

する必要があります︒

厚生労働省が推奨している調査

います︒心身の健康が配慮された

起きたのか︑またその事実に対し

りの音楽を聴く︑
青空を見上げる︑

対象

方法は 3 種類あります。

●問題焦点コーピング

る法律が施行されました︵従業員

票には︑次のような 項目の質問

職場ならば︑若手社員の早期離職

てどんな感情を抱いているのか︑

などが好例です︒若手社員の早期

う意味の英語 cope に由来します。ストレスコーピングの

にはストレスチェックを受ける義

が並んでいます︒﹁時間内に仕事が

を防ぐことができるはず︒そのよ

これらを紙に書き出すだけでも︑

離職防止につなげるために新入社

呼びます。コーピングとは「うまく処理（対処）する」とい

務はありません︶
︒

処理しきれない﹂﹁一生懸命働かな

うな期待から︑独自に社員のメン

感情を整理しながらストレス要因

員教育などで﹁ストレスコーピン

◦ストレスの原因となる職場環境の改善

その背景には︑過度のストレス

ければならない﹂﹁かなり注意を集

タルケアに取り組む企業も出てき

の解決に向かうことができるとい

◦労働者自身のストレスへの気づきを促す

57

が原因で︑メンタルヘルスの不調

中する必要がある﹂
など︒
これらを

ています︒
具体的には︑
こんな施策

合っていきたいものです。ストレスの原因となるものに

◦一次予防（メンタルヘルス不調の未然防止）

うまく対処しようとすることを「ストレスコーピング」と

職 場 定 着 につながる 制 度 整 備 と 心の ケア

段階で評価していくのが︑スト

目的

私たちを日々悩ますストレス。何とかしてうまく付き

事例

います︒

6

［ ストレスチェック制度 ］

気軽に実践できる
ストレスコーピング

が考えられます︒

コラム

レスチェックです︒

個人任せにせず、会社でもフォローを

4

ストレスチェック制度導入を進める
と同時に、メンタルヘルス不調の防止
に関する知見を深める。職場環境にス
トレスの原因があれば除去を。

For
育成関係者

若手社員のストレス度合いをいち早く把
握できる立場。異変を感じたら声がけをす
る。定期的な面談機会を設けて相談できる
状態をつくろう。

56

社員が安心して働ける職場づく

自身が勤務する時間帯を決められ

フレックスタイム制とは︑社員

る企業が少なくありません︒

ら︑フレックスタイム制に移行す

時間が定められた旧来の働き方か

も上がらないからです︒

らない﹂状態ではモチベーション

﹁どうしたら評価されるのかわか

をオープンにすることも大切です︒

ントです︒またそれらの評価基準

ものになっているかどうかがポイ

ラスメント行為は絶対に許さない﹂

するばかりか︑職場の空気を悪く

した︒社員のメンタルヘルスを害

働施策総合推進法︶も施行されま

評価しそれに応じて昇給・昇進させることで処遇改善につなげる。社員のモチベーショ

ンを上げるために表彰制度（永年勤続、最優秀社員賞、グッドチーム賞、努力賞等）
の導入も効果的。

福利厚生には、社会保険料の拠出以外にも社宅・独身寮、文化・体育・レクリエーショ

福利厚生

ン活動といったさまざまな取り組みがある。なかには、帰省手当、
企業内に喫茶コー
ナーを設置といった社員の声を反映したユニークな福利厚生を実施している企業
もある。

嫌がらせや相手を不快にさせる行為のことを「ハラスメント」と呼びます。現在 30 種類以上あると言われて

いるものの中から、
代表的な 2 つを解説します。

行われることもある。

注意点

受けた相手の感情によるところが大きいので、同

叩く、殴る、蹴るといった「身体的な攻撃」、激しく

じ言動・接触によっても、セクハラに該当するか否

叱責・罵倒するといった「精神的な攻撃」、1 人だけ

かは相手次第となる。個人の性格を把握し、コミュ

別室に移すなどの「仲間外れ」、プライベートな内

ニケーションをとるよう注意が必要だ。また、本人

容を執拗に問う「個人情報の侵害」、その他「過大（過

が嫌がっていなくても、周囲が見て不快な思いを

少）な要求」などがある。社員間のやりとりが適正

抱いた場合も、セクハラ行為であると訴えられる

なものであるのか、行きすぎた行為はないかを注

可能性もある。

意深く観察する必要がある。

やっぱり処 遇 改 善も
欠か せないポイントだな

なくてはなりません︒
2020 年

注意点

ることが多いが、優位性を持つ部下から上司に

月にはパワハラ防止法︵改正労

職場環境が悪化すると、これに該当する。

えること。上司から部下、先輩から後輩に行われ

6

※

間、同性間にかかわらず、受けた側が不快に感じ、

用し、下位に当たる者に対して心身の苦痛を与

し︑
業績悪化を招く行為として︑﹁ハ

れることが多いが、男女関係なく発生する。異性

職務上の地位や役職などといった上下関係を利

5

その上で︑
ハラスメントが発生し

性的嫌がらせのこと。主に男性から女性に行わ

社員一人ひとりに対して︑
ハラスメ

定義

ントとは何か︑
どのようにしてハラ

定義

スメントは起きるのか︑
起きたとき

［ パワーハラスメント ］

にはどう対処すればいいのかなど︑

［ セクシャルハラスメント ］

せられています︒

施することで、社員のキャリアアップはもちろん企業全体の戦力アップにつながる。

ハラスメント行為には

採用段階でのアピールにもなる。社員のキャリアパスや役割にあわせて研修を実

断固たる態度を

研修制度

より良い人材を採用し職場定着につなげるには研修制度を整備する必要がある。

職 場 定 着につながる 制 度 整 備 と 心のケア

りに︑
終わりはありません︒
働き方

る働き方のこと︒
社員たちには
﹁通

これまで本書で何度も触れてき

という態度を経営陣はもちろん︑

昇給・評価制度

6
職場定着につながる
処遇改善

や評価制度︑
福利厚生︑
研修制度な

勤ラッシュを避けられる﹂﹁自分の

たように︑研修制度の充実も欠か

働き方、
評価制度など

どの改善を通じて︑﹁長く働きたい﹂

ライフスタイルにあわせた効率的

人事考課の結果をうまく反映できる就業規則や昇給制度をつくり、社員を適切に

職場のハラスメントとは

Point
For

利益の追求だけではなく、従業員の満

For

足度を向上させる経営を！ それが企
経営陣
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改善は続く

と思える環境を整えたいものです︒

管理部門も社員に示す必要があり

た場合の処罰の内容や相談窓口な

せません︒東京しごとセンターヤ

社後に会社に求めること﹂という

ど︑
ハラスメント防止に関するルー

な働き方を選べる﹂などのメリッ

なり︑優秀な人材を惹き付けられ

質 問 に 対 し て︑﹁ 研 修 を し っ か り

ルを作成︑
周知徹底します︒
さらに︑

これらは求人票のなかでも︑求職

る﹂
などのメリットが期待できます︒

行ってほしい﹂との意見が多く寄

ます︒

例えば
﹁働き方﹂です︒残業が多

人事評価制度は︑
明確で︑
社員た

ングコーナーが実施したアンケー

すぎる︑
休みがとれないなど
﹁働き

ちにわかりやすく︑納得度の高い

トがあります︒また会社にとって

すぎ﹂
が常態化すると︑
社員の心身

ものにします︒
誰しも︑
自分の働き

者の注目度が高い情報です︒企業

に悪影響を与え︑早期離職の要因

や結果︑
能力を基準に︑
公平な評価

正しい知識を提供します︒
必要に応

ト
︵ ページ参照︶
においても︑﹁入

になる上に︑長期的にみれば企業

を受けたいと思うものです︒年功

現在さまざまなハラスメントが

じて︑各種の外部研修を利用し︑各

も﹁自由度の高い働き方が魅力と

の業績低下を招きかねません︒業

序列型の賃金制度や︑成果主義型

注目され︑
問題視されています︒
各

を広くアピールする意味でも︑見

務効率アップを図りながら︑社員

の賃金制度など︑制度のあり方は

種ハラスメントに対する理解を深

直しを続けていきましょう︒

それぞれ十分な休暇がとれる職場

種のハラスメント行為に対しては︑

なバックグラウンドを持つ社員が活躍できるように、職場環境の整備や多様な勤
務形態の整備に取り組む。

職 場 定 着 につながる 制 度 整 備 と 心の ケア

企業によって異なりますが︑それ

環境を整えることが、会社として持続的に成長するためには欠かせない。さまざま

働き方

をつくる必要があるでしょう︒

仕事と家庭生活とのバランスを保ち、やりがいを持って長く働き続けられる職場

めてもらうのもいいでしょう︒

6

えてみましょう。

迅速に︑かつ断固たる対策を講じ

社員がモチベーションを保ちながら安心して働けるために、企業としてどんなことができるのか考

が社員のモチベーションを上げる

社員の満足度を向上させるために

また昨今では︑始業時間と終業

社員が安心して働ける職場づくり

業の成長につながる。

※大企業は2020年6月1日から、中小企業では2022年4月から施行。

パワハラ、セクハラ行為に対しては迅速な
対処が求められる。若手社員の声を吸い上

育成関係者

げ、経営陣の耳に届ける。
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く覚悟が企業に求められます︒

業文化や風土も含めて︑変えてい

できないという理由のほかに︑取得

ないのが現 状です︒忙しくて取 得

た︑有 給 休 暇の取 得 率も増えてい

く権利があります︒
そのためには︑

力を十分発揮して︑活き活きと働

すべての労働者には︑意欲と能

のとれた働き方を実現する職場環

各個人がライフ・ワーク・バランス

や雰 囲 気を気にして取 得しづらい

する人が少 ないなど︑職 場の状 況

長時間労働を是正し

労働生産性を上げる

働き方 改 革に向けた取 り組み

7
働き方改革が求められるワケ

少子化による労働力不足を

解消したい

政府が働き方改革を進める理由

のひとつに︑
日本の人口︑
特に労働

して︑
長時間労働を減らしたり︑
有

境が必要です︒雇用する側が主導

長時間労働が是正され︑有給休

給休暇等の取得を促すなどの﹁働

という場合も多いようです︒

すだけでなく︑現在働いている人た

暇の取得が増えれば︑労働者の働

働き方改革は︑労働人口を増や

が減っていることが挙げられます︒

ちのライフ・ワーク・バランスの実現

力人口が継続して減少し︑労働者

による
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1

出典：働き方改革実現会議
「働き方改革実行計画」
（平成29年3月28日）
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

※

（労働者一人当たり年間総労働時間）

内閣府発表のデータ

要チェック！

き方改革﹂を図っていくことが求

15
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（備考）
１．
OECD.Statにより作成。

２．
2015年の値。
３．
青丸は一人当たり名目GDP
（購買力平価
［Current PPP］
ドル換算）
が
日本より大きい国。

改正法の詳細は厚生労働省 HP
『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

き方の質を高めることができ︑生

●医療勤務環境改善支援センター

や︑労 働 生 産 性を上 げるという目

日本

25

●ハローワーク

8

アメリカ

オーストリア
ドイツ オランダ
スウェーデン
オーストラリア
フィンランド
イギリス
アイスランド
カナダ

35

と︑2065 年の人口は880

45

ベルギー
デンマーク
フランス
スイス

められます︒

の是正は最重要課題︒諸外国に比

●よろず支援拠点

我 が 国 より一 人 当 たり
GDPの大きな国
（青い丸
で表示）の多くは、一人当
たり総労働時間が短い。

ノルウェー

産性の向上が期待されます︒

す︒
生産年齢人口の割合が減り︑
働

べて日本の労働生産性が低いのは︑

●都道府県労働局

アイルランド

的 もあります︒特に︑長 時 間 労 働

く人たちが少なくなるのは︑日本

労 働 時 間の長 さが原 因である 可

労働時間相談・支援コーナー

ルクセンブルク

万人ほどになると言われていま

経済はもちろん︑企業にとって死

日本の多くの企業では︑長 時間

能性が高いといわれているからです︒

そこで︑労働制度を抜本的に改

労 働がなかなか改 善されないとい

活問題です︒

革することで︑労働生産性を上げ

う現 実があります︒厚 生労 働 省の

55

●産業保健総合支援センター

需給調整事業部
（課・室）

るだけでなく︑育児や介護等で労

●働き方改革推進支援センター

中小企業団体中央会

によれば︑パートタイム労

●労働基準監督署

●商工会、
商工会議所

※

75

課題解決の支援について

【派遣労働者関係】

調査

85

働き方改革関連法に関する相談について

雇用環境・均等部
（室）

働市場に参加できなかった女性や

（名目 GDP
（購買力平価ドル換算）/ 労働時間）

105

65

【パートタイム労働者、
有期雇用労働者関係】

2

我が国の労働生産性と
総労働時間
95

相談窓口

働者を除いた一般労働者一人当たり

正規雇用労働者と 施行：2020 年 4 月 1 日〜
2021 年 4 月 1 日〜
非正規雇用労働者 ※中小企業は、
の間の不合理な待 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、
有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合
遇差が禁止
理な待遇差が禁止されます。

高齢者︑障がいのある人なども働

時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

の平均総実労働時間は︑
2010

施行：2019 年 4 月 1 日〜
年次有給休暇の
使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年 5 日、
確実な取得が必要

年以降では年間2000 時間余

働 き 方 改 革 に 向 け た 取 り 組み

日労働含む）
を限度に設定する必要があります。

りで︑
ほとんど変わっていません︒ま

がある場合でも年720時間、
単月100時間未満
（休日労働含む）
、
複数月平均80時間
（休

きやすい環境を作り︑働く人を増

時間外労働の上限について、
月45時間、
年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情

やそうとしています︒

7

時間外労働の
上限規制が導入

施行：2019 年 4 月 1 日〜
※中小企業は、
2020 年 4 月 1 日〜

このように働き方改革とは︑企

2019 年 4 月 1 日から
働き方改革関連法が順次施行

経営陣

女性や高齢者、外国人など、さまざまな
立場の人が働きやすい環境を作ること
が大切。企業文化や風土も含めて、職場
環境を変えていく覚悟が求められる。

For
育成関係者

労働生産性を上げるためには、社員の
成長を促すことも重要。労働時間が減っ
た分は、社員教育の時間を設けたり、社
員自らが勉強できる環境を整備しよう。

※ 1 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口
（平成 29 年推計） ※ 2 厚生労働省
「毎日勤労統計調査」
事業所規模 5 人以上
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若年者の採用や職場定着支援は

テレワーク導入で
ワークスタイルを変革！

東京しごとセンター・ヤングコーナーにお任せください！
東京しごとセンター・ヤングコーナーは、学生、既卒、中途での就職を希望する 29 歳以下（※一部 34 歳以下の
方も利用可）の若年者に、就職・転職のための支援サービスを提供しています。企業情報の公開サービスや求
職者との接触機会の創出に積極的に取り組んでいます。
また、若年者の採用・育成や職場定着を支援する無料セミナーの開催等、企業の採用・育成担当者や若手社員

テレワークとは「tele＝遠距離、離れた所」と「work＝働く」をあわせた造語です。ICT（Information

and Communication Technology、情報通信技術）を活用して、時間や場所といった制約を

の支援も行っています。

受けない働き方のことを指します。代表的なものとして、
「在宅勤務（自宅利用型）
」
「モバイルワー

採用・人事担当者、
管理職対象

ク」「サテライトオフィス勤務（施設利用型）」の3つのスタイルが挙げられます。

●企業向けセミナー

採用計画立案・採用労務・自社 PR 方法・面接官スキルアップといった

モバイルワーク

自宅で、パソコンやインター
ネット、電話などを使用し、
業務を行う。

いった育成支援を中心としたセミナーを開催しています。

経営者・管理職対象、
育成担当対象
●早期離職防止セミナー

働 き 方 改 革 に 向 け た 取 り 組み

在宅勤務（自宅利用型）

若年者の採用ノウハウから、内定辞退防止や定着、人材育成・研修と

7

顧客先や移動中に、 パソ
コンや携帯電話を使用し、
業務を行う。

新人・若手社員の早期離職を防ぎ、
コア人材へと育てるためのセミナー
を開催しています。

サテライトオフィス勤務（施設利用型）

29 歳以下の若手社員対象

勤務先本社や支社以外のワークスペース（サ
テライトオフィス、テレワークセンター、
スポットオフィスなど）で、パソコンやイ
ンターネットを利用し、業務を行う。

●ビジネス力 UP 講座

若手社員のモチベーション & スキルを向上し職場定着を目指すセミ
ナーです。
新入社員の導入研修に最適な入社 1 年目対象（基礎編 3 日間・応用編 4
日間）の講座と、ステップアップを目指す入社 2~3 年目対象（基礎編 3
日間・応用編 4 日間）の講座等を実施しています。

セミナーの詳細は Web サイトでご覧いただけます。https://tokyoshigoto-young.jp/company

通勤時間の短縮はもちろん、家庭の事情（育児や介護など）や身体的事情（病気やケガなど）を抱えた
社員の負担軽減、仕事とプライベートの両立など、テレワークがもたらすメリットはさまざま挙げられ
ます。多様な働き方を選択できる環境を整えることで、企業は優秀な社員の離職防止や人材の確保を実

人材 確 保・職 場環境 整備 事業のご案内

現でき、 社員のモチベーションアップや労働生産性の向上も期待できるのです。 テレ
ワークは企業と社員の双方にメリットをもたらす施策と言えます。

東京しごと財団 雇用環境整備課では、
人材確保や職場環境の整備（各種助成金等）に関する企業向け支援事業
に取り組んでいます。

はじめてテレワーク（テレワーク導入促進整備補助金）

人材確保相談窓口のご案内

東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた企業等に対して、テレワー

相談窓口では、専任の相談員が採用活動に関するさまざまなお悩み
やご要望をお伺いし、労働市場の現状や採用活動に関する基礎知識

クをトライアルするための環境構築経費および制度整備費を補助します。

等の助言を行います。また、
「採用コンサルティング」※や「人材確保
セミナー」
等、
「採用力向上」に向けて適切な支援メニューをご案内し
ます。
※コンサルタントが企業を訪問し、採用に関する課題の整理・解決を無料で
サポートします。
（最大 5 回まで）

●ご利用時間（事前予約制）
人材確保相談窓口
平日 9 時〜17 時（土日祝日、年末年始は休業）

補助対象経費

❶ 従業員数300〜999人の企業

❶ テレワーク環境の構築

110万円

●ご相談・お問い合わせ先
人材確保支援担当係 TEL／03-5211-2174

❷ 従業員数100〜299人の企業

各種助成金のお問い合わせ先

❸ 従業員数100人未満の企業

●介護休業取得応援奨励金
育児休業促進支援担当係 TEL／03-5211-2399

※いずれも制度整備費10万円を含む

70万円
40万円

●働くパパママ育休取得応援奨励金

●はじめてテレワーク（テレワーク導入促進整備補助金）
職場環境整備担当係（はじめてテレワーク担当）

TEL／03-5211-1756

詳細は Web サイトでご覧いただけます。
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補助金上限額

（公財）
東京しごと財団 雇用環境整備課
所在地

〒101-0065
東京都千代田区西神田 3-2-1
住友不動産千代田ファーストビル南館 5 階

⬇

補助率

10/10

在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務
を行うための環境構築費用

東京都の「テレワーク導入プラン」ホームページより
選定したテレワーク環境を構築するための機器・ 関連
ソフト等導入費用
モバイル端末等整備費用

❷ 就業規則へのテレワーク制度整備
テレワークに関する規定を就業規則に定めることに要
する専門家への委託費

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/
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各種研修・セミナー・相談・助成金、労務相談、
メンタルヘルス等に関する施設・機関
■ 東京都が設置する施設・機関
公益財団法人 東京しごと財団
東京しごとセンター
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 3-10-3
TEL ／03-5211-1571

東京しごとセンター・ヤングコーナー
ストップサービスセンター〉です。

29 歳以下の若年者を対象としたヤングコーナーでは、一人ひとりの適性や状況を踏まえたきめ細や
かな就業相談（キャリアカウンセリング）から、就職活動や就職後に役立つ知識・スキルを習得するた
めの各種セミナーや能力開発、求人情報の提供・職業紹介まで、一貫したサービスを提供しています。
企業向けのサービスとして、企業情報の公開、企業説明会・面接会などの実施、および若年者の採用・育成・
職場定着を促進するセミナーも開催しています。
詳しくは東京しごとセンター・ヤングコーナーのスペシャルサイトをご覧ください。

https://tokyoshigoto-young.jp/company
※「ライフ・ワーク・バランス」
（生活と仕事の調和）
について
東京都では、ワークライフバランスの「ライフ」と「ワーク」をあえて逆にし、誰もが人生、生活をもっと大切に考えるべきと
いう「ライフ・ワーク・バランス」のメッセージを施策の中で用いることで、働き方の意識や仕事の進め方の改革の社会的機
運の醸成を図っています。

http://www.tokyo-vada.or.jp

2020年度版

東京都立職業能力開発センター

東京都労働相談情報 センター

各職業能力開発センター又は
東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 技能振興担当
TEL ／03-5320-4715

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター9F
TEL ／03-5211-2200

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/madoguchi/schools

株式会社クオリティ・オブ・ライフ
原 正紀

EEP consulting
齋藤ただし

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center

■ 国が設置する施設・機関
厚生労働省 東京労働局
雇用環境・均等部

厚生労働省 東京労働局 職業安定部
ハローワーク助成金 事務センター

〒102-8305
東京都千代田区九段南 1-2-1九段第 3 合同庁舎 14 階

〒169-0073
東京都新宿区百人町 4-4-1 新宿労働総合庁舎 2 階
TEL ／03-5332-6926

助成金担当
働き方・休み方担当
雇用均等・両立支援担当
総合労働相談コーナー

TEL ／03-6893-1100
TEL ／03-6867-0211
TEL ／03-3512-1611
TEL ／03-3512-1608

東京ハローワーク
求人のご相談等は
最寄りのハローワークをご利用ください。

http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/

2020 年 11 月 1 日 発行
監修

〒102-8113
東京都千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター7F
TEL ／03-5211-2350

http://www.tokyoshigoto.jp

東京しごとセンターは、東京都が都民の雇用や就業を支援するために設置した〈しごとに関するワン

早期離職防止ガイドブック

東京都職業能力開発 協会

■ その他の施設・機関
独立行政法人労働者健康安全機構

地方独立行政法人

東京産業保健総合支援センター

東京都立産業技術研 究センター

〒102-0075
東京都千代田区三番町 6-14 日本生命三番町ビル 3F
TEL／03-5211-4480

〒135-0064
東京都江東区青海 2-4-10
TEL ／03-5530-2111
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