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はじめに
2020 年早々に始まった新型コロナウイルスの影響で世界経済は大混乱に

陥っております。緊急事態宣言も発令され、多くの企業がこれまで経験した

ことのない対応に追われております。

特に人事領域においては、テレワーク環境の整備、新たな労務管理の方法が

求められ、環境変化に合わせた緊急の対応を強いられております。

一方で、2月～4月においては人事活動は繁忙期であり、新卒採用、新入社

員の受け入れ教育、昇進昇格、昇給調整など平常時であっても手が回らない

状況の中で、今回のコロナショックの渦に巻き込まれております。これまで

の成功例を踏襲できず、他社の取り組みも見えない中でも、人事戦略を組み

なおして推進しなければならないという厳しい環境にあります。

今回、タナベ経営では、そのような現場の声を受けて、他社の取り組み事例

や今こそ取り組むべき着眼を整理させていただきました。収束を待って止ま

るのではなく、今できることに取り組んでいくことが未来を創ります。

そのような視点でご一読いただき、今後の人事活動の一助になれば幸いです。
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応募者目線での採用活動

人材採用編

日本、そして世界の状況を一変させたコロナウイルス。感染拡大に歯止めが効かず、企業活動は自粛ムード
一色であるが、そのような中でも在宅勤務やテレビ会議の利用など企業活動の在り方が一変してきていま
す。そして企業の成長を支える「採用活動」も例外ではありません。新卒一括採用や対面重視の面接手法な
ど、これまで当たり前とされてきた採用の在り方が通用しなくなり、Webを活用した採用手法の導入、求職
者へのアプローチ、広告ツールなど、ありとあらゆる面において変化を強いられております。このような社会
情勢において各社はどのような取り組みをしているのかをまとめました。

1.新卒採用
　(1)新型コロナの影響が出る前まではオリンピックの影響を考慮した採用活動の前倒しが加速化していた（2月時点

での内定獲得率が10%との情報も出ている）

　(2)合同企業説明会の開催中止（4/11時点で4月末までの開催中止決定が相次ぐ）

　(3)2020新卒の内定取り消しが発生したが、2021年採用に関しては70%の企業が現状維持を回答

　(4)個別の会社説明会、グループ面接など三密を避ける動きを取る必要が出ている

2.中途採用
　(1)2020年2月時点の有効求人倍率は1.45倍となり、2019年2月1.63倍に対して大きくに減少している（2019年12

月1.57倍、2020年1月1.49倍と新型コロナの影響以外でも減少傾向）

　(2)2019年11月時点でのリストラ数は6年ぶりに1万人を超えている

　(3)その中での新型コロナの影響により、景気の先行き・影響範囲の不透明感から、企業によって採用の捉え方が多

様化しているが、中堅～ベンチャー企業においては好機と捉えた動きが見られる（エン・ジャパン株式会社　調査

結果参照）

　(4)応募者の動きに関してはまだ大きな変化は起きていない状況（エン・ジャパン株式会社　調査結果参照）

コロナショックでは従来考えられてきた採用活動の常識が限界を迎えていることを浮かび上がらせた結果
であるとも捉えられます。そこで株式会社タナベ経営では、現状とコロナショック後に抱えるであろう採用
課題を解決するための提言と実例に基づいた取り組み事例を紹介致します。事業環境を考慮した戦略的な
採用の在り方をあらためて考えるきっかけとして活用いただければ幸いです。

現在の採用市場に大きな影響を与えた
環境変化をあらためて確認ください。

上記の変化により、各社の対応は多岐にわたりますが、
新卒・中途を問わず大きく３つの流れが見られます。

会社説明会・採用面接・
内定フォローまでの一気
通貫オンライン化への
移行

新規チャネルの活用（ダ
イレクトリクルーティン
グ、リファラルリクルー
ティングなど）

Webを活用した活動強
化とブランディング強化
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Ⅰ．（新卒・中途）オンライン対応は必須であり、＋αの工夫で差別化する
各社がオンラインの説明会や面接に取り組んでいますが、応募者側からすると「頭では分かったが、気持ちは伝わらない」とい
うのが正直なところです。しかしながら、現在の状況においては Web 説明会、Web 面接の手法は取らざるを得ない実情があり
ます。
そこで説明会後に個別の対話時間を設ける等の工夫によって物理的な距離を解消している企業があります。中堅専門商社 A 社に
おいては、web 説明会後に小グループに分けて 3 名程度と個別に会話をする時間を設定し、10 ～ 15 分ほどの質疑応答時間を
設けているそうです。それによって双方向の対話機会を設けて距離を縮めているそうです。今後は、採用チーム専用のスマートフォ
ンも用意して、個別に容易に相談ができる体制も作っていきたいと考えているそうです。ビジネスではメールを活用しているため
抵抗感は少ないですが、学生はメールソフトを立ち上げたり、マナーを守ったメールを送ることもハードルになるため、気軽に質
問できるスマートフォンがあれば容易に連絡をしやすいと考えての今後の導入を検討しているとのことです。

Ⅱ．（新卒・中途）新たなチャネルを活用して、採用可能性を可能な限り高めていく
新卒・中途を問わず、新たな採用手法としてダイレクトリクルーティングを導入している企業が近年増加しています。テレビ CM
でも多く発信されているため、理解はしているものの、中小企業においてはまだまだ導入しきれていない会社も多いです。コロ
ナショック中に多くの企業を回ることがはばかられる中では、これまでの広告掲載に集めるだけの手法ではなく、発信方法を変
えたり、第三者を介したコミュニケーションの構築は必須であり、ダイレクトリクルーティングは新たな手としての有効な手法と
なります。
また、現在の状況はリファラルリクルーティングを進めるうえでのチャンスになります。新卒採用においては、「後輩も就活のルー
ルが変わって大変だろうから、困っている学生がいたら、うちの会社を紹介してくれれば直接人事がその状況も踏まえてしっかり
話す時間を取るように伝えてください」と新卒入社 1 ～ 3 年目の社員に伝えるだけで話が広がります。学生自身も情報不足に悩
んでいることから、これまであまりフォーカスされてこなかった新卒人材紹介会社に学生が登録したり、相談をしたりという流れ
も出ているようです。

Ⅲ．（新卒）小規模説明会の開催によりコミュニケーション密度を濃くし、求職者のマインドを高める
前述の通り合同企業説明会こそが自社を知ってもらう大きなチャンスであったり、自社の個別会社説明会に力を入れて対面を重視
してきたこれまでの採用活動と比較すると、真逆の展開を取らざるを得ない状況です。そんな中、中堅製造業B社では、オンライ
ンの利用と同時に希望者にはリアルコミュニケーションの取り組みをこれまで以上に重要視しています。これまでは数十名規模で
行っていた会社説明会を、２～３名程度の超小規模化し、開催頻度を多くする施策を実施しました。当然、一回当たりの参加者は
限られるものの、その分会社の魅力を余すことなく伝えられ、また求職者の疑問点をその場で解決するコミュニケーション量と質
を高めることに成功。結果的に、参加した人の満足度が高まり、またその後の入社意向度に良い影響を与えています。（直接対面
していたのは緊急事態宣言が発令される前のことです）

Ⅳ．（新卒）応募者視点に立った「通年採用」を表明することによって広く受け入れる体制を作る
内定取り消しを受けた学生を積極的に採用したニュースが3月末に放映されましたが、4月入社の採用ターゲットの縛りを無くす
ことによって「通年採用」へ社内の仕組みを変えるチャンスになります。そもそも4月入社は教育の効率化を目的としたものであり
ました。4月入社から、7月・10月入社を用意することによって、留学生や第二新卒の受け入れ可能性が広がります。コロナショック
によって、学生は情報不足と不安感に陥っています。そのため、多くの企業を見てもらってから最終的に自社に来てもらえるのであ
れば7月入社でも可能であることは他社との差別化要素にもなります。その際に、「第二新卒」という言葉ではなく、「夏入社」と
いう打ち出しを行うことによって学生のハードルを下げることにも繋がります。
実際に物流企業C社では「2020年夏入社」という打ち出しで募集を開始しており、数名のエントリーが来ています。「厳しい時代
であっても積極的に採用を行っている」「応募者目線で採用活動を行っている」という社会貢献的要素を打ち出すこともできるた
め、これまで取り組めなかったPR活動にも着手。今回の採用活動をニュースリリースとして発信することによって、ブランディング
面でも効果がでるような施策に繋げています。

採用におけるコロナショックに対応するための対策と事例

 応募者視点に立ったコミュニケーション施策が成功のカギ
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新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務・テレワーク等、場所に縛られない働き方が一気に広がりました。
さらに４月には新入社員が入社しましたが、入社式をリモートで行う企業が報道されるほど集合することが
忌避され、入社時研修やビジネスマナー講座などの実施は困難を極めています。そこで、研修をeラーニン
グに切り替え、自宅で受講させる企業が増えています。
近年は教育研修のリモート化は増加しております。矢野経済研究所によると、2018年度の国内eラーニン
グ市場規模は、前年度比9.3％増の2,185億円。法人向け（企業・団体内個人を含む）のBtoB市場規模が
同4.8％増の650億円であり、eラーニングを利用している企業は右肩上がりで増えています。

しかしながら、在宅で学べるものには限りがあり、実際に手や体を動かさないと習得できないスキルもあり
ます。しかしそれすらも、今やAR/VRによる疑似体験で、限りなくリアルに近いイメージトレーニングができ
るようになっています。例えば、不動産のモデルルーム（オフィス）を体験できるサービスや、設備点検にお
ける作業手順のナビゲーション、果ては研修医者向けの手術訓練などがあります。
このように、従来は集めて教えることが当たり前と思われていた研修も、リモートで行うことが可能になって
きています。
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 新入社員研修を起点に、研修の手法をアップデートしよう

Ⅰ．新入社員の教育研修をリモート化
タナベ経営でも研修事業を行っており、例年全国で1000名を超える参加者がいらっしゃいます。4月上旬に開催された「新入社
員教育実践セミナー」に関しては対面式の研修もこれまで通り実施をさせていただきましたが、新たにオンライン新入社員研修「
新入社員クラウドplus」に切り替えられた企業が多くいらっしゃいました。進め方の特長としては以下の３点です。

　１．講義はすべて動画で配信
　２．テキストはダウンロード可能
　３．コンサルタントが担当に着き、各回のオンライン受講レポートにフィードバックを実施

このような研修形式は研修事業を展開している企業だけではなく、自社内においても工夫次第で対応をすることが叶います。現
代はスマートフォンひとつでライブを行ったり、動画を撮影・編集・アップロードまでできる時代となっております。御社で研修した
い内容があり、それについて話せる社員がいるのであれば、会議室とスマートフォン1台で双方向の研修も可能となります。

Ⅱ．リモート研修体制を階層別環境に広げる
集合研修ができない状況は、少なくとも夏前までは続くことが見込まれております。そのため、新入社員だけではなく、各階層の
研修に対して見直しを図らなければなりません。座学で講義を聞くスタイルであれば、動画に置き換えることができます。特に、
知識を習得するための研修であれば動画を活用して、「好きなタイミングで」「いつでも・何回でも」見られることで有効に機能し
ます。例えば、管理職昇進時に必要な、コンプライアンス研修や、社内システム活用、最低限知ってほしい労務知識やマネジメント
の原理原則などは、Webで基礎固めをしておくことができます。また、この機会に「そもそも講義が必要なのか？」という考えに
立ち返り、対象書籍を渡して、その習熟度を図るためにレポート提出で対応し、そのすり合わせだけWeb会議を活用して認識合わ
せをしていく等の方法も考えられます。
実務においては動画コンテンツに移行することが難しいと感じられる業務であっても、動画化することは可能です。実際に、一見
ＯＪＴでしかできないような内容を動画にしている企業もあります。関東にある運送業のD社は、これまでＯＪＴで教えていた「荷
物の正しい積み方」「素早い運搬のコツ」といった業務をすべて動画に収め、配属が決まったら見る動画として、社内イントラに保
存しています。さらに素晴らしいのは、その動画で教える内容を現場の社員達に考えさせることにより、社内のコミュニケーション
活性化と最適な手法の発掘に成功していている点です。人材の育成を通じて、教える側の教育や知識の体系化に繋がることも大
きなメリットと言えます。

Ⅲ．リモート/リアル、互いの強みを活用する
リモート環境は大事ですが、実際の研修において実施している討議や、営業のシミュレーションなどはリモートで行うと、どうも
違和感が残ってしまいます。集まって実際に行ってみないと、その感覚はわからないこともあります。そこで大切なのは、リモート
でできること、リアルでないとできないことを仕分け「せっかく集まるならリアルでしかできないことをする」という姿勢が大事に
なります。

人材育成におけるコロナショックに対応するための対策と事例
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3
これまで述べてきた通り、人材の採用・育成も大事なポイントであるが、業界によっては目の前の「雇用」を
どう考えるべきかという課題に直面している企業からも多く相談をいただいております。リーマン・ショック
の経験から、政府の各種支援策に対して導入を検討している企業は多く、特に雇用調整助成金の活用など
は担当の社会保険労務士や所轄のハローワークに相談をして早急に進める必要があります。
　リーマン・ショック以降の倒産件数は減少傾向が続いてきましたが、一方で「人手不足倒産」などによる
リスクに備えた雇用維持を行ってきました。しかし、今回のコロナショックの影響は計り知れず、戦後最大の
経済危機に発展するのではないかとの声も出ております。

その中で、政府の制度を活用して雇用の維持を行いつつも、この機会だからこそ適正人員数や、生産性向
上、働き方改革を見直す取り組みが有効です。コロナショックが過ぎ去った後の姿を“今から”思い描き、そ
こに向けた準備を整える視点が必要です。特に重要なのは、どこに資源を投下するかの決断と実行です。有
事であっても経営資源の再配分を常に考え、「必要な場所に必要な人を、必要な数だけ配置する」ことに取
り組んでいかなければならないのです。

雇用調整助成金

ガイドブック 
～雇用維持に努力される事業主の方々へ～ 
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雇用調整助成金
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人材のポートフォリオ再構築

人材配置・雇用編

リーマン・ショック
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 政府支援の有効活用とアフターコロナ視点を持った適正配置を検討する

Ⅰ．雇用調整助成金の活用を検討する
普段はあまり意識しない企業も多いかもしれませんが、有事である今こそ政府や自治体からの助成金や補助金を積極的に活用す
べきです。特に雇用調整助成金は企業の根幹とも言える“雇用”を守るための施策となります。平時には審査基準が厳しく申請し
にくかった助成金ではありますが、現在は数回に分けて内容が大幅に緩和されており、非常に使いやすく改訂されています。
どんなに素晴らしい技術や商品を保有していても、その価値を発揮させるのは最終的には“人”となります。雇用を守らなければ
コロナショックが収まろうとも取り返しがつかない事態に陥ってしまうのです。ホテル業を営むE社では急激な稼働の落ち込みに
より、売上が激減しております。しかしながら、顧客が戻ってくるアフターコロナに備えるため、まずは雇用を維持することに注力
するため、雇用調整助成金の申請準備を開始し、先んじて休業を決定しました。これは助成金が使いやすく、また企業の助けにな
るからこそスピーディーに決断が下せた一つの事例です。とはいえ、実際の認可と助成がされるまでには時間を要するため、シミ
ュレーションと情報収集源を先手で行っておく必要があります。また、その際には第三者の協力を有効活用すべきです。あまり慣
れていない作業であるため、申請に不備があると却下されてしまったり、見込んだ金額が受領できない事態に陥る企業も見受け
られます。雇用関連であれば社会保険労務士が専門となるため、この機会に顧問社労士と相談して、確実な申請を行うなどを検
討していただきたい。

Ⅱ．人材ポートフォリオを再構築する
テレワーク（在宅勤務）やシフト出勤など働き方の施策と共に、業務遂行のために「必要な人材」をあらためて考える必要があり
ます。その際には、「そもそも正社員が必要なのであろうか」という視点から立ち返り、アフターコロナに向けた人材ポートフォリ
オを再構築していくことで、採用面でも雇用維持の面でも可能性を広げることができる。

編集を担っているF社では今まさに適正な配置転換を図ろうとしている。売上と人員数のバランスを是正するため、自社内での社
内異動はもちろんのこと、グループをまたいだ人材の配置転換を推進し、アフターコロナに備える体制を構築している。アルムナイ
・フリーランス（副業フリーランスも含む）も有効に活用し、部門やグループの垣根を取り払い、大局的な視点に立って再配置を進
めている。

市 場 軸と自社 独自のスキルで 軸
を設定すると正社員で賄ってきた
業務の一部を自社と関連性の深
い人材に再 配 分することができ
る。この考え方に従って、人材の
採用や異 動を考えると柔軟性を
広げることができる。

人材配置・雇用維持におけるコロナショックに対応するための対策と事例
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人材ポートフォリオの例
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