時間帯責五

る︒従 って︑時間帯責任者はし っか
りとした教育プランやカリキ ュラム

時絵も通常 のＰ／ Ａより高 い︒業態

書の
歓
雷寧 る
△
吾製 三島順 一

履
これらをまとめると︑熟練度︑一

とＰ／Ａの特性を見極めた上で︑店

用に掛かる経費︑固定費と変動費に
ついて差が存在する︒それぞれ社員
一方︑掛かる経費に ついても考え
てみた いｏ社員と Ｐ／ Ａでは︑経費

舗での適正な人員配置を検討してい

く のが理想 である︒

０ 時間帯責任者 の育成

だが︑おおまかな概念をお伝えす る
と︑まず は繰り返す こと︑し つこ い

では︑どう や って育成し て いくか

な経費となる︒ つまり︑Ｐ／Ａはよ
り少ない経費での雇用が可能となる︒

みよう︒最初から責任者業務 ができ

を変え て︑過去 の自分を思 い返し て

ると思 ってしま いがちな こと︒視点

Ｐ／ Ａがすぐ に時間帯責任者 ができ

よく陥りがちな のは︑素質 のあ る

くら いの反復練習が重要 である︒

る︒任員であれば暇な日でも当日の
給与ぽ変更できないが︑Ｐ／Ａは暇
な時期に対応しやすく︑シフトカッ
トがＪ能になるのである︒

また経費の掛かり方で考えた場合︑
社員ぼ固定費︑Ｐ／Ａは変動費とな

給換算となり︑勤務時間 ×時給が主

いったさまざまな福利厚生費 が掛 か
るのに対し︑Ｐ／ Ａは基本的 には時

にも当然差 が生じ てく る︒社員は社
会保険料 や賞与引当金︑社宅などと

職務内容 は基本的 には差がな いが︑
当然熟練度 には差 がある︒

時間帯責任者はじ っかり時間と手間を掛けて育 て上げれば︑自店 の大きな強みになる︒しかし︑どこから手を
付けていいのか分からな い店長も多 いのでは？ ここでは時間帯責任者の育成方法を基礎の部分からじっくり
解説していく

● 時 間帯 責 任者 と 鷲 ？

によ って育成されることが望まし いｏ
任者 の職務内容は非常に広く︑熟簾

時間帯責任者とは︑社員 の代行を
以下Ｐ／
するパート ・アルバイト ︵
Ａ︶を指す︒例えば社員が店長 のみ

したＰ／Ａと いえどもし っかりとし

以上に見られるように︑時間帯賃

の店舗 ではそ の他 のスタ ッフはＰ／

オペレーシ ョンスキル︑Ｐ／Ａをま

た準備と育成期間を設けた い︒高 い

Ａばかりで︑店長は公体を取ること
もできな い︒そこに︑責任者クラス
長 の公休取得は可能になる︒
時間帯責任者 の職務内容は︑基本

導つが︑関〜１００円 の
によ ってもこ

のスキルを持 つＰ／Ａが いれば︑店

的には店舗 の営業における責任者と

時給差が多 いよう である︒

とめる人間性や職務に忠実である滞
神力も必要となるため︑ 一般的には

しての業務 である︒例えば︑ フロア
コント ロール︑Ｐ／Ａのトレー ニン

社員 とＰ／ Ａ の差 で大きなも のと

０ 社員と Ｐ／Ａの差

金管理︑クレ■ムの応対など︑店長

いえば︑まず は スキ ルの差だ ろう ︒

グ︑レジ開けやレジ締めを含めた現
とさほど変わらな い業務が主体とな

飲食店経営 2011̲8 72

蛉孟

灘

︲

ただ ろうか︒１年くら いは店長 に窓
られながら育 った方も多 いのではな
いか︒また責任者業務 は慣れが必要
場 での事象がＰＬ の数値を形成して
いる︒ この意味を︑じ っくり指導し

フロアコント ロー ル次第 である︒現
■ フロアコント ロール

お伝えし て いきた い︒

ここでは主要プ ログラムにわた つて

な教育 レイバーでトレー ニングを行

必ず チ ェックし てほし い︒また通切

か︑店舗 の基準を外 れ て いな いかを

緒 にシ フトイ ンしたとき は必ず何か

あり︑育成内容は多岐 にわたる︒ 一

そ の他︑指導す べき ことは曲ほど

ホー ル専門︑キ ッチ ン専門が存在す
る︒ フロア コント ロー ルの良しあし

業態 によ つてホールとキ ッチ ン兼務︑

員を統率 し接客 ︑調理に当たる職務︒

店舗 での営業責任者とし て︑従業

シ フトイ ンす る時間帯 によ って違

■現金管理

エングも効率的にな る ので︑ このポ

数を教育され ていると︑そ のト レー

いた いが︑時間帯責任者 がＰＬ の計

て いく ことが望まし い︒

を教え てほし い︒時間帯責任者育成

でＰＬ数値 が決ま ってく るだけに︑

ヽ
つこともあるが︑ レジ開け︑ レジ締

な ことも多く︑ できる︑ できな いと

に ついては︑店長と Ｐ／ Ａの関係と

感覚 だけに頼らな いよう に︑計数管

き い︒例えば フロアコント ロー ル︑

な いと い つた原因によると ころが大

い った基準 は︑慣 れて いる慣れて い

従業員を統率 し営業 に臨む職務だが︑

いうよりも師弟関係と い った方がイ
け ではなく ﹁
店長とし ての店舗 への

メージが湧く のではな いか︒技術だ

ある︒

理 の指導も併せ て行 って いく必要が

わなければならな い︒当初 は慣れな

めや現金過不足 のチ ェックなども行

イ ントも押さえ ておきた い︒

慣れ て いな いと自分 で全部 や ってし
まう ことが多 い︒しかし︑反復練習
し て︑店長から適切な アドバイ スを
与え続け ること によ つて︑皆 一人蔚

これも反復練習 である︒小銭 のカウ

い作業 で戸惑う い
﹂
とも多 いだろうが︑

長が 一緒 にシ フトイ ンしながら の指

ントを間違 ってパ ニックになること

フロアコント ロー ルの指導 は︑店

なども伝え ︑確固たる師弟関係を築

導 ︑または客席 に座 ってお客 の視点

思 い≒店長としての理想 の店舗とは﹂

時間帯責任者用 の マニュアルも準

いていければ︑ ひとまず は成功 に近

があるかもしれな いが︑そう した こ

にな って いく のであ る︒
備した い︒とは い っても大層なも の

で観察す る指導 があ る︒ いず れ の方

新人 や中堅 Ｐ／Ａ へのト レー ニン

いる時間帯 に練習を行う よう にした
い︒何度も失敗をし て︑店長 に見 て

づ いて いると一
亭えるだ ろう︒
一

ではなく︑職務内容 が記載してあり︑

グを実施 させる︒時間帯責任者 にト

もら つて経験を積 み︑精度 の高 い現

つち
と にも ︑時間帯責任者見習 いのヽ

レー ニングさせること で本人自身 の

金管理 に つなげ て いく のであ る︒

法 でも︑ Ｐ／ Ａ の動きを つぶさに観

トレー ニングになる︒また人間関係

過不足 に ついては︑ 一般的 には営

そし て︑言葉 では伝え切れな いこ

も良好 になることが多く︑トレー ニ

業中 に出 てしまうも のｃ レジ締 め の

トレー ニング スケジ ュー ルが書 き込

な いこだわりなどは︑ 日で説明す る

ーは自分を指導 してくれた時間帯責

ときに過不足が出 て いれば︑なぜそ

に場数 を踏ん で慣 れ ておきた い︒よ

ょりも店長 の背中 で見 せることが多
く︑自己 の店舗 でのいつも の姿勢 が

任者を信頼す るよう になる︒これが︑

うな つたかを質問し てみるなど︑過

察 し︑必ず フィードバ ックした い︒

時間帯責任者 のレベルを決定する︒

時間帯責任者 のフロアコント ロー ル

不足防止 の側面からも指導 した い︒

とも存在す る︒例えば︑お客さま に

指導すると同時 に︑た ゆまぬ自 己研

に生き てく る︒時間帯責任者 の指示

お客 から の金銭 の授受 の方法 は正し

めるも のであれば最低基準を満たし

鑽にも取り組 んではし い︒

があれば︑トレー ニーは恵実 にこな

って︑・
レジ開け︑ レジ締 めは店長 が

Ｐ／Ａには︑ フリー ターだけ でな

そうと 一生懸命 にな るから である︒

いか︑お札 は マグネ ットに挟 んで い
るか︑ド ロアの中 のお札 の向きはそ

■ト レーニング

く学生も存在す る︒シ フトイ ンす る

店長は時間帯責任者 の指示が適正

対する真摯な姿勢︑品質 への妥協 の

て いる︒ スケジ ュー ルに ついては︑
トレー ニングを開始す る前 にＰ／ Ａ

時間帝 によ って若干 の違 いがあるが︑

グ
０卦列翼
ル

と刷り合わせを行う ことが望まし いｏ
計数 に ついても︑ ＰＬ の概念 や意
味を説明し指導 した い︒人件費 や原
価率︑水道光熱費など店舗 で コント
ロー ル可能な項目を指導す るが︑ こ
れが フロアコント ロー ルに生き てく
る︒暇なときに何をしなく てはなら
な いのか︑原価率 が上が ってしまう
原因とは何かを教え ておく こと で︑
的確な フロアコント ロー ルが可能 に
なる︒言 い換えれば︑店舗 のＰＬは

１ヤーー ︲︲ド
︱・
ーー
︐
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え︑ スタ ッフ全体 でルー ルを徹底 で

足防止 に つな がると い った意味を教

そ のルー ルを守 ることが 一番 の過不

れぞれに細か いルー ルが存在す る︒

ろ って いるかなど現金管理は店舗 そ

でも成 長 さ せ るよう にす る こと が望

は必ず フィード バ ックを行 い︑少 し

らせ てみる こと が重要 であ る︒店 長

間帯責 任者 に指導を 行 い︑実際 に や

自 己 の持 って いる知 識 や スキ ルを時

店長 の分身 を つく るイ メージ で︑

めて いく ︵
図表０参照︶︒

現金管 理やＰＬの計数指導などを進

フロアコント ロー ルやト レー ニング︑

な指導期間は３〜６カ月が目安とな
る︒オリ エンテーシ ョンから始 め︑

的な例を提示した い︒まず︑全体的

が理想とは言 い切れな いが︑学生 の

古株と の軋擦を生 みやすい ︒どちら

者は人間関係をよほど ケ アしな いと

鐘み て選出す るケー スがあるが︑後

務歴 に ついては︑キ ャリ アが長 い願

帯責任者 の育成を始めるとき に︑本

うまく いく ケー スが多 いよう であ る︒

場合はキ ャリ アが長 い順から の方 が

から選出す るケー スと実力 や素質を

きるような取り組 みが必要だと伝え
ま し い︒

安全管理

スケジ ュー ルで重要な のは︑時間

ることも︑現金管 理 の良 い指導 の 一

レジ締め

大学生 で いえば︑３年生 で時間帯貫

任者 に昇格 ︑４年生 にな ったら事業
と い った店舗 の習慣を つくれば︑ み

は

つである︒

トレーニング

ト レー ニング
スケジ ュール

を行うかを前 も って知らせておく こ

んなが時間帯責任者を目指し︑日 々

群

■その他

フロアコントロール

人にも スケジ ュー ルを確認させるこ
とだ︒ いつ︑何を︑ど のよう に指導

業態 によ って指導 ボリ ュームが変

と で︑本人も気持 ち の準備 が でき て

選出人数 に ついては︑余裕 をも っ

わるので 一概 には言えな いが︑ 一般

となり︑育成 の精度 が上がる︒ スケ

た人数を育成した い︒時間帯責任者

目標を持 って仕事 に臨むよう になる

ジ ュールをきちんと組 み立 て︑本人

は 一人だけと い った決まりはなく ︑

育成 が スムーズ になる︒また スケジ

と刷り合わせ︑重 幽通り に遂行す る

二
塁笹季力を持 って いるＰ／ Ａが いれ

特 に学生は試験期間や就職活動など

努力をす ること で︑効率的な育成が
もし計画通り に いかなければ︑な

ば複数 の任命 でも問題な いだろう ︒
ぜ計画通り に いかなか った のか︑原

長 い期間オ フになることも多く︑学
生︑ フリーター層などバランスよく

時間帯責任者 の選出 に当た っては

因を分析し対策を立 てることが望ま
返しが︑次 の時間帯責任者 の育成時

待遇面も考え る必要があるが︑そ の

育成 し て いきた い︒
に役 に立ち︑育成 のノウ ハウが積 み

一つとして ユニホーム の変更があ る︒

可能 であれば社員用 のユニホームを

のユニホームを着用させることが理

貸与 ︑シ フトイ ンするときは社員用
時間帯責任者 の選出 に ついて︑Ｐ

想 である︒そ の他 のＰ／ Ａから見た

ら相当 のイ ンパクトがあると同時 に︑

／Ａは学生 か フリーターが存在する
が︑これはどちら でも問題な い︒勤

０ 時間帯責任者の選出

上が って いく こと になる︒

し い︒そう い った地道な改善 の繰り

可能となる︒

可能性も高くな る︒

↓

オープ ン作業︑ ク ローズ作業︑ビ

P購

ーク前準備 ︑安全管 理︑クレーム の

懸

クレーム応対

ュー ルが分 か って いれば予習が可能
.:::::'li:::111,薔 ::::::111lli::￨:￨

:

1砕
↓

￨
￨￨■ 彎蟻勢彙￨￨■ ￨

時間帯責任者のデメリット改善方法
(休 日の電話について)
図表0

時間帯責任者の待遇の
変化を分かりやすく
図表0

応対などがあ る︒

時間帯責任者の一般的な育成スケジュール
ホール専門でキャリア1年 の場合)
(昼間学生、
図表0
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一夢 諄

翻園 饉 □ 痛 ﹁

︵
図表０参照︶︒

力 向 上 に つな が つて いく の であ る

チ ベーシ ョンア ツプが生まれ︑店舗

考え る者が必ず出 てく る︒そこにモ

自分も時間帝責任者を 目指した いと

社員 用 のユニホームが格好良ければ

ること であ る︒この時間帯責任者 の
任命 は非常 に重要 であり︑ ビ﹂
を間
︐
﹂
をつとト ラブ ルにも つながる可能性

のためと い った ベクト ルでの話をす

ほし いと い った︑本人 のため︑店舗

し い︑店舗 の改善 に 一緒 に協力 し て

人 の能力を店舗 で存分 に発揮し てほ

まず伝えなければならな いのは︑本

閑散期 の対応も可能 であ る︒時間帯

が︑一
雇用 コストが安価な こと であ る︒
また︑時間帯責任者 は変動費 であり︑

メリ ットに ついては０ でも述 べた

な マニュアルも完成させて いく ︵
図

ルにも転記す ること で︑より実戦的

導す る︒同時にそ の対策を マニュア

で判断し て対処 できるかと い った対

呼
婦
帰
輝
躙
競
卜
０鶴
と
デ メリ ット

対処方法を事前 に伝え て いな いから

電話が減らな いのであ る︒改善方法

とし ては︑電話 の内容を メモし てお

れば時間帯責任者 が自分
き︑声ヽ手フ

策を立 て︑それを時間帯責任者 へ指

体 日を取得す るため︑自分 が大変だ

スを述 べておきた い︒店長が自分 の

メージしやす いよう に先 に悪 いケー

理想的 である︒日標 のような 目指す

指し︑定期的 に評価を受 ける状態が

し い︒時間帯責任者 はそ の目標を 目

題目標を設定し てあげることが望ま

よ って︑評価面談 の後 は︑本人 の課

評価す る上 で重要な のは︑日標 に
ど のくら い到達したかと いう こと︒

習量 の少なさが原因 である︒店長と

の肝 である︒熟練度 が低 いのは︑練

克服す るかが︑時間帯責任者 の運用

とも否 めな いだ ろう ︒
ただし︑こ のデメリ ットを いかに

り︑気持ちが休まらな い日があるこ

者 から電話がかか つてく ることもあ

よりも熟練度が低 いこと が挙げられ
る︒また店長が休 日に︑時間帯責任

反対 に デメリ ットとし ては︑社員

舗 だけ が ︑実力 のあ る時 間帯責 任者

にな る︒ そし て︑指導 を継 続 し た店

デメリ ットを最 小限 にし て いく こと

時間帯 責 任者 への飽 く な き指 導 が︑

ット は改 善 でき ると いう こと であ る︒

るよう になる︒

ば本人が自分 で解決す ることが でき

応対を経験させ︑指導を 丁寧に行え

ー ルプ レーイ ングをし っかり行 い︑

クレームの応対も同様 である︒ ロ

からと い つた自分 のた めだけ の任命
は︑まず失敗に終わる悪 いケー スで

要素がな いと情性 に陥 つてしまう可

一緒 にシ フトイ ンしたら積極 的 に フ

を育成 でき ︑真 の育成 ノ ウ ハウを身

ツプにも つながる︒

足し て いることが真 の原因 であり︑

また社員 ミーティングにも参加 さ
せ︑シ フト欄 は社員 の隣 に時間帯責
があ る︒方向性をよく踏まえた上 で

責任者 が習慣化し て いる店舗 では︑

︒時間帯 責任者 への指導
表０ 参 照 ︶

われるシ ステムが重要とな ろう ︒

任者 の名前を記載す るなど︑社員に
場数を踏 んではし い︒

﹁
自 分も いつか⁝ ⁝﹂と い ったよう

の質を上げれば︑ デメリ ットは少な

かが重要 であり︑分かり やす い形 の

近 い待遇 にす ることが望まし い︒要
は︑本当 に責任者とし て扱う かどう

な時間帯責任者を目指す空気感が生

くな って いく のであ る︒

も のだ︒３カ月 に１回くら いが妥当

評価 に ついては定期的 に行 いた い

０ 時間帯責任者 の評価

まれ︑店舗全体 のモチ ベーシ ョンア

待遇 の変化 によ つて︑本人 の意識も
変え て いく ことが理想的 であ る︒

す︒時間帯責任者 の職務はＰ／Ａと

能性があ る︒評価 は定期的 に行 い︑

に付 け る こと が でき る のであ る︒時

と思う が︑評価時 に個 々の業務を個

いえども精神的 に相当な負担が掛 か

良 か つた こと︑改善す べき ことを伝

ロアコント ロー ルなど の経験を積ま
せ︑レベルア ツプを促し て いきた い︒

間 帝責任者育 成 に迷 って いる店長 が

つまり︑時間帯責任者 への指導が不

ると い ったケト スがほと んど である︒

処方法が分からず︑やむなく電話す

状 況 は変 わら な いのだ から ︒

がだ ろう か︒何 も し なけ れば︑何も

いたら ︑まず は始 め てみ る のは いか

これ ら の話 をまと め ると ︑ デ メリ

店長 の いるときに実際 にクレームの

る︒また育成過程 にて教え ることは
山ほどあり︑高 いモチ ベーシ ョンが

達す るほか︑次 の課題日標を勢
盪たす

また︑休 目時 の電話 に ついては対

動させるよう にし︑頑張 つた者が報

また︑目標達成 は時給評価にも連

別か つ具体的に評価し てあげた い︒

必要 になる︒先 ほど の例だと動機付

ることが本人 のモチベーシ ョン維持

０ 時間帯責任者の任命

けが不十分 であり︑﹁な ん でこんな

に つなが って いく のである︒

非常 に重要なポイ ント であ る︒イ

に つら い思 いをしなければ⁝ ⁝﹂と
思 ってしまうだ ろヽ
つ︒
では︑どうしたらよ いのだ ろう か︒
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