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外国人の活用も、
今後の雇用安定化の
カギになるかも。

福岡県の外国人雇用状況について
人手不足が深刻な中、外国人の活用が注目されています。建設業界では職人
不足解消のため、
日本で研修を受けた外国人技術者を受けいれたり、運送業界
では外国人ドライバーを採用する事例も。某飲食チェーン店では、最賃の2倍・時給
1,500円にしても日本人のアルバイ
トが集まらないとの事ですが、先日うかがった居
酒屋では20代のベトナム人留学生が明るく真面目な接客態度と正確な日本語で
注文を受けていました。福岡労働局調べによる福岡県内の外国人労働者数
（2015年10月末現在）
は、前年同期比32.7%増の2万6,323人。2007年に外国
人雇用状況の届出制度が義務化されて以降、過去最高とのこと。雇用事業者も
前年同月比15.7%増の4,757ヵ所。国籍別では、
中国9,459人、
ネパール5,353人、
ベトナム4,536人、
フィリピン2,079人、韓国1,356人と、東南アジアからの留学生アル
バイ
トが増えています。
この労働力の活用は今後の鍵になるのかも知れません。
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福岡県の外国人雇用状況について

中高齢者層の不安を取り除いて応募に結びつける
今回は博多区にあるコールセンターの企業様
での成功事例をご紹介します。
現在は求人する上で年齢制限をすることは原
則禁止になっていて基本的に働く人の能力等で
採用しなければなりませんが、中高齢者の方は求
人に応募する際、自分の年齢でも採用してもらえ
るかという不安を少なからずもたれているよう
です。
特に今回ご紹介するコールセンターの受信の
お仕事はパソコン操作や最新機械の取り扱い説
明など、若い層の方が働いているというイメージ
があるため、中高齢者層は比較的応募をためらっ
てしまいがちです。
現在は求人倍率が高くな
っているため応募者自体が
少なくなっているのと少子
高齢化のため、若い層の採用
が厳しいといろいろなお客
様から耳にすることがあり
ます。現にこの企業様でも最
近他誌に掲載したが、応募が
少なかったとおっしゃられ
ていました。
そこで取材をさせていた
だく中で、現在中高齢の方も
多く働いているということ
で、右記原稿のように写真と
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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月分で調査件数は845件です。
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コメントを掲載して、中高齢者の方も積極的に採
用していますよということをアピールしてみま
した。合わせてキャッチコピーや仕事内容、パソ
コン操作に不安を持たれている方のために資格
欄に不安を取り除く一文を入れたりとできるだ
け中高齢者の不安を取り除く工夫をしました。
結果は応募者が 20 人以上、中高齢者層の応募
も多く合ったそうで、担当の方にも喜んで頂けま
した。最近応募が少なくて悩まれている企業様は
ぜひ、若い方だけでなく中高齢者も含めターゲッ
トの幅を広げることで人手不足を解消されてみ
てはいかがでしょうか。

職種

営業系
介護・福祉・医療系
工事・建築作業系
パソコン・IT系
警備系
教育・保育・インストラクター系
軽作業系
珍しいお仕事
清掃系
ドライバー系
事務・経理系
フード・キッチン系
販売・接客系

中高齢者層の不安を取り除いて求人に結びつける
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MAの時代がやってくる？
〜システムセンターより〜
CRMやSFAなど、顧客管理のツールが充実してき
た現代ですが、最近ではにわかに「MA」
という単語が
脚光を浴びています。
「MA」
とは、
いったい何者なので
しょうか？
■マーケティングの自動化
MAは「Marketing Automation（マーケティングオー
トメーション）」の略です。
その名の通り
「マーケティングを
自動化する」
という意味あいがあり、米国のベンチャー
企業が創りだした言葉だと言われています。
マーケティングとは、市場調査から製造・管理・販売、
さらに広告・宣伝など、企業活動の総称で、
「市場活
動」や「販売戦略」などといった言葉が近いと思います。
これらを「オートメーション」化するというのは、
どういった
事なのでしょう？
■手動の意思決定をクラウドで判断する
例えば、
自社のホームページのランディングページを見
た顧客が、
お問い合わせフォームから資料請求をしたと
します。すぐに連絡をとり成約…となれば万歳なので
すが、普通はそう簡単にはいきません。

営業フォローの他にも、定期的なメール配信やキャン
ペーンの案内、
さらにそれらの反応を見ながら見込みの
ランクを決定するといった分析などをする事もあります。
これら一連の業務をワークフロー化し、
それをソフト
ウェアで自動的にさせてしまおう…というのがMAの狙
いです。
■MAのメリットは
自動化することで、
マーケティング業務の量やミスが
減る一方、確度の高い営業活動が実現したり、
リード顧
客の潜在的なニーズの把握ができるなどのメリットがあ
ります。具体的にスコアリングやリードナーチャリングと
いった手法があります。
もしマーケティングにご興味があ
る方は「MA」で検索してみてください。新しい可能性が
開けるかも知れません。
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）

嘘の理由で採用を断るな！
（後編）
〜C SR室より〜
「梱包の軽作業スタッフの募集で、
『 未経験者歓迎』
と書い
てあった。広告には、
『20歳〜45歳までの女性多数活躍
中』
と書いてあったが、女性が多い職場でも気にならないの
で応募した。電話に出た担当者に、年齢を聞かれたので
『48歳』
だと答えた。経験があるのか聞かれたため、未経験
だと伝えると、
『 46歳以上は経験がなければダメだ』
と断ら
れた。
『未経験者歓迎』
と書いてあるのにおかしいじゃない
か！
！」
「『一般事務』の募集で、資格には
『経理経験者』
と書いて
あった。簿記3級の資格もあり、経理の経験もかなりあった
ので、応募して面接を受けた。
１週間後に連絡があったが、
不採用だった。資格の条件は満たしているので、不採用に
なった理由を確認したところ、
『自動車の普通免許を持って
いないから』
という理由だった。
『銀行に行ったり、買い物に
出かけたり、車を使うので…』
と言っていた。だったら、広告
に
『要普通免許』
って書けばいいじゃないか！
！」
■そもそも問題がないのに、
自ら問題を発生させている
電話の段階で不採用にしても、
また、
その不採用者に不採
用の理由を告げなくても、何の問題もないにも関わらず、広告
と異なる理由で断れば、
「 虚偽広告を掲載していた」
というこ
とで問題にされてしまいます。執拗に理由を聞いてくる応募者
を断わるための口実なので、実際には虚偽広告に該当しませ

んが、虚偽広告ではないことを明確すれば、逆に、嘘を付いた
ことを認める結果になってしまいます。広告内容と異なる理由
で断わることは、
「虚偽広告を出していた」か「嘘をついた」か
のいずれかになり、
どちらにしても、
トラブルは必至で、広告主・
事業主の責任を問われる事態にしかならないということをご理
解ください。
■担当者に任せないで会社で方針を決める
まずは、不採用者に理由を伝えるのかどうか会社の方針を
決め、理由を伝える場合には、広告の内容と異ならないように、
また、応募者の人権に十分配慮し、採用担当者の主観（感
想）
にならないように気をつけて、不採用の理由を伝えるよう
にしましょう。
ほかには、
「もう採用が決まった」
「今は募集していない」な
どと言って断わるケースも多いようですが、
そのような安易な嘘
で断わっても、引き続き募集をしていれば、嘘がばれ、
やはりト
ラブルに発展してしまいます。
■危機管理意識を持って対応しよう
！
最近は、
「（会話を）
録音している」
という応募者が増えてい
ます。
ＳＮＳが当たり前になった現在、
それがどのような形で公
表されるかは分かりません。公表されるかもしれないという危
機管理意識を持ち、応募者には慎重な対応を心がけましょう。
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システム管理部より／CSR室より

正社員ステップアップ研修のご案内
2016年4月の福岡エリアの有効求人倍率は1.31 倍と、
仕事を探している人より求人数が22ヵ月連続多い状況
です。これは景気の回復傾向で大学生の就職内定率が
改善し、若年層の求職者が減り続けていることも影響
しています。
今後ますます労働人口が減少する中で、確保した人
材をいかに育成し、定着させていくかが課題になるか

◎日程
9:00 〜 9:30
9:30 〜 12:30

8 月10 日（水）
講師／黒木 尊子

9 月16 日（金）
講師／門田 良明
開講式
社会人意識と
目標設定の基礎・応用
昼食
社会人意識と
目標設定の基礎・応用
コミュニケーションの
基礎・応用

ビジネスマナーの
基礎・応用

12:30 〜 13:30
13:30 〜 15:00
15:00 〜 17:00

と思います。
そこで、弊社では 3 日間の正社員ステップアップセミ
ナーを企画しました。社員のモチベーションをあげ、正
社員として活躍する人材の育成を目指します。1 日のみ
の受講も可能ですので、御社の必要な部分で社員教育
にぜひお役立てください。

ビジネスマナーの
基礎・応用

10 月14 日（金）
講師／高山 里見
メンタルヘルスと
ストレス・マネジメント

アサーション・トレーニング

◎会場

◎料金

アーバン・オフィス 天神
福岡県福岡市中央区天神1-3-38
天神121 ビル 13 階（大丸・エルガーラ前）

3日間 80,000 円（税抜）／人
※1 日のみ30,000 円（税抜）／人
上記以外にも「キャリアアップ助成金」を活用した企画もございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。

◎研修内容
■1 日目 8/10（水）
講師／黒木 尊子 氏
●産業カウンセラー /( 社) 日本産業カウンセラー協会
●生涯学習開発財団認定コーチ
●日本報連相センター会員
＜ビジネスマナーの基礎・応用＞
ビジネスマナーを習得することは、社会人としての第
一歩であり、自己信頼にも繋がります。顧客はもちろ
ん、上司や先輩、同僚との信頼関係を築くビジネスツー
ルとしてのマナーが習得できます。
鉄は熱いうちに打て！職場の印象を高めるマインドを
ビジネスマナーで育みます。電話応対や名刺の受け渡
し、来客時の対応や席次など社会人としての基礎的な
ビジネスマナーを学びます。また、昨今ビジネスツール
として不可欠なE メール送受信のマナー、お茶の出し方
なども確認します。
■2 日目 9/16（金）
講師／門田 良明 氏
●G&B ヒューマンキャーピタル 代表
＜社会人意識と目標設定 / コミュニケーションの基礎・応用＞
社会人としての基礎力は、前に踏み出す力（Action）、
考えぬく力（Thinking）、チームで働く力（Teamwork）で
す。目標がなぜ必要なのか、どのような目標づくりをし
たら良いのか、その目標を達成するための心構え等を

お問い合わせ先

学びます。
職場での成果をあげるために3ヶ月後〜 1 年後
の自分の目標を考えます。
またコミュニケーションの目的、手段などを学び、質
問の仕方やスピーチなどをグループワーク方式で練習
します。報告・連絡は結論を意識して話すことで、社内
での伝達もスムーズになります。
■3 日目 10/14（金）
講師／高山 里美 氏
●NPO 法人FFA フォロワーシップ協会 理事
●NPO 法人ワーク＆ライフサポート 理事
●（公財）21 世紀職業財団 客員講師
●（公財）福岡県女性財団 相談員
＜メンタルヘルスとストレス・マネジメント＞
情報化がすすむなか、メンタル面で問題を抱える人が
増加しています。ストレスとはなにか？ストレスの種
類や自分での対処法などを学びます。ストレスと上手
につきあうことができることで、モチベーションUP に
つながり、離職率の低下が期待できます。
＜アサーション・トレーニング＞
相手も自分も大切にするアサーティブな主張について
学びます。
「要求」
「依頼」
「断り方」などアサーティブな
表現方法のトレーニングをします。同じ内容の返答で
も、表現により相手に好印象を与えることができるよ
うになります。

㈱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

アビリティ・キューのホームページへもぜひお越し下さい。
MENU

キャリア・コンサルティング事業部より
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