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1.なぜ、いま採用なのか

⚫ 中小企業では2011年を境に、人材の不足感が過剰感を上回り、それ以
降、人材確保が厳しい状況が続いている

⚫ 完全雇用の時代の到来。完全失業率は３％前後。非自発的失業者も
ゼロに近づいていたが、新型コロナウイルス感染症より環境は変化している。

⚫ 今後においても、2025年には約600万人の人手不足が見込まれる。従っ
て、人材確保と定着を図らなければ、会社は人手不足によりビジネスの機
会を失い、淘汰される

⚫ 自社にマッチした人材を定期的に採用しないと技術やノウハウの伝承ができ
ず、会社の体力は弱まり継続できなくなる

⚫ せっかく人材を採用できても定着できず短期離職してしまえば、企業経営
にとって大きな痛手となる。社員には得意なことをさせ、できるだけ苦手なこ
とをさせてはいけない
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2.新型コロナウイルス感染症より環境は変化している。
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一般職業紹介状況（令和2年6月）引用 58年前と同じ水準へ



⚫知名度が低く、大企業と比べ労働環境が良くないため応募者が少ない
✓知名度の低さを挽回する自社の「強み」や「特徴」のＰＲ方法が分からない
✓どんな応募者がきてほしいか、求める人材の基準や表現方法が分からない

⚫求める人材とのマッチングが難しい
✓人材要件とその具体的な採用基準をどう作成したらよいか分からない
✓自社に合ったよい人材の見分け方が分からない

⚫採用できても定着が難しい（短期離職してしまう）
《社員側の離職理由》
•人間関係がうまくいかない（人間関係が悪い）
•労働環境・労働時間に不満

《会社側の認識する退職理由》
• 仕事で求められるスキル（基礎力、コミュニケーション力等）とのミスマッチ

人間関係にも影響

3.中小企業の採用活動に関する悩みは？
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（事例）採用のミスマッチ
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1.周りの方と人間関係を構築出来ない。

2.面接で「自分の有能さアピール」するものの、自信過剰で指示に従わない。

3.介護・福祉に不向きな人を採用してしまう。

労務トラブルを起し揉める。すぐに辞めてしまう、連絡が取れない。



⚫人材要件をスピーディに明確化できる

⚫自社の求める人材像を応募者に効果的にＰＲできる

⚫採用に関して採用担当任せではなく、全社的な協力が得られる

採用募集

4.採用活動の悩みは持ち味カードで解消！

採用面接

⚫応募者の選択したカードと会社が選択したカードを突き合わせることで、
仕事に求められる人間性と能力、スキル、知識等とのマッチングができる

⚫応募者の選択したカードで、応募者の価値観を知ることができる

⚫行動の癖、普段の仕事ぶりを観察することで、応募者の一般的な職務
遂行レベル、仕事スタイルなどが推測できる
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面接試験

【行動の癖】
「分けるスピード」「分けるときの迷い」「ＹＥＳ・？・ＮＯへのカードの偏り度合
い」「カードの収納の仕方」などの行動の特徴

＊カードを分ける動作は無意識に行っており、職務経歴書、適性検査、筆記試
験、面接などでは把握できない、応募者本人の行動パターンの本質が把握
できる

4.採用活動の悩みは持ち味カードで解消！

⚫人材要件に基づいた的を射た質問項目内容の設定ができる

⚫応募者が人材要件にある行動ができるかどうかが、持ち味面接によって明確
に判定できる
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★仕事をするうえで必要な要素（知識、スキル、思考・行動特性、価値観などが行動
として発揮されたもの）を７６枚のカードに厳選・体系化したものです。

5.「持ち味カード」ってなに⁉
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雇用管理改善への取組事例集

令和元年度 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業 取組事例集P12-13を引用(介護労働安定センター北海道支部)



「どのような人物を採用したいのか」
「どのような人と一緒に仕事をしたいのか」

職場で話し合う場を設けましょう！

漠然と「どんな人と働きたいか？」を考えても言葉にするのは難しいかもしれません。

そこで、“仕事をする上で必要な要素”を76枚のカードに見える化した「持ち
味カード」を活用すると意見抽出がスムースになります！

採用担当者だけでなく、新規採用者が勤務する部署のリーダーや、採用者と共に働くことになる同僚
など、なるべく多くの人が関わって「一緒に仕事をしていきたい人」「私たちと共に組織の目標
に向かって歩んでいける人」「私たちの組織に必要な人」の要素を具体的にしていきましょう！

皆で出し合った意見をまとめて、オリジナルの「私たちが求める人物像」を作成しましょう！
書類選考や面接の際もこの指標を意識することで、選考基準が明確化されます。

素直さ

柔軟性
チャレンジ精神

6.職場での対話で
「私たちが求める人物像」を決めよう！
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【Step１】10分間で７６枚のカードをYESとNOに仕分けてください
※自分のいままでの行動に照らし合わせて（学生時代の部活動等もOK）
※「将来こうなりたい」「●●を目指している」はダメ！

【step２】YESの中から、あなたの究極の持ち味と思うカードを３枚
選んでください

【Step３】NOの中から、あなたの苦手要素と思うカードを３枚選んで
ください

7.面接で応募者に「持ち味カード」を仕分けてもらおう！

たった３つの作業で、いつもの面接では見えなかった
応募者の適性・人間性が見えてきます！
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●「持ち味カード」をYES・NO・?に振り分ける

〔Step1〕持ち味カードを振り分ける

©SR-Terrace

※自分のいままでの行動に照らし合わせて（学生時代の部活動等もOK）
※「将来こうなりたい」「●●を目指している」はダメ！

仕分け時間の
目安は10分

14

※持ち味カードがない場合は
持ち味仕分け確認シートを
活用してください。



〔Step2〕YESの中から、あなたの究極の
持ち味と思うカードを３枚選んでください

選ぶ時間の
目安は3分
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〔Step3〕Noの中から、あなたの苦手の
思うカードを３枚選んでください

選ぶ時間の
目安は3分
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8.採用面接で確認するポイント
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9.チェックPOINTはこんなにたくさん！

①カードの並べ方：キッチリ派ORぐちゃぐちゃ派
②仕分けスピード：10分で76枚（1枚あたり約7秒）の時間配分
③作業の理解度：説明を理解していない・確認質問の有無
④YESとNOの偏り具合：自信過多OR自己否定的
⑤職場の求める人物像との照らし合わせ(マッチorミスマッチ)
⑥普段の仕事・作業の様子（又は仕分け結果）

などなど・・・・
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10.面接おもしろ事例紹介
注：これは、すべて実際の「持ち味面接」でおこった事です‥‥

★作業の仕方を理解していない（説明を聴いていない。確認もしない。）
★カードに集中して周りが見えていない・聞こえていない
★1枚に時間をかけすぎて時間内に終了しない（しかし履歴書自己PRに
は“段取り”と記載・・）
★ほとんどYESでNOが１～２枚（逆のパターンも）
★仕分け結果と履歴書のPRが一致しない（協調性やチームワークや「人
脈づくり」のカードを選ばない・・）
★ぐちゃぐちゃバラバラのカードを放置して退席(気遣い・思いやりがない)
などなど・・
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11.私たちが求める人物像の事例紹介
●基準の定め方には、いろいろな方法があります♪

「わが社のぜったい譲れない10要素」を決める。
職場で大切にしている要素を10枚選んでもらい、「求める人物像」
を決める・意識させる・自律性を促す。
（根源的な人間性・価値感が社の理念に合わない人は、組織の和
を乱し、将来的に損失になる）

「職種ごとの要素」を決める。
正確でミスのない仕事が求められる事務職については、「慎重さ」、
「正確性」。
介護員の場合は「チャレンジ精神」、「ポジティブ思考」、「誠実さ」
というように職種別に設定する。
例】組織として絶対に譲れない3要素＋職種別の2要素（5枚を基
準とする）
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12．健康経営を促進させよう

健康経営とは？

企業が従業員の健康保持・増進の取組をす
ることは、将来的に収益性等を高める投資
であるという考え方のもと、健康管理を経
営的視点から考え戦略的に実践すること。

©Sr-Terrace
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出典：経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営銘柄2018」及び「健康経営優良法人2018にむけて」

「健康経営」は、就職時の判断基準として見られています

©Sr-Terrace 19



出典：経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営銘柄2018」及び「健康経営優良法人2018にむけて」

なぜ今、健康経営が注目されるのか？

従業員の健康保持・増進に取組むことは、従業員の活力向
上・生産性向上などの組織活性化をもたらし、結果的に業績
向上や組織の価値向上に繋がるから。

©Sr-Terrace
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今いる職員に
長く働いてもらえる

職場づくり
（人材定着率向上）

求職者に
「この法人で働きたい」と
思われる職場づくり
（優秀な人材の獲得・

採用力UP）

健康経営の取組み

「人材」については
既存職員・将来の職員

両方に働きかけることができる

©Sr-Terrace 21



①既存職員への働きかけ
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・疾病をかかえる職員の治療と仕事の両立支援

・女性の健康サポート（妊活・出産・生理休暇等）

・過重労働対策（ワークライフバランス・働き方改革）

離職の予防、女性の活躍、
メンタル不調の予防、などなど

©Sr-Terrace



26
©Sr-Terrace



①関係の質

②思考の質

③行動の質

④結果の質

13.成功の循環米マサチューセッツ工科大学ダニエル・キム氏が提唱

人事
評価

承認・
認める

チァレンジ

パフォーマンス

成果・
業績

前向き・やる気

新たなパフォーマンス・マネージメントを理解するために有効な考えとして注目されている。

人材の育成・
定着のために
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ご相談・お問合せはカイポケさんの担当者まで

ご清聴ありがとうございました。

「持ち味カード」を活用した採用面接で、その方の人
間性・価値観・仕事ぶりを確認・承認するツールとし
てご活用ください。

持ち味カード購入採用面接確認シート
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雇用管理改善へ
の取組事例集

採用のミスマッチを
防ぐ面接方法

(持ち味カード活用版)


