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9/7に「あぱぱ」はリニューアルします

あっぴいの家族も登場します☆

「あぱぱ」
を創刊して、
おかげ様で１8年目を迎えることができました。
今では求人誌もフリーペーパーが一般的になっていますが、創刊当時は求人誌のフリー
ペーパーは全国でも珍しく、福岡では初の試みでした。
スーパーや量販店、
コンビニ等に設
置して頂く店舗が増えるにつれ、読者の認知も高まり、求人広告の効果も高まって参りまし
た。最近では少子化による求職者数の減少、景気回復による求人件数の増加で求人倍
率が上昇し、採用活動はますます厳しくなっています。
このような求人求職動向の中で、主
婦の活用や高齢者の活用は不可欠です。昨年よりリニューアル委員会を設置し、読者のア
ンケート調査や数回にわたる読者との座談会などを実施しました。主婦の就職活動の状況
や求人誌への要望など、大変参考になるご意見を聞くことができました。
また、社内では原
稿制作の勉強会やWebサイ
トの研究開発に取り組んで参りました。
ＰＲも徐々に進んでおり、
ラインスタンプは好評発売中！あっぴーの着ぐるみも街中散歩で人気者です。
９月７日からの
「あぱぱリニューアル」にご期待ください。
今後とも
「あぱぱ」
をご支援頂きますよう、心よりお願い申し上げます。
全国
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主婦の労働力を生かしてみませんか
女性の就業率と潜在的就業率
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資料：総務省 労働力調査

た方が効率的なのがお分かりになると思います。

就業率と潜在的労働力は20％近くの開きがあり、働

女性、特に主婦層は第一子出産時に63％以上

く意欲はあるが未就業の女性が多く存在している結

の方が離職されているというデータもあります。
その

果になっています。

方々の多くが、出産・子育てのため再就職をあきらめ

全体的な労働力人口の絶対数が少なくなってい

ているといわれています。

るなか、少子化で若年層は減りシニア層は増える見

子育てしやすい職場環境、就業形態などがあれ

込み。
そして男性の潜在的労働力は少ない。
そうな

ばそういった主婦層の就業率を上げることができ、会

ると潜在的労働力が多い女性の方を採用していっ

社の労働力問題も解消されるのではないでしょうか。

2015年6月平均賃金データ
月間の参考資料として
「あぱぱ」の平均賃金の集計を
お知らせします。今回は6月1日号、8日号、15日号、
22日号の分で、調査件数は2,179件です。
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Security 2015 in 九州 レポート
〜システムセンターより〜
先月は「セキュリティ」についての記事をお伝えしました
が、去る6月24日〜25日に福岡国際会議場で開催され
た
「Security2015 in九州」に行ってきました。
このフォーラムは「Cloud Days2015」
「BigDataEXP
O2015」
「Smartphone&Tablet2015」
と同時開催され、
様々な企業や団体が今話題のテクノロジーについて出
店していました。
■どんな対策が考えられるか
フォーラムでは6つのソリューションについて紹介されて
いました。
ウイルスやスパイウェアなどの対策となる
「脅威
対策」。
クラウドを利用する時の「クラウドセキュリティ」。入
退出のコントロールや、監視・画像伝達などの「物理セ
キュリティ」。
ワンタイムパスワード、生体認証といった
「アク
セス制御」。暗号化やログの管理といった「情報漏えい
対策」。
そしてそれらのコンサルティングや監査サービスと
いった「セキュリティ
・マネジメント」。一言で「セキュリティ」
といっても、
さまざまな種類があるものですね。
■注目は
「マイナンバー対策」
そんな中、
いまもっとも話題になっているものが「マイナ
ンバー対策」です。国民一人ひとりに発行される
「マイナ

ンバー」は2015年10月から国民への通知が始まり、
2016年1月から導入となります。
じつは個人情報を取り扱う事業を営む会社だけの問
題ではなく、
たとえ小さな事業所でも
「従業員のマイナン
バー」
をどう管理するかという課題が出ています。
さらに、
雇っている従業員だけでなく、給与所得の源泉徴収票
などの事務書類を作成したりするため、扶養家族のマイ
ナンバーを取得することもあります。
したがって、情報管
理にはこれまで以上に気をつける必要が出てきます。
利用目的の明示や、本人確認、利用範囲の限定や
安全管理など、
まずは「マイナンバー」の取り扱い自体に
ついて、
いまのうちから確認しておくことが必要だと思い
ます。
非常に重要な個人情報となるので、慎重な取り扱い
を心がけたいものですね。
IT・システムに関するお問い合わせは…

0120-314-034
メール／info@ab-q.co.jp
「あぱぱ」システム管理部 まで
ご質問にお答えします（システム管理部／栃原崇志）

一度採用したら簡単に解雇できない
〜C SR室より〜
「求人広告には
『時間／９：００〜１８：００』
と書いてあった。訪
問販売の仕事だったので、残業は覚悟していたけど、チーム
制のため、半強制的に２２時過ぎまで働かされていた。先日、
家庭の事情で、定時に帰りたいって言ったら、
『 成果もないの
に帰られるわけないだろ！そんなに早く帰りたいなら会社を辞め
ろ！
！』
と言われた。」
（苦情例①）
「求人広告には
『時給９００円』
と書いてあった。面接の時には、
説明もなかったので時給９００円だと思っていた。初めて給与
を貰ったら、時給７５０円で計算されていた。先輩たちも全員、
時給は７５０円だった。先輩には
『会社には言わない方がい
い』
と言われていたが、納得できなくて会社に確認したら、
『そ
んなにお金のことを言うなら、もう来なくていい！』
と解雇され
た」
（苦情例②）
■気に入らなければ辞めさせるということはできない
広告と事実が異なっていたり、労働基準法等の法令に違反
していたり、
あるいは、入社後に不利益な変更をされたりしても、
多くの労働者は我慢して、働き続けています。
しかし、結局は、広
告内容が事実と異なることなどが原因でトラブルになり、理不尽
にも不利益を被った側の労働者が解雇されてしまい、上記のよ
うな苦情に発展してしまっています。
会社には採用権や解雇権があります。
しかし、労働者が安心
して働けるように、労働契約法では、
「解雇は、客観的に合理的
な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
そ
の権利を濫用したものとして、無効とする
（１６条）」
と、解雇権の

濫用を禁止しており、一度採用した労働者は、簡単に解雇でき
ないようになっています。
■不当解雇で会社のイメージはダウン
苦情例②のように自分の労働条件を確認しただけで、
あるい
は、苦情例①のように雇用契約に則り定時で帰ろうとしただけで、
それを理由に解雇すれば、解雇権の濫用、つまり不当解雇にな
る可能性は極めて高いでしょう。
もし裁判で不当解雇と判断され
れば、労働者の地位を確保した上、解雇扱いした期間分の給
与を補償しなければなりませんし、精神的な苦痛を与えた分は、
さらに上乗せとなります。
そして、金銭的な損失に加えて、口コミ
やマスコミ、
インターネットなどを通じて、会社に対するマイナスのイ
メージは拡散し、社会的な責任も負わなければなりません。最悪
の場合には、
企業の存続すら危ぶまれます。
■解雇できないからこそ慎重に採用しなければならない
このようなトラブルを避けるためにはまず、就業規則で解雇の
事由
（客観的、合理的な理由）
を明確にし、採用担当者をはじめ
全従業員に周知することが必要です。
「気に入らなければ辞め
させればいい」
という考えでは、選考・採用が甘くなってしまいま
すが、
「 簡単に解雇できない」
という認識を持つことで、選考・採
用が慎重になり、
かえって適正な人材を確保することができるで
しょう。
もちろん、広告には事実に基づいて正確に表記することと、労
働基準法等の労働法を遵守することが大前提となっています。
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12月から「ストレスチェックの義務化」ご存知ですか？
今年の12 月より、従業員数が50 名以上の事業場は、
年1 回のストレスチェック実施が事業者の義務となります。
(50 名未満は努力義務)
「事業者の義務」と、なっていますが、検査結果は直接
本人へ返却となり、本人の同意がない限り、事業者が知る
ことはできません。
また、高ストレス者として面接指導が必要と評価された
従業員が出た場合、医師による面接指導を行う事が「事業
者の義務」となります。
「事業者の義務」とはいえ、検査結果も判らないのに、
どう対処すればいいの？という疑問が残るかと思います。
これには、
産業医が主体となった仕組みづくりが必要と
なります。
ストレスチェックは、
ただ実施すればいいというもので
はありません。実施後の対応が重要となります。
しかし、
「医師への相談」に抵抗を感じる従業員も少なく
ありません。
産業カウンセラー等へ気軽に相談できる環境を整えるこ

とが、事業者と従業員の信頼関係強化にもつながります。
弊社では、
ストレスチェック義務化にあたり、
産業カウ
ンセラーが御社の状況をお伺いしながら、御社に合った
取り組みをご提案致しております。
産業医と契約されている企業様につきましては、
カウン
セラーが連携させて頂くことで、スムーズな導入が可能と
なります。
ストレスチェック導入を検討されている企業様は、
お気
軽にお問い合わせください。
＊＊＊ストレスチェックとは？＊＊＊
「仕事のストレス要因」
「心身のストレス反応」
、
「周囲の
、
サポート」3 領域を含んだ「ストレスチェック調査票」です。
国の標準的な調査票としては、
「職業性ストレス簡易調査
票」を推奨予定です。
弊社ではこの調査票を活用し、企業様には「集団のスト
レス状況」をご返却しております。

「キャリアアップ助成金」活用・研修のご案内
「キャリアアップ助成金」をご存知の企業様やすでに活用されている企業様も増えてまいりました。
弊社のOﬀ-JT 研修も事業部立上げと同時に企画・運営し、3 年目に入ります。
おかげさまで、これまで参加いただいた企業様から、リピートでの参加もいただいております。
内容は、業種・職種を問わず、社会人としての基礎的な研修となっております。
グループワークを中心とした研修は、これからの自分の働き方などを考えるきっかけとなります。
「気づき」のある研
修として受講された方からも高い評価をいただいております。
助成金活用研修に興味のある企業様には、担当者がご説明にお伺いします。
お気軽にお問い合わせください。
※ 7 月以降の研修スケジュールは下記の通りとなっております。

午後

午前
9 月11 日（金）
12 月11 日
（金）
3 月11 日（金）

社会人意識と目標設定
●社会人に必要とされる基礎力とは？
●目標が必要な理由
●自己実現のための目標設定

コミュニケーション
●コミュニーケーションの目的・手段・原理
●グループワークによる傾聴訓練

10 月9 日
（金）
1 月15 日（金）

アサーション・トレーニング
●アサーションとは？
●アサーティブな表現・伝え方訓練

メンタルヘルスとストレス・マネジメント
●ストレスについて
●ストレスチェック・自己分析

8 月7 日（金）
ビジネスマナー
11 月13 日（金） ●スマイルトレーニング
2 月12 日（金） ●あいさつ・身だしなみの基本など

ビジネスマナー
●電話応対・来客応対・名刺受け渡し
●メール送受信のマナー

※研修内容は、参加者を考慮し、若干変更される場合があります。

お問い合わせ先

From Editor

㈱アビリティ・キュー キャリアコンサルティング事業部 寄能
（よりのう）
TEL／092-721-1919
FAX／092-713-9062
女性の活用や再就職が人材採用におけるメインストリームになってきています。OECD諸国の
中で、25才〜55才の女性就業率を比較すると、
日本は30カ国中22位と非常に低い水準です
（平成23年度版・男女共同参画白書より）。女性が活躍するためには「女性に頑張ってもらう」
のではなく、家庭の支援・会社の支援・社会の支援が必要だと思います。文化や習慣も含めて
「男女差」
をなくしていくために頭を切り替えなければならない局面になっていると感じます。

アビリティ・キューのホームページへ是非お越し下さい。
MENU

キャリア・コンサルティング事業部より
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