
福井県の中小、ベンチャー企業を
経営・人事・労務の視点で元気にする WS
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＊今月のことば＊
〇成果を上げるには最も重要なことに集中する○
成果を上げるには、重要なものに「集中」する必要が
ある。つまり仕事に優先順位をつけ、最も重要なこと
から始め、一度に１つのことしかしないことである。
実直に行うと成果につながる。（ドラッカー）

そうはさせないため今年もやります！！

内定者フォロー研修

【日程】２０１９年９月１９日（木）１３：００ ～ ２０日（金）１６：００
【会場】しきぶ温泉 湯楽里 （越前市白崎町６８－８）
【費用】お一人様３０，０００円（税別）
（１泊３食付・テキスト代・保険料込）

【定員】１０社３０名 最少催行人数１５名
※プログラムの都合上、１社２名以上でお申込み下さい。

申込期限：２０１９年９月５日（木）

QRコードからも
お申し込み可能です

おかげさまで第６回目となる内定者フォロー研修２０１９の開催が決定致しました。
近年、企業がやっとの思いで内定を出しても、内定辞退をされてしまうケースが非常
に目立ちます。
企業が内定辞退を防ぐための施策にはどのような取り組みが考えられるでしょうか…。
いくつか例をあげてみます。
★「接触頻度を保ちながら会社の一員という意識を持ってもらう」
★「採用時の評価をフィードバックして入社意欲を高める」
★「印象に残る内定通知を行う」
他にも様々な取り組みはありますが、弊社が企画運営をする研修ではあらゆる企業の
内定防止策をふまえ、「内定者の入社後の意欲向上」「ヤル気を引き出す」ノウハウ
が詰まったものになっています。また、これまでは内定者合宿という名目でしたが、
今年からは、内定者フォロー研修にリニューアルいたしました♪
内定防止をより軽減するという目的をふまえた内容にバージョンUPしたことで、
「内定者でも研修に参加をさせてくれる会社なんだな」「教育がしっかりした会社だ
な」「この会社に入社したら成長できそう」とこれまで以上に思っていただける自信
と実績があります。内定辞退防止のことは私たちにお任せください(*´艸`*)

2日間を通して社会人に
なる心構えなどとても
勉強になりましたが、
それ以上にすごく楽しむ
ことができました。

これは約７年前…私が名古屋で初めて体験した話です…。
当時、大学４回生だった頃に初めて内定をもらった会社
では、原因不明な退職が相次ぐと噂がありました…。
就職活動も終盤にさしかかったある日…私の自宅に１通
の郵便が届いたのです………。
なんと、その会社からの郵便だったのです！

稲川淳二ばりに、怖いな~怖いな~…恐る恐る中身を開け
てみると……………………。
それはなんと「配属先の部署からの寄せ書きメッセージ
だったのです」∑(°口°๑)

それを目にした時は、
「楽しそうな職場だな」
「いい人が多そうだな」
と感じ、就職を決意し
たと同時に安心した気持
ちになったことを覚えて
います(*^_^*)
色紙は今でも大切に
保管しています。
他の会社とは
一味違う内定通知方法
がとても印象的でした。

あっ、ちなみに冒頭の原因不明な退職が相次ぐというの
は冗談です。（笑）
私は現在、北出経営労務事務所に勤めておりますが、
当時は本当にたくさんのことを学ばせていただき今でも
すごく感謝しております♪

本当にあった
内定辞退防止の話

【投稿者 小林】

※研修内容の詳細は事務所
ニュース同封のチラシを
ご覧ください

URL:https://synergy.kkr-group.com

内定フォローが上手くできていない
自社のことをもっと知ってもらいたい
自社への入社を確実なものにしたい

参加内定者の声

今年から内定者フォロー研修にリニューアル♪

これからこの大切な仲間
と一緒に会社を盛り上げ
ていこうと強く思いまし
た。

内定者フォローの情報は次のページへ



北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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内定通知を出した後の

内定者フォロー
できていますか

採用計画に沿って新卒者を採用する企業では、
６月には内々定を出しているかと思います。
売り手市場の今、中小企業にとって人材確保は
頭の痛い問題です。
新卒採用のためにかかるコストは、

一人当たり５０万円と言われています。

５人採用すると２５０万円かかります！

これだけコストをかけで、内定辞退なんてこと
になれば、痛い出費ですね。
内定を出したら終わり、ではなく入社するまで
フォローする必要があります。

学生は不安を抱えて
います！

なぜ、内定者フォローが
必要なのでしょうか

内定辞退防止のために効果的な
内定者フォローの方法は？

イマドキの学生は、SNSの普及に伴い繋がりを求める傾向があります。
内定者が望む、フォローの方法を紹介します！

自社の内定者のみ
参加する研修

内定者交流会内定者アルバイト

採用に費用はかけるが、離職防止に費用をかけている企業は少ないと見受けられます。
採用するために多額の費用をかけることも大事ですが、内定辞退防止早期退職防止にも一定の費用を
かけましょう！弊所では、内定者フォローのほかにも離職防止の仕組み作りをお手伝いさせていただいて
おります。最近人が辞めていく…求人を出しても応募がないなどお悩みがある企業様、
お気軽にお問い合わせください。

余談ですが、数年前、技術職として内定確定後、数回の懇親会や業務に必要な課題をたっぷり出されたことが
懐かしいです。入社日までに厚みがあるテキスト10冊と20冊くらいの機械のマニュアル（半分英語）と格闘しました…。

※マイナビ調べ

自分に
対して

会社に
対して

仲間に
対して

不安の3大要素

入社までにフォロー・
内定者研修を希望している
内定者は、 79％79％

学生一人当たりの
内定保有社数

2.2社

6月

50％

社史社内報の送付

通信教育
（基本的なビジネススキル）

通信教育
（業務必須スキル）

内
々
定

内
定

入
社

先輩との交流会

役員との交流会

社内行事への参加

他社の内定者も
参加する研修

先輩社員も参加する
研修

保護者・親向けの
説明会

内定辞退率は
単純計算で

10月 4月

新卒者の
入社までの
一般的な流れ
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大切なのは、
部下の感情・抱える問題を「定期的」に把握する機会を設け、
その時々で対策を立てること です。
そうすることで、突然の退職を防ぐことができるだけではなく、
組織に様々なプラスの効果をもたらします。
今回、おススメした取り組みの詳細な内容や導入手順など
お気軽にお問い合わせください。
また、紹介した取り組み以外にも、それぞれの会社の実態に
あった取り組みや制度が存在します。ぜひ、ご相談ください！

部下が突然、
辞めてしまいました。
期待していたのに、
どうして‥‥

部下に突然、「少し話があるのですが…」と言われることは
経営者や上司の方がドッキリする言葉では無いでしょうか？
しかも、期待していた部下なら、尚更です。

今回は、部下の「ドッキリ退職」を防ぐための
「先手の予防」の取り組みをご紹介させていただきます。

予防のためのポイントは、 ①部下との信頼関係づくり
②部下の成長支援/応援 です。

まずは、現在の自分と部下との関係性、取り組みを確認する
テストをしてみましょう！！
(組織全体または、
おひとり、部下の方を思い浮かべて下さい。)

□ 部下の名前をフルネームで漢字で書ける。
□ 部下の趣味や最近はまっていることを知っている。
□ 部下のやる気が上がること・下がることを知っている。
□ 部下の好きな・苦手タイプを知っている。(仕事・私生活で)
□ 部下のプライベートの込み入った話しを知っている。
□ 部下と１対1で話す場が定期的にある。
□ 自分の失敗談を部下に話したことがある。

□ 部下が何をしたいか、どんな夢があるかを知っている。
□ 部下が会社で取り組みたいことを知っている。
□ 部下自身が現在自分に足りないスキルを自覚している。
□ 部下と十分な対話を行い、適切な目標設定を行っている。
□ 部下の今後のキャリア、将来について話し合いを行っている。
□ 評価時に、部下が納得感が持てる振り返りを行っている。
□ 会社、部門の方針、方向性を背景を含め、説明している。

テストの結果はいかがでしょうか？チェック数が各ブロック３個以下だと、部下が「ドッキリ退職」する可能性があります。
言い換えれば、

【・部下との信頼関係づくりが上手くできていない。・部下の成長支援/応援の取組が不十分である。】状況と言えます。

経営者・管理職の方は普段から大変忙しく、個人の力だけで部下に対して、業務以外の面倒まで見ることは難しい状況です。
組織全体で課題解決に取り組む姿勢を持ち、会社の業務の一つとして取り入れることが重要になります。

弊所がオススメする課題解決にむけた取り組み・制度をご紹介させていただきます。

この制度は、新入社員の一人ひとりに同じ部署または違う部署の年
の近い先輩社員が指導役として、仕事の進め方や仕事に対する考え
方を指導したり、社会生活の不安や心配事を聞きアドバイスを行う
教育制度です。ブラザーシスター制度は実務における指導やアドバ
イスに重点が置かれ、メンター制度はメンタル面やキャリアについ
ての支援、アドバイスを行うことに重点が置かれます。これまで新
入社員がとってきたコミュニケーション方法を大きく変えることな
く少しずつ仕事に慣れていくことができるため、コミュニケーショ

ン不足による早期離職などを予防することができます。

医療機関と心理学の大学教授が開発したツールでその時々の従業員
の抱える「感情」を可視化することができます。PCやスマホで定
期的に従業員にアンケートに答えてもらいます。そうすることで、
従業員の感情を把握することができ、従業員が退職などの行動に移
す前に対処することが可能となります。また、それぞれの従業員の
性格タイプを知ることができます。タイプを知ることで相手に響く
ポイントがわかり、「何故この人には、私の気持ちが通じないかの
か」などと悩む必要がなくなるなど、人間関係構築に大きな力を発
揮します。従業員や求職者のタイプを見える化することで採用や人
材の配置にも活かすことができるシステムです。

従来の個人面談は「部下が行う業務」に関連することを話し合いま
すが、１on１ミーティングでは、「部下」そのものに焦点を当て、
対話を行っていきます。段階を踏んで、部下に関することならどん
なことでも話し合います。１on１ミーティングを行うことで部下の
方は、上司が自分に気にかけてくれているという心理的安心感を持
つことができます。月１回30分の対話を続けることで部下と上司と
の間に信頼関係が構築されていきます。
上司と部下の信頼関係が構築されると、次のステップとして、部下
の成長支援／応援の取り組みに移行することができます。Googleな
どの世界的に有名な企業でも取り入れていることで、大変注目され
ている人材マネジメントの取り組みです。

従来の査定の為だけではく、人材育成も兼ねた人事評価制度が注目
を集め、成果を出しています。社員一人ひとりが企業の掲げる「戦
略・目標」を適切に理解し、自発的に自分の力を発揮する貢献意欲
【エンゲージメント】に着目したシステムであり、四半期ごとの目
標設定も上司との相談の上、自己設定します。従業員の企業の方向
性に対する理解、帰属意識、行動意欲を高めることができます。ク
ラウドを利用するため、管理が簡単に行えます。上司と部下の面談
記録を手軽に残せ、フィードバックもしやすく、部下に足りないス
キルを気づかせることで評価時の納得感を高めることができます。

メンター制度／ブラザー・シスター制度 人材育成型人事評価制度

離職防止フォローシステム１on１ミーティング

チェックリスト
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＊今月のお知らせ＊

・労働保険年度更新
・社会保険算定基礎
・住民税納期の特例
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＊今月のお知らせ＊

労働保険
年度更新

社会保険
算定基礎届

住民税の納付
(納期の特例)
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労働保険
年度更新

社会保険
算定基礎届

住民税の納付
(納期の特例)

平成30年度確定保険料及び令和元年度概算保険料の年度更新の時期となりました。
今年は、６月3日（月）から７月１０日（水）までが申告・納付期間となります。
年度更新に必要な書類は、５月末に労働局より定形外封筒にて郵送されています。
同封されているお知らせやパンフレット等をご覧いただき、期間内に申告・納付を
してください。

全被保険者の３か月間（４～６月）の総支給額の平均額を届出し、この届出内容に
基づいて毎年１回、標準報酬月額を決定し直します。これは被保険者の実際の報酬
と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするためのものです。
決定し直された標準報酬月額は、９月から翌年８月までの各月に適用されます。

住民税を給与から天引き（特別徴収）している事業所で、従業員が１０人未満の場合
は、源泉所得税と同様に「納期の特例」として半年に一度納めることが可能です。
（別途、申請が必要です。詳細は各市町村にお問い合わせください。）
１1～５月分の納付は６月１0日（月）が期限となっています。

6月に入り、蒸し暑い日が続きますね。今回の食レポは、
私リポーター水野の地元にある洋食屋さんを紹介させて
いただきます。知っている人はかなりの通！？隠れ家の名
店がお好きな方、必見です！

今回紹介するのはコチラ！！
越前市にある“ビストロ萬那“さんです。
まずは店舗紹介をさせて頂きます。
越前市京町の「タンス町通り」の入り口にある
ビストロ萬那さん。そのアンティークな佇まいとは
裏腹に、お料理の華やかさ、味も超一流！
リポーター水野が好む隠れ家的洋食屋さんです！

まずは“佇まい”に酔いしれて！！
タンス町の入り口にあるビストロ萬那さん。外観はまるでお城
のような和の佇まいですが、れっきとした洋食屋さんです。
越前市タンス町の石畳の街並みにマッチした落ち着いたお店
です。中に入ってみると、白壁に梁がむき出しの抜群におしゃ
れな空間が広がります。
1階にはテーブル席、2階には個室や宴会席なども設けており、
結婚式の2次会にも利用されるなど地元民から愛されている
お店です。このお店に入ったら、まずは見た目に酔いしれちゃっ
てください！！

次に“味“に酔いしれて！！
店内に入り、味のある内装にテンション上がりまくりのリポーター
水野が頼んだものは「萬那コース」というおススメのコース料理
です。季節の野菜が入ったパスタやピザ、とてもオシャレな器や
盛り付けに終始感動しておりました。
その中でも、特におススメは「せいこ蟹のクリームパスタ」です。
写真を見て頂ければきっとおいしさが伝わるはず！！((笑))
とにかく見た目も華やかで女子受け間違いなしです。

最後は“人”に酔いしれて！！
今回、母親の誕生日ということもあり家族みんなで寄せてもらいました。食べ終わり、帰ろうかと思った時に店員さんから「家族
写真を撮らせてもらってもよろしいですか？」と聞かれました。何やら次号の萬那さんの広報に載せたいとのこと。店員さん含め
て、楽しい時間を過ごすことができました。店舗の佇まいや料理の味だけではなく“人の味”も格段にうまい！ビストロ萬那さん、
ぜひ越前市にお越しの際は寄ってみてくださいね～！！(*^▽^*)

←内装も抜群に
オシャレ！！

←絶品！
せいこ蟹の
クリームパスタ

石窯で焼き上げ
るマルゲリータも
絶品でした！→

↑2階の通路に
はソファ席などもあ
りくつろぐスペース
まで完備！


