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[section１]
定着とインナーブランディングについて
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採用におけるインナーブランディング

目的；仕事（企業）と社員を意味や価値でつなぐこと

従業員が以下の3点ができている状態にすること

①自社が大切にしてきたことやこだわりを理解する

②なぜ自社がお客様から選ばれているのか、自社が世
の中に提供している価値は何か、仕事のやりがいは何か
従業員が自分の言葉で語れる（N社のお話）

③自社のヴィジョンと自分のヴィジョンの接点を描く

2



インナーブランディングと定着と採用の関係

インナーブランディングの醸成に一番近道なのは

「採用活動に既存従業員を巻き込むこと」

●既存社員は「自社のこと」「仕事のこと」「自分のこ
と」を語る準備を通じて、現状の棚卸ができる

●既存社員は一連の採用活動を通じてインナーブ
ランディングが進む。⇒受け皿の強化につながる

●応募者はより深い理解が進み入社意欲を高まり、
ミスマッチ採用が減少する。
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リファラル採用のすすめ

社員に人材を紹介・推薦してもらう採用手法のこと
です。社員の個人的な繋がりを活用することで自社
の魅力や社風をターゲットとなる人材に効果的に伝
え、企業文化とマッチした人材を集めることができる
点、その結果として採用した人材の離職率が低い
点などが利点として挙げられます。また、外部の採
用媒体や紹介会社などを利用するのに比べ採用コ
ストを抑えることができるのも大きなメリットです。

デメリットは本当に獲得したい人材に合えるとは限
らない。
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[section２]
採用・採用力の強化について
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企業（組織）の目的として有効な定義は

一つしかない

すなわち 顧客（顧客価値）の創造

である。

「現代の経営」Ｐ．Ｆ. ドラッカー
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■本日のセミナーでお伝えしたいテーマ

企業 応募者

『入社理由』
の創り方

採用とはマーケティングである



◆ 応募者の質にこだわったエントリーマネジメントが重要

成果を生み出す『行動特性』とは？

知識

態度
技能

行動

基礎能力、資質、
指向、価値観

成果・業績 全ての掛け算で決定されるもの

短期的には、労働時間・ハードマネジメント等で大きく
することが出来ても、長続きさせることは困難

商品、業界、経済、経営など

≒スキル・・・折衝力など

≒取り組み意欲・モチベーション

入社後に、後天的に変化させることは困難

入社後に開発することは可

能であるが、下記の基礎能

力・資質・志向・価値観が

違っているとマネジメント、

教育に労力がかかってしま

う

自社が求める人物像を明確にし、

組織の入口＝調達(採用)時に厳選する。
＝ エントリーマネジメント（入口管理）



コ
ス
ト

期間

期待される
パフォーマンス

人材Ａ
採用時のコストは高いが、戦力化にかか
る時間・教育コストが低い

★戦力化コスト＝求人コスト＋（育成コスト×時間） ←

戦力化
コスト小

戦力化
コスト大

人材Ｂ
採用時のコストは低いが、戦力化するまで
の時間・育成コストがかかる

採用コストは「経費」から「投資」へ

能力・適性（質）の高い人材を厳選して採用することが、
結果的に早期に期待されるパフォーマンス・成果に到達するという考え方。
採用コスト=『求人コスト』ではない。『戦力化コスト』の視点が大切。

●『質』の側面からみる新卒採用継続の意義

エントリーマネジメントの視点がなく
非常にコスト（時間）がかかる
ケースが多く見受けられます。
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◆人材採用の成否を考える
「採用力」とは何か？

採用力 ＝ A：企業力

B：労働条件・待遇

C:採用活動

×

×

①企業概要
②認知度・イメージ
③商品・サービス（その関連するもの）

①職場環境
②現在と将来
③賃金と福利厚生

＝ C-1:採用実務

C-2:採用広報

×
＝

応募者と接する人の活動

C-2a:広報コンセプト（内容）

C-2b:広報時期

C-2c:媒体力

×

×

C-2d:露出量
×

＊採用活動とは
欲しい人材に対して入社動機を
設計する活動

ここで
勝つ！
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◆｢採用力｣とは何か？
C：採用活動とは・・・ C-1：採用実務

採用実務は以下のように整理すると考えやすい

いつ

誰が

何を

どのように

広報内容制作時、応募者がエントリーしたとき、セミナー・説明会、会社訪問受付、面接
、選考試験、内定、内定（前後）・・・

社長が、役員が、トップ営業が、若手社員が、人事部長が、人事スタッフが、全社員が・
・・・

理念を、戦略を、ポリシーを、仕事内容を、1日のスケジュールを、期待を、未来の計画を
・・・・・・

熱く、クールに、リアルに、集中して、継続して、正直に・・・・
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◆｢採用力｣とは何か？
C：採用活動とは・・・ C-2：採用広報

C-2a:広報コンセプト（内容）

C-2b:広報時期

C-2c:媒体力

C-2d:露出量・検索頻度

どんな人材をターゲットに、自社の姿をどのように伝えるか？
広報物として発信する内容はもちろん、社員が就職希望者に説明する内容を含めて
何を、どう語るかが明確であり、統一されていなければならない
（どんな人材が欲しいか＝選考基準の明確化にも通じる）

就活のプロセス・活動シーンに合わせた情報をタイムリーに伝達することが重要

一般的なマス・マーケティングに比べて対象が明確かつ限定的なため、
情報を効率的に届けることが可能

就職希望者が情報源として活用する媒体の選択基準は、「媒体そのものの知名度」
「検索性」「情報量」「コミュニケーションのしやすさ」など

情報誌などの場合は、１回当たりのスペースと回数の積となる
WEBの場合は、総ページビュー数やブックマーク数が応募数に比例する
ＦＢ等の更新



【中途採用と新卒採用の関係は?】

新卒の就職活動時の印象は、中途採用に大きな影響を及ぼすこ
とができる。長期的な中途採用の強化は新卒採用の強化。

受けると思う
4.2%

誘いは断る
55.5%

分からない
40.3%

就活時の印象が中途採用に大きな影響

新卒の就職活動時に悪い印象を持ったり
不当な扱いを受けた会社から、社会人と
なって転職のオファーがあった場合、受
けると思いますか?

出所：「就職活動とその後の意識・行動の調査」

転職した会社は就活時に印象あり

転職した会社に対して、新卒の就職活
動時にどんな印象がありましたか?

印象は悪かった
4.0%

憶えていない
8.0%

印象は別にない
32.0%

印象はよかった
56.0%



【その他検討事項】

①選考について

だれがどのように何を測定するのか決める。

②採用プロセスについて

先輩社員を採用に巻き込み、採用力を強化する。

副次的な効果として先輩社員の育成に繋がる（受け皿強化）。

先輩社員は、

会社軸（会社の強み・組織の魅力）、自分軸（仕事のやりがい・

入社理由）についてそれぞれ3分語れるように準備する。

入社後活躍人材を獲得するが大目標



採用活動準備シート

会社軸

会社の強み その根拠

組織の魅力 その根拠

個人軸

入社理由 その背景

仕事のやりがい そのエピソード

【理念・ヴィジョン】



[section３]
自社の現状を整理する
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■なぜ、貴社は顧客から選ばれているのか？
特に中堅中小企業は大事です。



●求人方法について；各社努力が必要！

18

[情報・公募型]
・ハローワーク
・大学、専門学校
・求人媒体
紙；タウンワーク、ワーキン
ＷＥＢ；リクナビＮＥＸＴ、マイナビ転職、Ｉｎｄｅｅｄ等
・自社ＨＰ、ＳＮＳ、逆求人（Offer Box)

[人材紹介]
・リクルートキャリア、マイナビ、ビズリーチ

[縁故]
・知人、お取引先からの紹介
・従業員からの紹介；リファラル採用
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■求人情報で「勝つ」ための視点



採用成功の二つのポイント

①不安の払拭

②勝てる軸の設定



[section４]
人材の定着・戦力化
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Page22

何が必要なのか？
職場の育成力を高める必要は増す一方、上司だけに育成ミッションを負わせるの
には限界がある

その限界を突破するために、「トライアングルＯＪＴ」によって、職場ぐるみで育成に
取り組む

社会の
変化

仕事・職場環境の
変化

新人・若手自身の
変化

対応のポイント

上司・先輩・本人による

トライアングルOJT

今いる人材を戦力化することができ
るかどうかが、企業の競争力に大き
な影響を与える

中堅社員の育成マインドとスキル
アップは必要

職場全体で育成支援・サポートする
ことが必要

周囲と人間関係を築き、安心して
チャレンジできる土壌を用意するこ
とが必要

周囲が関わることで、不足している
能力や態度を補うことが必要
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「トライアングルＯＪＴ」のすすめ
「上司」－「ＯＪＴリーダー」－「本人」のトライアングルで
新人・若手を育成する

さらに、職場の「先輩・同僚」を巻き込むことで、トライア
ングルを補完する

上司上司
上司

職場

先輩・同僚

本人

OJTリーダー

経営陣

新人を日常的業務上、
指導・育成する

適宜、気づいた点などを
新人にフィードバックする

会社としての全体的な視野で
新人の指導・育成の方針を決めていく

※ ＯＪＴリーダー≒育成担当

メインの育成担当を置くこ
とで、推進力を強める

One on Oneミーティング

育成担当任せにしない
職場全体で育てる
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「トライアングルＯＪＴ」を機能させる
「事前の設計」「意識変革」「会社からの支援」の３つがキーファクターとなる

継続的に機能させるためのKey Factor

事前に綿密な設計を行う

期待人材像の設定とOJTリーダーの任命

育成に対する職場の意識変革を行う

まず上司が本気を見せる

会社からの支援で職場での育成を支える

会社として育成にコミット

育成がうまくいかない要因

職場ごと／人ごとにバラバラで

場当たり的な育成が行われて
いる

１

職場において、

育成へのコミットメントが低い

２

育成が職場任せで

終わっている

３



『おみやげ資料』

採用活動準備9つのポイント
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１ 求める人物像の言語化

●人物像言語化できていないと、、、

・社長、現場の責任者、人事担当で求める人物像にずれが生じる
恐れがあり、結果的に非効率な採用になります。

・欲しい応募者の心を動かす情報内容を絞りきれません。

・選考時に応募者の何（どこ）を見てどう判断するのか、選考に
関わる人によってばらつきが出てしまい、より緻密な採用活動が
できません。



２－１ 自社情報の整理１
●３Ｃのフレームにおける整理方法

□どんな顧客に

□どんな商品､
サービス

□企業概要・規模

□ビジネスのポイント､特徴は？

□ライバルは？事業戦略

顧客

Customer

競合

Competitor

自社
Company

３Ｃ

★競争優位性
なぜ選ばれているのか



２－２ 自社情報の整理１
●３Ｃのフレームにおける整理方法

□どんな応募者
に？

□自社の強み・魅力は？

□仕事のやりがいは？

□採用競合は？採用戦略

顧客

Customer

競合

Competitor

自社
Company

３Ｃ

★競争優位性

なぜ選ばれてい
るのか
＝共感の接点



３ 自社情報の整理２

●従業員のやりがいや先輩社員達の入社理由のまとめ

●ヴィジョンや企業ミッション（何のための会社か）の言語化

●貴社ならではのユニークな制度やイベントや社風の抽出



４

●欲しい人材の心を動かすためには何が刺さるのか？

ＥＸ. 成果によって差がつく評価制度
特許がこんなにたくさん！
従業員が皆楽しそうに仕事の話をする。
社長の生き方に共感できる。
社内に社員バーがある。
最新研究設備が整った職場環境
「人のできないことをやる」企業理念に惹かれた
お客様にありがとうと言われるシーンが多い
本気の運動会

共感の接点（コミュニケーションコンテンツ）の決定



５ 入社動機の設計シナリオを描く

●「何で入社を決めたの？」

自分の言葉で入社動機を明確に言える人材はしっかりと定着する
し、成長スピードが速い。

採用活動とは、欲しい人材に対して入社理由を創ること。

→ 就職情報サイト・合同会社説明会・個別会社説明会

（会社訪問）・面接等の機会を最大限に活用する。



６

欲しい人材にとって自社の募集している事実を
知らしめる!

発見されること



７

欲しい人材にとって魅力的な情報であること。
伝えたいことを伝わるように伝える！

理解されること



８
●何を（どこを）見るのか。

●どのように見るのか

●収集した事実をどう判断するのか

選考基準のすり合わせ



９
●情報提供する、情報収集する、選考する、動機付けする、ク
ロージングする

ＥＸ. ＨＰに登場する人は？ 説明会で話す人は？

一次面接する人は？ 口説く人は？

情報収集する人は？

社内体制の（役割）の明確化


