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　グローバルトラストネットワー
クス（GTN）は「外国人が日本
に来てよかったをカタチに」とい
う理念を具現化した外国人専門の
生活総合支援サービス企業だ。日
本に住む外国人の増加に伴って，
同社も成長を続けているが，創業
当初は社員の離職率が高く，マネ
ジメントにも課題があったとい
う。
　「しばらくは様々な国籍の人材
をまとめる苦労もありましたが，
今は定着率も向上し，多くの外国
人からの応募があります。外国籍
社員の活躍には成長や昇進機会の
提供，公平かつ納得性の高い制度，
そして理念の浸透が重要だと感じ
ています」（代表取締役　後藤裕
幸氏：以下発言は同氏）
　同社の社員数は現在210名ほ
ど。そのうち約150名が外国籍社

員となる。その国籍は中国，韓国，
ベトナム，香港，台湾，モンゴル，
ネパール，スリランカ，インドネ
シア，フィリピン，ブラジル，ブ
ルガリアなど多様だ。
　「社員はASEAN諸国出身者が
多いのですが，採用は国籍ではな
く言語や能力重視です。そして，
面接で最も重要視しているのはビ
ジョンに対する共感です」

複数人採用で外国籍社員の
リテンション率を高める

　同社の新卒採用はアルバイト経
由が基本。また，中途採用の選考
プロセスは，①書類選考，②人事
面談，③部長面談を経て内定とな
る。同社のビジネスでは，多様な
国々のお客様から問い合わせがあ
るので，応募では， 3言語以上を
話せることが基本条件としている

が，例外もある。例えば日本語と
中国語が話せ，資格（宅建，社労
士など）を取得している場合は
「 3スキル」とみなして応募を認
めている。
　同社の採用は自社のホームペー
ジ経由が最も多く，これにリファ
ラル（紹介）が続く。昨年は 3割
以上がリファラル採用となってい
る。以前から外国籍社員の紹介で
入社する人が多く，リファラルを
制度化した経緯がある。友人や知
り合いなどを紹介してくれて入社
が決まったら 5万円を支給する。
　「リファラル採用の制度化で友
人，知人を紹介できることが社内
で明確になり，社員が人材を紹介
してくれるケースが増えました」
　同社では，定着率を高めるうえ
で効果的なこともあり，複数人を
同時に採用している。
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　「例えば日本人である自分が外
国人だけの会社に 1人採用された
場合の気持ちを想像するとよく分
かると思います。何か困ったこと
があっても気軽に相談できる相手
がいない職場で働くのは相当，精
神的に厳しいはずです。外国人採
用の場合，同時に複数人を採用す
るか，もしくは 1人採用の場合は
メンターをつけるなど孤独感の軽
減，安心感を醸成する配慮をして
リテンションにつなげています」
　実際に応募者は多く，最近では
外国人だけでなく日本人からの問
い合わせも増えているという。
　「毎月，外国人を中心に100名
くらいの人から応募があり，また，
弊社へ転職を希望する日本人も増
えています。弊社が楽しそうな会
社だからというのが理由の 1つで
すが，さらに，外国人も成長や昇
進できる公平な仕組みが評価され
ていると思います。社員が自分の
会社を誇りに思い，外部に対して
も会社の魅力を伝えられることは
重要だと思います。そのような企
業を目指して多様な施策を行って
きました」

社員の関係性が高まる
全部署を経験する研修

　同社は入社後の社員に対して全
部署研修を実施している。同社の
主要業務を担う審査部，債権管理
部，人材部，モバイル部，サポー
ト部，仲介部の各部署で 3日から

数週間かけて実務を行う。この研
修の目的は人材の多能化，つまり
主要部門の機能を広く理解しても
らうことで所属部門以外の他部署
のアシストもできる人材を育成す
る狙いがある。
　同社は様々な事業を行っている
が，各部門の繁忙期は異なる。従
って，忙しい時期の部署を支援で
きる多能化人材の育成は効率的な
経営につながる。それに加えて，
同研修には社員の関係性を高める
目的もあるという。
　「他部門の業務のことを深く知
らないと，あの部署の仕事は簡単
だとか，楽しそうだとか安易に考
えてしまいがちです。でも実際に
自分でその業務を担当してみると
奥が深く，大変なことも多いと実
感できます。このような事実を認
識すると，相手を尊敬する気持ち
が生まれるようになります。ゆえ
に，これは弊社の企業文化のベー
スになる研修なのです」
　全部署研修は即戦力人材の育成
が目的のため，その内容も実践的
だ。業務をまず実際に担当しても
らい，困った場面があれば支援す
るというスタイルで推進してい
る。
　「外国籍社員は“とりあえずや
ってみる”というマインドが強い
一方，日本人社員は“教えてくだ
さい”から入る人が少なくないよ
うです。ただ，何かを始めるとき
に“イチから教えてください”と

いう受け身ではAIに負けてしま
うでしょう。弊社では“とりあえ
ずやってみる”という人材が活躍
しています」
　メンター制度も効果を挙げてい
る。新しく入った社員には半年間
メンターをつける。
　「以前は私がメンターを指名し
ていました。しかし時間的な制約
もありメンターのフォローまで十
分にできない課題もありました」
　以前は制度の目的が明確ではな
く，メンターとメンティーの関係
が必ずしも育成的に機能しないケ
ースも見られたという。そこで，
現在は社長室のメンバーがメンタ
ー制度を担当するようになり，メ
ンター面談も実施している。メン
ターに対して制度の目的と意義を
直接伝え，メンティーから相談さ
れた場合の対応について助言も行
う。メンターの活躍度を評価する
仕組みも取り入れて，運用効果を
高めている。

リーダーの立候補制で
有能な若手を発掘

　同社の評価制度は一般社員の場
合，評価ウェイトの 8割が360度
評価，残りの 2割が業績評価とな
り360度評価の比重が高い。360
度評価の評価項目はリーダーシッ
プ，チームワーク，ロイヤリティ，
ベーシックスキル，プロフェッシ
ョナルの 5つ。各項目を細分化し
た計28の設問に対して本人と 5
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名の他者が 5段階で評価し，その
集計から平均値を出す。最終的に
はこの平均値を各部署で偏差値に
して 6段階にランク付けし昇給を
決定している（図表 1）。
　同社の等級は一般正社員（S），
リーダー（L），マネージャー（M），
その上が部長，そして執行役員，
経営層だ（図表 2）。具体的には
一般正社員はS1～ S8，リーダー
はL1 ～ L5，マネージャーはM1
～ M5に区分され，一般正社員か

らリーダーになるためには，まず
本人の意思表示が前提となる。半
期に 1度，各部署で一定人数がリ
ーダーへと立候補し，意思表示を
した社員はプレゼン大会に臨む。
プレゼン大会には審査員として部
長以上が出席する。リーダー志願
者はこの層に対して10分間の持
ち時間でリーダー就任に向けての
抱負や実行案などをプレゼンし質
疑を経て，部長層以上の投票が行
われ，その日のうちにリーダー昇

格が決定する。このような選考プ
ロセスの透明化で，一般の社員た
ち，さらには投票する部長層らの
納得感も高く維持されているとい
う。
　「このプレゼン大会は人材発掘
の場にもなっています。他部署の
部長なども投票してリーダーを決
定するので，意思決定プロセスが
透明化され，社内の納得感も高ま
ります。さらに有能な若手を全社
的に認知させる効果があり，その

図表1　人事評価のポイント

図表2　人事階級制度（マネージャー以下）
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ような人材を育ててきた部門長に
とっても誇らしい瞬間になってい
ると思います」
　外国籍社員活躍支援には公平か
つ意思決定プロセスの納得性と透
明化が大事だと後藤氏は強調す
る。
　「GTNは日本の会社だから日本
人しか昇格できないなどと思われ
たくないのです。本人だけでなく
上司や周囲の人も納得する制度や
公平な仕組みづくりに力を入れて
きましたので，このような積み重
ねの結果，離職率も相当低くなっ
ています」

投票による決定を重視し
社員の納得度を高める

　同社では「投票制」を活用して
施策を運用しているケースが多
い。例えば，報奨旅行の対象者も
投票制度で決定される。以前は全
社員で海外に行くような時期もあ
ったが，今は特に頑張った社員が
行ける仕組みに変更している。そ
の対象者は上司の判断ではなく，
“自分以外の誰を旅行に行かせた
いか”投票でメンバーを決めてい
るという。
　「投票は公平かつ納得感も高め
る効果があります。一方で投票者
の教育も必要です。仲がいいから
投票するとか，自分への投票を依
頼するといったことは公平性の観
点から禁止しています」
　MVP社員も投票（総選挙）で

決める。毎年，「GTNフェス」と
いう大規模なイベントを開催し，
その年に活躍した10人を選出し
てランキングを発表する（写真
1）。
　「アカデミー賞をイメージして
創設したイベントです。一般社員
にスポットライトが当たる舞台を
用意したかったのです」
　会場は有名ホテル，ドレスコー
ドもあるという本格的なイベント
ではスピーチコンテストも行われ
る。ここでも立候補した社員が会
社への想いを語り，参加社員たち
が投票してランクづけするという
内容だ。
　「立候補制度には，やらされ感
をなくす狙いがありますが，社員
全員が自ら手を挙げるようなパワ
ーが組織を活性化させていると考
えています」

多国籍の職場をまとめる
ビジョンと公用語

　同社は外国人に特化したビジネ
スで成長を続けている。これだけ
多国籍の社員をまとめて業績を伸
ばすまでの道のりは容易ではなか
ったと想像する。実際に創業時は
離職率も高く，国籍の違いによる
コミュニケーションギャップが顕
在化するなど組織力という点で課
題もあったという。そのような多
様な人材をまとめる役割を果たし
たことの 1つが「ビジョン」の明
確化だ。
　「すべてはビジョンから始まり
ます。特に多様な人材をまとめる
ためにはビジョン浸透が重要だと
考えているため，弊社の社員は毎
日ビジョンを唱和しています」
　社内公用語を日本語としたこと

写真1　GTNフェスの様子（2018.12）
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も大きかったようだ。以前は同じ
国の社員同士の会話はその国の言
語で話されている場面もあった。
文化的多様性の一面ともいえる
が，組織力や効率性という点では
問題があった。
　「公用語を定めるとナレッジの
共有ができます。例えば外国人の
社員が社内で私に何かを伝えると
き，ほかの社員も聞いているため
知識，情報，スキルなどが共有で
きるのです。中国人の新人同士が
相談する場合でも，あえて公用語
で話すルールにすれば，ほかの国
の社員がアドバイスできるように
なります。社内公用語を決めたこ
とでチーム力や組織力は向上した
と実感しています」
　後藤氏が力を入れてきた企業文
化の醸成，そのミッションは，今
は社長室のメンバーにもしっかり
引きつがれている。社長室には人
事担当者を含め 5名ほどの社員が
いて，彼らの役割には，同社の文
化を醸成するイベントや社内交流
施策の企画立案，運営なども重要
な仕事であると位置づけられてい
る。
　「社長室は研修企画のほか，文
化を醸成することも大事な役割と
されています。会社の存在意義を
示すのは企業文化だと考えている
からです」
　イベントの一例には「お歳暮づ
くり」がある。毎年の恒例行事で
オリジナルのお酒やお菓子を手作

写真2　田植え・稲刈りから手がける「お歳暮作り」

（2018.09 稲刈り）

図表3　年間イベント

（2018：お歳暮・揚げ餅） （2017：お歳暮・日本酒）
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りし，泊まり込みで田植えの段階
から農家の協力を仰ぎながら同社
の社員が関わるといった本格的な
取り組みだ。出来上がったお米で
日本酒やお菓子を作ってオリジナ
ル歳暮として顧客に贈っている
（写真 2）。
　田植えのイベントでは，会社や
事業について話し合う「階層別ワ
ークショップ宿泊研修」も実施し
ている。年 3回から 4回実施され
るこの研修は各回，階層別に今後
の会社や事業についてディスカッ
ションする。非日常空間で行うワ
ークショップで活発な意見交換が
期待できるという。他にも豆まき，
花見，ハロウィン，そして部活動
など社内交流施策は多岐にわたる
（図表 3）。
　「部署の垣根を超えた交流施策
を大切にしています。外国籍社員
の場合，家族は母国に残してきて
いるケースもあります。そうなる
と会社のメンバーたちが家族のよ
うな仲間意識も芽生えてくるので
す。四季折々の交流施策で社員の
関係性が強くなると，自然と退職
率も下がります。仮に事情があっ
て退職しても，お客さんを紹介し
てくれたり，友達を紹介してくれ
たり，つながりが継続するのです。
出戻り社員もいます」

遊びと仕事を区別しない
ワークプレイスが理想

　遊び心のある施策も盛りだくさ

んだ。社内マイル（ポイント）制
の例では，社内イントラにログイ
ンするたびにポイントがつく仕組
みがある。くじ引きのように毎回
ログインするたびに獲得ポイント
数が変わり50マイルから最大 1
万マイルが当たるという。国内支
店（本社を含む 4拠点）を訪問す
るだけでもポイントがつく。貯め
たマイルはゲーム機などと交換で
きたり，サンクスカードのように
感謝している相手にプレゼントを
することもできる。
　「これはログインの習慣化と会
社情報や社員動向などの共有が目
的です。今はログイン率が96％
ほどですが，社内サイトを見る習
慣がつくと，アイデアポストなど
他ページも閲覧するようになりま
す。他の社員の出したアイデアを
見て，私も提案してみようという
行動につながるケースもありま
す」
　このように社員が楽しく働ける
環境づくりに注力してきた結果，
採用力や定着率が向上した。後藤
氏には「仕事と遊びの区別がない
くらい職場は楽しいほうがいい」
との持論がある。
　「人生は有限なので仕事も楽し
いほうがいいでしょう。経営者と
して社員が楽しんで働ける環境や
仕組みを提供することが重要だと
考えています」
　試行錯誤を経て多様な人材をま
とめてきた後藤氏は外国人社員と

の付き合い方について，次のよう
に助言する。
　「国籍を意識しないことが重要
です。世界には優秀な人材がたく
さんいて，日本で働きたいと考え
ている人も多いのです。そのよう
な人材を採用しないのはもったい
ないと思います。採用の考え方と
して国籍や性別に関係なく，能力
やスキル重視で“会社に貢献して
くれる人を選ぶ”というのが本質
だろうと思います。その一方，海
外で働こうと思う外国人の向上心
は非常に高いため，それに応えら
れる会社でなければ定着率を上げ
ていくのは難しいとも感じていま
す」
　将来的には海外で孤児のための
学校を設立する予定や現在の海外
4拠点から30拠点に増やす構想
があるという。多国籍社員が活躍
し，社会的意義の高い事業の展開
を目指す同社の挑戦はこれからも
続く。

もうひとこと　 HP「記者の部屋」へ

代表取締役
後藤裕幸 氏


