


変化の激しい時代のなか、「人材」こそが最も大切な経営資源であるとされ、

昨今注目されている「人材マネジメント」。

しかし、「人材マネジメントと言っても、何をすれば良いかわからない」

「ちょっと難しそうでためらっている」という方も少なくないでしょう。

多様な人材が集い、活躍できる会社づくり。

ひいてはそんな社会の実現に向け、一人でも多くの方に人材マネジメントの

第一歩を踏み出していただきたいという想いから、この冊子を制作しました。

題して『ジンマネ』。

日常的に使われるような、親しみやすいキーワードを目指して名付けました。

「ジンマネの基本」「ジンマネの準備」「ジンマネの最前線」で構成し、

少しでもわかりやすくお伝えできるようイラストもまじえて編集しています。

『ジンマネ』を通じて、少しでも皆さまの後押しができれば幸いです。

いま踏み出そう。
人材マネジメントの
第一歩

「ジンマネ」編集部
2022 年 5月

3vol.1 JINMANE2



構造を見てみよう
人材マネジメントの

14

課題チェックリスト
人材マネジメントの

18

ジンマネの準備02
CHAPTER

ジンマネの最前線03
CHAPTER

注目企業 2 社の取り組みに
クローズアップ20

私たちの人材マネジメント24

人材マネジメントの
クフウ2022

SmartHR 社の

26

人事トレンドワード 10
人材マネジメントのイマに迫る

6

ジンマネの基本01
CHAPTER

いま人材マネジメントが
重要視される3 つの背景10

CONTENTS

VOL.1 May/ 2022 

HOP STEP JUMP
人材マネジメントの

16

4

ジンマネの基本
人材マネジメントの基本やトレンドに触れ、

潮流をつかみましょう

Basic s of  J INMANE

5vol.1 JINMANE



組織へのコミットメントや
パフォーマンス向上に寄与

11Trend

エンゲージメント

エンゲージメントとは、仕事に対する活力に溢れ仕事に打ち込
んでいる状態や、組織に対する愛着、一体感、仕事に対する満
足など多様な内容を含む考え方です。
労働生産性や定着率、業績向上などにも寄与する、労使双方に
とって重要な要素です。

テレワーク下で増す対話の重要性

33Trend

1on1

上長とメンバーによる対話を意味する、1on1。
目標管理やキャリアビジョン、悩みごとなどを定期的かつ双方向に
コミュニケーションをとることで、メンバーの成長を促します。その
なかでコーチングやメンタリングなどの手法も注目されています。
必ずしも対面的なコミュニケーションがとりやすいわけではないコロ
ナ禍において、より重要性を増しています。

課題を深掘り、的確なアプローチを模索

44Trend

従業員サーベイ

統計的なデータ分析のみならず、従業員の満足度や愛着などを 
アンケート調査する従業員サーベイで個人の本音や課題感を拾い、
分析し、対策を図ることも効果的です。
ただし「こんな回答結果がほしい」という会社主観でのバイアスが
かかった設問設計にならないような注意も必要です。

ヒト・モノ・カネ・情報の 4 大経営資源のうち、近年とくに重視されている

ヒト＝人的資源。変化の激しい時代を乗り越えていくべく、人材力・組織

力の向上が各社で関心の高いテーマとなっています。まずは抑えておき

たい「人材マネジメント」に関する 10 の人事トレンドワードをチェック！

コロナ禍での入社と立ち上がりに課題感

22Trend

オンボーディング

オンボーディングとは、新入社員を育成・教育する施策のこと。
長引くコロナ禍において、一堂に会するオフライン前提での新入
社員オリエンテーションは、当たり前の光景ではなくなりました。
また、トレーニングや実務をサポートするにも「隣席から」とい
う常識はすでに過去のものとなっています。
距離ある時代の新入社員の早期立ち上がりを実現するためにも、
オンボーディング体制の構築が求められています。1010

人材マネジメントのイマに迫る人材マネジメントのイマに迫る

人事
トレンド
ワード

ジンマネの基本01CHAPTER
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心身ともに「幸福」であることが
個人にも組織にも好影響

55Trend

ウェルビーイング

日本 WHO 協会は健康について、「肉体的にも、精神的
にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」と
訳しており、ウェルビーイングの本質と言えます。
個人のパフォーマンス、ひいては企業の業績にも影響
しうるため、人材獲得競争が激化する現代社会において
重要視されつつあります。「健康経営」が叫ばれるのも
この一環です。

多様な人材が活躍する、
働きやすく働きがいある職場へ

77Trend

ダイバーシティ&
インクルージョン

国籍や性別、年齢、能力などを問わず、多様な人材を活用する、
いわゆるダイバーシティが注目されています。さらにその一人
ひとりが互いの個性を尊重しあいながら能力を遺憾なく発揮
すること（インクルージョン）も含め、「ダイバーシティ& イン
クルージョン」（D&I）の重要性が叫ばれています。

先行きの見えない
鬱屈とした時代に不可欠な対策

66Trend

メンタルヘルスケア

「精神衛生（メンタルヘルス）」はウェルビーイングを構成する
要素のひとつです。しかし、コロナ禍によって先行きが見えづらく
不安の多い世の中となり、同時にテレワークや外出自粛の長期化
などで精神的な疲労も溜まりやすくなったため、メンタルヘルス
を取り巻く状況は脅かされています。
日常的な対策としての、上長や同僚との定期的なコミュニケー
ションの場づくりだけでなく、第三者や専門家に相談しやすい
環境づくりなども求められています。

99Trend

人事データ
組織課題を可視化し、人事戦略を後押し
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が根幹にある
人的資本の情報開示のような動向をはじめ、経営戦略と人事戦
略の連動性が社内外を問わず注目されつつあります。
そのなかで両戦略に基づき、迅速に次なる打ち手を検討するた
めに、効率的な人事データの集計およびその分析もまた重要に
なると考えられます。人事データの例として、属性情報や勤怠
情報、給与情報、評価情報、組織サーベイデータなどがあります。

2021年6月の東京証券取引所 コーポレートガバナンス・
コードの改訂に伴い、上場企業には人的資本の情報開
示が求められるようになりました。
女性や外国人、中途採用者の管理職への登用などの「中
核人材の登用等における多様性の確保」をはじめとし
た、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
をねらった項目が取り入れられています。

競争力の源泉として「人材」が
投資家からも重視される時代

人的資本の情報開示

88Trend

社内コミュニケーションを促進。
“ オープン化 ” の潮流も

1010Trend

社内報

コロナ禍において、従業員や組織間の相互理解を促し、エンゲー
ジメント向上を図るべく社内報の注目度が高まっています。
なかには、入社前から自社について理解し、価値観やカルチャー
に馴染めるよう対外的にもオープンに発信する企業も増えてい
ます。メディアプラットフォーム「note」では、 #オープン社内報
の投稿数がすでに 1 万件を超えています。

ジンマネの基本01CHAPTER
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先行きの不透明で、将来の予測が困難な状態

VUCAとは？

企業の垣根を越え、組織外の様々な企業や人材の
知見や技術を最大限に活かす

オープンイノベーションとは？

自社

様々な人材 様々な企業

される   つの背景いま人材マネジメントが重要視
各社で関心の集まる人材マネジメント。耳に
したことはあれど、「なぜ重要視されている
のか」がイマイチ理解できていないという方
も少なくないことでしょう。その社会的な背
景から人材マネジメントを捉え、企業におけ
る重要性を紐解きます。

変化に強い企業づくりのヒントを
「オープンイノベーション」が握っている

その VUCA の時代を乗り越えるヒントは「オープンイノベーション」。企業の垣根を越え、様々な
企業や人材の強みを最大限活かしてイノベーションを起こしていくことを意味します。
日本政府としても、Society5.0 を提唱し、実現に向けて日本企業と連携して DX を推進する動きが
あります。
このような世界観が現実になると、既存のビジネスモデルは大きく変わります。

VUCA 時代［Volatility（不安定性）／ Uncertainty（不確実性）
／ Complexity（複雑性）／ Ambiguity（曖昧さ）］と呼ばれる
現代社会。その意味は、時代が今までよりも不安定性が増し
ていき、不確実になり、複雑性も増して、色々な境界が曖昧に
なってきているということです。アフターコロナも見据えつつの
コロナ禍への対応、ダイバーシティ& インクルージョンの実現、

予測困難な「VUCA」の時代を迎えている

各種テクノロジーや AI の活用をはじめとしたデジタルトランス
フォーメーション（DX）など、その変化は非常に目まぐるしい
ものです。このような状況では、一社ですべての技術を保持し、
サービスを開発していくことが難しくなります。変化のスピード
に追随するための投資が莫大になるうえに、アイデアやノウハ
ウを持つ人材が自社にいるとは限らないからです。

不安定性

新しい技術やビジネスの登場
従来の常識の崩壊

Volatility
不確実性

災害やパンデミックなど、
予測できないリスク

Uncertainty
複雑性 曖昧さ

生活者のニーズや価値観が
多様化し、画一的な正解がなく、

前例も通用しない時代

Ambiguity

グローバル化のなかで、
異なる法律や規制などの壁を

乗り越える必要がある

Complexity

ジンマネの基本01CHAPTER
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いま求められる2つの対策
その人手不足数を補うべく、対策の方向性は大きく分けて 2
つあります。ひとつは、女性やシニア、外国人など多様な人
材を登用することで「働ける人」を増やすこと。
もうひとつは、働く人々や組織のパフォーマンスを引き出し、
生産性を向上させること。
このような背景から各企業では人材マネジメントの変革が求
められています。

「644万人」の人手不足で
人材競争激化
しかし、VUCA の時代においてオープンイノベーションの牽引
を期待される若手世代の労働力人口は、減少の一途を辿って
います。
株式会社パーソル総合研究所と中央大学による調査『労働市
場の未来推計 2030』では、2030 年には、7,073 万人の労働
需要に対し、6,429 万人の労働供給しか見込めず、「644 万
人の人手不足」となると推計されています。
この人手不足時代のなかで人材獲得競争は激化すると予想さ
れます。

労働力人口の減少から人材獲得競争が激化。
人材マネジメントの変革が求められている

人財 & 組織開発ファシリテーター / 元(株)パーソル総合研究所 執行役員

大学卒業後、大手建設会社に入社し総務人事を担当。その後、電気メーカー子会社にて採用及び研
修担当、株式会社日本能率協会コンサルティングを経て、2015 年にトーマツイノベーション株式会社
に入社。講師派遣研修事業の事業責任者に従事しながら、人材育成コンサルティング及び研修を実施。

髙橋 豊さん

人手不足数 万人644

対策 1 対策 2

働ける人を増やす 生産性を上げる
万人 万人346 298

だからこそ人材マネジメントの変革が求められている

東京都人口約 1,400 万人の半分未満、
千葉県人口約 628 万人を超える人数である。
(2020年度)

644 万人ってどれくらい ?

ジンマネの基本01CHAPTER

12

ジンマネの準備
人材マネジメントの構造や課題を理解し、

準備を進めましょう

Preparing for J INMANE
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ジンマネの準備02CHAPTER

人材開発の設計・
手法選択のための
情報提供

評価による
報酬の決定

等級による
報酬水準の
決定

採用時の
等級の格付

等級に
応じた評価

等級と採用
要件の紐付け

評価による
等級の決定

人材開発を
目的とした異動配置

評価による
代謝の決定

適材適所の
検討のための
情報提供

リ ソ ー ス フ ロ ー

人材マネ ジメントの

を見 てみよう
ひとくちに「人材マネジメント」といっても様々な

『図解 人材マネジメント入門』（坪谷邦生 著）
要素からなり、それぞれ有機的に結びついています。
による図解を参考に、その構造を紐解きます。

株式会社壺中天 代表取締役

20 年間、人事領域を専門分野としてきた実践
経験を活かし、企業の人材マネジメントを支援。
近著に『図解 組織開発入門』(2022) がある。

坪谷 邦生さん

報 酬5

等 級4

人事評価6

開 発組 織8

人材開発7

採 用1

現場を巻き込んで採用チームを結成
採用はリソースフローの入り口。組織能力を規定し、
企業の競争力を左右する重要な領域です。
人事部門だけでなく、実際にともに働くことになる現
場を巻き込み、「全社で行う仕事」という風土をつ 
くっていきましょう。

採 用1

適材適所・人材開発・
幹部育成を促進
異動の目的は、適材適所・人材開発・幹部育成の
3 つです。そのなかで異動を成功させるポイントは、
働く本人が直接希望していること。そして、企業か
らの期待も一人ひとりのキャリアを真剣に考えなが
ら丁寧に伝えることです。
異動は、個人と組織の信頼関係が問われる瞬間と
も言えます。

異 動2

痛みを伴うリストラを避け
健全な新陳代謝を目指す
入社と退職のバランスが取れていないと、将来的
に組織全体のプロポーション（年齢構成）が変化し、
例えば年齢層が高い世代でポスト不足や余剰人員
が発生し、痛みを伴うリストラの可能性も生じます。
つまり、ずっと働いてもらうことだけが正解ではな
いということです。退職率をモニタリングし、自社
にとって適切な水準を目指して手を打ち続けること
が重要です。

代 謝3

基準を明確化し、
人材マネジメントの一貫性を
等級とは、求める人材像を定義し、目指すモノサシ
としたものです。社員一人ひとりの賃金や処遇はみ
んな異なっています。その格差が何を基準にしてい
るのかを明確にしたものが等級なので、内容を隠す
のではなく明示することが誠実です。 このように等
級を基準とすることで、採用・報酬・ 人事評価の
一貫性が保たれます。

等 級4

代 謝3異 動2

賃金だけでなく
仕事のやりがいも大切
働くことで企業から与えられるものを「外的報酬」
と呼び、その最も重要な要素が「賃金」です。賃金は、
基本給や手当、賞与からなり、労働の対価として過
剰な満足ではなく納得できる水準を目指すべきもの
です。しかし、「報酬」とは賃金のことだけを指す
ものではなく、仕事そのものから生まれる「内的報
酬」も含まれます。
仕事のやりがいやキャリア開発の喜び、人間関係か
ら得られた社会的満足なども大切な要素であること
を認識しましょう。

報 酬5

人と人の間にある
「関係性」や「プロセス」を開発

組織開発とは、行動科学を応用して組織内のプロ
セスを変革し、組織の効果性を高める計画的な取
り組みを指します。人材開発との違いは、人材開発
の開発対象が「人の能力」であるのに対し、組織
開発では「人と人の間にある関係性」や「プロセス」
を開発対象とします。

組 織 開 発8

一人ひとりの成長に対して
企業が意思を持って投資
人材は退職することもあります。人材開発を行って
も、そこに投下したコストを回収できない恐れは多分
にあるわけです。それでも企業が一人ひとりの成長
に投資するのはなぜでしょうか？ それは成長機会が
提供されない企業に、優秀な人材は集まらないから
です。企業における人材開発とは、一人ひとりの成
長に対して、「意思を持って」行う投資のことです。

人 材 開 発7

処遇だけでなく「社員の活用と育成」
「企業文化の醸成」の側面も

人事評価の目的は大きく分けて「公平感ある処遇
の分配」「社員の活用と育成」「企業文化の醸成」
の 3 つがあります。処遇には偏りが生まれがちです
が、賃金額を決めて伝えるだけの評価になり、労
使間の感情的対立を煽る結果を招きます。
一人ひとりがどうすれば活躍できるか、成長できる
かを検討する「社員の活用と育成」、フィードバッ
クの積み重ねによる「企業文化の育成」にも着目し、
より良い人事評価を実践しましょう。

人 事 評 価6

造

ジンマネの準備02CHAPTER
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人材マネジメントをはじめるにしても、
いきなり何かが劇的に
改善されるわけではありません。
ここでは「組織開発」を例に取り、
三段跳びになぞらえて
行程のイメージを掴みましょう。

組織の目的を振り返ろう2

企業としてのミッションやバリュー、ビジョンは明確
化され、浸透していますか？
経営や人事における取り組みは、それ自体が従業員
へのメッセージとなります。一貫した芯が通っている
かを確認しましょう。

人材マネジメントにまつわる業務は多種多様。「効率化
できる業務」もあれば「時間を割いて品質を高めるべ
き業務」もあります。棚卸しの際は、業務特性の違い
に気をつけましょう。

HINT!

人事戦略やそこに紐づく人材マネジメントは、根幹
となる「経営戦略」との連動抜きには語れません。
確かな経営戦略が打ち立てられているのか、そして
それはマネージャーや従業員に浸透しているのかを
確認しましょう。

経営戦略を振り返ろう1

3 自社の人材マネジメント実践の課題を知ろう

人材マネジメントの過程には、書類作業やファイリ
ングなど、人事部にも現場のマネージャーにも少な
からず負担がかかります。
効率化できる定型業務はないか、人事データが不揃
いになっていないかなどを確認しましょう。

特に課題が大きい領域を探るには、「人材マネジメントの課題
チェックリスト」( → P18）が便利です。

準
備
運
動
取
り
掛
か
る
前
に
ま
ず
状
況
把
握
か
ら
は
じ
め
よ
う

全社や組織ごとの人事データの推移
は、全体傾向から課題を探り仮説を
立てるのに効果的です。
また、定性的な情報も含めて課題を
深掘りするには、従業員サーベイのフ
リーコメントや 1on1 などが効果的で
す。マクロ・ミクロ様々な切り口から
組織の課題を分析しましょう。

部署ごとにサーベイ結果を分析す
る際は、母数（部署の人数）の大
小に注意しましょう。母数が少ない
うちは、1 回答あたりの割合に与え
る影響が大きく、数字が変動しや
すいためです。

HINT!

得られた分析結果をもとに各部門へ
フィードバックするのが効果的です。
マネージャーとともに改善プランを計
画し、ネクストアクションを促進しま
しょう。アクション後は定期的な実施
します。これらを継続することで、貴
重なデータが資産として蓄積されてい
きます。

人材マネジメントは一過性のもの
ではなく、常に状況や課題、打ち
手も変わるもの。継続的にモニタ
リングし、自社に合った PDCA サ
イクルを回しましょう！

HINT!

組織課題の調査・分析をしよう

自社の人材マネジメント実践の課題を解決しよう

部門ごとにフィードバックし、対策を立案しよう

自社の人材マネジメント推進における
課題を把握したら、まずはそれを解
決することで最初の一歩を踏み出しま
しょう。
HR テクノロジーによる効率化のほか、
書籍や人事コミュニティからナレッジ・
先行事例を情報収集するのも効果的
です。

HR テクノロジーベンダーによる
ユーザーコミュニティなどの人事コ
ミュニティは、インターネット上な
どでは出づらいようなナレッジや他
社の先行事例に触れやすい貴重な
場です。

HINT!

ジンマネの準備02CHAPTER
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Human Resource Management Issues Checklist

人材開発CHECK

従業員のこれまでの経歴を把握できていない

従業員の能力やその変化を把握できていない

従業員が希望するキャリアを把握できていない

1on1 の記録を残せていない

人材育成計画の進捗を管理できていない

部下が成長している上司とそうではない上司を
把握できていない

その他にも…CHECK

人材マネジメントのナレッジがない

人材マネジメントの他社事例を知りたい

組織開発CHECK

従業員の顔と名前を一致させにくい状況にある

従業員が理念や行動指針に納得しているかを
把握できていない

理念や行動指針が浸透しているかを
把握できていない

部署や階層の正確な現状を把握できていない

組織図の作成が煩雑

ダイバーシティ＆インクルージョンの
推進に際し、組織の現状を把握できていない

優秀な人材（ハイパフォーマー）を
分析・定義できていない

従業員の異動・昇格の意思を把握できていない

異動・昇格後のモチベーションの
変化を把握できていない

上司・人間関係の問題を把握できていない

退職者の傾向を定量的に把握できていない

自社の従業員にとって「働きやすい環境」を
分析・定義できていない

リソースフローCHECK

評価者と被評価者の設定が大変

評価シートの作成、印刷・配布・集計に
手間がかかる

評価シートのファイリング、保管が煩雑

評価フィードバック面談の記録を残せていない

被評価者が評価に納得しているかを
把握できていない

評価者や部署による評価傾向の偏りを
把握・キャリブレーションできていない

人事制度（評価・報酬・等級）CHECK

人材マネジメントの第一歩を踏み出す前に、その実践に向けて
自社にはどのような課題があるのかをセルフチェックしてみましょう。

課題チェックリスト
人材マネジメントの

ジンマネの準備02CHAPTER
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2016 年株式会社スマ
イルズより分社。国内
に約 70 店舗を展開す
るスープ専門店「Soup 
Stock Tokyo」の運営
のほか、卸事業も手掛
ける。

株式会社
スープストック
トーキョー

社員だけでなく、パートナーも利用・閲覧・発信可能な社内コミュニケー
ションツール「Smash」

薮田　従業員に理念を体現してもらうため、実際に心が
けていることや工夫はありますか？
江澤さん　大切にしているのは、より具体的なシーンを描
くことです。イベントをするときも、新商品を出すときも、
これを通じて何を感じてもらい、どんなシーンを描きたい
のかという「シーンの共有」を必ず行うようにしています。
薮田　理念の浸透について、何か工夫されていることは
ありますか？
江澤さん　人事的観点だと、共感があるかどうかを採用
基準のひとつにしています。例えば、面接や入社のタイミ
ングで「理念」や「誰のためにやっているのか」を共有
するようにしていますね。
また、店舗の接客でも、人事制度でも、常に企業理念を

企画時は
「シーンの共有」を徹底。
理念浸透には社内SNSを活用

Point

3
起点に物事を考えたり、共有したり、フィードバックした
りするなど、各所で大切な判断軸になっています。
難しい点は、店舗ではパートナーさんとチームで仕事をす
るなかで、週 5 日で働いている方と週 1 〜 2 日で働く方
だとどうしても共感度や理解度に差が生まれやすいんで
す。その対策のひとつとして、社員やパートナーさんが
全員見られる社内 SNS「Smash」を活用するようにして
います。
Smash では、社長からのメッセージはもちろん社員やパー
トナーさんの投稿に対しても、所属店舗に関係なくリアク
ションできるようになっています。

薮田　最後に、企業理念の浸透に悩んでいる方にメッセー
ジをお願いします。
江澤さん　人事や役職者だけが理念を口にするのではな
くて、会社のトップが強く発信し続けることが大切だと考
えています。
また、人事制度にしろ、企画にしろ、アクションが必要な
ものすべてにおいて、しっかり企業理念をリンクさせなが
ら意思決定していく。さらに、それを成果や評価と連動さ
せる設計も大事だなと感じますね。

トップ自らの発信と自然と
浸透する仕掛けが大切

Point

4

Focusing on Initiatives by
2 Leading Companies https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/

薮田　 「世の中の体温をあげる」とは、具体的にどのよう
な状態や体験をしてもらいたいということなのでしょうか。
江澤さん　スープってそれ自体が熱いものなので、必然
的に少しゆっくり食べますよね。なので、スープを食べな
がら、ちょっと気持ちを落ち着かせたり、ゆっくりする時
間をつくってほしいなと考えています。
具体的なエピソードとして、とあるお客さまから感謝のメー
ルが届いたことがありました。
そのお客さまは、仕事でうまくいかずにイライラしていて、
スープストックトーキョーの店員に横柄な態度をとってし
まったようでした。店員はそれを察したのか「お仕事、頑
張ってくださいね」と笑顔で対応したそうで、「ちょっと泣
きそうになりました。また元気がないときや元気をもらい
たいときにスープストックトーキョーに行きたいと思いま
す」と、メールを送ってくれたんです。
自分たちが向き合っていることがちゃんとお客さまに伝
わっているんだなと実感し、嬉しくて社内に共有しました。

お客さまに届いた想いを
社内にも共有

Point

2
薮田　「ブランド力は人がつくる」という考え方で分社化
されたとお聞きしました。具体的にどのような考え方なの
でしょうか？
江澤さん　私は最初アルバイトとして入社したのですが、
その後に正社員となり、多くの店舗で働くようになりまし
た。その経験のなかで、「お客さまに接したお店の人たち
が、ブランドイメージそのものになる」と考えるようになり、
そのことをメンバーにも伝えるようにしていました。
また、もともとスープストックトーキョーはスマイルズとい
う会社の一事業だったのですが、当時は社内で新しい事
業が続々と走り出したタイミングで、新しいことにスポッ
トライトがあたりやすい状況になっていました。そのため、
スープストックトーキョーで働いているメンバーが自分の
仕事に自信を持てなくなっているようでした。
その様子を現在の社長である松尾が目にし、ひとつのブ
ランド、ひとつの会社としてより「人」を磨いていく必要
があると考え、分社化にいたりました。

Point

1 ブランド力は「人」がつくる

取り組みにクローズアップ
注目企業 社の2 先行きの不透明な VUCA の時代において、

人材マネジメントと向き合う目的は企業によって様々です。
ここでは注目企業 2 社をピックアップし、その取り組みの背景やねらいに迫ります。

株式会社スープストックトーキョー
取締役副社長 兼 人材開発部長 / 業態開発部長

江澤 身和さん

株式会社 SmartHR
執行役員 / VP of Human Resource（人事責任者）

薮田 孝仁

Miwa
Ezawa

語り手

Takahito
Yabuta

聞き手

ブランドを体現する人材開発とは？
スープストックトーキョー

企業ブランデイングは、なかで働く人にこそ体現してもらう必要があります。
しかし近年、理念・カルチャーの浸透を課題と感じる企業も少なくないようです。

スープストックトーキョー取締役副社長の江澤身和さんに
「ブランドを体現する人材開発」のポイントを伺いました。

Case.1 

Close Up

ジンマネの最前線03CHAPTER
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高年齢者雇用安定法の改正に伴い柔軟な制度を設計

三木さん　2 つめのポイントとして、土屋鞄では 60 歳か
ら 70 歳までは嘱託契約を選択できる「定年再雇用制度」
を導入しています。また、希望があれば 70 歳以上の方は
パート契約でお仕事をしていただくこともできます。
令和元年に高年齢者雇用安定法の改正について厚生労働
省からアナウンスがあり、このタイミングで何かできない
かと考えていたとき、弊社以外の会社で働く地方の職人
さんたちが 55 歳くらいで定年になるという話を聞いたこ
とがありました。そういう方たちは定年を迎える前に不安
に苛まれるのではないかと思い、このような制度を考えま
した。
副島　確かに、そのような環境があると従業員は安心で
きますね。製造業でこういった取り組みをやっていくなか
で工夫されたことはありますか？
三木さん　強制しないことがポイントかもしれません。「絶
対 70 歳まで働いてください」というのではなく、柔軟に
選択できるようにするのが重要です。実際に、60 歳以上
で勤務されている方が 11 名いらっしゃいますが、こういっ
た取り組みが寄与しているのではないかと思います。

不安を払拭するための
「定年再雇用制度」

Point

2
副島　コロナ前からリモートワークを導入されていたとの
ことですが、その背景を教えてください。
三木さん　多種多様な人材を招き入れるには、場所や時
間を選ばずに働けるなど「多様な働き方が重要になる」
と考え、リモートワークを導入しました。
一方、弊社には多様な職種があるため、リモートワークを
フルに活用できる職域とそうではない職域が生まれてしま
います。そこで制度導入の裏側で、どの職種に対しても
メリットのある制度を展開することを意識して進めました。
例えば、職人の皆さんは工場で働く必要があります。その
ような方から「副業をしたいけどできない」という意見が
出れば、その都度解決する方法を提案しました。じゃんけ
んに例えると、「あいこ」になることを意識し、100 人いれ
ば 100 人に合うような制度設計が重要だと考えています。

多様な働き方で多様な人材を
採用。ポイントは

「どの職種にもメリットを」

Point

1
三木さん　3 つめのポイントは「新卒採用へのシフト」で
す。弊社はもともとインハウスでスペシャリティを持った
人材を採用しており、新卒の方を多数採用するスタイルで
はありませんでした。
ですが、今後の事業拡大や、若い感性を取り入れたブラ
ンドの構築を考えた際に、採用の見直しが必要だろうと舵

を切りました。
副島　具体的にどのような見直しをされたのでしょうか？
三木さん　まずは会社説明の機会を再設計しました。こ
れまではデザイナー採用のために美術系の大学に情報発
信していましたが、ビジネスに興味がある学生さんに集
まっていただくために他のチャネルを開拓していきました。
SNS 上で認知を広めることも進めています。具体的な効
果として、各職種ごとに「パワーのある人材が入ってきた」
とポジティブな意見をもらっています。
また、今回入社した新卒スタッフが SNS 運用について先
輩たちにアドバイスし、より新しい表現やブランドのコミュ
ニケーションをしていく形にシフトしたところ、お客さまか
らもご好評をいただいています。
副島　若い世代の人たちは御社のような老舗企業をどの
ように知ったのでしょうか？
三木さん　「共感性の高いブランドをつくっていきたいと
いう想い」の発信です。とくに採用活動に関しては「あの
会社って面白い」と思われる仕掛けをつくっています。単
に「歴史ある製造業だよ」というのではなく、「アメリカや
中国のキャリアフォーラムに出展し、今後は世界中にブラ
ンド展開したい」という想いの部分を伝えていますね。

「新卒採用」へ大幅にシフト。
新卒スタッフを中心にSNS 等での発信も強化

Point

3

Focusing on Initiatives by
2 Leading Companies

1965 年創業。オリジ
ナルブランドでの皮革
製品を中心としたラン
ドセル、 鞄・小物の企
画・製作、 及び販売な
どを手掛ける。

土屋鞄製造所

人事制度改革から始める、
働きやすくサスティナブルな組織づくり

土屋鞄製造所

もともとファミリーカンパニーでスタートしたという土屋鞄製造所。企業規模が拡大するなかで
「どのようなことに注力すべきか」より具体的な方針が必要になったそうです。

創業 56 年の土屋鞄が挑んだ人事制度改革のポイントについて、
同社人事本部長 兼 コミュニケーション本部長の三木 芳夫さんにお話を伺いました。

Case.2 

Yoshio 
Miki

語り手

株式会社土屋鞄製造所
執行役員 / 人事本部長 兼 コミュニケーション本部長

三木 芳夫さん

株式会社 SmartHR
執行役員 / SmartHR 人事労務 研究所 所長

副島 智子

Tomoko
Soejima

聞き手

採用のシフト

スペシャリティ 新卒採用

メリット
・デジタルネイティブのSNS 運用
・若い完成で現場の活性化

ジンマネの最前線03CHAPTER
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ベストリハ株式会社
井上 智博さん

DATA 医療・福祉 / 従業員数 535 名DATA 医療・福祉 / 従業員数 667 名

＃ 従業員サーベイ ＃ 定着率

私たちは介護事業を展開する特性上、何よりも
「人」が肝だと考えています。そんななか、当社
では「Real × Tech = Resolve 〜不自由な世界
を変える〜」というビジョンを掲げています。離
職率が高いと言われる介護業界において、ビジョ
ンの浸透こそが定着率の向上につながると考え、
それを測るために定期的な「従業員サーベイ」
を実施しています。

ビジョンの浸透で
定着率向上へ

POINT

弊社では、入社人数や退職率など月ごとの人事
データを急ぎで求められることがあります。従
来は翌日まで待ってもらっていましたが、現在
では分析レポートによっては 5 分ほどで出せる
ようになっています。
また、従業員情報が見える化されたことで、福
利厚生を含めた社内規程の全面的な刷新も実現
できました。

POINT

迅速な人事データ共有
社内規程の刷新も実現

株式会社フレアス
岩城 茉純さん

製造業・メーカー / 従業員数 66 名DATA

株式会社 NOLTY プランナーズ
山﨑 健太郎さん

＃ エンゲージメント ＃ 従業員サーベイ

エンゲージメント向上のヒントを探るべく、定期的にサーベイを
実施しています。そこでわかったのは、従業員から聞いていた
情報とは全然違う調査結果が出るということ。会話だけではわ
からない従業員の本音をもとに、課題に対する人事施策を実行
し、より良い会社づくりと向き合っていきたいです。

POINT

従業員サーベイをもとに
「人と組織の成長」を支援

SmartHR
ユーザーに

聞く！

Our Human Resource Management

今まさに「人材マネジメント」へと
踏み出した企業における、数々の想いや取り組みを紹介します。

私たちの人材マネジメント

霞ヶ関キャピタル株式会社
田淵 裕季子さん

サーベイを活かし
「100人の壁」の先へ

POINT

従業員数が毎月増え続け、いわゆる
「100 人の壁」を迎えました。
そこで従業員の率直な声を拾い上げ
たいと思い、従業員サーベイを活用し
ています。
今後は四半期ペースでサーベイを実
施して、従業員の意見を蓄積・分析
し、自分たちなりの働きやすい環境や
人事制度を構築していきたいですね。

＃ 従業員サーベイ

不動産 / 従業員数 110 名DATA

株式会社 Zeals
笹原 哲さん

DATA  IT・インターネット / 従業員数 304 名 POINT

定点観測は 1、2 年後に使える
人事データベース整備が重要
月に一度、コンディションを聞くウェザーリポートを実施して
いるほか、半年に一度、会社と従業員の関係を全体的に把握
するのを目的に、エンゲージメントサーベイで従業員満足度
を調査しています。これらサーベイは定点観測が重要で、

「1 年後、2 年後に分析できる人事データベースを整える」こと
がポイントだと思います。

＃ ウェザーリポート ＃ 従業員サーベイ

経営指標の一つとして
人事データを活用したい

POINT

月々の従業員数の変動や人件費を把握して、採用活動上
の無駄なコストの削減に役立てています。外部機関への
提出用資料の元データとしても活用することもあります。
今後は経営指標のひとつとして、人事データを活用でき
るように社内での公開範囲を広げていきたいですね。

＃ 人事データ

＃ 人事データ

＃ 経営指標

IT・インターネット / 従業員数 567 名DATA
アディッシュ株式会社
田島 穂隆さん

株式会社ウェルカム
鈴木 祥太さん

＃ 分析レポート ＃ 属性別定着率

「分析レポート」を活用し、アルバイトを中心に定着率を確認
しています。同じアルバイトの方でも、学生や主婦、フリーター
とでそれぞれ退職理由が異なります。退職の背景を正確に把
握できるよう、属性別に分析できるようにしています。

POINT

アルバイトの定着率を
属性別に分析

飲食・小売業 / 従業員数 1,957 名DATA

ジンマネの最前線03CHAPTER
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クフウ20
22

上長とメンバー間で目標や進捗のすり合
わせをはじめとした対話の場で、隔週に1
度実施しています。
また、コーチングやメンタリングなどの形
式を取り入れたり、第三者が加わる鼎談形
式で実施したりするクフウも見られます。

コーチングや鼎談などの形式も

1on1

リソースフロー

SmartHR社の人材マネジメントの

柔軟な働き方
03

KUFU

より良い組織づくりのため、
私たち SmartHR も人材マネジメントの

試行錯誤を重ねています。
その取り組みや創意工夫について紹介します。

※ 2022 年 5 月 1 日時点

キャリアアンケートの回答内容やメンバー個別の意向・
適性、各グループの組織状況などをもとに、総合的な
観点から各メンバーのキャリアを検討する場があります。

メンバーの意向や適性や
組織状況をもとに総合的に検討

キャリア検討会

組織開発

「誰もが公平に働きやすく、活躍できる環境」を実現すべく、ダイバー
シティ&インクルージョン（D&I）推進委員会が立ち上がりました。
これまで組織変革のためのダイバーシティ（OTD）ワークショップを
実施したり、女性活躍推進の一環で「育児休業の理解度向上」を促す
一般事業主行動計画を策定したり、様々な取り組みが進んでいます。

誰にとっても公平で活躍しやすい環境へ

D&I 推進委員会

CHAPTER 03 CUTTING-EDGE JINMANE

ジンマネの最前線03CHAPTER

02
KUFU

人材開発
01
KUFU

04
KUFU

賞与として、半年に1回の成果給を支給しています。
月次給与をベースにした職種別の「算定基礎」をもとに、「個
人評価」と「会社業績評価」の2つの係数をかけあわせて
算出します。

2 つの係数で賞与を算出

成果給

入社時点での等級・報酬を仮として、試用期間中の実際の
パフォーマンスを加味して本等級を確定する制度で、仮等
級期間中に期待水準を大きく上回る実績を残した場合、上
位になったり、報酬がアドオンされたりすることがあります。
万が一、期待水準を満たせず下位の等級となる場合も、す
ぐに減給とはならずに半年の補填期間があります。

柔軟かつ適切な等級・報酬設定

仮等級制度

期初に目標設定したのち、半期に一度の人事評価を実施して
います。また、四半期に一度の中間評価や隔週の1 on1で評価
者と被評価者間のギャップによる「サプライズ評価」を防ぎつつ、
目標達成に向けたフィードバックの場を設けています。

中間評価も実施し、納得感ある評価を

人事評価

評価・報酬・等級
05

KUFU

自社にマッチした人材を獲得すべく、かねてからリ
ファラル採用には力を入れています。

「リファラルごはん制度」「いいひと紹介ありがとう
制度」など各種制度・手当で促進しています。

制度や手当で紹介促進

リファラル採用

コアタイムが廃止され、6時から22時までのフレキシブルタ
イムのなかであればどの時間に勤務開始してもOKです。
もともと7時からでしたが、1時間早めることで、育児等によ
って朝の時間帯に業務を進捗させたいという要望に応えました。

時間にしばられることなく各自のペースで

フルフレックスタイム

組織の拡大とともに、部署によっては職能やその
役割が細分化されつつあります。
スペシャリストの道もゼネラリストの道も選択可能で、
多様なキャリアパスを実現できるように、全社で
年1回のキャリアアンケートを実施しています。四
半期に一度、グループ単位で実施するグループも。

今後のキャリア像を定期的にヒアリング

キャリアアンケート

プロダクトサイドを中心にフルリモートを導入し、
場所を問わず柔軟に働けます。
また、コーポレートおよびビジネスサイドにお
いても、オフライン業務があることを前提に回
数制限なしでリモートワークの選択ができます。

一部の部門でフルリモートも

リモートワーク制度

VP以上の承認を得ることで、ワーケーションをはじめ、オフ
ィス・自宅以外の場所（国内のみ）における柔軟な勤務が可
能です。
申請単位は最長1ヶ月ごととなります。

いつもと違った環境で新鮮な勤務と休暇を

ワーケーション

半年に1回、期初に全社のキックオフ
を開催しています。経営陣がその期
に全社で注力するミッションを共有。
そのミッションについて部門間でどの
ように感じたか、何に取り組んでいき
たいかなどについてディスカッション
を実施し、交流を活性化させています。

注力ミッションを共有

全社キックオフ

毎月実施している組織サーベイや、年に数
回実施しているエンゲージメントサーベイ
など、個人や組織にまつわる状況の変化
を定点観測しています。
そのほか、ハラスメント防止や育児休業促
進などを目的とした、不定期の意識・認知
度調査も実施しています。

サーベイ
組織サーベイや
エンゲージメントサーベイなど
多様な切り口で分析
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すべての人が、信頼しあい、気持ちよく働くために。
ちょっと便利なSmartHRオリジナルアイテムたちをお届けします。

https://omise.smarthr.co.jp

働きやすさを支える、オリジナルグッズストア

1.SmartHRのTシャツ ¥2,200　2.完全理解うちわ5本セット ¥1,980　3.年末調整書類があつまる封筒 ¥1,800～
4.SmartHR UIマウスパッド ¥660　5.SmartHRの大きいトート ¥660　6.ウェブ会議用バーチャル背景 ¥0
7.ビジネスチャット用カスタムemoji ¥0　8.人事労務カレンダー2022 ¥1,100　9.かわいいヤギのセーター ¥6,500～

※売り切れの際はご容赦ください。　
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