
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
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〇エンゲージメントの4P○
マーケティングの世界に4Pがあるように人のモチベーション、成果を左右
するエンゲージメントにも4Pがある。「Philosophy（理念）」
「Profession（仕事の内容・成長）」「People（人・風土）」
「Privilege（待遇・給与）」。エンゲージメントの高さが組織の成果の
高さに直結する。

＊今月のことば＊

2019/10/20(日)、代表の北出とスタッフ３名でクロカンマラソンに参加しました！

お疲れ様でした♪

スタッフ順位

1位：ＳＫさん（20代）－27分
2位：ＫＳさん（40代）－27分
3位：ＫＨさん（20代）－31分
ビリ：Ｍ先輩（30代）－32分

突然ですが、皆様は日頃から運動をされていますでしょうか。
これは私の自慢なのですが、全く運動していません！そんな私に突然訪れたあのお誘い…。
【ある平日夕方のこと】
小林：「カタカタカタ…（キーボードを打つ音）」
北出＆M先輩：「小林さんっ…（遠くで呼ぶ声）」
小林：「はい！トコトコ…（北出の席へ向かう）」
北出＆M先輩：「今度マラソン走るんだけど、小林さんも走るっしょ！？（真顔）」
小林：「え！Σマラソンですか…。走ったことないんですけど………。分かりました……。」

このマラソン過酷すぎでしょ！まず、一言言わせていただきたい・・・

今回は、そんな弱音を吐いている小林がクロカンマラソンを5km走った感想をレポートします！

一言言わせていただきたい・・・ 〇〇ハラです！！（笑）
勢いで承諾しまったこともあり、今更後戻りはできず、腹をくくるしかありません。
とは言いつつ楽観的な性格から、なんだかんだ走れるっしょ～っと思って気楽に捉えていました。

～時は過ぎ、特に練習をすることなくマラソン当日へ～
さーて、到着♪開会式が始まる30分前に会場入りです。早速、北出に電話をしました。
小林：「到着しました！今どこにいますか？」
北出＆M先輩：「今コースの下見中！そこで待ってて！」

一言言わせていただきたい・・・ 下見ってする必要あります！？
～いよいよスタート！今更ドキドキ！？～

いざスタートラインに立つと、本当に走れるのかなーと本番まで感じなかった不安が押し寄せてき
ました。周りはいかにも速そうな方ばかり・・・。こっちは寝る時に着ているジャージで来ましたよ？
銃声：「バンッ！」
そんなことを考えていたら、スタートしていました！気が付けばあっという間に1kmを過ぎ、2km
に差し掛かろうとしていた時・・・想像の3倍を超えていた上り坂が出現！周りには歩き始める人も
いるくらい過酷な傾斜！これは聞いてねーぞー！(@_@)
もうだめだ・・・心が折れそうになりながら何とか坂を上り切ったら、ヘロヘロになっているM先輩を
追い抜くことができ、少しやる気が戻りました。M先輩のおかげで一旦疲れがリセットされ、その後
は意外に走れました。ところが、4km地点で今回最も急な上り坂が出現・・・。ゴールまでは絶対に

歩かないと心に決めていましたが、身体が追いついていかず悔しくも歩いてしまいました。最後は
残っている力を出し切り何とかゴールできました！
結果、私たちは全員完走することができましたが、みんな走り終わった後は疲労困憊です。

ですが、今回初めてマラソンに参加してみて、準備の大切さと苦しみを乗り越えた後の達成感を
改めて感じることができました！最後は、また来年も参加したいなと思えました♪
弊社も、「マラソン部」ができる日は近いかもしれません。（完）

クロスカントリーマラソンって？

クロスカントリーとは、舗装された道路
や陸上トラックではなく起伏のある芝生
や未舗装の小道などをいい、起伏に富
んだ自然公園やハイキングコースなど
指します。つまり、普通のマラソンとは
違いアップダウンが激しく、険しい道を
走るマラソンなのです！

そうとは知らず、今回は準備不足の中
マラソンに参加してきたのですが・・・。



北出が“今！ココ！知ってほしい！をお伝えします。
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人材定着のための

施策について

新卒の新入社員が入社してもうすぐ１年になります。
これから、戦力としてもっともっと働いてもらいたい。
期待していた矢先に、退職届が出てきたら、がっかり
しませんか。中卒は7割、高卒は5割、大卒の新卒は3割が
３年以内に退職するというデータがあります。
離職を防ぐための施策を考えていきましょう。

定着のための課題

定着のための課題

定着のための施策定着のための事例紹介

福井商工会議所の2019年7月の会員事業
所を対象とした調査によると65％の企業が

「課題がある」と回答しています。具体的な課題
はグラフをご覧ください。

福井の中小企業が定着のために課題として挙げている
1位は『社員教育』です。
離職率が低い企業は、休日が多く賃金が高いことも
一因ですが「人を育てる環境が整備されている」こと
が特徴です。仕事内容の教育はもちろん、社会人と
して基本的な知識や業務上のスキルアップ教育、最近
ではハラスメントについての教育が重要視されています。
例えば≪お客様とのかかわり方≫≪チームで仕事をする
こと≫≪企業理念 会社の方針≫などの教育が有効です。
教育の時間を作るため、「社内研修やセミナーに参加
して参加した時間を見える化する」
という取組を行うのもいいでしょう。

七五三現象から脱却
するためにどうすれば
いいのでしょう？

社員教育

勤務体系

仕事内容

賃金の

低さ

休日の

少なさ

事例１：資格取得支援制度の導入
定着のための課題の1位に上がっている社員教育に着目
しました。建設業なら、特殊車両の運転免許。
IT業なら入札のために国家資格などが必要です。
資格取得のための受験料や受講料の補助、取得できたら
資格手当を毎月支給するなどで社員のやる気に繋げます。

人材定着のための職場づくりは一朝一夕では終わり
ません。働きやすい職場づくりについて、社員教育
や資格取得支援制度の構築、キャリアパスの設定な
どアドバイスさせていただきます。
ぜひ、お問い合わせください。

1位 社員教育

2位 勤務体系

3位 仕事内容

4位 賃金の少なさ

5位 休日の少なさ

【働く意義】【やりがい】を感じられること
【不公平感をなくす】ことが社員の定着に繋がり
ます。そのためには、『公平な評価制度』の導入、
社員全員に『教育研修』の機会を与える、『会社の
理念の策定』『福利厚生の充実』等を【離職の理由】
から探り出したうえで変えていく必要があります。
将来の不安を取り除くことで、会社をより良くして
いき社員が定着する会社に変えていきましょう。

事例２：わくわくして仕事ができる環境にする
会社が目指す方向を明確にし、行動目標を社員に示す
ことで、社員が自分で考え行動するようになります。
『公平な評価制度』の導入が有効な取組のひとつです。

事例３：社内コミュニケーションの活性化
社内の風通しが悪い、コミュニケーション不足で雰囲気
が悪いと辞めていきます。委員会制度やクラブ活動で
社内のコミュニケーションを活性化させることで部署の
垣根を越えて人間関係を築き定着に繋げます。
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SNSで不適切な投稿をしてしまうのは、リテラ
シーが欠けているからです。自分の投稿は世界
中の誰もが見ることができる。不適切な投稿
が、どんな事態を招くのかが分かっていれば、
最初からそんなことはしません。そこで、
・SNS利用の実態やSNSトラブルの実例
・投稿によって、自分や会社に及ぼす影響
・ＯＫとＮＧラインの境界線
など具体例を紹介しながら、分かりやすい内容
のSNS利用の教育を行っていきましょう。そし
て、それを新入社員研修や、社内／社外研修
で、定期的に従業員に周知しましょう。また、
SNS教育は、SNSトラブルが発生した場合に会
社が従業員に対して懲戒処分を行うことが出来
るか否かにも影響を及ぼします。

従業員のSNS利用に関し、
①誓約書 ②就業規則 ③SNS利用ガイドライン等
で会社のSNS利用の基本姿勢を明確にしておく必要
があります。特に、就業規則の服務規律と懲戒事由
にSNS利用に関する定めを行うことにより、問題行
動の懲戒処分が可能です。また、就業時間外につい
てのルールを作った上で、従業員に意識付けをして
いきましょう。ルール制定だけでなく、反復して
メッセージを送ることも有効です。従業員にSNS利
用の留意点を周知徹底するということを重視する
と、
規定等の整備のみならず、SNS教育を定期的に実施
するのが望ましいでしょう。

従業員のＳＮＳトラブルを未然に防ぐ第一歩は、
“ルール化” “ＳＮＳ教育”することが重要です！

個人のSNSアカウントは、あくまで従業員の
プライベートなものであるので、完全に管理
することはできません。しかしながら、従業
員のSNSへの投稿によって、会社に多大なる
損害をもたらすケースが多く見られます。

会社として、
従業員のＳＮＳ利用に
ついて、どのような対策
をすればいいですか？

会社として、従業員のSNS利用について、事
前の対策が出来ていない場合、従業員に対す
る懲戒処分や損害賠償請求等は困難であるの
が現状です。今回、会社として取り組むべき
事前の対策をご紹介させていただきます。

会社の責任、経営者としての責任は、問題を起こし
た従業員が、正社員であれアルバイトであれ生じま
す。SNSによるトラブルが発生した場合は早急にト
ラブルの全容を把握し、事態の収拾に向けて動く必
要があります。その際にも、事前準備が重要です。
事前にトラブルが発生した場合の対応窓口や対応フ
ローを決めておくことで、事態発生時の迅速な初動
に繋がります。この対応によって、すぐに収束する
か、それとも、長引かせてしまうのかに分かれてき
ます。

万が一のＳＮＳトラブルへの
対応も事前準備が重要です！

ＳＮＳ利用のルールの整備／
周知で会社のスタンスを示す！

ネットリテラシーを学んで、
与える影響を理解させる！

SNS利用規程を整備したり、指導、教育を
徹底していた場合には、例外的に会社の責
任が免責される可能性もありますので、準
備は怠らないようにしましょう。また、
SNSトラブルは若者だけではなく、年配の
方によって、引き起こされるケースも多
く、従業員の世代を問わず、教育や社内
ルールの周知を行っていく必要がありま
す。お気軽にご相談ください。
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＊今月のお知らせ＊

年末調整

今年の最後に支払う給与、又は賞与で今年の年税額を算出し、過不足額の還付もし
くは徴収をします。昨年ほどの改正はありませんが変更ポイントは３つです。
1.）各種様式での元号変更 平成表記の書類でも修正は不要です。
2.）住宅ローン控除申告書の記載事項が見直されました。
3.）2020年分の扶養控除等（異動）申告書が一部変更になります。
詳しくは http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

賞与を支給した場合には、支給から５日以内に「賞与支払届」を年金事務所に
提出する必要があります。提出を忘れると、従業員の方が将来受給される年金額が
変わりますので、忘れずに届け出ましょう。

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。職場のハラスメントをなくすため
に社内研修やポスターによる周知にて対策を進める機会の一つです。「相談窓口」
の設置など職場環境を見直してみてはいかがでしょうか。2020年6月よりパワハ
ラ防止対策が義務化されます（中小企業は2022年4月）

賞与支払届の
提出

ハラスメント
撲滅月間
（12月）

12月に入り、すっかり冬らしくなってきました
ね。今回の食レポは、私リポーター水野が大
好きな「隠れ家的名店」でございます。入り口
には有名人のサインも飾ってあり、期待大！

今回紹介するのはコチラ！！
鯖江インター近くにある釜めしが有名な
“釜蔵（かまくら）“さんです。
以前から行ってみたいなと思っていた釜蔵さん
ですが、タイミングが合わず、なかなか行けて
いませんでした。今回、ようやく行くことができ
ましたので、皆さんに食レポしていきますよ~★

←店内入り口壁
には有名人のサ
イン色紙がありま
す( *´艸｀)

←釜めしだけでこ
れだけのライン
ナップ！すご
い・・・( ﾟДﾟ)

福井の“うまいもん”全部あります！
ソースカツ丼、おろしそば、へしこの刺身、せいこ蟹釜
めし、若狭牛ごぼう釜めし、へしこ釜めしなど福井に
初めて来られた方はここに来れば全てが食べられ
る！？( *´艸｀)もちろんお米はコシヒカリ！
へしこの刺身・・食べてみたい！！( ゚ Дﾟ)

釜めしはなんと全部で18種類！
こんなに種類あるんか！とびっくりして、決めるの
に時間がかかってしまったリポーター水野。これ
は日にちが掛かってでも全制覇したいなと思って
しまいました。

頼んだのは「鶏きのこ釜めし」！
注文してから炊き始める釜めしはいい感じにお腹が減りだしたとき
に到着★ドキドキのオープン！
「うわぁーーーー！」と子供たちの歓喜の雄たけびが上がりました。
卵！！すべての釜めしに卵が丸々1個入っています。これは卑怯
ですよね。味はもちろん・・・うまいに決まってるじゃないですか！！
(*´Д｀)

店内は“四季”も感じられる純和風の旅館のよう
個室まで案内される道中には、中庭が見えちょうどもみじが紅葉し
ている時期で、眺めも抜群。店内の雰囲気はとても落ち着いてい
て、結婚式の2次会や冠婚葬祭で利用される方も多いみたいです
よ。次は、家族みんなでお祝い事などで来たいなとしみじみ感じたリ
ポーター水野でした。皆さんぜひ行ってみてくださいね！★
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