トリマー業界の人手不足の解消に役立てたい

(株)ＭＯＴＨＥＲ

《美濃加茂商工会議所扱い》

＜企業概要＞

＜訓練概要＞

■所在地：岐阜県関市
■業種：生活関連サービス業
■資本金：１００万円
■従業員数：５人
■ＵＲＬ：http://www.dog-rich.com/

■コース名：トリマー育成コース
■職種：専門技術サービス
■訓練生数：２人（終了後に２人とも正社員採用）
■期間：平成３０年５月～１０月
■種別：有期実習型訓練（基本型）

１．制度の活用に取り組んだ目的

総合的にケアをするように心がけています。

当社は、平成２３年３月に個人企業として

しかしながら、トリマーなどの専門的なス

関市で創業した犬を専門とするペットショ

キルを持った社員が慢性的に不足している

ップです。心から信頼し、安心できる存在の

ことから、現在のペットブームを受けた市場

“お母さん”。「愛犬にとって、飼い主の方

での顧客のニーズがあるものの、店舗展開を

にとって、そのような存在になりたい」とい

図るためにはトリマーの人材確保が難しい

う願いを込めて、屋号は、「ドッグサロン

ことから、規模を拡大するのが厳しい状況に

MOTHER（マザー）」としました。

あります。

岐阜県関市にある社屋の全景

また、人手不足を解消するために未経験に
近い方を新たに雇用しても、育成には一定の
教育期間を要するため、生産性が上がりにく
く、人件費の負担が増えるという、人材育成
については閉塞感のようなものがあると思
っており、心に余裕がなくなりがちになって
いました。このようなことから、トリマーの
育成に当たっては、「どのように進めていけ
ば良いのか」
「何か良い方法はないのか」と、

平成３０年の１月には、現在の法人に改組
し、２月には、各務原市（岐阜県）に２店舗
目をオープン、ペットブームを背景として
徐々に業容を拡大してきています。

社長の私が１人で悩むようになっていまし
た。
そのようなときに、知り合いのジョブ・カ
ード作成アドバイザーの方に相談したとこ

当社では、家族の一員である愛犬たちが健

ろ、ジョブ・カード制度の有期実習型訓練と

康に過ごせることを一番に考えています。単

この訓練を実施する企業を支援している地

に見た目をきれいにするだけではなく、病気

域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カ

を早期に発見し、耳や皮膚の状態などを飼い

ードサポートセンターについて教えてもら

主の方に正しく伝えるとともに、食事や運動、 いました。早速、最寄りの地域ジョブ・カー
ド（サポート）センターをパソコンで検索し
躾などの様々な視点から愛犬の健康を見直
し、いつまでも健康で幸せに暮らせるよう、

たところ、岐阜県地域ジョブ・カードサポー

トセンター（美濃加茂商工会議所に設置）が

ーといわれていますので、毛並み（長毛や短

当社の近くにあることが分かりました。

毛）に応じた実技（演習）も訓練カリキュラ

そこで、岐阜県地域ジョブ・カードサポー

ムに入れました。その理由は、シャンプーで

トセンターを訪問し、ここの制度普及推進員

濡れた毛は、うまく乾かさないと風邪をひい

の方から、有期実習型訓練の仕組みや実施方

て体調を崩しやすいからです。このほか、道

法などについて懇切丁寧に説明してもらい

具の扱い方や犬種（小型犬や大型犬など複数

ました。

の犬を扱うことから「犬種」と表記していま

この説明によると、制度普及推進員の方の

す）によくある病気、犬の心理学（犬を服従

アドバイスを受けながら訓練生の仕上がり

させるテクニック）についても盛り込みまし

像を考えて、OJT（実習）と Off-JT（座学等）

た。

を効果的に組み合わせた訓練カリキュラム
を作成したうえ、これに従って訓練を実施し、
終了後は、一定の要件を満たしていれば、国
から助成金が支給されるので、教育にかかる
コスト負担を軽減できるということでした。
制度普及推進員の方の説明の内容を踏ま
えて検討したところ、有期実習型訓練を活用
すると、社員を育成するための仕組み（教育
プログラム）を構築できるのではないかと思
いましたので、実施することにしました。

OJT（実習）の実施風景

訓練時間は７８４時間（６カ月間）とし、

また、終了後の正社員化についても制度普

このうち、Off-JT（座学等）は、外部講師に

及推進員の方に相談したところ、これは、企

依頼したために有償でしたが、しっかり学び

業に対する支援業務の対象外だということ

取ってもらいたいと考え、思い切って１０４

でしたので、この分野での経験が豊富で、ジ

時間とやや多めに設定しました。

ョブ・カード制度に理解があり、当社の近く

訓練を終了した後にトリミング業務の応

に事務所がある社会保険労務士の方を紹介

用分野（アレンジ）にスムーズに移行するた

してもらいました。

めに必要な教育の内容になるように配慮し、
訓練カリキュラムを最終的に決定しました。

２．具体的な取組内容
今回の有期実習型訓練は、トリマーを育成

３．阻害要因とそれを乗り越えるための工夫

することを目的とし、ハローワークで募集し

当社では、有期実習型訓練を実施するのは

た２人の訓練生を対象に実施しました。

初めてでしたので、申請書類の作成から訓練

訓練カリキュラムは、制度普及推進員の方

の実施、申請書類の管理、助成金の支給申請

のアドバイスを参考にして、社会保険労務士

に至るまでの事務の手続きは、あまりイメー

の方と相談しながら作成しました。

ジできていませんでした。しかし、制度普及

Off-JT（座学等）は、いろいろな考え方や
やり方を学ぶことにより、自分なりのやり方
を習得してもらいたいと考えて、３人の外部

推進員の方のアドバイスがありましたので、
非常に助かりました。
また、労務管理面での不安がありました。

講師（トリマーや訓練士）に依頼しました。

このため、制度普及推進員の方に紹介しても

特に、愛犬の手入れで最も難しいのは、ブロ

らった労務管理の専門家としての社会保険

労務士の方に相談し、就業規則の作成など、

に漏れがなくなり、系統立てて訓練を進

労務管理面での支援をしてもらいました。

められるようになり、課題をひとつひと

当社の社員は、シフト制をとって働いてい
るため、当初計画していた OJT（実習）を予

つクリアできるようになりました。
（３）教育の内容を明確にしたことにより、

定どおり終了できない日がありました。しか

自分自身が訓練生に何を教えなければ

し、余裕をもった訓練計画を立てていたため、

ならないかが分かるようになったこと

予備日に訓練を実施するなどして対応しま

で、心に余裕が持てるようになり、教え

した。

方もこれまで以上にスキルアップしま
した。
（４）ハローワークなどで求人を募集すると
きは、
「弊社独自の教育プログラムあり」
と求人票に記入したところ、求職者の方
から応募がありました。特に、若者から
は、「この会社では、学べるから、この
職場で働きたい」という印象を与えるこ
とができたようです。慢性的にトリマー
訓練生と訓練の指導者の集合写真

が不足している状況のもと、このような

訓練日誌についても、初めての試みで分か

事例をきっかけとして、今後も、有期実

らないことが多かったため、制度普及推進員

習型訓練を活用することにより、人手不

の方を講師とした訓練指導者・評価担当者講

足の解消に役立てていきたいと考えて

習会では、訓練日誌の記入の仕方などについ

います。

ての指導を受けました。また、訓練の期間中
は、訓練の内容に沿った記入の仕方を訓練生
に心がけてもらったうえ、不明な点は、社会
保険労務士の方に相談し、判断が難しい場合
は制度普及推進員の方にチェックしてもら
うなど、初めての取り組みだっただけに、安
心できる体制づくりを心がけました。
４．制度の活用による具体的な効果
有期実習型訓練を終了し、２人の訓練生を
正規雇用した感想は、以下のとおりです。
（１）２人の訓練生は、一生懸命に取り組ん
だことにより、
「自分たちの居場所はここ
にあるんだ」と、意欲の高まりを感じた
ようでした。
（２）人材を育成するための仕組み（教育プ
ログラム）を構築できたことも、有期実
習型訓練を実施した効果といえます。訓
練の指導者（OJT〈実習〉
）としての説明

（平成３０年１１月現在）

有期実習型訓練の概要
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訓練コース名

職務名または教科名

職務または教科の内容

時間

ケージのセット、送迎、回転前
の掃除 レジ打ち、日計、出納
帳記入、レジ現金管理

24

犬 の お 世 話 ・ ホ 毎朝・夕の犬のお世話の仕方、
テル業務
ホテルの動物のお世話の仕方

24

開店・閉店業務

Ｏ
Ｊ
Ｔ

接客・電話対応

既存・新規の方の電話対応、会
120
計など

トリミング全般

シャンプー・ブロー・カット、
512
犬の扱い方
ＯＪＴ計

有
期
実
習
型
訓
練
の
内
容

学

Ｏ
f
f
‐
Ｊ
Ｔ

正しい犬の扱い方、犬に負担を
かけない扱い方

8

道具の使い方

正しい道具の使い方と、道具の
使い分け方

8

プードル

プードルの歴史と、プードルの
骨格構成

8

サロンで気づいてあげられる病
気、皮膚疾患など

8

マルチーズの歴史と骨格・被毛

8

カットの基本になるラムクリッ
プ・バリカンラインなど

8

ロ ン グ コ ー ト 犬 ロングコートの仔のピンブラシ
種
の使い方、ブローの仕方

8

ラムクリップの
ラムクリップを切りながら解説
実演

8

マ ル チ ー ズ
実 ヨーキー
プードルのシャ
技 ンプー・ブロー
（
演 ラムクリップ
習
）
犬の心理学

(役職、氏名等)

Off-JTの
実施主体・実施場所

講師名等

社

内

内部講師

社

内

外部講師

680時間

犬の扱い方

トリミングで気
科 を付ける病気
（
講 マルチーズ
習
） プードルの基本
ラムクリップ

訓練担当者

OJTの
実施場所

トリマー育成コース

毛が立たない犬種のコームの入
れ方、はさみの使い方

8

正しい洗い方とブロー（ブラ
シ、風の使い方）

8

カットの実践

16

犬を服従させるテクニック

8

Ｏｆｆ-ＪＴ計

104時間

有期実習型訓練合計

784時間

