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2016年 採用計画カレンダー（お客様記入用）

■ まずはチェック!!  お役立ちシートの使い方

STEP3
「出店計画」に、年間の出店計
画を書き出します。

STEP4
「採用計画」に、出店や今後の構想に合わせ、
採用が必要な人員数を記入します。

STEP2
次に「退職予想」に、社員やアルバイトが
退職する人数を書き込みます。昨年の実
績から予測してみてください。

STEP1
「前年度採用・媒体使用実績」に、昨年度どれくら
いの求人掲載に費用をかけたか、またそこで何人
採用できたかを記入します。

STEP5
最後に、「今年度見込み費用」を出せば完成です！
いつまでに何名採用するかを可視化することで、
計画的な採用活動を行うことができます。

採用計画のご相談、お問い合わせは…

飲食求人専門  クックビズ株式会社

0120-5
ゴ ー

0-9
ク ッ ク ビ ズ

912 平日10：00～19：00
携帯電話も通話無料

転職活動シーズン　求職者の動きが活発化 転職活動シーズン　求職者の動きが活発化

「海の家」「ビアガーデン」など夏休みの短期バイトを探す人増

卒業で学生アルバイトの退職増 大学新入生のアルバイト探しスタート 年末年始に向けたアルバイトの人員強化

冬休み後を視野に、長期バイトを探す人増

パティシエ人材の動きが活発化 離職中で年明け勤務開始を
目指す方の動きが活発化

クリスマスや年末年始に向けた
短期バイトを探す人増

おもて

SK004



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

求人市場の動き

退職予想
社員 2 1 1  4 

アルバイト 1 13 2 1 1 2 1  21 

出店計画 店舗数 1 1  2 

採用計画

社員（紹介） 1 1  2 

社員（媒体） 1 1 1  3 

アルバイト 1 13 10 2 1 1 2 8 1  39 

前
年
度
採
用
・
媒
体
使
用
実
績

人材紹介
（社員）

会社名 〇〇社 □□社

採用人数 1 1  2 

紹介料  500,000  600,000  1,100,000 

求人媒体
（社員）

媒体名 △△ナビ

採用人数 1  1 

掲載料  400,000  400,000 

求人媒体
（アルバイト）

媒体名 〇〇ワーク 〇〇ワーク、
□□バイト バイト△△ 〇〇ワーク バイト△△ □□バイト

採用人数 3 8 5 3 3 1  23 

掲載料  50,000  130,000  80,000  50,000  60,000  30,000  400,000 

今
年
度
見
込
み
費
用

人材紹介
（社員）

会社名 □□社 〇〇社

採用人数 1 1  2 

紹介料  600,000  500,000  1,100,000 

求人媒体
（社員）

媒体名 △△ナビ △△ナビ △△ナビ

採用人数 1 1 1  3 

掲載料  400,000  400,000  400,000  1,200,000 

求人媒体
（アルバイト）

媒体名 バイト△△ 〇〇ワーク、
□□バイト

バイト△△、
〇〇ワーク □□バイト 〇〇ワーク □□バイト 〇〇ワーク バイト△△、

□□バイト □□バイト

採用人数 1 13 10 2 1 1 2 8 1  39 

掲載料  30,000  240,000  140,000  60,000  40,000  30,000  50,000  120,000  30,000  740,000 

2016年 採用計画カレンダー（記入例）

1 有効求人倍率の上昇
　 有効求人倍率は、調理2.59、接客サービス3.19（2015年10月現在）と、高水準で推移。
    2020年の東京オリンピックまで、この傾向は続くとされています。

2 パートアルバイトの正社員化
　 エリア限定／時間限定／月8日休みや月6休みを選べるようにするなど、正社員雇用の選択肢を増やす企業が主流に。

3 外国人スタッフの採用と戦力化
　 パートアルバイトとしてだけでなく、日本人同様の報酬制度を整え、社員として積極的に雇用する動きが増加。
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2016年

採用や人事全般の
お役立ち情報をご提供！
ご登録いただいた方からの
個別相談にも乗ります！

飲食人事コンシェルジュ採用・人材育成ノウハウご提供

解決方法が分からない！
そんな声に
お応えします！

転職活動シーズン　求職者の動きが活発化 転職活動シーズン　求職者の動きが活発化

「海の家」「ビアガーデン」など夏休みの短期バイトを探す人増

卒業で学生アルバイトの退職増 大学新入生のアルバイト探しスタート 年末年始に向けたアルバイトの人員強化

冬休み後を視野に、長期バイトを探す人増

パティシエ人材の動きが活発化 離職中で年明け勤務開始を
目指す方の動きが活発化

クリスマスや年末年始に向けた
短期バイトを探す人増

記入例

採用パートナー
として、

継続的にお手伝い
いたします！

▼LINE ▼Facebook
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