
1 セミナー実施の目的 

セミナー概要 

 会場；大田区産業

プラザ「ＰＩＯ」３階

特別会議室 

 時間；１３：３０から

１７：００まで 

 定員：８０名 

 対象；城南６区

（港・品川・目黒・

大田・世田谷・渋

谷）に本社または

事業所を有する中

小企業の経営者、

人事・採用担当者 

 

２ セミナーの構成 

 企業経営者の多くが「欲しい人材が採用できない」、「採用しても定着せずに辞め

てしまう」、「定着しても人材育成がうまくいかない」などの悩みを抱えています。 

 このセミナーでは、これまでの

採用・育成方法を見直し、中小企

業自らが積極的な採用戦略に切り

替え、採用・育成強者になるため

のヒントをお伝えしました。 

 さらに、中小企業経営者の方か

ら、人材確保・人材育成に成功し

ている取り組みをご紹介いただ

き、今後の採用戦略構築となる事

例をお話しいただきました。 

                城南職業能力開発センター 人材育成課 

29.2 .22 

 

城南地域「企業向け人材確保支援セミナー」  

 ~人手不足の今だからこそ~積極的な採用戦略を考える！  

  を開催しました。  

 平成29年２月22日（水）、大田区産

業プラザ「ＰＩＯ」において、昨年に引

き続き「企業向けセミナー」を開催しま

した。 

 都立城南職業能力開発センターでは、

「産業人材確保事業」の新たな取り組み

として、昨年度から地域の中小企業経営

者・人事採用担当者の皆様に対して、

年々厳しさを増す採用状況の改善の一助

として情報提供を行っているものです。 

 昨年同様、募集開始日には定員の半数

以上の応募があり、募集締め切り日前に

は定員に達する盛況でした。 

 また、今年度のセミナー構成は昨年度

の内容を進化させ、今年度から新たに、

セミナー参加者同士の意見交換と企業経

営者による成功事例の紹介を加えた内容

としました。 

セミナー内容 

★第１部； 

～人手不足の今だから

こそ～積極的な採用戦

略を考える 

 若手を採用するた

めの採用方法の見

直しと定着のため

のヒント 

 シニア層と女性求

職者活用のメリット

と採用育成のヒント 

★ 第２部； 

中小企業経営者による

「成功事例」の紹介 
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★若手を採用するための採用方

法の見直しと定着のためのヒント 

○労働市場の状況 

○人材が確保できている企業とできて

いない企業の特徴 

○採用手段と採用実現率及び採用

手段ごとの課題 

○入職に至るまでの情報経路 

○今の若者の価値観 

○面接担当者に求められる能力 

○魅力発信企業になるために 

○求める人物像を考える 

○採用のために広げたい情報ルート 

○定着のためのヒント 

 第１部 株式会社ＨＵＧＲＥＳ（ハグリス） 代表取締役 内田ひとみ 氏 

 

ＰＯＩＮＴ 

●有効求人倍率は1.36

倍と25年ぶりの高水準 

●採用実現率では、新

卒・中途ともに、「知人・友

人の紹介」や「取引先・銀

行の紹介」など、顔が見え

る採用手段を強化 

●自社のホームページ、

就職サイト、ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋ，Ｔｗｉｔｔｅｒ）、経営者

や社員のブログなど、イン

ターネットを有効利用する 

 

講義内容（若手を採用するための採用方法の見直しと定着のためのヒント） 

業としては、自社のホームページ、ＳＮＳ、経営者や社

員のブログなどによる情報発信が有効。 

 今の若者の価値観としては、①企業を選ぶ際に重

視するポイントとして、社会とのかかわりを持てる会社

か、自分が入社して社会に貢献できるか、を重視する

傾向にある。②仕事を通じた自己実現としては、自分

のアイデアが認められる、またはそのアイデアを聞いて

くれる、自分のセンスを認めてもらいたいという希望を

持っている。こうしたことを踏まえると、中小企業の強

みとして、多くの仕事を経験でき、また成長のスピード

が速いなど大企業にないメリットを生かすことができる。 

 企業選択にはリレーション重視であり、現在の情報社

会の中では、「この会社ではこのような質問があった」

などＳＮＳを通じ選考過程が全部見えている。 

 求職者からの質問へのレスポンスや選考過程の

フィードバックの重要性など、採用担当者にこそコミュ

ニケーション能力が求められている。 

 労働市場の状況は、平成２８年の有効求人倍率が

1.36倍となり、平成３年の1.41倍以来25年ぶりの高

水準であり、人手不足がより鮮明な状況にある。 

近年の人材確保の状況を見てみると、「人材確保」が

できている企業と、できていない企業の違いを探り出

すと、「人材確保のためのノウハウや手段」に大きな違

いが表れる。 

 中小企業における新卒採用・中途採用を採用手段

ごとに採用実現率を見ると、新規採用は「知人・友人

の紹介」「取引先や銀行の紹介」「教育機関の紹介」

が高く、中途採用は「知人・友人の紹介」「取引先や銀

行の紹介」が高くなっている。 

 どの採用手段であっても、それぞれメリットとデメリット

の両面を持ち、特徴を把握し利用することが必要。 

 求職者側から見た「入職に至るまでの情報経路」と

しては、インターネットの活用が非常に多く、求人側企
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城南地域「企業向け人材確保支援セミナー」  

第１部 講師     内田 ひとみ 氏 
★シニア層と女性求職者活用の

メリットと採用育成のヒント 

○生産年齢人口の推移 

○潜在女性求職者の現状 

○シニアの現状 

○外国人雇用者の状況（参考） 

○シニアと女性活用のメリット 

○シニアと女性育成のヒント 

★セミナー参加者同士の意見交換 

○どのような会社にしたいか、そのため

にどのような人材が必要か、どのような

人材に入社してほしいか 

○どのような人物を求めますか？ 

スキル・タイプ（ＭＵＳＴ，ＷＡＮＴ，ＮＥＧ

ＡＴＩＶＥ別） 



 面接担当者のコミュニケーション力とは、「言葉」や

「態度」で相手と意思疎通する能力。相手を観察し、

相手の話を傾聴し、相手を受容・共感する。相手との

信頼関係を構築し求職者に「この人と働きたい」と思っ

てもらう。 面接担当者の印象は、企業の印象に直結

しており、担当者はコミュニケーションスキルを高め、

自社の魅力発信役を務めなければならない。 

 中小企業が採用で大手企業に対抗し、魅力発信企

業となるためには、①人の魅力（経営者など）で引き

付ける、②個の人間力（採用担当者）で勝負する、③

直接的なアプローチで親しくなる、④得意な分野でア

ピールする、⑤ニッチな強みやユニークさ、大胆な採

用手法の検討という５つのポイントがある。 

 採用で終わりではない。採用別の定着対策として、

新卒の場合は①入社前の動機付け、②内定者と企

業側のギャップの課題への対応が必要である。 

対策としては、経営者や社員との定期的な交流の機

会を作り不安を軽減すること。内定者同士のコミュニ

ケーションを促進し、同期意識の醸成を行うこと。必要

に応じ入社前研修を実施することなどがあげられる。 

 また、中途採用の場合は、①企業風土への順応、

②社員との人間関係、③仕事の能力の見定めとアサ

イメントなどの課題に対して、メンターやフォロワーをア

サインすること、入社の際には経営者から期待値を直

接伝えること、定期的な社員との交流や管理者との面

談を実施するなどの対策が必要である。 

のコミュニケーションの活性化や早期離職の抑制⑤女

性に門戸を開いている会社は、若く優秀な男女職員

を採用できる可能性が広がる。 

 シニア育成のポイントとしては、これまでの経験を尊

重する一方、定年前や前職の役職を引きずらず、上

司部下とのけじめをつける。職場での役割や成果を具

体的に指示する。若手職員の良き見本、仕事に対す

る動機付けの役割を徹底させる。など 

 女性育成のポイントとしては、自己評価が低くなりが

ちであるが、良いところは言葉や態度で褒める。雇用

形態に限らず、公平な態度で特別に気を使わない。

期待は言葉に出して伝え、メンター・フォロワーが見守

り、戦力化を目指す。など 

 

 ２０６０年日本の生産年齢人口は、4418万人とピー

ク時の50％に減少。 

 女性潜在求職者は300万人であり、就業希望者の

半数以上は25歳～44歳。出産・育児のため、適当な

仕事がありそうにない、という理由から求職していな

い。一方 高齢者人口は3461万人、総人口割合で

27.3％と過去最高。働けるうちはいつまでもと希望す

る高齢者が25.7％。 

 シニア層と女性を採用するメリットとしては、①短期

間で育成できれば結果低コストとなる②長期で採用し

戦力化することも可能③人件費の抑制が可能④若手

講義内容（若手を採用するための採用方法の見直しと定着のためのヒント） 

講義内容（シニア層と女性求職者活用のメリットと育成のヒント） 

ＰＯＩＮＴ 

●若者の価値観 

・社会との関わりや貢献 

・仕事を通じた自己実現 

●面接担当者のコミュニ

ケーションスキルの向上 

●面接担当者の印象は

企業の印象に直結 

●魅力発信企業になるた

めに 

・大手企業に対抗するた

めの５か条 

●定着のヒントとして、新

卒、中途採用ともにそれ

ぞれの課題への対応が必

要 

Page 3 

 

同席した他企業同士の活発な意見交換 

ＰＯＩＮＴ 

●女性潜在求職者数は300

万人 

●高齢者の就業者数は12

年連続で増加730万人 

●シニア活用のメリット 

・経験豊富で人間力を持つ 

・定年でもまだ10年戦力 

●女性活用のメリット 

・戦力になる可能性大 

・共感性が高く、人を育てる

能力に優れている 

●シニアや女性育成のヒント

として、短時間正社員やプロ

ジェクト型採用など、終身雇

用以外の人事制度や評価

方法を検討 



社名；株式会社マテリアル       

本社；東京都大田区南六郷      

設立；1992年7月            

資本金；2001万円 

業種；非鉄金属材料販売、精密 

    部品加工、設計製作 

従業員数；35名 

・新入社員を誰が教えるか 

 弊社ではエースに新入社員教育を任せている。

生産量の一番高い、「現代の名工」と言われるよう

な者に教えさせる。そうしなければ良い職人になら

ない。一方で、そのエースが働かなくてもきちんと利

益を生む設備に変えていかなければならない。やは

り設備投資は人材育成に必要なんだと痛感すると

ころである。 

・先を見据えた経営戦略 

 少子高齢化、これは間違いのないこと。これから、

確実にあることだけのデータを収集しながら、次の

マーケットをどう投入するかは大事なこと。確実に起

こり得ることを一番の情報と考えマーケット戦略す

る。この先の未来に日本は必ず少子高齢化が進む

のだから、今から人は採っておかなければ間に合わ

ない。仕事も取りながら人も増やしていきながら、未

来に対応していかなければいけないのが経営手腕

ではないだろうか。 

・大田区から世界へ 

 人に向いている「技術」をやるのは中小企業の特

権です。大企業は１００億円のビジネスでないと設

備投資をしてきません。ですけれど、もしもです、１

億円にしかならないんだけど、その人が本当に「幸

せ」になれるっていうものだったら、我々中小企業の

規模なら作れるんですよ！そこが「ものづくり」に共

感した若者たちに興味を持ってもらう瞬間だと思い

ます。日々妄想とトライです。僕は前進していきなが

ら、周りも幸せにすることって非常に大事なんだなっ

て思います。これは50歳超えてからですね、自分の

人生もカウントダウンだなという風に思いながらも、最

後は「わが人生に悔いなし」ということで終われるよ

う、全力で毎日を生きたいと思っています。 

・会社の経営者に「人を育てることができるのか」 

 時代の流れとともに、人材育成の方法が変化して

きている。「先を見据えた戦略」、「経営者が何をし

たいのか」、「この会社はどこに向かっているのか」明

確なビジョンを示すことが前提である。ここから、毎

日従業員一人ひとりと接し、色々な情報を吸い上げ

られる経営者でいられることはとてもありがたい。こ

のためには従業員は30人が限度かなと考えてい

る。 

 従業員とのやり取りは「ピンポン」のようなもの。従

業員とのやり取りの中から、例えば従業員からの提

案による、新たな設備機器などの充実についても、

徹底的に話し合っていく。このディスカッションの中

から従業員が育っていく。 

 「ＮＯ！」と言わないこと。設備投資についても、モ

チベーションの高い従業員は、これを経営者が拒絶

した時から「この会社は未来がない」、「自分の技術

はこれ以上高くならない」と思うようになる。従業員

は経営者を説得するためのプレゼンテーションの中

で損益分岐点のことまでを考えるようになる。こうし

て技量・力量が上がっていく。日常から「ＹＥＳ！」か

ら入ることは非常に大事なことだと思っている。 

 

・マテリアルが国際認証資格取得を目指した訳 

 これまでの「職人」個人への信用・信頼は、品質

保証とならない時代となり、ＩＳＯ9001、14001の国

際認証資格を得て検査装置などの設備の充実は

「安全・安心」の尺度を証明するために必然的なこ

とであった。また、ＪＩＳＱ9100の取得により航空・宇

宙・防衛分野の新たなマーケット戦略を図り、「守り」

と「攻め」の仕組みづくりを整えた。 

講義内容（社員の成長と会社の成長、その先のお客様の安心安全のために） 

第２部 株式会社マテリアル 代表取締役 細貝淳一 氏 

2007 11月  ＩＳＯ9001：2000品質マネジメントシステム認証取得       

2008 11月  大田区優工場認定総合部門賞受賞      

2010 10月  第8回勇気ある経営大賞優秀賞受賞 

2011 9月   ＪＩＳＱ9100：2009航空・宇宙・防衛品質マネジメントシステム

認証取得 

2011 11月  東京都中小企業ものづくり人材育成大賞奨励賞受賞 

2014 2月   大田の工匠[Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ]受賞 

「下町ボブスレー」 ネットワークプロジェクトゼネラルマネージャー 

ＰＯＩＮＴ 

●会社の経営者に「人を

育てることができるのか」 

 

●国際認証資格取得を

目指した訳 

 

●新入社員は誰が教える

のか？ 

 

●先を見据えた経営戦略 

 

●大田区から世界へ 
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第2部 講師     細貝 淳一 氏 


