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はじめに
東京においては超高齢社会への対応、待機児童解消に向けたさらなる対策、障害者の就労促進
など福祉サービスの一層の充実が求められており、そのためには、サービスを担う福祉人材を質・
量ともに充足させていくことが必要です。
しかし、少子化による生産年齢人口の減少、経済情勢や他の業種の動向などにより、福祉人材
の確保等は、ますます困難な状況となっています。このような厳しい状況の中において、採用活
動、新人職員の育成、職場への定着支援に関して効果的な取組を実施し、働きがいと働きやすさ
を両立している職場が多く存在しています。
こうしたことから、
「職員の確保、育成、定着に関して効果的な取組を実践している福祉事業所
が、これまで様々な問題にどのように向き合い、どのように問題を解決してきたのか」
、他の事業
所の方が学ぶきっかけとなるよう、本事例集を作成しました。
本事例集では、東京都内の高齢・保育・障害の事業所からバランスを考慮しつつ７事例を紹介
していますが、掲載されている事例はどの分野にも共通する取組が中心となっています。ぜひと
も自事業所以外の分野の取組についてもご覧いただければと思います。
掲載している事業所の取組も、当初から効果的な取組を実践できたわけではなく、様々な問題
と向き合いながら、一つずつ課題を解決しています。本事例集が皆様方の事業所における職場環
境整備の一助になれば幸いです。

平成 30 年 1 月

東京都福祉人材対策推進機構

東京都福祉人材対策推進機構
東京にある福祉事業者、職能団体、養成施設、就労支援機関や区市町村等行政機関の役割分担と
連携協力により、福祉人材対策の課題や方策を検討し、人材の掘り起こしから育成、職場定着ま
でを総合的に支援する協議体です。
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１

事業概要・本事例集の活用方法

本事例集は、平成 28 年度東京都福祉人材対策推進機構事業「福祉事業者の職場環境整備支援
事業」の一つとして、職員の採用、育成、定着に関して効果的な取組を実践している福祉事業
所（以下、モデル事業者という）の事例を分析、検証し、その事例を他の事業所に普及させる
ことを目的に作成しました。

モデル事業者の対象
都内に所在する以下のいずれかを満たす事業所を対象としてモデル事業者を選定
ア 介護保険法に規定する介護保険事業所
イ 認可保育所、認証保育所
ウ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業者
※法人単位・事業所単位のいずれも対象

実施方法
モデル事業者の選定及び分析・検証方法は以下のとおり
〔平成 28 年度〕
①自薦・他薦による事業者からの申込みの受付（30 箇所程度）
②電話によるヒアリングの実施
③東京都福祉人材対策推進機構専門部会（人材確保）において、モデル事業者を 7 箇所選定
④モデル事業者 7 箇所について、
「採用、育成、人事労務、組織風土、処遇」の視点から、事
業者訪問等により分析、検証等を実施（分析、検証等の業務を㈱エイデル研究所に委託）
⑤東京都福祉人材対策推進機構専門部会（人材確保）において、分析・検証内容を協議
⑥報告書のとりまとめ
〔平成 29 年度〕
⑦本事例集の作成

本事例集の活用方法
主に経営者・管理職員が事業所の職場環境づくりを行う上で、参考となる実践事例を掲載し
ていますが、環境が異なる事業所が単純に同じ取組を導入しても、必ずしも成果が得られませ
ん。
まずは、各法人・事業所の問題と向き合うプロセスの一助となるように、
「取組の実践にあた
ってのポイント」（p.4）をご一読いただいた上で、各事例を読み進めていただくと、より効果
的です。
また、モデル事業者は、高齢・保育・障害の分野から７箇所を選定していますが、本事例集
に掲載されている取組は分野に関わらない汎用的な取組が中心となっています。
各事例ともに分野横断的に活用いただける取組ですので、他分野の事例についても、ご覧い
ただければ幸いです。

各事例の記載内容
本事業の目的に合わせて、各事例を、①問題は何であったのか、②課題をどこに定めたのか、
③どのような対策を実行したのか、④結果はどうであったか、という視点で分析・記述してい
ます。
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２

取組の実践にあたってのポイント

モデル事業者も、当初から効果的な取組を実践できた訳ではありません。様々な問題に直面
し、一つずつ課題を解決しています。
ここでは、モデル事業者が、取組を進めてきたプロセスで、共通して実践しているポイント
を整理しました。
職場環境の改善を検討するにあたり、まずは、この５つのポイントを理解した上で、取組を
進めてみてください。

取組実践５つのポイント

Point１
自組織の課題の明確化
Point２
職員のニーズをくみ取る
職員参加型

Point５
行動を起こし
その次へ

Point４
仕事の見える化

Point３
職員の納得性に考慮

組織風土
（文化）

法人理念の理解・促進

■Ｐｏｉｎｔ１ 自組織の課題を明確にする作業をしっかりと行う
職場で起こっている表面的な問題よりも、その背景にある真の課題を分析することが必要です。
すべてのモデル事業者の事例において、まずその分析が行われています。問題解決においては、
非常に重要な工程の一つであり、仮説を立て課題を明確にすることがその後の取組の効果的な検
討につながります。
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■Ｐｏｉｎｔ２ 職員のニーズをくみ取って職員参加型で実施する
職員のニーズを引き出すためにはコミュニケーションの質と量のどちらも必要になります。モ
デル事業者の多くは、自組織の課題を解決するにあたり、様々な手法で職員から情報収集を行っ
ています。経営側が職員に対してしっかりと耳を傾けることで職員もそれを敏感に感じ取り、課
題解決に向け取り組むといった好循環が生まれています。
また、役割や権限を下の階層に付与し、職員に当事者意識を持たせながら、経営者（管理側）
と職員（現場）が協力して課題解決を進めることも一つの方法です。
特に参考になる事例

▶事例３

▶事例５

▶事例６

▶事例７

■Ｐｏｉｎｔ３ 職員の納得性を考慮する
組織風土（文化）は、法人理念や経営者の方針、それまでの歴史、外部環境、働いている職員
等、様々な要素が影響して形成されていますが、経営幹部の考え方はその中でも大きく影響して
いるものの一つです。
組織が職員に求めるものを明確にし、職員が納得すると、そこに組織としての一体感が生まれ
始めます。すると、他の職員も周囲から影響を受けて、職場全体の意識がそろうという好循環が
生じてきます。職場環境の整備は、職員の働き方や働く意識の改革でもあります。組織の理念に
基づいた思い（ねらい）を丁寧に伝えて、職員の納得性を引き出す努力も必要となります。
特に参考になる事例

▶事例１

▶事例４

▶事例７

■Ｐｏｉｎｔ４ 仕事の見える化を進める
モデル事業者は、本質的に何が大事なのかを掘り下げ、取組内容や考察を言語化し、そこで可
視化された仕事のポイントを仕組みやツールとして分かりやすく表現する「仕事の見える化」を
行っています。
見える化により、職員は自分が何を学べばいいのか、スキルアップには何が必要なのかが分か
りやすくなります。また、仕事の見える化に取り組むこと自体が、職員を巻き込みながら仕事の
質について議論をすることにつながり、結果として仕事の質を高めることに寄与しています。
特に参考になる事例

▶事例１

▶事例２

▶事例４

■Ｐｏｉｎｔ５ まずは行動を起こしその次につなげていく
モデル事業者の事例では、大きな課題解決に至るまでに複数の対策を実行しているケースが多
くみられます。始めから立派な仕組みを作ることができた訳ではなく、問題解決や作られた仕組
みやツールを活用し、次の取組（対策）につなげています。このように、職場の改善に取り組む
ことが、新たな可能性につながることから、改善に向けて、まずは行動を起こすことが重要です。
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事例掲載ページの構成

（１）事例冒頭の「本事例における対象」表示について
事例を読み進める前に、組織区分欄により、各事例が「法人
全体による取組」であるのか、
「特定の事業所による取組」であ
るのかを確認してください。

本事例における対象
組織区分
事業所
正規
○○名
職員数
非正規 ○○名
サービス種別
高齢

（２）取組のポイント表示について
各事例の内容（テーマ）が一目で分かるように、以下の分類でアイコンを表示し、事例の冒頭
にポイントを記述しています。

採用活動

人材育成

採用

育成

人事・労務関連

定着促進
組織風土

人事
労務

組織
風土

処遇
処遇

取組のポイント
採用

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○

処遇

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○

（３）各事例掲載のプロフィールについて
各事例に掲載の事業者プロフィールについては、以下のとおり記載しています。

法人名
理事長名
所在地
事業概要
設立等
基礎ﾃﾞｰﾀ

社会福祉法人 ○○○○○○○
○○ ○○○
東京都○○○区○○○町 1 丁目 2 番 3
保育所
平成○年
①正規職員 ○○名、非正規職員 ○○名（法人職員数：○○○名）
②離職率 ○○%
③有給休暇取得率 ○○○%
※平成 28 年度データ
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法人名 ：法人全体に対する報告の場合は「法人名のみ」記載
特定の事業所の取組の報告の場合は「事業所名」を記載
理事長名：理事長名を記載。事業所の場合は施設長名を記載
所在地 ：法人本部、または事業所住所を記載
事業概要：主なサービス種別を記載
設立等 ：原則として法人の設立を記載するが、場合によりそれ以外の記載も有
（その際は、注意書きを付す）
基礎データ：①正規職員数、非正規職員数
平成 28 年 4 月 1 日時点
②離職率（正規職員）
平成 28 年度の退職者数（正規）／職員数（正規）
③有給休暇取得率
平成 28 年度の取得日数／付与日数
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４

掲載事例の目的別一覧

各事例のポイントを「採用」
、「育成」、「人事労務」、「組織風土」
、「処遇」に分類し、以下の
とおり一覧にしています。法人・事業所としての課題が明確である場合は、目的別一覧を索引
として使用するなど参考にしてください。
掲載

採用

育成

人事
労務

組織
風土

処遇

短時間勤務職員の能力を活用できる仕組みを構築したい

p.12

採用・育成・定着促進をワンストップで検討したい

p.19

採用活動体制を見直したい

p.44

職員育成状況の見える化を図りたい

p.11

計画的に新人教育を行いたい

p.16

職員参加型で人材育成を図りたい

p.24

目標を明確化し、職員の意識改革を行いたい

p.28

評価を人材育成のツールに活用したい

p.29

法人理念や運営方針の理解浸透を徹底させたい

p.47

管理職や指導職を計画的に育成したい

p.48

短時間勤務でも業務分担できる仕組みを構築したい

p.12

人事考課を活用し、法人の理念・浸透を確認したい

p.13

仕事の進め方を見直し、休暇取得率を向上させたい

p.32

職員ニーズを把握し、課題解決を図りたい

p.35

くるみん取得により休暇取得を促進したい

p.41

柔軟な雇用・就業形態を設けたい

p.48

職員参加型の組織文化を構築したい

p.22

みんなで考える職場を構築したい

p.32

透明性の高い処遇を実現したい

p.13

キャリアパスと連動した処遇体系を構築したい

p.20

実力主義の処遇体系を構築したい

p.49
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各事例紹介・分析
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１
採用から育成・定着までを見据えた人事制度
により、多様な人材の働きやすさと働きがい
を実現
社会福祉法人さくらぎ会

本事例における対象
組織区分
事業所
正規
45名
職員数
非正規 45名
サービス種別
高齢

特別養護老人ホームこもれびの郷

ポ

イ

ン

ト

採用

育成

職員の育成状況を見える化した育成プログラム

採用

人事
労務

業務の細分化（2時間単位）による短時間勤務への対応

処遇

透明性の高い処遇

人事
労務

法人理念の理解・浸透を確認するための人事考課制度

事例のあらまし
【取組を進める前の背景】
○社会福祉法人さくらぎ会では、資格を持ちフルタイムで働ける正規職員中心の採用
方針であった。一方、平成15年頃、介護福祉士養成機関入学者が減少してきた。
【取組】
○多様な働き方を受け入れ、様々な方が活躍できる職場づくりのため、積極的なパー
ト職員の採用を進める
○介助シーンを「無資格者でもできること」と「有資格者しか対応できないこと」に
細分化し、ランク別業務内容・スキル項目、業務手順書、チェック票を構築した。
○短時間勤務の希望を可能とするために、プロジェクトチームにより有資格者が担当
する業務、無資格者が担当する業務を分けて設定する「業務の切り出し」を行い、
業務の細分化を図った。現在２時間単位で設定し、その組合せで全ての業務を編成
している。
○業務はすべてシフト表に反映される。業務が細分化されており、職員の育成状況が
具体的に把握できているため、過不足のない最適な人員配置も可能となっている。
○パート職員の処遇に関する明確なルールを設定し、年に２回時給見直しの機会を設
け、パート職員のモチベーションの向上を図る。
○法人の理念を具体化したハンドブックにより理念の浸透を図り、人事考課にも活用
している。
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取組１

事例１

職員の育成状況を見える化した育成プログラム

【多様な働き方を受け入れパート採用を進める】
採用方針の転換に伴い、積極的にパートの採用を進めたところ、同じパート勤務で
も育成の度合いに大きな違いがみられた。そこで、職員を観察・ヒアリングした結果、
介助の成功体験を持った職員は伸びることが判明した。
【職員の育成体制の構築】
５～６人のプロジェクトチームを結成し、育成体制の構築に取り組んだ。まずは、
介助シーンを「無資格者でもできること」と「有資格者しか対応できないこと」に細
分化したのち、習得段階を10ランクに細分化し、ランク別業務内容・スキル項目、業
務手順書、チェック票を構築した。
【現在の職員育成プログラム】
現在は、細分化したスキル項目が127あり、職員が習得したスキル項目は「獲得ス
キルポイント」となり、処遇に反映される。
スキル獲得は、チェック票に従い、自己評価と主任・副主任の評価等により決定し、
獲得スキルポイントの合計点により、職員育成プログラムのランクが決まる。
無資格で入職しても３年後には「ランク５」に達するよう設計されており、介護福
祉士の資格取得が可能となる仕組みになっている。資格取得までの道のりが「見える
化」されているので、職員の意欲向上にもつながっている。
現在は、一般学部からの大学生の採用も可能となるなど、この職員育成プログラム
が機能している。
図表１【介護職員ランク別獲得スキル（能力）一覧表】
ランク

パート

ランク別獲得スキル内容

正職員

9

チーフ

全ユニット
統括
※上位のランクのスキルをすべて獲得することでランクアップします。
ユニット
の統括

主任研修参
加

書類確認・
委員会統括

職員の相談
にのれる

副主任研修
参加

職員配置
の指示

職員への指
導ができる

他職種
との連携

専門職員研
修
への参加

応急処置
の指示

ＰＣ業務

短期入所受
入

各業務の
責任者
になれる

中堅職員
研修への参
加

まとめ業務

介護記録

医療

居室担当
（正職員）

委員会・行
事
（正職員）

新入職員
研修への参
加

外出介助

新入職員指
導

実習生指導

菓子
果物販売

クラブ実施

パソコン
入力・操作

口腔ケア

移乗介助

移動介助

食事介助

入浴介助

排泄介助

フロアー
待機業務

防災のルー
ル

ターミナル
ケア

監督下での
移乗介助

監督下での
入浴介助

監督下での
排泄介助

洗濯のルー
ル

利用者の更
衣

連絡ノート
に
よる情報伝
達

ケアプラン
を理解し
介護を行な
う

認知症に
ついての理
解

感染症の
知識と対応

監督下での
移動介助

配膳・下膳

監督下での
食事介助

配茶・
水分補給

清掃のルー
ル

利用者の
見守り

介護の心得
が身に
ついている

法人理念・
福祉施設を
知る

職場のマ
ナー

※現在のランクより下のスキルはラックアップ後も維持するものと考えます。

用

リーダー

採

10

※各内容はユニット別に４種類スキル習得が必要な場合もあります。

ベテラン

6

中堅並

中堅

5

正職員並

4

上級

3

中級

2

初級

1

短時間
パート

新人

シーツ交換

処

ベテラン並

組織風土

7

人事労務

サブ

成

サブ並

育

8

遇
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図表２【介護職員ランク別スキルチェック票（ランク１の例）
】

取組２

業務の細分化（２時間単位）による短時間勤務への対応

【業務の細分化と希望する働き方への柔軟な対応】
パート職員の活用を進めていくと、職員の口コミから、求人を出していない時にも
求職者からの問合せが入るようになってきた。４時間だけ働きたいという短時間勤務
の希望に対応するため資格のあるケアワーカーが担当する業務、無資格者が担当する
業務を分けて設定する「業務の切り出し」を行い、業務の細分化により対応を図った。
現在は細分化を進め２時間単位ですべての業務を編成している。
こうした希望する働き方への柔軟な対応によって、４時間パートで入職し、その後
正職員になった職員もいる一方、正職員で入職し、パート勤務となった職員もいる。
正職員、パート職員、双方向の働き方が柔軟に選択できるのは、雇用形態が変わって
も、獲得スキルポイントやランクは維持され、処遇への影響が少ないからである。
【人材育成に重点を置いた職員配置】
当該法人では、独自の「セミユニットケア」の介護スタイルをとり、入所者約80人
を20人ずつの４ユニットに分け、１ユニットを７人の正職員と数人のパート職員で構
成される専属チームが担当する。これが質の高い介護に繋がり、職員にとっても、や
りがいや働きやすさに繋がっている。
フロアで割り振られている業務は、前述のスキル項目127の作業の組み合わせで構
成されている。新入正職員は主任から指導を受け、主任は新人職員の育成状況を管理
し、精神面でのサポートも担う。
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取組３

事例１

透明性の高い処遇

パート職員の処遇（時給）は、以下の仕組みで運用されている。
時給＝基本給＋出勤条件（早・遅・夜勤)＋獲得スキル＋就業年数＋その他（資格)
①
②
③
④
① 担い手の少ない早・遅・夜勤のシフトに入ることにより昇給
② 職員育成システムに連動し、担える業務が増えると昇給
③ 経験給（就業１年で自動的に10円昇給）
④ 資格取得で昇給
年に２回時給見直しの機会を設定し、昇給した際には必ず書面で通知する仕組みが、
職員のモチベーションアップにもつながっている。
また、この仕組みを賃金一覧表で示すことにより、他人と比較しやすく、処遇の不
満が出た際にも理由を明確に説明できる。
加えて、職員育成システムのランクは、一度昇格するとそのランクからは落ちない
仕組みになっているので、その職員ががんばれるタイミングで時給アップにつなげる
こともできている。
取組４

法人理念の理解・浸透を確認するための人事考課制度

用
育
成
人事労務
組織風土

「福祉の理念や法人の理念を十分理解し、福祉職員としての基本姿勢を全ての職員
に身につけてほしい」という想いから、福祉サービス第三者評価受審を契機に、第三
者評価の項目を参考に、法人理念の理解や専門職にふさわしい実践を促すためのハン
ドブックを作成した。毎年全職員に対して個別にハンドブックの内容を口頭で説明を
する。
また、「業務の中できちんと理念を実現しているか」を確認するため、ハンドブッ
クの内容を基本とした人事考課項目を作成した。小項目１点の設定で100点取れると
満額賞与が支給される。また、自由記述の「自分以外の職員の『良い行い』や『頑張
り』
」に名前が上がった職員には加点され、記入した職員にも加点される。
人事考課の得点は、昇格要件にもなっているが、多くの職員が「がんばっている」
と認めている職員が昇格するので、人事に対しての納得性が高い。

採

＜社会福祉法人さくらぎ会の基本理念＞
「人にやさしく」
＜こもれびの郷の基本方針・
「人に優しく」を実践するための具体的行動＞
「常に相手の立場に立って考える」
・利用者、ご家族様の立場に立って寄り添うケアを行う。
・共に働く職員の立場に立って日々の業務を行う。
・地域の方の立場に立って施設のあり方を考える。

処
遇
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図表３【個人評価記入用紙】

まとめ
さくらぎ会は、厳しい採用状況に対応するため、短時間勤務者の採用へ方針転換を
図った。その際に、短時間勤務者が活躍できる方法を考え、業務の細分化を行った。
プロジェクトチームを組んで検討し、業務を４時間単位（現在は２時間単位）で区切
ることで、業務の分担、人材育成、処遇決定といったその後の仕組みが構築でき、職
員にとっても分かりやすく納得しやすい仕組みとなった。
また、法人理念・基本姿勢を職員に対して徹底して浸透させられたことが、これら
の仕組みを構築できた背景にある。加えて、新しい取組を始める際は、プロジェクト
メンバーが主体となって構築し、運用までも担っているところも、うまく機能するた
めのポイントとなっている。
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事業者コメント

事例１

特別養護老人ホームこもれびの郷 宮林施設長
これまで、特に新しい事に取り組む際は、職員の意思や主体
性を尊重しながら進めてきました。職員一人ひとりが自分で目
標を設定したり、小さなことを積み上げて達成していくことが、
一法人一施設という小さな組織においては、必要なことだと考
えたからです。現在の業務の仕組みは、小さい組織だからこそ
構築できたことなのかもしれません。しかしながら厳しい経営
環境の中、更に新たな仕組みの必要性を感じております。その
ため現在は、小規模法人が集まって連携していく取組を模索し
ています。当法人の人材育成委員会プロジェクトの活動は、前
向きで勉強熱心なスタッフの努力で完成し運用がなされており
ます。この仕組みは、そうした人たちに支えられ、今後も時代に合わせて変化してい
くことと思います。
事業者プロフィール

採
用

法人名
社会福祉法人さくらぎ会 特別養護老人ホームこもれびの郷
理事長名 宮林 瑛
施設長
宮林 大輔
所在地
東京都あきる野市雨間385-2
事業概要 特別養護老人ホーム
開 設
平成６年
事業所基礎データ ①正規職員45名、非正規職員45名（法人職員数183名）
②離職率6.6％
③有給休暇取得率78.4％
※平成28年度データ

育
成
人事労務
組織風土
処
遇
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２
職員定着のサイクルを築く計画的な新人
教育体系
社会福祉法人聖風会

ポ

イ

ン

本事例における対象
組織区分
法人
正規
459名
職員数
非正規 420名
サービス種別
高齢

ト

育成

オリジナル新人教育チェックシート「Ｄｏ簿」による計画的な新人教育

採用

採用・教育・定着促進を統括する「人材マネジメント委員会」の設置

処遇

キャリアパスと連動した、納得性のある処遇体系を構築

事例のあらまし
【取組を進める前の背景】
○ 社会福祉法人聖風会では、人材育成のために、先進的に人事考課に取り組んでき
た。しかし人材育成のためのツールが新人職員の定着につながらないといった課題
があった。
【取組】
○ 新人教育ツールを作るにあたってプロジェクトを立ち上げ、新人職員一人ひとり
の成長に合わせた教育ができる法人独自のツール「Ｄｏ簿」を策定した。この仕組
みが、新人職員と先輩職員のメンバーシップを高める役割も果たしている。
○ 人材に関するトータルなマネジメントを行うため、採用から教育、教育から育成、
育成から定着をワンストップで統括する法人横断型プロジェクトとして平成25年
度に「人材マネジメント委員会」を発足させた。このことで新鮮な企画も生まれ、
採用活動の幅が広がった。また、採用活動から得たデータを細かく記録・分析し、
次の採用活動に役立てている。
○ キャリアパス制度と処遇とが完全に連動し、人事考課制度とも連動しているの
で、評価→育成・活用→処遇のサイクルをしっかりと回すことができている。

取組１

オリジナル新人教育チェックシート「Ｄｏ簿」による計画的な新人教育

【職員意識調査の実施】
聖風会では、人材育成の仕組みがあるにもかかわらず、一人前に成長する前の若い
職員が辞めてしまうという状況にあった。
そこで、「期待している職員像」と入職してくれる「職員のレベル」に大きな乖離
があると仮定し、平成19年に職員意識調査を実施し、現状の詳細把握に努めた。その
結果、
「計画的」人材育成への職員の期待が非常に高いことがわかった。
－16－

これまで法人に存在していた新人育成の仕組みは、マニュアルを提供し一定期間が
過ぎた後に評価するという形で、個別育成型ではなく、できたかできなかったかを確
認する査定型に近かった。このような仕組みでは、新人職員一人ひとりの成長に応じ
た育成ができず、また、教える先輩職員のやり方や手順に委ねられてしまうという点
にも問題があった。法人理念に沿ったサービスの基本をしっかりと習得でき、業務に
関わる全てを一定レベルで担保できる、新人職員一人ひとりの成長に合わせた教育が
できる法人独自の新人教育ツールの策定が必要であった。
【新人教育体制・ツールの構築に着手】
新人教育ツールを作るにあたっては、平成19年にプロジェクトを立ち上げ、現場の
業務を一つひとつ洗い出すことから始め、法人としての共通業務とそれぞれの部署に
おける独自業務を分別した。その中から入職から１年間で身に付けて欲しい業務を抽
出し、チェックリストを作成した。
チェックリストは、まずは自己評価として振り返りを行い、自分でできるように
なったと思う項目について、順次先輩職員に確認をしてもらう仕組みとした。チェッ
クリストの表現は行動レベルにまで落とし込み、特に注意が必要な点はその勘所を記
載することで、できるようになるためのヒント本のレベルの形になっている。新人職
員と先輩職員とが良好な関係性を築き、メンバーシップを高めるツールとしての役割
も併せ持たせるために、この新人教育ツールを媒介にして１年間交換日記のようにや
り取りをすることができる仕組みもある。

事例２

図表１【
「Ｄｏ簿」による新人職員研修スケジュール】

採
用
育
成
人事労務
組織風土
処
遇
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図表２【新任職員職場内研修簿「Ｄｏ簿」表紙】

図表３【Ｄｏ簿の内容 ※抜粋】
（270項目からなる「チェックリスト」と、新人と指導職員が毎日記入する「育成シート」
）

こうして新人教育ツールとして作成した「Ｄｏ簿」は、教える側である先輩職員(ト
レーナー)もサービスの基礎を振り返ることができ、責任感が芽生えるという利点が
ある。新人職員を教える立場のトレーナーとして、２～３年目の比較的年齢層の近い
職員がマンツーマンで対応している。トレーナーの教えることへの不安に対しては相
談員や係長がサポートすることで教育体制に万全を期している。
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取組２

採用・教育・定着促進を統括する「人材マネジメント委員会」の設置

事例２

【人材マネジメント委員会の設置】
採用、新人教育、定着について、それぞれが別の部署で担当するという、言わば縦
割りの役割分担で行ってきたが、非効率であったことから、人材に関するトータルマ
ネジメントを行うため、採用から教育、教育から育成、育成から定着をワンストップ
で統括する法人横断型プロジェクトとして、平成25年度に「人材マネジメント委員会」
を発足させた。
採用は法人全体の取組だという意識を職員に持ってもらうことで、より一層の職員
育成型法人の基盤が確立する。そこで、各部門において介護職から「採用活動担当職
員」を２名ずつ任命し、現場を巻き込んだ採用活動を展開している。
【採用活動の幅の広がり】
人材マネジメント委員会が機能しはじめ、活発な意見交換が行われることで、今ま
でにはなかった新鮮な企画（利便性の高い施設を利用した職場説明会の実施、車でめ
ぐる施設見学会等）も生まれ、採用活動の幅が広がった。
また、人材マネジメント委員会が採用に深くかかわることで、採用活動から得た
データを細かく記録・分析でき、次の採用活動に役立てている。
図表４【人材マネジメント委員会の具体的な活動内容①（採用活動のスケジュール化）
】

採
用
育
成

図表６【人材マネジメント委員会の具体的な
活動内容③（職員参画型広報誌の発行）
】

人事労務

図表５【人材マネジメント委員会の具体的な
活動内容②（広報型Webページの構築）
】

組織風土
処
遇
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取組３

キャリアパスと連動した、納得性のある処遇体系を構築

キャリアパス制度は処遇と完全に連動し、人事考課制度との連動も機能しているの
で、評価→育成・活用→処遇のサイクルをしっかりと回すことができる。また、聖風
会のキャリアパスの特徴はキャリアの複線化で、職員が自らの志向性やライフイベン
トなどに合わせて進みたいパスを選択できる。
処遇設定には、基本給を２本立て（加給と役割給）にしており、加給はいわゆるベー
シックな基本給、役割給はキャリアパス（等級）に見合った定額の基本給となってい
る。
平成28年度には、より多様な働き方を受け入れることができる等級を新設し再構成
を図った。業務軽減があっても正職員で雇用ができる等級を新設したため、今後、外
国人雇用や限定職員の採用にも対応できるキャリアパス制度となっている。
図表７【人事制度相関図（イメージ）
】

まとめ
社会福祉法人聖風会では、若い職員が辞めるなど、職員を育てることが課題となっ
ていた。そこで、新人教育の重要性を明確にして、改革に取り組み、新人教育ツー
ルである「Ｄｏ簿」を策定した。Ｄｏ簿は、年々見直しを行い、作成から10年が経過
した。
新人職員を教える立場の「トレーナー」は、２～３年目の比較的年齢層の近い職員
であり、教えられることと教えることの両方を通して、職員の育成が行われている。
また、大規模法人であることから、採用、教育・育成、定着の対象となる人数も多
く、それぞれが分断される形で対応されてきたものを、法人横断型プロジェクトとし
て「人材マネジメント委員会」を発足させたところ、採用から教育、教育から育成、
育成から定着といった連続的な人事管理という発想が生まれ、それぞれの担当者の発
想が深くなる（より効果的な企画ができる）という効果が生じた。
聖風会では、制度構築やツール作成について法人オリジナルで構築しており、それ
が他法人との差別化（ブランディング）となっている。
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事業者コメント

事例２

近藤理事長
当法人の人事制度は、職員育成（手法）→育成（機会）→評
価（考課）→処遇（給与）と一連の対応とリンクしており、そ
のうちの「新人職員指導」としてＤｏ簿を活用しています。
Ｄｏ簿のベースになったのは、平成13年４月より運用開始さ
れた「サービス向上統一基準書」でした。その後様々な試行錯
誤があり、内容をより一層充実し、聖風会全職員の提供するサー
ビスが一律であり、最高のサービスを提供することを目的とし
て作成しました。Ｄｏ簿は導かれる側／導く側双方が共通に使
用できるツールであり、双方で活用することで、進捗状況・理
解度・指導の統一性が図られ、１年間の新人職員教育を行う事
で、現場での信頼関係、悩み、疑問の解決につなげることができるツールです。
福祉人材難の今、職員の育成に注力し、職員が働きやすい環境を作ることは法人の
責務だと考えます。
事業者プロフィール

採
用

法人名
社会福祉法人 聖風会
理事長名 近藤 常博
所在地
東京都足立区花畑４丁目39番10号
事業概要 特別養護老人ホーム
開 設
昭和29年
事業所基礎データ ①正規職員459名、非正規職員420名
②離職率7.2％
③有給休暇取得率 非公開
※平成28年度末データ

育
成
人事労務
組織風土
処
遇
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３
本事例における対象
組織区分
事業所
正規
24名
職員数
非正規
26名
サービス種別
保育

職員参加型の組織文化の構築
社会福祉法人稲城青葉会

城山保育園上石原

ポ

イ

ン

ト

組織
風土

職員参加型の組織文化の構築により、職員の定着を促進

育成

職員参加型により作られたマニュアル等を活用した人材育成

事例のあらまし
○

城山保育園上石原の特徴として、働きやすい職場環境がある。出産・育児からの
復帰がほぼ100％であり、職員の定着率が高い。職員同士が相手の考えを尊重して
関わっており、一人ひとりの職員が保育や職場作りに自分の意見が言いやすい環
境・組織文化がある。
○ 組織文化の形成には、法人トップの理事長の行動パターンが大きく影響してい
る。「職員の話を聞く、上手くいかないときは一緒に悩む、何か始めるときは自分
から動く」といったコミュニケーションが日常業務の中で何度も繰り返されてい
た。その過程の中で、職員の中に「私たちの保育園」という意識が生まれた。
○ マニュアル作成等の仕組作りも組織文化を形作ってきた。マニュアルを園の仕事
の仕方として浸透させていくことが、組織文化をさらに強化することにつながって
いる。

取組１

職員参加型の組織文化の構築により、職員の定着を促進

【組織文化を形成した理事長の行動パターン】
社会福祉法人稲城青葉会 城山保育園上石原の職員の定着率の高さにつながる組織
文化の形成には、法人設立当初からの理事長の行動パターンが大きく影響している。
理事長自ら職員の話を聞く、上手くいかないときは一緒に悩む、何か始めるときは、
自分から動く。そういった理事長と職員の間のコミュニケーションが、日常の業務の
中で何度も繰り返されていく中で、「私たちの保育園」という意識が生まれた。日々
の保育の中で職員が一体となって「みんなで」取り組む、指導的職員が後輩職員と「一
緒に」考える、悩むという組織文化は、ここから形成されている。
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【職員参加型の運営に向けた取組】
職員参加型の組織運営をきちんと成果に結びつけていくためには、保育目標を明確
にしていく必要があった。「子ども主体の保育で、いかに生きる力を身につけていく
ことを支援するか」といった保育を各職員が意識的に行うために、中期計画を職員全
員で実施し、ＰＤＣＡサイクルを回す業務管理を行っている。
具体的には、中期計画を職員参加型で立案し、役割分担をして実施している。中期
計画の取組内容には、第三者評価の結果や主任の提案が組み入れられる。また、クラ
スをまたがって職員が集まるチームが「保護者チーム」「地域チーム」等、領域別に
組織されており、そのチーム内で議論された内容も、年度計画を作成する時期までに
園長に集約される仕組みになっている。
中期計画には、担当者として各職員の名前が記載され、職員一人ひとりの園の運営
への貢献が表（図表１）で示される。この表で、チームの目標達成の進捗を確認する
ことができる。職員全員が中期計画を確認する作業を普段から行うことで、「みんな
で」の文化を維持している。

事例３

図表１【中期計画（抜粋）
】
戦略的取組課題
具体的取組内容
担当者
新しい遊びの研究充実 クラスで人気の絵本などを紹介する（ランキング） ○○、○○、
○○
・・・・
・・・・・・・
・・・・
※城山保育園上石原では、事務所の壁にこの一覧が大きく貼られている。

用
育

図表２【
「職員のしおり」
（表紙）
】

採

【新人職員の育成】
新人職員に対しては、法人理念等、法人の職員として共有しておきたい事、仕事を
する上で必要な情報が凝縮され、その園の業務に必要なルールや考え方を学べる「職
員のしおり」
（図表２）を使用して研修を行う。
「職員のしおり」の内容は以下の通り
である。しおりの内容は、すべての職員にとっても必要な内容となっているため、年
度の始めに、その年のしおりが職員全員に対しても配布される。

成
人事労務
組織風土

「職員のしおり」目次
・法人理念を忘れないように
・職員としての自覚
・業務の役割分担表
・本年度の事業計画
・行事予定
・保育理念、保育方針、行動指針等
・保育課程、保育年間計画
・中期計画の状況
・今年度の行事当番表
・組織
・ＢＣＰ計画
・緊急連絡先 帰宅計画

処
遇
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【育児休業の職員に対するフォロー】
当該園は、離職率が低く、法人に長く勤めている職員も多い。職員一人ひとりのワ
ークライフバランスを大事にして欲しい、自分の生活が充実していないとよりよい保
育は出来ないという管理者の考えが基本にある。それにつながる取組の一つに、育児
休業を取得する職員への対応がある。育児休業中の職員には、毎月「園だより」を送
って、園の様子を伝える。育児休業中の職員が復帰する際には、園長面談を行い、復
帰の時期や働き方について相談する場が設定され、復帰の時期や時短勤務等、本人の
希望を最優先した対応がとられる。時短の働き方については、他の職員も一緒に検討
する。法律が整備される前から、当該園では、職員の提案によりこういった取組を実
施していた。
取組２

職員参加型により作られたマニュアル等を活用した人材育成

城山保育園上石原のマニュアル（図表３）は、平成14年に法人の全職員が参画する
プロジェクトにより、それまでに作り上げてきた保育（園）のすべてをまとめる形で
作成されたものが基になっている。法人内に新しい保育園ができると、各園固有の内
容をそこに追加して記述する。そうして作られた城山保育園上石原のマニュアルの総
頁数は現在375頁あり、主な内容は次の通りである。現在は、そのマニュアルを基に
バージョンアップを毎年行い、内容をスリム化している。
図表３【城山保育園マニュアル 外観】
理念・使命・目標／役割分担表／職務基準書／子
供に対する対応／保育カリキュラム／保健業務／
虐待防止／給食業務／行事／園の運営関連業務／
緊急時対応業務／見学者、相談者に対する対応業
務／電話対応／一時預かり事業／地域交流事業

『城山保育園マニュアル』作成にあたっては、各自が担当した部分を自分なりに表
現し、仕事内容を記載してそのまま綴じる形とした。そのため、マニュアルに対して、
職員一人ひとりの思い入れがあり、これまで作ってきた保育園の業務の集大成という
位置づけになっている。このマニュアルを浸透させていくことが、園の組織文化をさ
らに強化させることにつながっている。
新人職員に対しては、クラスリーダーを中心としたＯＪＴが実施される。また、新
人職員には、マニュアルに基づいて作成された、入職から３年間で覚える業務のチェ
ックリスト（図表４）が渡される。１年経過後、クラスリーダーと一緒に内容をチェ
ックする。人材育成の際は、指導担当職員が後輩職員と「みんなで」「一緒に」とい
う方法を実践しており、このことも「一緒に保育を作っていく」という当該法人の組
織文化の強化につながっている。
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図表４【城山保育園上石原

社会福祉法人

稲城青葉会

新人OJTチェックリスト】

城山保育園上石原

氏名
年数
１年目

事例３

新人ＯＪＴチェックリスト

担当職員
内容

項目
☆社会人としての心がまえ
・挨拶
・身だしなみ

・遅刻・欠席

・すみやかに行動できる人
に！

１年目 ２年目 ３年目

・顧客はもちろんのこと、職員間でも気持ちのよい挨
拶を！チームワークにつながる。休憩や退勤も周りに
所在がわかるようにする為にも）
・職種に適した身だしなみができているか？爪・アク
セサリー等
・名札はきちんと見えるようにしておく。
・連絡、報告。手助けしてもらった人へのお詫びとお
礼の言葉。急な休みは、当番の変更。
・16:30に１日の様子の確認と健康状態の報告の連絡
をする。
・届出の仕方。
・イレギュラーな出来事、みんなで協力すれば早いこ
と（沢山の荷物や思い荷物が届いた、外回りの大がか
りな整備や、花の植え替えなど）「やります！手伝い
ます！」と速やかに行動できる人材と、上司がまわり
が動いたり困っていても知らん顔の人材…どこの会社
で欲しいと思う人材はどっち？

・時間厳守
・集団行動

・次の場所に移動しましょうとなった時。ダラダラ
しゃべりながら移動？すみやかに移動？待っている人
に迷惑をかけているのは、どっち？

☆稲城青葉会としての心構え
・電話対応

・電話対応（相手にとっては勤務年数に関係ない出た
人に対応が園の印象になる。）
※電話対応マニュアル

まとめ
採
用
育
成
人事労務
組織風土

城山保育園上石原の特徴は、
「みんなで」
「一緒に」保育を行う職員参加型の組織文
化である。職員が保育を実践するときに何か課題が生じた時や、何か実践したい事が
出てきた時には、同僚や上司が一緒に考えてくれる関わりが当たり前になっている。
また、マニュアルに従うこと、中期計画をみんなで立案して役割分担する等の仕事の
進め方などが組織内で共有されている。そのような組織文化は、元々、理事長が保育
士のアイデアを引き出しながら一緒に作ってきた過程によってできたものである。
その組織文化の根底には、理事長が職員一人ひとりと向き合って、大切に関わって
きた姿がみえてくる。当該園では、この職員参加型の組織文化から、職員一人ひとり
の職場への愛着も生まれ、職員の定着も良い。
現在は、理事長と一緒に働いてきた職員が管理職として、職員参画型の組織運営を
受け継いでいる。例えば、部下との関わりにおいては、保育士のアイデアを引き出す
コミュニケーションをとり、中期計画の策定に誰もが意見を言える環境にあり、マニ
ュアルもみんなで修正し続けている。
ただし、そのような組織文化を作っている部下との関わり方や仕事の進め方が、理
事長から管理職へ、そして次の世代へ受け継がれる中で、次第に失われていく可能性
もある。管理職が今後どのように組織を運営していくのかが問われる。

処
遇
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事業者コメント
城所理事長
法人の開設当時は、自分（理事長）が設立した法人なのだから
人には任せられませんでした。だから、理事長である自分が職場
を仕切るのが当然という意識がありました。ただ、協力者が保育
園の開設前からそろっていたわけではなく、そのような状況で、
どのように作りたい保育園にしていくかを考えると、保育士のア
イデアを活かしていくのは、当然のことでした。私は自分のこと
をおせっかいだと思いますが、保育を一緒に考える、何か始める
ときは、自分から動く、上手くいかないときは一緒に悩む、その
ように行動するのが自然でしたし、それは今でも変わっていません。一方で、保育や
仕事は常に変わっていかなければならないという思いを持たなければならないと思
います。今、当法人では新たな取組として、城山保育園南山（稲城市）の立地を生か
して、本格的な里山保育の準備を進めています。いろいろな困難と向き合いながら、
地域の中で、法人が目指す保育環境作りについてチャレンジしています。
主任 （城山保育園上石原は、当該法人における３つめの保育園であるが、
主任は法人設立当時からのベテラン職員であり、当該園の立ち上げから現
在に至る）

私たちの人材育成は、保育の専門知識を学ぶこととは別に、日
常の保育において、
「みんなで」
「一緒に」を実践することを大切
にしています。日々の保育で何か課題が生じた時も、
「やってもら
いたい事」をあまり直接的に言いません。
「どうやろうか、何かア
イデアがないか」を聞きながら、一緒にできることはないかと考
えて関わっています。ただ、時代が変わると、それをプレッシャ
ーに感じる職員も現れるかもしれません。それでも、同じ空間、同じ時間を過ごすこ
とに意味があることを体験として感じているので、顔を合わせてのコミュニケーショ
ンを大切にしたいです。今でも、何かあっても最後は理事長や園長が守ってくれると
いう安心感を持って仕事をしていますが、私たちもそういう存在になれるよう、頑張
りたいと思います。
事業者プロフィール
法人名
社会福祉法人 稲城青葉会 城山保育園上石原
理事長名 城所 真人
園長 城所 理恵
所在地
東京都調布市上石原３丁目８番10
事業概要 保育所
開 設
平成４年
事業所基礎データ ①正規職員24名、非正規職員26名（法人職員数：175名）
②離職率4.2％
③有給休暇取得率 73.2％
※平成28年度データ
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⫋ࡿ࠼⪃࡛࡞ࢇࡳ ۑሙࡍࡿࡓࡵࠊᅬ㛗ࡽྛጤဨ㸦⌧ᅾ࡛ࡣࠊᑓ㛛࣮ࣜࢲ࣮ࡢ
ྡ⛠ࢆά⏝㸧ᶒ㝈ࢆ⛣ㆡࡋࠊලయⓗ࡞ྲྀ⤌᪉ἲࢆ⫋ဨࡀ⮬ศࡓࡕ࡛Ỵࡵ࡚࠸ࡃࡼ
࠺ࡋࡓࠋ⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼࡚⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ୰࡛⫋ဨࡢ୰㈐௵ឤࡀ
⫱ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ۑఇᬤྲྀᚓಁ㐍ࡢࡓࡵࠊఇᬤࡀྲྀࡾࡸࡍ࠸⎔ቃᩚഛᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗࡾࠊ⫋ဨ
ࡢᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡ࡰ㸣ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ႸƷଢᄩ҄Ʊॖᜤો᪃
 ӕኵᲫ

 ᅬ㛗ࡣࠊ⫋ဨࡢព㆑ᨵ㠉ࡢࡓࡵࠊ➨୕⪅ホ౯ࡢᨵၿࢆᅬࡋ࡚┠ᣦࡍࡇࢆ⫋ሙ
ᐉゝࡋࡓࠋࡑࢀࡀࠊ
ࠕ㉁ࡢ㧗࠸ಖ⫱ࢆಖㆤ⪅ࡢࡼ࠺⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࠖ
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事例４

採
用

࠸ࡗࡓ͆ඹ㏻ࡢ┠ᶆ͇ࢆ┠ᣦࡍ௰㛫⫋ဨྠኈࡀኚࡍࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ᚋ㍮ࡢᡂ㛗ࡣᴗົయࡢຠ⋡ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࠸ࡗࡓࠊᚋ㍮⫱ᡂࡢព⩏ࡀᾐ㏱ࡋࡓࡇ
࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛㐍ࡲ࡞ࡗࡓ࣋ࢸࣛࣥಖ⫱ኈࡢᚋ㍮ᣦᑟᑐࡍࡿព㆑ࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ḟࠊಖ⫱ኈࡋ࡚ࡢಖ⫱ෆᐜ㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ᫂☜ࡋࠊ⫋ဨࡢᡭࡼࡿ⮬ᕫホ౯
⾲ࢆసᡂࡋࡓࠋࡉࡽࠊಖㆤ⪅ࡶྠࡌ┠ᶆࢆᣢࡘࡓࡵࠊಖㆤ⪅ྥࡅࡢ⫱ඣㅮᗙࢆᖺ
㸲ᅇ㛤ദࡋࠊಖㆤ⪅ࡶࠕᐙᗞ㣴⫱ຊྥୖ⤒㐣㘓ࠖ⛠ࡋࠊ⫋ဨࡢಖ⫱ຓຊྥୖ
ྥࡅࡓࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖࡢಖㆤ⪅∧ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇࡋࡓࠋࡇࢀࡀࠊಖㆤ⪅ࡢ㧗࠸
ཧຍ⋡ࡢ⥔ᣢࠊྥୖࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓࠊಖㆤ⪅ཧほࡣࠊཎ๎ࡋ࡚࠸ࡘ࡛ࡶྍ⬟
ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ᅬಖㆤ⪅ࡀྠࡌ᪉ྥࢆྥࡃࡇࡼࡾࠊಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

 ӕኵᲬ
ᚸ̖ǛʴᏋƷȄȸȫƱƠƯဇ

࠙⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࠚ
 ᙜヱᅬ࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢ᭱⤊┠ᶆࡣ⮬ᕫホ౯ຊࡢྥୖ࡛࠶ࡾࠊࠕホ౯ࠖࡣேᮦ⫱ᡂࡸಖ
⫱ࡢ㉁ྥୖࡢࢶ࣮ࣝ᫂☜⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⫋ဨࡀホ౯⤖ᯝࢆᜍࢀ࡞࠸
ࡼ࠺ࠊホ౯ࢆ⤥┤᥋ᫎࡋ࡞࠸ࡇࡋࡓࠋࡲࡓࠊホ౯⤖ᯝࡣࠊḟࡢ⾜ືࢆ⪃
࠼ࡿࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆ⫋ဨㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࢆཷࡅࡿࡇࡢᢠឤ
ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ᅗ⾲㸯ࡣࠊᙜヱᅬ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ຓຊྥୖ⏝ࡢᚓⅬᣦᶆ㸦࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㸧
࡛࠶ࡿࠋࠕṇ☜ᛶࠖࠕ㎿㏿ᛶࠖࠕᑓ㛛▱㆑ࠖ➼ࡢ㡯┠ࡽ࡞ࡾࠊࡢ㡯┠ࡣࡉࡽ㸵
ࡘࡢヲ⣽࡞ホ౯つ‽ศ㢮ࡉࢀࡿࠋホ౯つ‽ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ᑐࡋ࡚ࠊಖ⫱ኈ
ࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞ᡂ㛗ࡋࡓጼࢆᩥ❶⾲グࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊホ౯つ‽ࡣࠕ㸯࣭
㸰࣭㸱ᖺ┠ཬࡧ୰ሀ⏝ࠖࠕ࣮ࣜࢲ࣮⏝ࠖ㸰ẁ㝵ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣝ
ࣈࣜࢵࢡࡢෆᐜࡣࠊᚲせࡉࢀࡿಖ⫱ᢏ⾡ࡀఱࢆ⫋ဨ࡛⪃࠼࡚ࠊ୍ࡘࡦࡘ⾲⌧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊホ౯つ‽㡯┠ࡣẖᖺ⫋ဨࡼࡾぢ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢホ౯つ‽ࡣࠊಖ⫱ኈ୍ேࡦࡾࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⫋ဨ
ࡣ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ᗘࠊᅬࡢ᪉㔪ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫホ౯ࢆࡍ
ࡿࡇ⮬యࡀࠊேᮦ⫱ᡂࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᘙᲫƂᧈǁƷᢊƷǓƃ

育

ᆶස
ఎɰƈ
ఎɰƈ
ṟಇẮṠಇẮṡಇ ṜṛಇẮṜṜಇẮṜṝಇ

ាГ༿
ỀỖẮỗẮỘमᆶὅͳܖᄅề
ฤሧ৯ỀႶណՆề

᥄ᥬ৯Ề຺ࡎՆề

ṜậớἶὀᕹỀƖѡҹᓉસềὀᣂἽἶἸؔۇἽᢉٟἩἸὝ
ṝậᆄᦉὀᮭाἽἶἸᢉٟἩἸὝ
ṞậὴᾮᆶසὤនἚὝ
ṟậࠄἻὔὊὀ୰ՌἔἵἸὝἝỖἶỖἶሧ៎ἩἸὝ
ṠậࠄἻὔὀႳၜἽἶἸᢉٟἩἸὝ
ṡậЩᠯᒋἺ๏ఎៃὤἩἸὝ
ṢậࠄἻὔᦉἽЫᯀἧἸὝ
ṜậᔭԋᜋἵἱრܻឦࠪὖԪఎ༿Ѱዿὀሧ៎ὤ্ἬἩἸὝ
ṝậ֬ᬔᦢۂὤዷ͜ἽἩἸὝ
ṞậᔭԋὀនᗴἣẪᜋՠἽἶἸẪᾯ̵ᾅ̵ὖؔۇἽਖ਼ὤᒣἸὝ

ࠄἻὔὀᆄᦉẮસ᫆Ắ֬ ṟậछἽϱἝὤᜋἵἱশẪἻἘἼὝἝỀƖୗࡎềᒉἚὝἘἽἩἸὝ
ᬔᦢۂὤᥩἩẪᜋՠẮ ṠậἻἘἼὝἝᒉἚἱΖὁẪὍἔἵἸὝ
୰ՌἫὝἥἺὁͤפฌ ṡậᝎὀΖἽגᎳὒᬣϱὤҜҪἫὝἝᾯ̵ᾅὖؔۇἽ্Ἤሧ៎ἩἸὝ
ṢậὴᾮὀࠄṜαṜαญὀࠓमἽἼἵἱసὀ߈ὤᒉἚὛὝ

ࡣ᫇ᇵᠢ
ỀᡥϐἔὝЩᓉᣂՆề

ṜậࠄἻὔὀͳὀἜಚἺἩἸៃἩἱᜋՠἩἱἩἸὝ
ṝậࠄἻὔᦉὀٴظඍὤӀಈẮӀਖ਼ἩἸὝ
ṞậᔭԋὀԅಷἼ࿚ὤᎣᆸἽ៎ὓẪ᠑ἵἸὝ
ṟậЩᓉᣂὀؘ។ὝἘἽሀЯὖᒮـϜᠫἹὁ্ἬᾦᾧὤἺࠓὥἹὝ

ṝậᔭԋὀỌἥἺὂọὖỌᜋՠọἹࠄἻὔἻἘՠἱὀἝᆶἽἚὝႳᡉ᭽Ἲ፻ቓ᭽ႶណԅಷὝ
ṞậᔭԋὀỌἥἺὂọὖỌᜋՠọὀᎻὤᦖሧἽ៎ᠢἩἱশẪญἽᄁἝἫἥἺԅಷὝ

ṟậᔭԋὀᣂὤႶᆌἽቄἫᇵᠢὤὔἵἸὝ

ṠậᔭԋὀỌἥἺὂọỌᜋՠọἹݿἩἱΖὁᏊࡠἽᐬ᥇ἧἼ

ṠậᔭԋὀỌἥἺὂọὖỌᜋՠọὤοἽႶណἧἭἘἺՍὓἸὝ

ṡậᔭԋἝὛϱἹὔᔭᆄᆌἽՠἸὝ
Ṣậ୧ԅಔᬀẪ᎔ಱసὁ্ἬࠠἵἸὝ
ṜậࠄἻὔὀἘἽỀࠄἻὔἺἩἸềὴᾮὀἜಚὤἩἸὝ

ṡậᔭԋᆹἽὓἱΖὁᔭԋὔὖἵἸὝઽὁὖὟἘἺἩἸὝỀᔭԋὀនᗴἽᡥϐὤଢἶề

ṝậὴᾮẪـϜẪЛዿὀξΖὤᥴὥἹॻדἣὝἥἺἹԅಷὝΖὤܾὖἩἸὝ

ṞậὴᾮẪـϜẪЛዿὀξΖὀҜҪᮭϫὁϱἝᒣἸὝ
ṟậᾯ̵ᾅ̵ὀՠὤἸἸẪἯὀۈὤ্ἬἿὝἘἽἩἸὝ
ࠄἻὔẪᾖ̵ᾍᾏ̵ὤ
ᾯ̵ᾎἫὝ֮ԣԖ௸Ẫ ṠậრܻѰὀᬣẪࠡҹዷ͜ἽἩἸὝ
ṡậࠄἻὔὀસ᫆ἽἶἸᢉٟἩἸὝ
௸ՆὁႳܣἹͤפฌ

૦ᜎẪ૦ᓟ

ṜậᔭԋὀỌἥἺὂọὖỌᜋՠọࠄἻὔἽἻὀἘἽỌϞὡἵἸὝọἝႶណἹὝ

ṢậᔭԋὀᾤἽἶἸ֮᠑ὝΖԅಷἸὝ
ṜậᦊὖԅಷἼ࿚ὤఠሧἽᇵὝἥἺસ᫆ὀ᪄ἲἺὡἝὝ
ṞậЩᓉᣂὤႶᆌἽ។ὝἘἽᔭԋὀᾓ̵ᾍὖᾦᾧὤἸὔὛՌនἩἸὔὛἵἸὝ

ṢậௗἚἸὔὛἵἱΖὖࠓὥἲΖὁ্ἬᣂἩἸὝ

ṠậࠄἻὔᦉὀฐὤॻԅἩẪἝἶᆌሧἼસ᫆ὤМἫἽ্ᝰἼௗಪẮᦀὅẮᦁՠẮᯠΖዿὀЩᓉӈ࠻ὖ
୰ՌὤՕᆌἽᣂԅಷὝ

ṡậᔭࣿὀ͢ἽἶἼὝሀЯἽᔭᆄᆌἽՉἩἸὝ
Ṣậᔭࣿὀ૦ᜎẮ૦ᓟ͢ὤ᭥ἩỀ᠐औὤἫὝዿề״ዿὀ૦ᜎẮ૦ᓟὤ᱕ὓἸὝ
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遇

ࡣ᫇࠹ἺἩἸὀᇵᠢẪ૦ ṟậЩᠯᒋἽθఎὀЩᓉἽἶἸ্ἬៃὤἩἸὝ
ᜎẪ૦ᓟὀגὁͤ פṠậಒὀἜὁἘẪᦁՠẪᦀὅẪᯠΖዿὀՠὤࠄἻὔἺӀἽඍἩὥἹὝ
ฌ
ṡậሀЯἽὁᔭԋՉἩẪᔭࣿ͢ὊՍὓἸὝ

Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ

処

ṝậᦀὅὖᾙὧᾓዿὀᾱᾖ̵ᾍᾯ̵ὤ্ἬܾὖἩἸὝ

ṢậᔭԋὀỌἥἺὂọὖỌᜋՠọὀᡥϐὤछἽᔭἩἸὝ
ṜậὴᾮὤॻἵঊὝἥἺԅಷὝ
ṝậὴᾮẪـϜẪᦽᑗҹϰὀЩᓉՠὤӉཔἽᥴὓἸὝ
ṞậξΖẪὴᾮẪᔭԋὀἯὀܣὀҜҪᮭϫὤԖ௸ԅಷὝ
ṟậᾖ̵ᾍᾏ̵ὀՠἽװἵἱ୰ՌԅಷὝ
ṠậΖ்ὤΓ༠ἩẪࠡҹὤሧЩἩἱრܻѰᆌሧἽԅಷὝ
ṡậԖ௸Ắ௸ἩἱᎻẪὍฤἩસ᫆ὤὝἥἺԅಷὝ
ṢậԖ௸Ắ௸ἩἱᎻẪᦊἚἱװܣẪฤἩἡᾚὮᾲ̵ԅಷὝ
ṜậᔭԋὀЩᓉᣂὀฤ៘ὤฤἩἡ៎ᠢԅಷὝ
ṝậᔭԋὀᣂὤ᱕ὓὝἱὓἽᾱᾖ̵ᾍᾯ̵ὤܾὖἩἸὝ
ṞậᣂἺႶἺឮକỀ౽ᯍềὤᎻὅἶἣὝἥἺԅಷὝ
ṟậЩᠯᒋὤὒዷ͡ᒋἽᔭࣿὀᣂἺՕὤ៝ఠԅಷὝ

Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ
Ṝ
ṝ
Ṟ
ṟ
Ṡ
ṡ
Ṣ

θमॅẪᦉસԅಷἱὔὀἽ
ɥɰƈɰญमॅẪᔭࣿસ᫆
ὀᆶසἽἩἱᄨתὤṜἶ౽
ἡ

組織風土

ἚװἘύἺἩἸẪࠄ
Ἳὔὤᾯ̵ᾎἫὝЩᓉݜ
ἺἩἸẪᡥϐἼᦽԋὤ
࠻៎ἩἼ៕ἧὁͤ
פฌ
ԋೊẪԖ௸Ն
ỀԖ௸ՆẮ௸Նề

ṜṙṡἶὀᕹỀƖѡҹᓉસềἹ၉ΖὤᒉἚὛὝ
ṝậᆄᦉὀᮭाὡἝὝ
ṞậᆶසἽἵἸ୰ՌԅಷὝ
ṟậׯɴὀࠄἻὔὀᓉἳἽװἵἱᆌሧἼ୰ՌԅಷὝ
ṠậṜαṜαὀࠄἻὔὀႳၜႶណἹὝ
ṡậлαࣾἽװὡἭἱ୰ՌἽἶἸЩᠯᒋἽՌនἹὝ
ṢậࠄἻὔὀৌἽࡀ༈ἘἥἺԅಷὝ
ṜậҪὤᥩἩἱრܻឦࠪẮ༿ѰԅಷὝ
ṝậ֬ᬔᦢۂԅಷὝ
ṞậশὀՕὤᒉἚἱនᗴἣẮᜋՠἺὝ
ṟậΖὀԪশὤୗࡎԅಷὝ
ṠậୗࡎἩἱΖὍἔἵἸὝ
ṡậҪὤᥩἩἸҜҪᮭϫὤᇣᆌἽԖ௸ԅಷὝ
ṢậṜαṜαὀࠄἻὔὀࡦಷὀ߈ὤᥩἫ

ᔭԋԅಷἱἺἥὟ
ἽɶɰƈɰθमॅẪ
၌Ἵ᮲ঊὟἘἺἫὝ
ᄨתὤ౽ἡ

人事労務

मᵩἽປἵἱẪࠄἻὔὀ
ᆄᦉὀႶណὤἫὝἥἺ
ὁẪѡҹᓉસἽͤפฌ

ាГ༿Ềᾯ̵ᾅ̵ᄅề

成




















मॅɰɰસ᫆Ὂὀᦈὀɰɰɰɰɰɰɰὴᾮắɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰắ























ὸᾤᾪᾐὶ̵ὼᾬᾸ ṜậᔭԋἝὛەὀᕣɴἼᒮـἽៃἩἝἣἸὝ
Ềὸᾤᾪᾐὶ̵ὼᾬᾸ૦ᜎՆề ṝậὴᾮὀࠄἻὔὖខἺ๏ఎៃἩἸὝ

ṜậࠄἻὔẮᒮـẮЩᠯᒋἺὸᾤᾪᾐὶ̵ὼᾬᾸἺὝ
ṝậខὖࠄἻὔὀ৯ഋὤᇵẪႶណԅಷὝ

ṞậὴᾮὀࠄἻὔὖខẪҹـἺὡὝἘἽՍὓἸὝ

ṞậлɴἽװἵἱϞἚԅಷὝ

ࠄἻὔẮខẮᒮـዿẪەӈ ṟậᔭԋὀસ᫆ὁЩᓉەҹـ୰ἩἸὝἥἺὤᔭἩἸὝ
ݰЛᒋἺὀЫᯀЛ ṠậؔۇἽͤὤͥἚἼਲὖៃἩἽछἽὤρἣἸὝ
ὤἶἡὝἥἺὁͤפฌ ṡậᔭԋἝὛՌនἧἽᜋἵἱẪՌនἧἱশẪἯὀαἽؐܢἽᜋἵἸὝ

ᡥϐ৯ỀশᤘᓉસՆề

ṡậខὀនᗴἽ៕ὤὔἵἸӀਖ਼ἩἼὛϞἚὝ

ṢậࠄἻὔἽᡝἣἼϫસ᫆ἩἸὝ

ṢậࠄἻὔἺខὀͯὀᓉἳὤ୰ՌԅಷὝ

ṜậᔭԋႶណԅಷἸἼἻἥἝẪԋἝἵἸὝ

ṜậᆹὀႶណὀኇॅὤἺὝἥἺԅಷὝ

ṝậᔭԋὀಘညἧὤẪ͜ᄁફג؞Ꮃὒ߈թὤἭἸẪὰᾕ̵ἩἘἺἩἸὝ ṝậᔭԋὀϰᰲẮᇵᠢὤлɴἽװὡἭẪତἩἸὝ

Ṟậᔭԋὀ͢ὀẪؐܢẮᥰᏀẮᆹ៧ὤ্ἬᜋἵἸὝ

ṞậତἫὝἱὓὀؐܢẮᥰᏀẮᆹ៧ὤ্ἬᜋἵἸὝ

ಚαͤసἽఠὛἝἽ ṟậᔭԋὁەὀݸԌἼαಪἲἝὛἥἯẪᔭԋὀἧἼᾤەҹϰὀٟᯄἺἼὝἥἺὤᔭἩἸὝ
ἼὝᔭԋὀᇅГὤႶណ Ṡậ๏ఎὀЩᓉᣂἹ্ἬϱἝὤࠓὅẪᾓ̵ᾍἽגἵἸὝ
ἫὝՆὁͤפฌ
ṡậᔭԋὀᕡৌὤሴἡՍՆὤఎɴἩἸὝ

֠៤৯ẮᥰỀҹϰ૫୬Նề

ṟậᔭࣿὀϞᦉᎻὤᔭԋἹ্Ἤሧ៎ἫὝ
ṠậݠἣẮਲዿἽछἽὤρἣẪؔۇἽͤὤͥἚἼ

ṟậەҹϰἹαಪὤᓉસἩἸὝἥἺὤछἽᔭἩἸὝ
ṠậṺṵṿὖᆼϜዿẪᆹὤᓉસἫὝොϜὤ୧АἩἸὝ
ṡậᓉἸὝẪତἫὝźἺἘଢἳἲἣἹἼἡẪӀἽᓉἶźᠢὤଢἵἸὝ

ṢậᔭԋὀξΖἽὁᡥϐἔὝἥἺὤᇵẪ্ἬὖἤἸὝ

ṢậݿἩἱἥἺἽࡠἩẪ៷ὓὝὀἹὁἼἡẪႶណἹὝὐἹӃϰᆌἼᾱᾞᾰἹៃἩװἵἸὝ

ṜậᔭԋὀὴᾮἲἣἹἼἡẪοὴᾮὀࠄἻὔὖᒮـἺὀᎵἷἡἽՒὥἹὝ

ṜậṜαṜαὀࠄἻὔἺὴᾮᬺۄἺὀᗊ࠹ẮەҹϰὤᮻἽҸἱЩᓉ୰ՌԅಷὝ

ṝậᔭԋὀὐἝἧἱξΖἲἣἹἼἡẪοὀαὔՌἣἸἔἤἘἺ৪ὖὤଢἵἸՠἸὝ

ṝậᔭԋỀὴᾮềἲἣᕡἣὂἺἘỌᦽԋಅᦖọἹὁἼἡẪەҹϰἘὐἡۂὝἘỌҹϰಅᦖọ
ὀᒉἚὤछἽἫὝἥἺԅಷὝ

ṞậࠄἻὔỖαỖαὀՠὤᥚἧἼἘἽՍՆἩἸὝ

ṞậەҹϰὀࠄἻὔṜαṜαὀՠὤᥚἧἼ

αὤฤἩἡἡἽὁᦽ ṟậఒᄨẪᄨὔὓẪݸαὀϫᑕἺࠄἻὔὀαὤᒉἚẪՠἡἘἽἩἸὝ ṟậᔭԋἺᾖ̵ᾍᾏ̵ὀϫᑕẪՠὤछἽԖ௸ἩẪତቄἹὝ
ԋಅᦖἹὁἼἡẪҹϰ
ṠậەҹϰὀξΖὤႶណἫὝἱὓẪᔭԋἝὛᥴὥἹϞὤἩἸὝ ṠậەҹϰὀξΖὤႶណἩἸὝ
ಅᦖἹἔὝἥἺͤפ
ṡậἧἼᾤὖݸἼݿὤᦢۂἫὝἱὓẪᎪἝἥἺὔ্ἬؐܢἩἸὝ ṡậەҹϰἹגᎳὓὝἘؐܢསἼ
ฌ
ṢậἻὀὴᾮὀࠄἻὔὀΖὔẪญमॅẪᔭԋὀὴᾮἽἼὝפᓟ৯ἔὝἥἺὤᔭἩẪᇵὟἘἺἩἸ
Ὕ

ᔭࣿ٠ᆄỀᔭࣿᓉસՆề

ṝậᔭԋὀݿὖᾤἝὛญὀᆶසὤᔭԋἹἱἸἸὝ

ṝậญमॅὊὀᆶසᦉસॅװὡἝὝ

ṞṙṜΆಇἦἺἽἩἹὔસ᫆ԅಷἱ࿚ὤἶἣἸὝ

ṞậᔭࣿὀᆶසᦉસॅװὡἝὝ

ṟậᔭԋὀฌ࿚ὤᔭἩẪᔭࣿጣႶỀѡोጣႶὤὒềὤ͟ҹἽἩἸὝ

ṟậᔭԋὀฌ࿚ᔭԋἹὡἝẪญὀᾚὮᾲ̵ὀຣὤᔭԋἹἶἣἸᾚὮᾲ̵ἩἸὝ

αỀࠄἻὔẮЩᠯᒋềὀԪ
ἽዊἶᒠᒮἽἶἡὔὀ ṠậەὤᓏᡝἵἸἱἶỖαἺἩἸᔭἩẪᔭࣿጣႶỀѡोጣႶὤὒềὤ͟ҹἽἩἸὝ
Ἵὁͤפฌ
ṡậՌនὤᎣᆸἽדἣҸẪᔭԋὀᜋՠὤฤἩἸὝ
ᔬොݪՆỀᔬොݪՆề

ṢậἻὀὴᾮὀࠄἻὔὀΖὔ૫୬ἩἸἜẪЩᠯᒋἝὛᒣἝἸὔጇἚὛὝ

Ṝậ״Ἢݿὖᾤὤᐬ᥇ἩἱసẪἯ״Ἢ৯ᢉὀὔὀἲἺԋἝὝ Ṝậ״ἪᦃἳὤἜἝἧἼἘἽᔭԋἹՍՆԅಷὝ

ṠậەὀᎸڀᒋὀỖαἺἩἸᔭἩἸὝ
ṡậৗؐᆹὀὤᎣᆸἽἺҸὝἥἺԅಷὝ

ṢậЩᠯᒋἽἜಚἺἼὝᣰἲἩἼὑἽὤρἣἸὝ

Ṣậࡣ᫇࠹ἺἩἸЫᯀἧὝᣰἲἩἼὑὤৌἣἸὝ

ṜậҪᤘὀᜋՠὤฤἩἡшἹὝ

ṜậᔬොݪἽࡠἩẪՠἣὝ

ṝậᔭԋἺὟἘἺἩἸὝᜋՠὤនᗴἽἩἸؔۇἽϞἚἸὝ

ṝậἯὀܣὀၜຜἽἪẪەұẮᎳὥἹὝᆹỀᒮـẮᾖ̵ᾍềὊᆌሧἽତቄἹὝ

ṞậؔۇὀՠἽװὡἭἸẪᔭԋὀᜋՠὀՠὤݪἚὝἥἺԅಷὝ ṞậᔬොݪἽତቄἩἱἥἺὤᔭὛᜋՠἹὝ
ṟậ৭ἼᾔᾜᾐᾸήὀᬣẪ্Ἤᾯ̵ᾅ̵Ẫە᫆࠱ἽᔭԋἹᒣἽᜋἡ

छἽݪՠἫὝసẮαẮ၉Ắ
ܣἽἔἵἱᜋՠὤἺ ṠậᆌሧἽՠἣὝἘἽẪᥰᏀẮᆹ៧ẮؐܢὤᔭԋἝὛᜋἵἸὝ
ὝՆὁͤפฌ
ṡậତቄὤἵἸὝἲἣἹἼἡẪᔭᆄᆌἽՠἸὝ
Ṣậຏ࢙ὀՌនὖᎸᰲՆἽἼὝἥἺὤᇵẪᔭԋἝὛՌនὤὔὛἵἱẪϞἵἱἩἸὝ

ṟậ৭ἼᾔᾜᾐᾸήἽᆌሧἽࡠἹἱἝὤỀە᫆࠱ὤὓềሧ៎ԅಷὝ

ṠậᆌሧἽՠἣὝἘᥰᏀẮᆹ៧ẮؐܢὤฌἝἫἥἺἼ
ṡậତቄἧὝἲἣἹἼἡẪᔭὛὔᦖഋἽՠἣὝ
ṢậՌនὤ೧ᤀἽדἣҸὝ߈թὤৌἣἸὝ
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⏝ㄒゎㄝ ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ
 ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㸦UXEULF㸧ࡣࠊከᵝ࡞㈨ᩱࡸሗࡽࠊᏛࡧࡢᐇ⌧≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵά⏝ࡍࡿ
ᚓⅬᣦᶆࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕホ౯つ‽ࠖ
㸦ࡘࡅࡓ࠸ຊࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢほⅬࢆලయⓗ♧ࡋࡓࡶࡢ㸧
ࠊ
ࠕホ౯㈨ᩱࠖ㸦ホ౯ࡢᑐ㇟ࡋ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓලయⓗ࡞ሗ㸧ࠊࠕホ౯ᇶ‽ࠖ㸦ࡑࡢຊࢆ㌟ࡘࡅ࡚
࠸ࡿ⛬ᗘࢆ᫂♧ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ㸧ࡢ㸱ࡘࡽ࡞ࡿࠋࡇࢀࢆ⫋ဨࡢಖ⫱ຓຊྥୖࡢࡓࡵࡢホ౯
ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓࡢࡀᮏᩥ࡛⤂ࡋࡓ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ


࠙ᣦᑟィ⏬⾲ࡢά⏝ࠚ
 ⫋ဨࡢேᮦ⫱ᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᙜヱᅬ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢࠕ᭶ูᣦᑟィ⏬࣭ಖ⫱⤒㐣㘓ࠖ
㸦ᅗ
⾲㸰㸧ࡶά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢩ࣮ࢺࡣࠊᏊࡶࡢᖺ㱋㸦᭶㱋㸧࠾ࡅࡿᣦᑟィ⏬୍ぴ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᏊࡶ୍ேࢩ࣮ࢺࢆ㸯ᯛ⏝ពࡋࠊᖺ㱋ࡈ」ᩘࡢࢩ࣮ࢺ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢಖ⫱⤒㐣ࢆẖ᭶グ㘓ࡋ࡚࠸ࡁࠊグ㘓ࢆࡘࡅࡿᗘࠊࢩ࣮ࢺグࡉࢀࡓ
ලయⓗ࡞ᣦᑟィ⏬ࢆㄞࡴࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᙜヱᅬࡢಖ⫱᪉㔪ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࢩ࣮ࢺࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽぢࡿࠊⓎ㐩㛵ࡋ࡚ࠊᏊࡶࡀ㌟ࡘࡅࡓࡶࡢࡀḟ
ࡢⓎ㐩ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀࡼࡃศࡿࡼ࠺ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠊ⮬ศࡀᯝࡓࡍ㈐௵㸦ಖ
⫱㸧ࢆ⮬↛ព㆑ࡉࡏࡿ㸦⪃࠼ࡉࡏࡿ㸧ࢩ࣮ࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㐃ືࡋ࡚ࠊホ౯⤖ᯝࢆྍどࡋࡓ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺࡀ⏝ព
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ⾲㸱♧ࡋࡓࡢࡣࠊࠕಖ⫱ኈ㈨㉁ྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㛵ࡍࡿࣇ࣮ࢻ
ࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋᅗ♧ࡋࡓࡶࡢࡣᅄ༙ᮇࡢ㸯ᮇศ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᅄ༙ᮇࡈ୍ࡘࡎࡘ
୪ࢇ࡛⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊᖺࡢ⮬ศࡢ㐩ᡂࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠙᪂ே⫋ဨࡢ⫱ᡂࠚ
 ᪂ே⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢁࢇ࡞ே㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃ᪉㔪࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᪂ேࡣึࡵࠊ⮬ศࡢࣀ࣮ࢺࢆᣢࡘࡇࢆ⩏ົࡅࡽࢀࠊ
ࠕ᪂ே◊ಟ୍ぴ⾲ࠖ
㸦ᅗ⾲㸲㸧
ࢆ㸯࣮࣌ࢪ┠㈞ࡾࡅࡿࠋࡇࡢ⾲ࡣᏛࡪෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ
Ꮫࡪࡓࡵࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍㏻ࡾࡢඛ㍮ࡓࡕ㛵ࢃࡽ
࡞ࡅࢀࡤ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ᵓᡂࡉࢀࠊࡘ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢆྵࡴࣇ࢛࣮ࣟࡶཷࡅࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


－30－



ᘙᲬƂஉКਦݰᚘဒȷ̬Ꮛኺᢅƃ

採
用
育
成
人事労務
組織風土
処



























ᘙᲭƂ̬ᏋٟឋӼɥȗȭǰȩȠ        ᘙᲮƂૼʴᄂ̲ɟᚁᘙƃ
ȕǣȸȉȐȃǯᲢׄҞЎǛ৷ቦᲣ
ƃ


























事例４

遇

－31－


ೌᨂᆆᜯƴǑǓǈǜƳưᎋƑǔᎰئǛನሰ
 ӕኵᲭ

 ⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊጤဨάື≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊᅬ㛗ࡀྛጤဨᶒ㝈ࢆ⛣ㆡࡋࠊ
ࢆ௵ࡏࡿᙧࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋᅬ㛗ࡣ┠ᶆࡸ᪉㔪ࢆ᫂☜♧ࡋࠊලయⓗ࡞ྲྀ⤌᪉ἲࡣ
⫋ဨࡀ⮬ࡽỴࡵ࡚࠸ࡃࠋጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊྛጤဨࡢどⅬࡽᅬࢆ⤒Ⴀࡍࡿ㈐௵
ᶒ㝈ࢆᢸ࠸ࠊ⫋ဨࡣဨ࡞ࢇࡽࡢጤဨᡤᒓࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺ⫋ဨࡔࡅࡢ㆟
ࡶ࠶ࡾࠊࣃ࣮ࢺ⫋ဨࡶ◊ಟὴ㐵ࡍࡿ࡞ࠊࣃ࣮ࢺ⫋ဨࡶࡋࡗࡾྠࡋ࡚⨨
࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺࠸ࡗࡓࠊ⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼࡚⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ୰࡛ࠊ⫋ဨࡢ୰㈐௵
ឤࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃࠋ⌧ᅾࠊྛጤဨࡢጤဨ㛗ࡣᖹᡂᖺ᪂タࡉࢀࡓࠕ⫋ົศ㔝ู࣮ࣜ
ࢲ࣮ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ˁʙƷᡶǊ૾ǛᙸႺƠŴ˞ୗӕࢽྙᲟǛᢋ
 ӕኵᲮ

 ⫋ဨࡢᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡ࡣࡰ㸣࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㧗࠸ྲྀᚓ⋡ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢ
ᕤኵࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚ࠊᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨୍ࠊᅬ㛗ࡽ⫋ሙᑐࡋࠕ⫋ဨࡀẖᖺࠊࡍ࡚ࡢ᭷⤥ఇᬤࢆྲྀᚓࡍࡿࡼ࠺ࠖ
ᐉゝࡍࡿࠋ➨ࠊ᭷⤥ఇᬤࢆࡍ࡚ᾘࡋࡓᚋࡶࠊẼࠊᨾ࠶ࡿ࠸ࡣᏊࡶࡢ
┳ㆤ➼࡛ఇࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࠋ➨୕ࠊࢡࣛࢫ」ᩘᢸ௵ไࡢ㓄⨨ࢆࡗ࡚࠸ࡿ
Ⅼࠋ➨ᅄࠊᖺᗘᮎࡢࡢศࡅ㆟ࠋ↓㥏ࡔᛮ࠺సᴗࢆ᭩ࡁࠊᮇᮎ⫋ဨ࡛
㆟ㄽࡍࡿࠋ
 ఇᬤࡢಁ㐍ࡘ࠸࡚ࡣࠊఇࡵゝ࠺ࡔࡅ࡛ࡣᴗົࡀᅇࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࢁࢆࠊ
ຠᯝⓗ࡞ᴗົࡢᐇࡼࡗ࡚ྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ǇƱǊ


 ಖ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠊேᮦ⫱ᡂ࠾ࡅࡿホ౯ࡀࠊᙜヱἲேࡢ≉ᚩ࡛
࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡃࡘࡢྲྀ⤌ࡀ」ྜⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊホ౯ࡢᩥࢆ⫋ဨ᰿ࡏࡿᅵྎࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ⫋ဨᅬ㛗ࡀྠࡌ┠ᶆࢆ
ᣢࡘ࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺┠ᶆࡣࠊ⫋ሙ࡛ྠࡌ┠ᶆᑐࡋ࡚༠ຊࡋ࡚㐩ᡂࡍ
ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ➨୕⪅ホ౯ࡣಖ⫱ࢆ㧗ࡵࡿࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࠊෆ㒊◊ಟ
⨨࡙ࡅࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࠊ⫋ဨᑐࡋ࡚ホ౯ࡣᜍࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖ⫱ࡸ⮬ศ⮬㌟ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢሗ࡛࠶ࡿࡇࡢ⌮ゎࡀᾐ㏱ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿ࠊホ౯つ‽ࢆ⮬ศࡓࡕ࡛⪃
࠼ࠊぢ┤ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣ㔜せ࡞࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋホ౯ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ༢
ุᐃࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠺࠶ࡿࡁࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿෆᐜࡲ࡛సࡾࡇࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏࡢホ౯つ‽ࢆࡑࡢࡲࡲูࡢᴗ⪅ࡀά⏝࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊ⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼ࠊぢ┤ࡋ⥆ࡅࡓホ౯㡯┠ࡀ࡛ࡁࡿࠊ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡓࡧࡑࡢಖ
⫱ኈࡸಖ⫱ᅬࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡞࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᙜヱἲே࡛ࡣࠊ⫋ဨᑐࡍࡿᶒ㝈⛣ㆡࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᢸᙜࡢࢆ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚
ศᢸࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ⫼ᬒࡣࠊᬑẁࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢከࡉࠊ⮬ᕫホ౯័ࢀ࡚ࠊ
⮬ศ࡛ࢆࡼࡾࡼࡃᨵၿࡋ࡚Ⓨࡀ࡛ࡁࡿࢫ࢟ࣝࡀ࠶ࡿࠋホ౯ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᨵၿάືࢆ
✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࡽࠊ⮬↛㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࢆᅇࡍຊࡀഛࢃࡗ࡚ࡁࡓゝ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡉࠊࠕホ౯ࡣ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠖࡇࢆ┿ᦸᐇ⾜ࡋ࡚ࡁࡓ
࡛࠶ࡿࠋ
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ᓥࢼ࣑࢜ಖ⫱ᅬ ఀ⬟ᅬ㛗
 ᙜἲேࡀ⌮ᛕࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠕ⫱ᡂࠖࡣࠊಖ⫱ᅬ
㏻ࡗ࡚ࡃࡿ┠ࡢ๓ࡢᏊࡶᑐࡋ࡚ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖㆤ⪅ࡸ
ᆅᇦ♫ᗈࡆࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦࡸᐙᗞ࠾࠸࡚ࠊࡲࡓࠊ
༞ᅬᚋࡶಖㆤ⪅⮬㌟ࡀᏊࡶ㐺ษࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡿ࠸࠺ᴫᛕࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋಖ⫱ኈࡣࠊᏊࡶࡢᚋ
ࡸࠊ༞ᅬᚋࡢࡇࡲ࡛⪃࠼࡚ࠊࢇ࡞ᨭࢆࡍࡿࡢ࠶ࡿ࠸
ࡣぢᏲࡿࡢࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࠊᏊࡶࡢ⫱ࡕࡢࡓ
ࡵࡢᨭෆᐜࢆಖㆤ⪅ࡶ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀ⫱ᡂ
ࡣḞࡏࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵࡶࠊಖ⫱ㄢ⛬ࡣᥖࡆࡿࡓࡵࡔࡅࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽពࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᥖࡆࡿࡢ࡛
ࡍࡽࠊ᪥ࠎࡢಖ⫱ⴠࡋ㎸ࡳᐇ㊶ࡍࡁ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡔࡽࡇࡑᏊࡶࡓࡕ
ࡢᡂ㛗ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊࡇࡢᚋࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱ࢆ⾜࠺ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡑࡇ࡛
ࠕホ౯ࠖࢆಖ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡛ࡣࠊ⫋ဨࡶホ౯⤖ᯝࡣࠊ
⮬ศࡢࢆ㧗ࡵࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡔศࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀホ౯ࡉࢀ
ࡿࡇࢆᜍࢀࡲࡏࢇࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⤌⧊ࡢ┠ᣦࡍ᪉ྥࢆ♧ࡍࡇࡀࠊᅬ㛗ࡢࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᅬ㛗ࡢᙺ
ࡣ⫋ဨࡢᚰⅆࢆࡘࡅࡿࡇ࡛ࠊⅆࡀࡅࡤᚋࡣ⫋ဨࡀⅆ✀ࢆࡁࡃࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᅬ㛗ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢᙺࡣࠊ⫋ဨࡢ⬟ຊࢆ᭱㝈άࡏࡿ⎔ቃࢆసࡿࡇ࡛
ࡍࠋࡑࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊࡳࢇ࡞ࡀ௰Ⰻࡃࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ୰࡛ࡶࣉ࣮ࣛ࣋
ࢺࢆྵࡵ࠾࠸࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢆ┦ㄯࡋྜ࠺⎔ቃసࡾࡀษࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
㛵ࡍࡿሗࡶ࡚࣮࢜ࣉࣥࡍࡿࡼ࠺ᚰࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࢡ࣮࣒ࣞࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⫋ဨయ࡛ඹ᭷ࡋ࡚ၥ㢟ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⫋ဨࡶྥୖࡢᶵࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ᚋࡶࠊ⫋ဨࠊࡇࡶࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࡢࠕ⫱ᡂࠖྥࡅ࡚ྥୖࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸
㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ʙಅᎍȗȭȕǣȸȫ


ἲேྡ  ♫⚟♴ἲே ࢲࣅࢹ ᓥࢼ࣑࢜ಖ⫱ᅬ
⌮㛗ྡ ㈡㔝 ᫀᏊ
ᡤᅾᆅ  ᮾி㒔ᓥᕷ⋢ᕝ⏫
ᴗᴫせ ಖ⫱ᡤ
㛤 タ  ᖺ
ᴗᡤᇶ♏ࢹ࣮ࢱ ձṇつ⫋ဨྡࠊ㠀ṇつ⫋ဨྡ
         ղ㞳⫋⋡ 㸰㸣
         ճ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡ 㸣
         ͤᖹᡂᖺᗘࢹ࣮ࢱ
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ʙ̊ƷƋǒǇƠ

࠙ྲྀ⤌ࢆጞࡵࡿ๓ࡢ⫼ᬒࠚ
♫ ۑ⚟♴ἲேᮾிඣ❺༠࡛ࡣࠊᩘᖺ๓ࡲ࡛ࠊேᮦ☜ಖ࠶ࡓࡗ࡚᥇⏝㍈㊊ࢆ
⨨࠸࡚࠸ࡓࡀࠊ᥇⏝ᅔ㞴࡞≧ἣࢥࢫࢺ㠃ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᅬࡈࡢ㞳⫋
⋡ࡢ᱁ᕪࡀࡁ࠸࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋ

࠙ྲྀ⤌ࠚ
 ۑேᮦ☜ಖ࠶ࡓࡾ᥇⏝ࡽᐃ╔ಁ㐍ຊࢆධࢀࡿ᪉㔪㌿ࢆᅗࡗࡓࠋ
⫋ ۑဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ᥇⏝ࢥࢫࢺࢆᢚ࠼ࠊ⫋ဨᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿ⟇ࡢᥦ౪
ࡼࡾࠊ㞳⫋ࡢᢚไࡘ࡞ࡀࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⫋ ۑဨࡢ‶ࢆゎᾘࡋࠊ⫋ဨࡢᐃ╔ࢆࡣࡿࡓࡵࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡼࡿ⫋ဨࣄ
ࣜࣥࢢຍࢃ࠼ࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊฎ㐝㛵ࡍࡿᙉ࠸ッ࠼ࡅ
ࡀ࠶ࡾࠊ⫋ဨཧຍᆺࡢฎ㐝ᨵၿࡼࡾฎ㐝‶ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡋࡓࠋ
 ۑฎ㐝ᨵၿࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡶグ㍕ࡋࠊ⫋ဨࡶ㓄ᕸࡍࡿ
ࡶࠊไᗘᨵᐃࡸㄢ㢟ࡢྲྀ⤌ࢆグ㍕ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆ⫋ဨㄝ᫂㈨ᩱࡋࡓࠋ
 ۑᚰ⌮࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢࣄࣜࣥࢢ୪ࡧᚑᴗဨ‶㊊ᗘㄪᰝࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࡣ
ẖᖺ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡋࠊ
ࠕᖺᗘࡢㄢ㢟ࡢⓎ᥀ࠖࠕᖺᗘࡢㄢ㢟ࡀゎᾘࡉࢀࡓ
࠺ࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࢶ࣮ࣝࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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事例５

採


ᩉᎰᎍǛถǒƢƨǊƴŴᎰՃƷžʻſƷȋȸǺǛ৭੮
 ӕኵᲫ

࠙㞳⫋ࢆᢚ࠼ࠊᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿどⅬࠚ
 ♫⚟♴ἲேᮾிඣ❺༠ࡣࠊᩘᖺ๓ࡲ࡛ࠊேᮦ☜ಖࡢ⟇ࡣ᥇⏝㍈㊊ࢆ⨨ࡁࠊ
㞳⫋⪅ࡢ⿵࡚ࢇࡣ✚ᴟⓗ࡞᥇⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡛㈥࠺᪉㔪ࢆࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ᥇⏝ᅔ
㞴࡞≧ἣࢥࢫࢺࡢഃ㠃ࡽࠊ᪂つ᥇⏝ࡼࡾࡶᐃ╔ಁ㐍ຊࢆධࢀࡿ᪉㔪㌿ࢆ
ᅗࡗࡓࠋ
 ⌧ᅾࡢᮾி㒔ෆ࡛ࡢ᥇⏝άືࡿࢥࢫࢺࡣ᪂༞⪅࡛࠶ࢀࡤ୍ேᙜࡓࡾ
㹼ࡀ┦ሙ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀேᮦὴ㐵♫ࡼࡿ⤂ணᐃὴ㐵࡛࠶ࢀࡤࡉࡽ
ࢥࢫࢺࡣୖࡀࡿࠋࡇࢀࡔࡅࡢࢥࢫࢺࢆࡅ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶỌ⥆ⓗἲே࡛ാ࠸࡚ࡃ
ࢀࡿ☜⣙ࡣ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊᐃ╔㛵ࢃࡿࢥࢫࢺࡣࠊ᥇⏝ࢥࢫࢺࡼࡾࡶࠊࡣࡿࢥࢫࢺ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣⰋ࠸ࠋ
 ⫋ဨ୍ேᙜࡓࡾࡢࢥࢫࢺࡀᢚ࠼ࡽࢀࡓࡽࠊࡑࡢศ⫋ဨ୍ேࡦࡾᑐࡋ࡚‶㊊ᗘࢆ
㧗ࡵࡿ⟇ࢆᥦ౪ࡋࠊࡉࡽ㞳⫋ࡢᢚไࡘ࡞ࡀࡿάືࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࢥࢫࢺ㠃࡛ࡢẚ㍑ศᯒࡶࡋࡗࡾ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᐇࡍࡿ⟇ࡸᑐ⟇┠ⓗ
᰿ᣐࡀഛࢃࡾࠊᐇഃ㸦୍⯡ⓗࡣ⤒Ⴀ⪅ࡸἲேᮏ㒊㸧ࡀ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ

࠙ㄢ㢟Ⓨ᥀ࡢࡓࡵࡢ⫋ဨࣄࣜࣥࢢࡢᐇࠚ
 ᙜヱἲே࡛ࡣ⫋ဨᩘࡀྡࢆ㉸࠼ࡓᖹᡂᖺࡈࢁࡼࡾࡑࢀࡒࢀࡢᅬࡼࡿ㞳⫋⋡
ࡢ᱁ᕪࡀ㢧ⴭ࡞ࡾࠊࡃ㏥⫋⪅ࡀฟ࡞࠸ᅬ㸦㞳⫋⋡㸮㸣㸧ࠊᖺᗘᮎࡣ㸱ே㸯
ேࡢ⫋ဨࡀ㏥⫋ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᅬ㸦㞳⫋⋡㸣๓ᚋ㸧ࡀΰᅾࡍࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᙜヱἲேࡣᐃဨྡ๓ᚋࡢᅬࢆከࡃ㐠Ⴀࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕᏊࡶࡢ⧅ࡀࡾࢆษ⪃
࠼ࡿࠖ࠸࠺ほⅬࡽ୍⯡ಖ⫱ኈࡢᴗᡤ㛫␗ືࡣ࠶ࡲࡾ⾜ࢃࡎࠊᮏேࡢົᆅᕼᮃ
ࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗᡤ㛫␗ື㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣ௨๓ࡼࡾᢕᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱἲே
࠾࠸࡚ࡣࠕ␗ືࡣ㞳⫋ࣜࢫࢡ࡛ࠖ࠶ࡿㄆ㆑ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊἲேෆࡢ㞳
⫋⋡ࡁ࡞ᕪࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺ᮏேࡢᕼᮃ㛵ࢃࡽࡎࠊᅬࡢ㐠Ⴀࡢࡓࡵ↓⌮࡞␗ື
ࢆࡉࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣࡀⓎ⏕ࡋࠊ⤖ᯝࠕ␗ືࡋࡓࡃ࡞࠸ࡢ␗ືࡉࡏࡽࢀࡓࠖ࠸
࠺ឤࡀ⏕ࡲࢀࠊ㞳⫋⋡ࡢቑຍ⧅ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
 㐠Ⴀࡍࡿ࠸ࡃࡘࡢᅬࡢ୰ࡽࠕാࡁࡓ࠸ᅬ࡛ࠖാ࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡛㞳⫋ࣜࢫࢡࢆ
㍍ῶ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ≧ἣࡀࠊ㐠Ⴀࡍࡿᅬࡀቑ࠼ࡓࡇࡼࡾࠊ㏫ࠊᕼᮃࡍࡿᅬ࡛ാࡅ࡞
࠸≧ἣ㸦㸻‶㸧ኚࡋࡓࠋ
 ๓ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ㞳⫋ࣜࢫࢡࡣࠊᴗ⎔ቃࡀኚࢃࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᑐ⟇࡛ࡣ
ᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ࣜࢫࢡࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋᖖ⫋ဨࡢ࠸ࢆ⫈ࡁ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤࠊ
࠸ࡘࡲ࡛ࡓࡗ࡚ࡶࡇࡢࢫࣃࣛࣝࡽࡣᢤࡅฟࡏ࡞࠸⪃࠼ࡓἲேࡣࠊࠕࡢ⫋ဨࡢ
‶ࡣఱࠖࢆࡋࡗࡾࣜࢧ࣮ࢳࡍࡿࡇࡀㄢ㢟タᐃࡢせ࡛࠶ࡾࠊᚭᗏࡋࡓࣄࣜ
ࣥࢢࡀᚲせࡔ⤖ㄽࡅࡓ㸦ᖹᡂᖺ㸧
ࠋ
 ┤᥋ࡢୖྖヰࡏ࡞࠸ࡇࡸហ⑵࣭‶࡞ࠊ⏕ࡢኌࢆ⫈࡞ࡅࢀࡤࠊ┿ࡢㄢ㢟ゎ
Ỵ⤖ࡧࡘࡃ‶Ⓨぢࡣ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼ࠊᖺᅇࡢእ㒊ࡢᚰ⌮࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡼࡿ
⫋ဨࣄࣜࣥࢢࡢᐇ㋃ࡳษࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡ㸦ࣥࢣ࣮ࢺ㸧ࡘ
࠸࡚ࡶ⩏ົ࡞ࡗࡓᖹᡂᖺ᭶ඛ❧ࡕ⫋ဨᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
ࡼࡿࣄࣜࣥࢢࡢ┦ຠᯝࡼࡾࠊࡼࡾලయⓗ࡞ㄢ㢟ࡢⓎ᥀ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ

処
遇
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ූƖࢤǓƴƳƬƨᛢ᫆ƴݣƠƯŴЈஹǔᨂǓұોծ
 ӕኵᲬ

࠙㢧ᅾࡋࡓࠕฎ㐝ࠖࡘ࠸࡚ࡢ‶ࠚ
 ࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡ㸦ࣥࢣ࣮ࢺ㸧⫋ሙ‶㊊ᗘㄪᰝࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊ᭱ࡶከࡃࠊ
ࡘࠕࡍࡄゎỴࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠖᙉ࠸せᮃࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣࠕฎ㐝ࠖ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ἲேࡣฎ㐝‶ゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆỴ᩿ࡋࡓࠋ
 㢧ᅾࡉࢀࡓฎ㐝࠸࠺ㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᨵࡵ࡚ࠕ㡹ᙇࡗࡓ⫋ဨࠊἲேᐤࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿ⫋ဨᑐࡋ࡚ฎ㐝ࢆᨵၿࡍࡿࠖࡇࢆ༶Ỵᐃࡋᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊἲேࡀᮏẼ࡛
ㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㏿ࡸ࡞Ỵᐃࡀ༶⾜࠼ࡿせᅉࡣࠊ᪥ࡈࢁࡽᅬ㛗㆟➼࡛ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡾࠊἲேෆㄢ㢟ࢆ⣽ࡃඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊၥ㢟
ゎỴ⮳ࡗ࡚ࡣἲேᮏ㒊ࡀᑟࡋᐇࡍࡿࡋ࡞࠸ࢆ༶Ỵᐃࡍࡿࡀࠊࡑࡢලయⓗ
࡞ᡭἲࡘ࠸࡚ࡣྛᅬ㛗ࡢពぢࢆᑛ㔜ࡋࠊㄪᩚࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙⫋ဨཧຍᆺࡢฎ㐝ᨵၿࡼࡾࠊ⫋ဨࡢ‶ゎᾘࢆᅗࡿࠚ
 ࡋࡋࠊ୍ᚊࡢฎ㐝ᨵၿࢆἲேཎ㈨ࡢࡳ࡛⾜࠺ࡇࡣ⤒Ⴀୖ㞴ࡋࡃࠊᨵၿࢆ⾜࠺⠊
ᅖࢆࡼࡾຠ⋡ⓗᡂᯝ⧅ࡀࡿ⠊ᅖࡲ࡛⤠ࡾ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊࡼࡾ⣽ࡃฎ
㐝ࡢࡢ㒊ศ‶ࡀ࠶ࡿࡢࢆศᯒࡋࠊࠕ㡹ᙇࡾࠖࡸࠕᙺࠖࡼࡿ࠸ࢃࡺࡿホ౯
࠸ࡗࡓࡶࡢࠊ
ࠕົᖏࡸ㛫ࠖ
ࠕᛁࡋࡉࠖࡼࡿ࠸ࢃࡺࡿ㈉⊩࠸ࡗࡓࡶࡢᑐࡋ
࡚ฎ㐝ᫎࡋ࡚ḧࡋ࠸࠸࠺ලయⓗ࡞‶ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ⫋ဨࡀබᖹ㡹ᙇࡾࢆྍど࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆ⫋ဨཧຍᆺᡭᙜ࠸࠺ᙧ࡛
ᐇ⌧ࡋࠊฎ㐝ᨵၿࡘ࡞ࡆࡿ࠸࠺ᕤኵࢆจࡽࡋࡓࠋ

࠙᪂ࡓᐇࡋࡓලయⓗ࡞ฎ㐝ᨵၿ᪉ἲࠚ
ձ᪩ฟ࣭㐜ฟᡭᙜ
ࢩࣇࢺົᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸⫋ဨࡢ௦ࢃࡾ᪩ฟฟ㸦㸵ฟ㸧ࢆࡋࡓࡾ㐜ฟᑐᛂ
㸦㹼ࡲ࡛ࡢົ㸧ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡢᡭᙜࡀ↓ࡗࡓⅬ‶ࡀከࡗࡓࡇ
ࡽࠊ᪩ฟ࣭㐜ฟᡭᙜࠊࢩࣇࢺᡭᙜࢆタࡋࡓࠋ
ղつᶍಖ⫱ᅬᡭᙜ
ἲேෆࡢつᶍಖ⫱ᅬ࡛ࡣᑐᛂࡍࡿᴗົࡀᑠつᶍᅬࡼࡾࡶከ࠸ࡇࡀุ᫂ࡋࡓࡓ
ࡵࠊつᶍᅬᡭᙜࢆタࡋࡓࠋ
ճ␗ືᡭᙜ
␗ື㛵ࡋ࡚ࡢ‶ࡣ㞳⫋ࣜࢫࢡ┤⤖ࡍࡿࡓࡵࠊ␗ືᡭᙜࢆ᪂タࠋ␗ືࡋࡓ⫋ဨ
ᑐࡋ࡚㸯ᖺ㛫㝈ࡾᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
մ࣓ࣥࢱ࣮ᡭᙜ 㸦࣓ࣥࢱ࣮㸸┦ㄯᙺ㸧
ᙜヱἲேࡢ࣓ࣥࢱ࣮ࡣᣲᡭไࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣓ࣥࢱ࣮ᡭᙜࢆタࠋ࣓ࣥࢱ࣮ᡭᙜࡣᢸ
ᙜࡋࡓ᪂ே⫋ဨ୍ேᙜࡓࡾࡘࡁ᭶ࡀᨭ⤥ࡉࢀࠊ㸯ᮇ㸱ேࡲ࡛ᢸᙜࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿ࢇ࡞ࢡࢩࣙࣥࢆࡋࡓࢆ㸯ᅇ㸭᭶ሗ࿌ࡋ࡚ࡶࡽ
࠸ࠊάືᐇ⦼క࠸ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
յ୍ၥ୍⟅ࢡࢬࡼࡿ㈹ຍ⟬
ಖ⫱ኈࡋ࡚ࠊࡲࡓἲே⫋ဨࡋ࡚▱ࡗ࡚࠾࠸࡚ḧࡋ࠸ሗࢆ㸰ᢥ㹼㸲ᢥࡢࢡࢬ
ᙧᘧࡋ࡚ṇつ⫋ဨ࣓࣮ࣝ㓄ಙࢆ⾜࠺ࠋ㸦ᅗ⾲㸯㸧ࡇࡢࢡࢬ⟅࠼ࡿ㸦ṇ
ゎṇゎࡣၥ㸧ᖺᗘᮎࡢ㈹ຍ⟬ࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢡࢬ࣓࣮ࣝࡣ
᪥ẖ᪥㏦ಙࡉࢀࠊ㸯ၥᅇ⟅ࡍࡿࡈࡀຍ⟬ࡉࢀࡿࠋ௬ẖ᪥ࠊࡇࢀࢆᐇ
ࡋࡓሙྜࡣࠊ࡛᭱ຍ⟬ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊಖ⫱ኈࡋ࡚
ࡢ▱㆑ࡢྥୖࠊ⤌⧊ேࡋ࡚ἲேሗࡢྲྀᚓࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡽࢆ⮬ⓗ⾜࠼࡚࠸ࡿ
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࠺࡛㈹ຍ⟬ࡉࢀࡿ㢠ࡀ␗࡞ࡿ⫋ဨཧ
ຍᆺᡭᙜ࡞ࡿࠋࡇࡢࢡࢬ࣓࣮ࣝࡣ࢟ࣕࣜ
ࢵࣉヨ㦂ฟࡿෆᐜࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⫋ဨ
ࡗ࡚ࡣẖ᪥ࡢࢡࢬ⟅࠼ࡿࡇ࡛ἲேࡀồ
ࡵࡿ▱㆑ࡢ⋓ᚓࡀ⮬↛࡛ࡁࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊฎ㐝࠸࠺㢧ᅾࡋࡓ⫋ဨࡢ‶
ࢆࢲࣞࢡࢺゎᾘࡋࡘࡘࠊ⫋ဨࡶཧຍࢆಁࡍ
ࡇ࡛㐺ษ࡞ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ᐇឤࡢ㔊ᡂࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡀ⤖ᯝࡋ࡚ᖐᒓ
ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᡭἲࡣࠊ⦓ᐦ࡞
⮬⤌⧊ศᯒࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ
㈝⏝ᑐຠᯝࡢ㧗࠸ᑐฎ⟇࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ      ᘙᲫƂǯǤǺȡȸȫဒ᩿ƃ

࠙ㄢ㢟ࡢᑐ⟇ࢆࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼࡛ぢ࠼ࡿࡋ࡚࿘▱ࠚ
 ฎ㐝ࡢᨵၿ≧ἣࡣࠊ᥇⏝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡶグ㍕ࡋࠊࡢᖺ㱋࡛ࡢࡼ࠺࡞ฎ㐝ࢆཷ
ࡅࡽࢀࡿࡢ➼ࠊㄡࡀぢ࡚ࡶࢃࡾࡸࡍ࠸⾲⌧࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᥇⏝ࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺࡣ⫋ဨࡶ㓄ᕸࡋࠊἲேෆ⫋ဨ࿘▱ࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࡛࢝ࣛぢࡸࡍࡃࢹࢨ
ࣥࡉࢀࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ᅗ⾲㸰㸧ࢆ⫋ဨㄝ᫂㈨ᩱࡍࡿࡇ࡛ࠊ୍ᒙࡢ⫋ဨ⌮ゎࢆ
ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ἲேࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀ┠ぢ࠼ࡿᙧ࡞ࡿࡇ࡛ࠊ‶ࡀゎᾘࡍࡿᐇឤࡀࢃࡾࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿຠᯝࡶ࠶ࡾࠊᖐᒓព㆑ࡢྥୖࡸࠊ⮬↛Ⓨ⏕ⓗࠕཱྀࢥ࣑ࠖࡀᗈࡀࡿࡇࡶᮇᚅ
ࡉࢀࠊຠ⋡ⓗ࣭ᡓ␎ⓗ࡞ᗈሗࡶ࡞ࡾᚓࡿࠋ


事例５

ᘙᲬƂܱᨥƷȑȳȕȬȃȈᲢᎰՃᣐࠋဇᲣ
ƃ
採
用
育
成
人事労務
組織風土
処

















࠙⫋ဨ‶㊊ᗘࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࠚ
 ࡑࡢ᪥ࡑࡢ᪥ࡢ⫋ဨࡢẼᣢࡕࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࢆ㸴ẁ㝵࡛グ㘓ࡋࠊᚰࡢኚࢆ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡶᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ⾲㸱㸧ฟ㏥ࢆᡴ้ࡍࡿᶵᲔࡑࡢ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡾධࢀࠊᛌᬕ㹼ᬕࢀ㹼ࡾ㹼ࢇࡼࡾ㹼㞵㹼ᔒࡢ㸴ẁ㝵ุ࡛ᐃࠊฟ㏥

遇
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᪥ࡢẼᣢࡕࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢱ
࣒࣮࢝ࢻྠẖ᪥Ẽᣢࡕ࣎ࢱࣥࢆᢲࡍࡇ࡛⫋ဨ
ࡈࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀグ㘓ࡉࢀࠊ࠸ࡘࡶ␗࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥ
ࡀ᳨ฟࡉࢀࡿࠊ⮬ືⓗἲேᮏ㒊ᡤᒓᅬ㛗ᐄὀ
ពႏ㉳ࡢ࣓࣮ࣝࡀ㏦ಙࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣓
࣮ࣝࡀᒆࡃ⫋ဨࡢᵝᏊࢆఛࡗࡓࡾࠊኌࡅࡋࡓࡾࠊ
᭱ึࡢ୍ᡭࢆᡴࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋಖ⫱ᅬᴗ࠾ࡅࡿ
ඛ㐍ᢏ⾡ࡢᑟධࡀ⫋ဨ‶㊊ࡢྥୖᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠸
࠺ᐇ࡛࠶ࡿࠋ


ᘙᲭƂȡȳǿȫᄩᛐȜǿȳƷဒ᩿ƃ



ȒǢȪȳǰƷȫȸȆǣȳ҄ưŴૼƨƳᛢ᫆ǛႆᙸƠࣖݣ
 ӕኵᲭ

 ἲேࡀ༶ⓗᑐᛂࡋㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚ࡶࠊḟࡢ‶ࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚰ⌮࢝
࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢࣄࣜࣥࢢ୪ࡧᚑᴗဨ‶㊊ᗘㄪᰝࠊࢫࢺࣞࢫࢳ࢙ࢵࢡࡣ୍ᗘࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊẖᖺᗘ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࡇ࡛ึࡵ࡚ࠊࠕᖺᗘࡢㄢ㢟ࡢⓎ᥀ࠖࠕᖺᗘࡢ
ㄢ㢟ࡀゎᾘࡉࢀࡓ࠺ࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࢶ࣮ࣝࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᙜヱἲ
ே࡛ࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡇࡼࡾࠊඃඛ㡰ࡀ᭱ࡶ㧗ࡗࡓฎ㐝ၥ㢟ࡀゎỴࡉࢀࠊ
ḟྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡀ㢧ᅾࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋฎ㐝ࡢ‶ᑐࡋ࡚༶ᑐᛂࡋࡓ⤖ᯝࠊ
㸰ᖺ┠ࡢᖺᗘ࡛ࡣࠊฎ㐝ᑐࡍࡿ‶ࡣ࡞ࡾῶࡿࡇ࡞ࡾࠊࡑࡢ௦ࢃࡾḟࡢㄢ
㢟ࡋ࡚ᾋࡁୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠕṧᴗࠖࠕఇ᠁ࠖၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ༢⣧
‶ࡀୖ✚ࡳࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඃඛ㡰ࡀ᭱ࡶ㧗ࡗࡓฎ㐝ၥ㢟ࡀࠕゎỴࠖࡉࢀࠊ
ḟྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡀ㢧ᅾࡉࢀࡓ㢧ⴭ࡞࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⥅⥆ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᐇ
ࡍࡿࡇࡀࠊ⫋ሙᑐࡍࡿ‶ࢆゎᾘࡋࠊἲேຊࡢᗏୖࡆࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ἲே࡛ࡣࠊ⫋ဨࡀ┦ㄯ࡛ࡁࡿ❆ཱྀࢆἲேෆ㒊ࠊእ㒊㸲ᡤタࡋࠊ⏘ᴗಖయไ
ࡶ☜❧ࡋࠊ⏘ᴗ་ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ⫋ဨᗈࡃ࿘▱ࡋࠊᅬ㛗ࡸ┳ㆤᖌࡽࡶẼ࡞ࡿ⫋ဨ
✚ᴟⓗኌࡀࡅࡋ࡚⏝ࡘ࡞ࡆࠊ⫋ဨࡀᏳᚰᏳാࡅࡿ⎔ቃࢆసࡗࡓࠋ

ᘙᲮƂ࠰ࡇƷᛢ᫆ƴݣƠƯඥʴƕݣϼƠᄩ̬Ơƨ˞ক
ᲢᲴƔǋǊ̬ᏋטŴӫᲴɤƭƷங̬ᏋטᲣ
ƃ
















－38－



事例５

採
用
育
成
人事労務
組織風土


ǇƱǊ


 ᮾிඣ❺༠࡛ࡣࠊ㞳⫋⋡ࢹ࣮ࢱࢆࡶࠊ⫋ဨࡢ㞳⫋ࡢഴྥࡘ࠸࡚ࠊἲேෆ࡛
ࡢศᯒࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㞳⫋⋡ࡀ㧗࠸ಖ⫱ᅬࡀฟࡓࠊᙜヱᅬࡔࡅࡢㄢ㢟ࡏࡎࠊ㞳
⫋ࡢഴྥࡢศᯒࢆἲேࡋ࡚⾜ࡗࡓࡇࢁࡽࠊ⌧ᅾࡢከᵝ࡞ᨵၿ⟇ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ
 ࡑࡢ㝿ࠊ⫋ဨࢆ➨୍⪃࠼ࡓไᗘᨵ㠉࠸࠺どⅬࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࡇࡀᡂຌࡢ࣏
ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ⫋ဨࡢࢽ࣮ࢬࢆ࠸ᘬࡁୖࡆࡿࢆᖖ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
ࡼࡿࣄࣜࣥࢢࠊᚑᴗဨ‶㊊ᗘㄪᰝࠊ࣓ࣥࢱ࣮ࡽࡢሗ࿌᭩ࠊฟ㏥ࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊
ࣝࢫࢳ࢙ࢵࢡ࠸ࡗࡓ」ᩘࡢሗ㞟࣮ࣝࢺࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡇࢁὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢ
୰࡛ฟ㏥ࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢳ࢙ࢵࢡࡣࠊࡑࡢ᪥ࡢ⫋ဨࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࡍࡄᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿඛ㐍ⓗ࡞⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡃࡳྲྀࡽࢀࡓ⫋ဨࢽ࣮ࢬࡀἲேᮏ㒊㞟⣙ࡉࢀࠊไᗘࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓᚋࠊἲே
యⴠࡋ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ࿘▱࠾࠸࡚ࠊ
ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢ᭩㠃ࢆసࡿ࡞ࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶᏛࡧࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࡇࡣࠊᑵ⫋ᕼᮃ⪅➼ࡶἲேࡢ㨩ຊࡋ࡚ఏ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊᙜヱἲேࡢ᥇⏝≧ἣࡣ㡰ㄪ࡛࠶ࡾࠊᖺᗘጞࡵ㸲᭶ࡣணᐃࡋ࡚࠸ࡓ
ಖ⫱ኈேᩘࡣࡁࡕࢇ☜ಖࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡢែໃ࡛᪂ᖺᗘࢆ㏄࠼ࡿ≧ែࡀᩚࡗ࡚
࠸ࡿࠋ


ʙಅᎍǳȡȳȈ


⳥ᆅົᒁ㛗
 ಖ⫱ࢆᢸ࠺♫⚟♴ἲேࡢࡋ࡚ࠊᚅᶵඣ❺ゎᾘ
ྥࡅࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪥ࠎヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ๓ᥦࡣಖ⫱ᅬࡢᏳᐃ㐠Ⴀࡔᛮࡗ࡚࠾
ࡾࠊᏳᐃ㐠Ⴀࡢᐇ⌧ࡣಖ⫱ኈࡢാࡁࡀ࠸ࡢᙧᡂࠊാࡁ
ࡸࡍ࠸⫋ሙ⎔ቃࡢᩚഛࡣᚲせྍḞ࡛ࡍࠋᅇ࠾ఏ࠼ࡋ
ࡓྲྀ⤌௨እ࡛ࡣ㝈ᐃ⫋ဨไᗘ㸦ົෆᐜࢆ㝈ᐃࡋࠊ㏻ᖖ
ࡢ⫋ဨࡣ␗࡞ࡿ㞠⏝᮲௳࡛ዎ⣙㸧ࢆᑟධࡋࠊࡉࡽ⫋ဨࡢከᵝ࡞ാࡁ᪉ᑐᛂ࡛ࡁ
ࡿ⤌ࡳࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ


ʙಅᎍȗȭȕǣȸȫ


ἲேྡ  ♫⚟♴ἲேᮾிඣ❺༠
⌮㛗ྡ ⳥ᆅ ᨻᖾ
ᡤᅾᆅ  ᮾி㒔Ụᡞᕝ༊⯪ᇼ㸦ᮏ㒊㸧
ᴗᴫせ ಖ⫱ᡤ
㛤 タ  ᖺ
ᴗᡤᇶ♏ࢹ࣮ࢱ ձṇつ⫋ဨྡࠊ㠀ṇつ⫋ဨྡ
         ղ㞳⫋⋡ 㸣
         ճ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡ 㠀බ㛤
         ͤᖹᡂᖺᗘࢹ࣮ࢱ

処
遇

－39－

６
「くるみん」（子育てサポートマーク）
取得までの軌跡
社会福祉法人嬉泉

ポ

イ

ン

本事例における対象
組織区分
事業所
正規
343名
職員数
非正規
136名
サービス種別
保育・障害

ト

人事
労務

次世代プロジェクトチームを立ち上げ、
「くるみん認定」に向けた取
組を通じて休暇取得促進等の職場環境を整備

採用

採用の質の向上に向けた採用活動体制の見直し

事例のあらまし
【取組を進める前の背景】
○ 社会福祉法人嬉泉では、自ら子育てを経験して復職してきた職員が現在の管理職
にもいることから、育児をしながら仕事を続ける職員を支える風土は、法人の中に
既に形成されていた。しかし、平成23年、法人内の育児休業取得者はほとんどおら
ず、結婚・出産を機に退職するケースが増加する状況にあった。
○ 同じ頃、次世代育成支援対策促進法の一部改正により、当該法人が行動計画の策
定・届出義務化の対象となった。
【取組】
○ 職員が仕事と子育てを両立させることができ、かつ法人・各事業所が働きやすい
環境をつくることで、すべての職員がその能力を十分に発揮できるよう、常務理事
の発案により、
「次世代プロジェクトチーム」を発足させた。
○ 現状を把握するため、職員に対するアンケート調査を実施。調査結果を踏まえた
啓発活動を実施するとともに、
「くるみん」取得に向け、行動計画を策定した。
○ 「くるみん認定」後、さらなる制度充実を目指して、労働条件の整備を行う等、
取組を続けるとともに、
「くるみん認定マーク」を採用活動にも活用している。
○ 平成26年度からは、人事採用業務の専門部署を設置し、情報の一元化と業務の効
率化を行うことで、採用の質を上げ、雇用のミスマッチを防ぎ、人材定着を促進す
る、といった課題に向けて取組を進めた。
用語解説 くるみん認定
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証である。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた
目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」
として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができる。
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取組１

次世代プロジェクトチームを立ち上げ、
「くるみん認定」に向けた取
組を通じて休暇取得促進等の職場環境を整備

事例６

社会福祉法人嬉泉では、平成23年度から、すべての職員が能力を十分に発揮できる
よう、仕事と子育ての両立ができ、職員が働きやすい職場環境づくりに向け、「次世
代育成プロジェクトチーム」を立ち上げ、「くるみん認定」に向けた取組をスタート
させた。
【くるみん認定に向けた活動】
現状を把握するため、職員アンケート調査を実施し、調査結果を踏まえた行動計画
を策定した。
産前産後休業、育児休業の職員の理解を図るため、産前産後休業、育児休業、子育
てまでの約６年間にどのような支援体制があるかが時系列に整理し、職員が出産、育
児を考える際に参考となる分かりやすい資料を作成し、配布した（図表１）。
図表１【
「平成26年法令基準による仕事と育児を両立するための支援制度」の案内（法人内）
】

採
用
育
成
人事労務
組織風土

相談窓口「kosodate@」を設置して、諸制度にまつわる質問、休職中の職員相談を
受け付けた。また、収集した情報は一元化し、プロジェクトチーム内の情報共有に役
立てた（図表２）
。
また、超過勤務削減の取組として毎月25日（給与支給日）を「ノー残業デイ」（カ
エルデイ）とし、管理職へ啓発活動を継続的に実施した（図表３）。
こういった取組の結果、平成25年度末くるみん第１期行動計画を終え、くるみん認
定2015を受けた。平成23年度からの３年間で、育児休業取得者実績は大幅に増加し、
平成26年度の育児休業取得者は、平成23年度の７倍の21名となった。

処
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図表２【
「次世代育成プロジェクト」の案内（法人内）
】

図表３【
「ノー残業デイの設置 促進活動について」の案内（法人内）
】
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【くるみん認定後の取組】
くるみん認定後は、採用活動における課題の追求をしていく中で、離職率に注目し
た。更なる制度の充実による離職率の低減、特に入職して３年目の離職率を低減させ、
人材育成につなぐことの重要性を指針として具体的な行動目標に掲げ、働き方の見直
しに資する多様な労働条件整備を図った。
例えば、年次有給休暇取得促進のための措置として、入職後６か月経過後付与を３
か月経過後付与に改めた。また、休暇取得促進ポスターの掲示（図表４）、管理職へ
啓発をして（図表５）
、全職員が計画的に年次有給休暇を取得しやすい職場風土を醸
成することに努めた。 さらに、平成26年12月より、子の看護休暇を１時間単位で取
得することを可能とした。
図表４【
「年次有給休暇の計画的取得を」
】

事例６

図表５【有給休暇の計画的取得ついて】

図表5【有給休暇の計画的取得について】

採
用
育

【
「くるみん認定」に係るさらなる取組】

組織風土

用語解説 えるぼし認定
一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、女
性の活躍推進に関する状況等が優良な企業について、厚生労働大臣の認定を受けることができる
制度

人事労務

用語解説 プラチナくるみん
くるみん認定を既に受け、両立支援の制度の導入や利用が相当程度進み、高い水準の取組を行っ
ている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するためのもの

成

現在新たに、
「プラチナくるみん」認定、「えるぼし認定企業」（女性活躍推進法）
の２つの目標に向けて取組を進めている。
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取組２

採用の質の向上に向けた採用活動体制の見直し

本部の事務担当のみが採用活動を行っていた際は、法人の魅力を十分に伝えている
とは言えない状態であり、採用の質を上げて、雇用のミスマッチを防ぐことが課題と
なっていた。
【組織体制見直しによる採用業務の一元化】
平成26年度より採用人事業務担当を専任と
し、情報の一元管理と採用業務効率化を図っ
た。本部事務局の採用人事担当係と、拠点採
用業務担当が密に連携をとる形になっている
（図表６）
。

図表６

採用活動に関する法人体制組織

【リクルーター制度導入による採用説明会の
実施、学校へのアプローチ】
リクルーターは、求職者の身近な就活サ
ポーターの位置づけで、各事業所から入職４
年目までの職員が選抜され、入職してからも
良い相談相手になっている。リクルーターは
採用説明会での説明と応募者との交流を主に
担当するとともに、大学、専門学校、短大へ
の窓口にもなっていて、学校側からの紹介も
増えている。また、リクルーターが動きやす
いよう、リクルーターの上司が、本人の業務
とリクルーター活動の両立ができるよう配慮
をしている。
【その他の工夫】
○ 「くるみん認定マーク」を求人票に記載して、採用説明会での説明を実施するこ
とで、学校からの紹介が増えるに至っている。
○ 雇用のミスマッチを防ぐため、内定が決まった方の１日から２日の体験実習を実
施している。
○ ハローワーク渋谷とも連携をとり、ハローワーク渋谷としても初の企画となる採
用イベントを実施した。ハローワーク渋谷の実績から、他管轄のハローワークから
の就業相談、紹介も増加している。
まとめ
社会福祉法人嬉泉では、「くるみん」認定まで、ステップを踏んで計画的に職場環
境整備を進めてきた。取得を目指してきたことで、働きやすい職場作りに対する意識
を法人内で高めることができた。また、「くるみん」の取得は法人の魅力になってお
り、採用にも有利に働いている。
当該法人には職場の雰囲気を大切にし、主体的行動を促す組織風土がある。常務理
事がプロジェクトチーム発案後、職員の主体性に任せていることが成功に繋がってい
る。育児休業やワークライフバランスを成功させるには、経営陣の意識改革とそれを
遂行するという明確な意思表示が大切である。確かに「くるみん」を取得するために
－44－

は、職員の休暇取得を促進する必要があり、人員をある程度確保しなければならない
ことから人件費はかかる。しかし、労働環境の良さは、離職を防ぐ一つの要因となる
ことを考えれば、これまでにかけていた採用コストや新人育成に係るコストを削減す
ることにつながる。また、定着が進めば法人職員としての成熟も進むので、職員によ
る理念の実践もより実現できるようになる（生産性の向上）
。
「くるみん」取得のため
の人件費より、人材流失による採用や人材育成のコストの方が遥かに大きいので、人
員増は将来の人材流失に備えての先行投資となるとの考え方が大切である。

事例６

事業者コメント

育
成
人事労務
組織風土
処

法人名
社会福祉法人 嬉泉
理事長名 須藤 祐司
所在地
東京都世田谷区船橋 1-30-9
事業概要 保育所、障害児入所施設、障害者支援施設 他
開 設
昭和41年
事業所基礎データ ①正規職員343名、非正規職員136名
②離職率 16.5％
③有給休暇取得率 72.0％
※平成28年度データ

用

事業者プロフィール

採

育児休業復職経験者（入職９年目、主任補 所属：子どもの生活研究所保育士）
今回育児休業をしますと３回目になります。１人目の時は７ヶ月で職場復帰、２人目
の時は１年で職場復帰をしました。１人目の時は、どこに相談をすればよいのかが分か
りませんでしたので、いろいろと自分で調べながら、育児休業をした経験をしています。
次世代育成プロジェクトチームが発足されてからは、本部に相談しても何でも分かって
もらえて、不安に思う事がなくなりました。以前から上司の理解もあり、育児休業は取
りやすい雰囲気はありましたが、どうすればよいのか不安に思うことがありました。今
ではそれも解消されて、より育児休業が取りやすくなりました。お互いにフォローし合
える雰囲気はありましたが、実務面でもより安心できる体制となりました。
リクルーター（入職２年目、所属：子どもの生活研究所保育士）
私は、四大卒の新卒でここに入職しました。今２年目で、リクルーターとしても新
人です。今は（インタビューをした平成29年２月）、リクルーター活動は一休みで、
保育士としての仕事に専念しています。リクルーターとしての活動は採用説明会に参
加すること、応募者との交流をすることが、主
なものです。その活動においては、本部の採用
人事係と拠点採用業務担当がよく連携されてい
て、とてもやりやすいです。事前準備の煩わし
さもありません。保育士とリクルーターの両立
が大変ということはありません。応募者からよ
くある「休暇は取りやすいか」という質問に対
しては、はっきりと「取れます」と答えること
ができました（平成28年度の有給休暇取得率は
72.0％。特に半日単位だけでなく１時間単位の
有給休暇を取得できる）
。

遇
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７
「成長を目指す」攻めの経営方針に基づく
マネジメントで、職員のやる気と積極性を
引き出す
社会福祉法人章佑会

本事例における対象
組織区分
事業所
正規
34名
職員数
非正規
13名
サービス種別
障害

江戸川区立虹の家

ポ

イ

ン

ト

人材
育成

様々な機会や手段を活用して、法人の運営方針の理解・共有
・浸透を徹底

人材
育成

「管理職・主任」を組織の成長を支える基盤と位置づけ、研修や異動
で計画的に育成

人事
労務

柔軟な雇用・就業形態により、人材の確保と効率的な活用を推進

処遇

人事考課を賞与に反映させることで、職員の処遇に実力主義を導入

事例のあらまし
【取組を始める前の背景】
○ 平成16年当時、措置から契約方式への切り替えが予定される等、障害者福祉サー
ビス分野の業界を取り巻く環境が大きく変化する時期にあった。
○ 同じ時期、設立10周年を迎えた社会福祉法人章佑会では、各施設の経営分析を行
い、事業規模が変わらない場合、人件費率の上昇が経営を圧迫し、赤字転落は免れ
ないとの試算が出た。
【取組】
○ 理事長は、
「社会のニーズを汲み取り新たな福祉サービスを開発・提供する」と
いう法人の行動指針も踏まえ、「積極的な新規拠点開設により事業規模の拡大・成
長を目指す」という方針の転換を図った。
○ 方針の転換にあたり、理事長自ら各施設を回り、全職員参加の説明会を開催した。
経営者側と職員の対話を通じて現場のニーズが汲み上げられたことで「職員の事情
に配慮した柔軟な雇用・就業形態」に取り組むきっかけにもなった。
○ 新規拠点の立ち上げには、事業所を管理運営する管理者が不可欠であるため、
「虹
の家」の和田所長が中心となり、管理職を計画的に養成する仕組みとなる「計画的
な人事ローテーションによるＯＪＴ」と「事業所運営の知識・方法を体系的に学ぶ
ための研修」から構成される管理職育成体系を構築した。
○ モチベーション向上施策として、人事考課に基づいて賞与の支給額に差をつける
といった実力主義の要素を導入した処遇の仕組みを取り入れている。また、賞与の
支給対象でない契約職員やパート職員にも、勤務態度や能力が優秀な者には、「期
末勤勉手当」を支給している。併せて、職員との密なコミュニケーションをとるこ
とで、職員の納得感を担保している。
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取組１

様々な機会や手段を活用して、法人の運営方針の理解・共有
・浸透を徹底

事例７

社会福祉法人章佑会は、平成６年３月に設立され、設立10周年を迎えた平成16年に、
現理事長が大きな経営方針の転換を図っている。そこには、障害者福祉サービス分野
において、措置から契約方式への切り替えが予定される等、業界を取り巻く環境が大
きく変化する時期に当っていたという背景がある。

用
育
成
人事労務
組織風土
処

【方針の理解を通じて、組織に一体感と活力が生まれる】
当初は法人本部内でも「急激な方針転換についていけず離職する人が相当出るので
はないか」と懸念していたが、結果ほとんど離職者は出なかった。
むしろ、これを機に『組織としての一体感がより強まった』『当初は新方針に積極
的ではなかった管理職の意識改革につながった』『「成長を目指す」
「新しいことに挑
戦する」という法人の気風が確立された』等の効果がもたらされた。また、経営と職
員の対話を通じて現場のニーズが汲み上げられたことで、「職員の事情に配慮した柔
軟な雇用・就業形態（後述）
」に取り組むきっかけともなった。
この時打ち出された経営方針は、その後の法人の成長を加速させる土台になり、10
年以上が経過した現在も基本的な方向性は変わることなく、法人運営の指針となって
いる。当時の説明会の内容は、その場に参加できなかった人も閲覧できるようにビデ
オやスライドにまとめられ、内容をアップデートしつつ、現在も求職者や新規入職者
への説明資料として活用されている。
法人業績を見ると、平成16年から平成27年の11年間で拠点数は約５倍（３か所→14
ヵ所）
、利用者数は約２倍（115千人→230千人）
、職員数も約２倍（250人→500人）に
増加している。事業規模拡大に伴う積極採用で職員数が大幅に増加した結果、人件費

採

【法人の存続と職員の処遇改善を両立するためには、事業の持続的な成長が必要】
まず、中長期（５か年）計画を策定することとし、その中で施設ごとに損益分岐点
の分析を行った。その結果、現状（平成16年時点）の事業規模が変わらないとした場
合、早晩赤字転落は免れないとの試算が導かれた。
設立後10年を経過して職員の平均年齢が高まるにつれ、人件費率の上昇が経営を圧
迫する状況が生じていることが、先の分析で明らかになった。
こうした検討を経て、理事長は「今後安定的に法人を運営しつつ職員の処遇も向上
させていこうとするなら、事業の拡大を通じて分配のパイ自体を大きくすることが不
可欠」との結論に至った。これに「社会のニーズを汲み取り新たな福祉サービスを開
発・提供する」という創業時からの法人の行動指針を実現したい想いが合わさって、
「積極的な新規拠点開設により事業規模の拡大・成長を目指す」という新たな路線に
踏み出す決断をした。
しかし、この方針転換はすぐには受け入れられず、当初、理事や幹部職員の一部か
らは、借入金の負担増や人材育成の面で、反対意見が続出した。
理事長は、これらの反対意見に対して根拠を示しつつ説得に努め、自ら各施設を回
り、非正規を含む全職員参加の説明会を開催して、職員一人ひとりに直接語りかける
ことにした。説明会の席上で理事長は、今後は成長路線に舵を切り積極的に新規拠点
の開設を進めていくつもりであること、何故この方針転換が必要なのかについて、中
期経営計画のシミュレーション結果を示しつつ丁寧に説明した。そして職員に「もう
『電車』は動き始めている。みんなで一緒にこの『電車』に乗ろう」と訴えかけ、新
方針への理解と参画を求めた。

遇
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も上昇しているが、収入の増加がそれをカバーする形で、人件費率は68％（平成27年
度）と60％台を維持している。

取組２

「管理職・主任」を組織の成長を支える基盤と位置づけ、研修や異
動で計画的に育成

新規拠点の立ち上げには事業所を管理運営する管理者の存在が不可欠であり、新規
拠点の開設が続く中、必要な人材を充足するための具体的な対策の必要性が浮かび上
がってきた。
そこで章佑会は、管理職および次世代の管理職候補者である主任クラスの職員をい
かに育成していくかといった「管理職を計画的に養成する仕組み」の構築に取り組ん
でいくことになった。
【人事ローテーション（ＯＪＴ）と研修（Ｏｆｆ-ＪＴ）による管理職・主任の育成】
章佑会の管理職育成体系は、和田所長が独自に開発・構築したもので、「計画的な
人事ローテーション（配属・異動）によるＯＪＴ」と、「事業所運営の知識・方法を
体系的に学ぶための研修（Ｏｆｆ-ＪＴ）
」から構成されている。
現在「虹の家」は、法人内における管理職育成の中核施設として位置づけられてい
る。管理職・主任への昇格候補者は、昇格前に「虹の家」に配属され、ここでの勤務
を通じて施設の管理運営に必要なスキルを学ぶ（＝ＯＪＴ）と同時に、約１年間をか
けて「中堅職員ステップアップ研修」を受講する（＝Ｏｆｆ-ＪＴ）
。この両方のプロ
セスを経ることが管理職への昇格要件になっている。
「中堅職員ステップアップ研修」の講師は和田所長が務めている。内容は、「法人
の管理職・施設経営者としての役割」
「組織構造」
「経営の基礎知識」
「財務管理」
「人
事労務管理」
「サービス管理」
「リスク管理」
「情報管理」
「マネジメント概論」と多岐
にわたる。受講者には、毎回研修前にテキストの予習が求められ、研修後は確認テス
トが行われる。全課程終了後に最終テスト（管理職試験）が行われ、それに合格する
と修了認定となる。研修は年間育成計画に則って定期的に実施されるが、都合により
欠席になってしまった場合には映像による視聴が可能であったり、単発での研修実施
用に簡易版のプログラムも作成される等、運用の見直しや内容の充実が図られている。
取組３

柔軟な雇用・就業形態により、人材の確保と効率的な活用を推進

「虹の家」では、職員にできる限り長く働き続けてもらうために、職員個々の事情
に応じて、入職時の雇用形態から他の雇用形態への転換を柔軟に認めている。
①パート職員→契約職員→一般職員→総合職員への転換に際しては、本人の能力や
勤務状況等に問題がないことを前提に、所長面談や筆記試験をクリアした上で、法人
の承認を得る必要がある。一方、②総合職員→一般職員→契約職員→パート職員への
転換については、基本的には法人・施設と本人との間で雇用条件について合意できれ
ば可能となる。
「虹の家」での雇用形態の転換実績はこれまでに４件あり、
「一般職員→総合職員」
が１件、
「パート職員→契約職員」が２件、
「一般職員→契約職員」が１件である。今
後もこの制度を柔軟に活用しつつ、職員の定着率向上を目指している。
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取組４

人事考課を賞与に反映させることで、職員の処遇に実力主義を導入

事例７

人事考課は「虹の家」における人事管理の基盤であり、人事考課に基づいて賞与の
支給額に差をつける実力主義の要素を導入している。
図表1【
「虹の家」人事考課基準】

採
用

図表３【賞与支給基準（平成28年12月）
】

処

図表２【
「虹の家」自分振り返りシート】

組織風土

1

人事労務

9
8
7
6
5
4
3
2

成

10

賞与支給率（月数） ※半期
特に優秀で他職員の模範になる
2.3
者については評価を1プラス
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
他職員に対して悪い見本になる
1.4
者については評価を1マイナス

育

評価

遇
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人事考課は半期ごと年２回実施される。考課基準は大きく「成績考課」「意欲態度
考課」「能力考課」の３要素に分かれており、一般職員用は25項目、主任・リーダー
以上の職員用は30項目からなる（図表１）。職員は、半年間の自分の仕事ぶりを振り
返って自己評価を行うと共に、
『自分振り返りシート』
（図表２）を記入して、所長と
の考課面談に臨む。最終的に「１」～「10」の10段階評価が決定され、その結果が夏
冬の賞与に反映される（図表３）
。
通常の10段階に加え、特に優秀あるいは問題があった者に対しては更にプラスマイ
ナス1の調整が加わることで、実際には12段階の評価となる。賞与に換算すると、最
高評価と最低評価の間では年間2.2ヶ月と２倍以上の差がつく。
また、契約職員やパート職員にも、勤務態度や能力が優秀だったり業務への貢献が
認められる者には、
「期末勤勉手当」
（契約職員：0.1～0.3か月分、パート職員：一律
１万円）を支給している。こちらも金額以上に対象者のモチベーション向上に効果を
発揮している。
これらの人事考課および賞与支給基準は全て職員に公表されており、実力主義を推
進するツールとして機能している。
他方、昇給は原資・金額共に法人の決定により、全事業所一律である。かつ、昇給
には人事考課は反映されない。その背景には、半期ごとの精算である賞与には実力主
義を導入する一方、全勤続期間に渡って累積され、時間外手当や賞与、退職金等広範
な影響がある基本給は安定的に昇給させることでバランスをとる考えがある。
評価が職員の処遇に与える影響が大きい分、評価に対する職員の納得感が重要にな
る。その点については、職員とのコミュニケーションを密にとることで担保している。
半期に１回の評価面談以外に、年に数回所長との面談機会を設けており、現場レベル
で職員の疑問や不満を早期に吸い上げ対応できるよう留意している。
また、これらの面談を通じて、職員の側から「こんなことがやりたい」「こうする
べきだ」等の提案がなされることもある。章佑会では、こうした職員の自発的な提案
やチャレンジを極力尊重し、積極的に後押ししている。
まとめ
章佑会の特徴は、何と言ってもその積極的な経営姿勢にあるだろう。特に今回取り
上げた「虹の家」は、法人における中核的な人材育成機関という位置づけもあってか、
そうしたカラーが鮮明に感じられ、大変ユニークな存在と言える。
現在、福祉・介護業界全体が抱える構造的な課題に、人材確保の困難さがある。積
極的な規模拡大を図る上で、その点がボトルネックにならなかったのかとたずねたと
ころ、「採用活動の中で、当法人の『攻め』の姿勢を前面に打ち出してアピールした
ことが、特に新卒に対しては有効だった。成長拡大を目指す姿勢が、『若手も早期に
昇格できるチャンスがある』と思ってもらえたことで、チャレンジ精神旺盛な人材の
採用につながったと思う」との回答があった。
もちろん成功の要因はそれだけではなく、費用やマンパワーを集中的に投入した結
果でもあるが、実際に章佑会では新規拠点の開設が集中した平成24年から26年にかけ
て、100名を超える新卒採用に成功している。人材確保に悩む法人にとって示唆に富
む事例である。
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事業者コメント

育
成
人事労務
組織風土

法人名
社会福祉法人 章佑会 江戸川区立虹の家
理事長名 馬場 康雄
所長名
和田 治代
所在地
東京都江戸川区西篠崎2-18-22
事業概要 生活介護
設立等
昭和63年（開設）
平成26年（社会福祉法人章佑会が指定管理業務受託）
事業所基礎データ ①正規職員34名、非正規職員13名
（法人職員数）
②離職率 19.1％（常勤のみ７％）
③有給休暇取得率 48.9％
※平成28年度データ

用

事業者プロフィール

採

江戸川区立「虹の家」和田所長
当法人の強みは、「理念（想い）」と「経営（数字）」の両立
にあるのではと思います。このふたつが車の両輪として、法人
を前進させる動力源になっています。もちろん、「職員のやる
気やアイディアを否定しない」「新しい取組に対する抵抗感が
薄い」といった当法人の気風も無視できません。
私自身について言えば、本部に所属していた間に、理事長の
下で法人全体の経営や運営に触れることができ、拠点長として
現場に転出した際にその経験を活かせたことが大きかったと
思います。特に新規拠点の立ち上げ担当者というポジションは、ある意味ミニ法人の
経営者のようなものですから。
「虹の家」は江戸川区から運営を引き継いで３年になりますが、その間全てが順調
に進んだわけではありません。今は新入職員に対して、入職前の現場見学や入職後の
メンター制度等の受入体制が敷かれていますが、最初の１年はそんな余裕もなく、新
卒で入ってきた職員もいきなり現場に配属せざるを得ませんでした。そこでメンター
によるサポートを経験できなかった世代が、今度は自らがメンターとして後輩の面倒
を見なければならないのですから、そう簡単に育成の仕組みがスムーズに機能するよ
うにはなりません。さらに、当施設は管理職候補者の養成機関としての役割も負って
いるため、どうしてもそちらに育成の重点が置かれがちで、若手の育成にまで手が回
りきらなかった面もあると思います。
そうした問題点は、私だけでなく現場の職員も認識しています。入職３年目の若手
職員の発案で、メンター制度の改善やＯＪＴマニュアルの作成に取り組み、それらを
平成29年度に導入し運用しています。
これまでは所長の私がリーダーシップをとり、トップダウンで様々な施策を進めて
いくことが必要な場面も多々ありました。しかし、今後はむしろ私は一歩引いて、グ
ループ長や主任を初めとする現場に役割や権限を移譲していきたいと思っています。
それが職員の成長にもつながると考えています。

事例７

処
遇
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平成 29 年度「東京都福祉人材対策推進機構」専門部会（人材確保）委員一覧
所属団体

役職

名前

1

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
東京都介護保険居宅事業者連絡会

ユアハウス弥生 所長

飯塚 裕久

2

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
保育部会

昭島ナオミ保育園 園長

伊能 恵子

3

公益社団法人 東京都介護福祉士会

副会長

浦尾 和江

4

株式会社 エイデル研究所

東京本部取締役

大塚 孝喜

5

東京労働局職業安定部
職業安定課

課長補佐

大谷部 博明

6

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
東京都高齢者福祉施設協議会

特別養護老人ホーム六月
施設長

小和瀬 孝雄

7

株式会社 リクルートキャリア

HELPMAN! JAPAN
事業推進ユニット ユニット長

坂田 祐一

8

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
知的発達障害部会

小金井聖ヨハネ支援センター
施設長

田中 公彦

9

一般社団法人 全国保育士養成協議会

日本女子大学 家政学部児童学科 准教授

和田上 貴昭

10

東京都福祉保健局
少子社会対策部 保育支援課

課長代理

青木 弘昭

11

東京都福祉保健局
高齢社会対策部 介護保険課

課長代理

谷山 倫子

12

東京都福祉保健局
生活福祉部 地域福祉推進課

統括課長代理

原田 聡郎

13

東京都福祉保健局
障害者施策推進部 地域生活支援課

課長代理

山林 佑次

14

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター

研修室 室長

小島 敏則

事務局長

小林 秀樹

人材情報室 室長

平賀 由香

15 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

16

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター

【五十音順、敬称略】
（事務局）社会福祉法人東京都社会福祉協議会
東京都福祉人材センター
人材対策推進室 室長
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宮川 智行
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