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第15回地域商社協議会

地域商社事業の⼈材確保・育成の取り組み

副業・兼業プロ⼈材（専⾨社員）
活⽤事例のご紹介

cs@joins.co.jp
090-1537-1688



本資料の内容 2

1. 労働市場に新たに急増する「副業・兼業プロ⼈材（専⾨
社員）」とは何か︖

2. 「副業・兼業プロ⼈材（専⾨社員）」が成果を出しやし
業務内容とは何か︖

3. 活⽤⽅法と料⾦はどの程度かかるのか︖
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JOINS(株）のご紹介



4事業概要 4

Ø 主な実績（2020/11/30時点）

• 2018年12⽉Webサービス開始
• 登録⼈材数は約4,500⼈
• 登録企業数は約360社
• 成約件数は約150件

• 企業発掘の提携地域パートナー
• プロ⼈材拠点︓35拠点
• 地域⾦融機関︓20機関

• メンバー数
• 30名

地⽅中⼩企業向けオンライン副業・兼業プロ⼈材（専⾨
社員）のダイレクトマッチングプラットフォーム



会社概要 5

社名 JOINS株式会社
役員 代表取締役︓猪尾愛隆 取締役︓⼭上剛、⼤桃綾⼦
社員数 30名（取締役、業務委託契約メンバーの合計）
創業 2017年6⽉21⽇

主な株主

• 創業者・経営メンバー︓4名
猪尾愛隆、杉浦元、⼭本直⼈、⼭上剛

• VC︓3社
株式会社ドーガン・ベータ、ダブルシャープパートナー
ズ株式会社、HOXIN株式会社

• エンジェル投資家︓6名
松本孝利⽒（元⽇本シスコシステムズ代表）、古⽥秘⾺
⽒（株式会社umari代表）、讃岐邦正⽒（公認会計⼠）

資本⾦ 7799万円（資本準備⾦含む）

所在地 東京都千代⽥区霞が関⼀丁⽬4番1号
⽇⼟地ビル2F SENQ霞ヶ関

登録 有料職業紹介免許 許可番号13-ユ-309017



代表者プロフィール 6

Ø 代表
• 猪尾愛隆（いのおよしたか）
• 43歳、東京出⾝、家族は妻・娘・⽝
• 好きなことはｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ、ｻｰﾌｨﾝ、ｻｯｶｰ、ｻｳﾅ、ｺｰﾋｰ、餃⼦
• 慶應義塾⼤学⼤学院（修⼠）→（株）博報堂
→ﾐｭｰｼﾞｯｸｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ（株）→JOINS（株）創業

Ø 創業の動機
• 前職、地⽅中⼩企業向けクラウドファンディング事業をゼロから⽴ち上げ12年
間運営し、その間に約300件の資⾦調達案件を担当。「地域に連綿と受け継が
れてきた⾃然・⽂化・技術などを次の世代につなぐための事業」を⽀援・参画
することを⾃分のエネルギー・時間を注ぎたい。

• 地⽅には魅⼒的な経営者がいる。しかし、経営者のやりたいことが実現できて
いないことがたくさんある。すごく勿体無い。これらの企業に必要なモノの順
番が「お⾦」→「⼈」から「⼈」→「お⾦」に変わった。「⼈」を⼤都市から
地⽅に流動化したい。



7ミッション 7

働くことをもっとしなやかにし、
好きな⼟地で暮らす豊かな⼈を増やす

その⼟地の⾃然や⽂化、⼈と⾃分のつながりを感じられる暮らしは豊かだと思う。

今地⽅に住んでいる⼈が次の世代もその好きな⼟地で暮らし続けられるように。
今⼤都市に住んでいる⼈も新たな⼟地とつながり豊かな暮らしが⽣まれるように。

JOINSは、場所・時間・所属の制約から解き放たれた
個⼈と組織におけるしなやかな働き⽅の実現を加速させます。



JOINSが⼤切にしていること 8

Ø 「リモート＆⽉数⼗時間でいい仕事ができるか︖」を⾃ら実践して
みること
• 2017年6⽉からの創業以来、約
30名規模になった現在（2020年
11⽉）もオフィスは持たずに、
全員フルリモートワーク、全員副
業・兼業メンバーで業務

• 10名はJOINSのWebサービスで
採⽤した登録⼈材

• 代表⾃⾝も、⻑野県⽩⾺村の企業
に2018年3⽉より週5時間程度、
リモートワークと⽉数⽇の訪問の
兼業を継続

JOINSメンバー（⾸都圏以外も、宮城、⻑野、愛知、奈良、福
岡、シンガポール、エストニアに在住）

猪尾のもう1つの勤務地（⽩⾺村） リゾート施設のWeb集客を担当
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副業・兼業プロ⼈材とはどんな⼈材か︖



遠隔地に住む⼈材とは

Ø成約している⼈材のうち85％が⾸都圏在住

10



報酬が⾼い⼈材とは 11

Ø当社に登録している⼈材の主な在籍企業（過去
在籍も含む）

• 30-40代前半⼤⼿IT企業勤務⼈材
ヤフー、ソフトバンク、アクセンチュア、グリー、リクルー
ト、ZOZO、楽天、NEC、富⼠通、サイバーエージェント、
NTTドコモ、KDDI、カヤック、クックパッド、アマゾン
ジャパン、マネーフォワード、⽇本IBM、サイボウズ、
GMO、カカクコム、LINE、ラクスル、ミクシィ

• 50代⼤⼿製造業業勤務⼈材
キヤノン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ロート製薬、
村⽥製作所、トヨタ⾃動⾞、アイリスオーヤマ、東レ、ファ
イザー、花王、カルピス、森永乳業、⼩松製作所、ブリヂス
トン、コクヨ、富⼠ゼロックス、武⽥薬品、ファーストリテ
イリング、パナソニック、雪印乳業、弥⽣、ファンケル、味
の素、サッポロビール、ライオン、⿅島建設、アシックス、
ソニー、東レ、P&G、三菱商事、丸紅、住友商事、⻄武百貨
店、三越伊勢丹、パルコ、⾼島屋、近畿⽇本ツーリスト、ク
ラブツーリズム、JTB



12どんな⼈材と契約しているのか

Ø 30-40代男性が中⼼
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13⼈材にいくら払っているのか 13

Ø報酬⾦額は⽉額平均約11万円
• 時間給約3,600円✖約33時間



14どれくらいの期間契約しているのか

Ø約8割が3ヶ⽉以上継続、平均契約⽉数は約9ヶ⽉
• 毎⽉解約可能なのに継続している＝成果が出できている証

14

1ヶ⽉以上継続率
97%

3ヶ⽉以上継続率
78%

平均契約⽉数
9ヶ⽉

1ヶ⽉以内解約数︓2件
1ヶ⽉以上案件数︓77件

3ヶ⽉以内解約数︓11件
3ヶ⽉以上案件数︓40件

3ヶ⽉以上案件数40件対象



これまでの選択肢との違い

Ø雇⽤契約ではないけれど、中の⼈。
• 組織⼈として会社の名刺を持ち、他社員とも交流
• ただ毎⽇出社はせずに特定の業務だけを担当する

15

コア・継続
（内部）

雇⽤契約

業務委託契約

周辺・単発
（外部）

専⾨社員
（副業・兼業）

正社員 派遣社員

フリーランス
外注企業
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なぜ、出現したのか︖



3つのうねりが重なったから

Ø急速に増える副業者⼈⼝（436万⼈、労働⼈⼝約7%）
• ⼀時期のブームではなく、不可逆な変化

17

2010 2020 2030

技術︓web会議ツールの進化
2010年代〜

政治︓副業解禁
（2018〜）

社会︓新型コロナによる
リモートワーク普及
（2020〜）

副業者⼈⼝



18副業解禁の影響
Ø 2018年1⽉ 厚⽣労働省がモデル就業規則を変更

• 2015年電通過労死問題起点にした「働き⽅改⾰」の⼀貫
• 労働者の遵守事項「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」を削
除。「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事すること
ができる。」追加。（14章68条新設）

Ø 主要企業の半数が副業解禁

18

*厚⽣労働省、モデル就業規則から引⽤



19コロナ・リモートワーク普及の影響
1. ⼀部の企業は、副業解禁から副業推進へ
2. 通勤時間1.5時間/⽇減少、30時間/⽉の可処分時間増加
3. 1社に依存するリスク顕在化・キャリア⾃律する動機が加速

19

副業解禁
コロナ

登録受付開始



地域の企業にとってのこの市場出現の意味

Ø優秀な⼈材をどこからでも採⽤できるようになったこと
• 年収1,000万円の⼈も、⽉10万円（30時間/⽉）で採⽤可能に
• 過疎地の企業でも、リモートで⾸都圏の⼈材を採⽤可能に

20

⾼い⼈
材
の
報
酬

⼈材の居住地との距離
遠い近い

安い これまで
採⽤できた
⼈材

新たに
採⽤可能に
なった⼈材

リモート

副業解禁



急速に進む労働市場の変化

Ø労働⼈⼝減少は加速。正社員採⽤も益々困難になる。
• 2040年には7300万⼈→5800万⼈、約2割（1,500万⼈）減。
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*総務省、情報通信⽩書平成28年版



22副業・兼業プロ⼈材は完全に⼈余りの買い⼿市場

Ø 1企業あたり9⼈応募、7割が成約

22

3倍以上

※

*正社員⼈材募集契約率の出典︓プロフェッショナル⼈材戦略拠点が公開データに基づいて産出（2015年10⽉-2020年
3⽉、相談件数43,867、成約件数8,616、https://www.pro-jinzai.go.jp/recruit/index.html）

https://www.pro-jinzai.go.jp/recruit/index.html
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副業・兼業プロ⼈材が
成果を出しやすい業務とは何か︖



24副業・兼業プロ⼈材で成果出る業務 24

リモート・30時間/⽉
で成果出る業務

地⽅企業のニーズが
多い業務

⼤企業・30-50代が
経験済で得意な業務

ここはどんな業務か︖

Ø成果が出る業務は特定の業務に限定される



成果が出る業務の特性

Ø基本的に右側の業務
• その代表がデジタル化と⼈事

25

定常業務

既存事業
の遂⾏

既存事業
の改善
（新規事業含む）

会社運営の両輪

⽇々の売り上げをつくる
今⽇明⽇の納品
今⽉の予算達成
緊急度が⾼い

集客や販路を変える
定常業務の⽣産性を上げる改善
今⽇の売り上げには直結しない
緊急度は低いが重要度は⾼い

（実際に多い業務）
①業務のデジタル化
・売上拡⼤
・費⽤削減

②⼈事制度改善



26契約実績業務カタログ 26

既
存
事
業

売上増

費⽤減

採⽤増
離職減
（⼈事）

新規事業

EC強化 SEO集客 SNS集客 ⼤都市向け
営業

海外向け
営業

RPA導⼊

製造プロセス
IT化

製品別
収⽀管理IT化

⽉次資⾦繰り
管理IT化

勤怠管理
IT化

在庫管理
IT化

経費精算・
請求管理IT化

売掛⾦管理
IT化

EC
Webデザイン

リモートワー
ク制度構築

評価制度
改善

⼈材育成制度
改善

組織・役職ごとの
業務範囲・権限の明確化

採⽤⼿法
改善

広報 B2B
Web集客

海外B2B
Web集客

新規事業の
市場調査

⾦融機関向け
事業計画作成

新規事業モデ
ルの検証調査

⼿⼊⼒作業
IT化

受発注管理
IT化

基幹システム
リニューアル

オウンドメディア
動画制作

オウンドメディア
記事制作



特にどんな業務が多いのか︖

Ø半分以上が業務のデジタル化
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業務デジタル化の具体例 28

Ø 業界別
• EC︓製造業（消費財）・サービス業が多い

地⽅企業プロフィール 業務内容 ⼈材プロフィール ⽉額報酬

業種 社員数 所在地 分野 依頼内容 背景 年代
（在住地） 主な経歴 時間 ⾦額

製造
（⾷品/⽔産
加⼯品）

30 宮城 販売

既存ECサイトの現状分析して、
改善すべき項⽬と定量⽬標数値
を定めて、その数値を達成する
ためのPDCAを週次で既存社員・
外部委託Web会社と⼀緒に実⾏
して欲しい

コロナの影響で卸売上の売上減が⼤き
い⼀⽅、ネット通販が伸びているので、
さらに伸ばすために、データに基づい
て検証し、地道に改善したい

40代（東
京）

リクルートグ
ループ、アイ
スタイル

30 11万

製造
（⾷品/泡
盛）

18 沖縄 販売

既存ECサイトのリピート顧客へ
ヒアリングして、⾃社ECサイト
の強みの検証した上で、ECサイ
トの売上増のための施策を既存
社員・外部委託Web会社と⼀緒
に実⾏して欲しい

コロナの影響で卸販売の売上減が⼤き
く、⾃社ECサイトの売上を⼀気に増
やしたい。⼀⽅で、卸先のECサイト
と競合しないように、メーカー直販サ
イトとしての強みの特徴を打ち出した
ECサイトに変えたい

40代（神奈
川）

トランスコス
モス 120 60万

製造
（家具） 230 広島 販売

既存ECサイトの訪問者の購⼊率
を⾼めるために、既存社員・外
部委託Web会社と⼀緒に実⾏し
て欲しい

既存社員もネット通販の経験不⾜を補
い、外部委託会社への指⽰を効果的に
⾏ってPDCAのスピードをあげたい

30代（東
京）

デジタルマー
ケティング代
理店

40 20万

飲⾷ 220 北海道 販売

新たに⽴ち上げ予定のECサイト
を社⻑・既存社員・外部委託
Web会社と⼀緒に実⾏して欲し
い

コロナの影響を踏まえて新たにネット
通販の事業をスピーディーに⽴ち上げ、
かつ、既存社員の⼈材育成も兼ねて、
経験値のある⼈材と共にやりたい

30代（兵
庫）

ブランドデザ
イン・マーケ
ティングディ
レクター

60 12万



業務デジタル化の具体例 29

Ø 業界別
• Web集客はローカル型産業の業界に多い

ü 不動産賃貸仲介、中古⾞販売・⾞検整備⼯場、学習塾、⼾
建建設・販売、冠婚葬祭（結婚式・葬儀）

• B2B、法⼈顧客開拓にも活⽤が始まっている
ü 建設業界、アパレル業界（OEM受託）

地⽅企業プロフィール 業務内容 ⼈材プロフィール ⽉額報酬

業種 社員数 所在
地 分野 依頼内容 背景 年代

（在住地） 主な経歴 時間 ⾦額

不動産
（賃貸） 70 ⻑野 営業

賃貸仲介Webサイトの検索順位を
あげつつ、使いやすさを向上する
ためのWebサイトの改善のPDCA
の推進を既存社員と⼀緒に⾏って
欲しい

Googleの⽅針変更で検索順位が落ちて
おり、広告費が増加してしまっている。
また、これまで委託してきた外部Web
制作会社は⾔ったことはやってくれる
が、継続的な改善業務の実⾏は難しい

40代（神奈
川） NTTドコモ 20 10

万

建設
（住宅） 50 ⻑野 営業

新築⼾建の顧客獲得のためのSNS
等を活⽤したWeb集客の企画と
PDCAの推進を既存社員と⼀緒に
⾏って欲しい

ターゲット顧客の20-30代は既存のチ
ラシや展⽰場などでの施策が効かなく
なっている。競合はWeb集客で成果を
あげつつある。当社は、実⾏したら検
証が必要なことは理解しており、その
体制や運⽤⽅法がわからないためまだ
実⾏できていない

30代（神奈
川） 電通グループ 30 15

万



業務デジタル化の具体例 30

Ø 業界
• コスト削減は多様な業界で動いている

地⽅企業プロフィール 業務内容 ⼈材プロフィール ⽉額報酬
業種 社員数 所在

地 分野 依頼内容 背景 年代
（在住地） 主な経歴 時間 ⾦額

⾦融
（リース） 250 福岡 営業

契約情報のエクセルデータから
データベースへの⼿⼊⼒作業を⾃
動化して欲しい

会社合併後、作業件数は変わらないが
業務理解者や担当⼈員が減ったため属
⼈化している。業務を回すだけ効率化
まで⼿が回っていない

40代（東京） NECグループ 40 14
万

税理⼠事務所 70 千葉 経理
RPAソフトを導⼊して、顧客企業
の紙の領収書データを会計ソフト
へて⼊⼒する⼿⼊⼒作業を⾃動化
して欲しい

この作業担当20名分の作業時間を削減
し、より付加価値の⾼い業務へ時間を
使ってもらいたい

20代（東京） アビームコン
サルティング 24 10

万

製造
（精密部品） 17 ⻑野 製造

過去の数万あるNC旋盤プログラム
を属⼈的に探す⼿作業を⾃動で検
索できるようにして欲しい

プログラム開発担当の経験やノウハウ
を属⼈的ではなく組織的に活⽤できる
ようにして、社員の成⻑スピードを早
めたい

50代（東京） キヤノン 32 12
万

製造
（精密部品） 70 ⻑野 製造

基幹⽣産管理システムの管理番号
と図⾯を紐付ける⼿⼊⼒作業を⾃
動化して欲しい

現場の⼈⼿不⾜なので、少しでも登録
作業時間や、図⾯を探して確認するな
どの時間を削減したい

50代（千葉） ブリヂストン
グループ 30 15

万

宿泊 60 ⻑野 労務
勤怠⼊⼒をタイムカード（紙）か
らITツールに変えて、勤怠管理の
⼿⼊⼒作業を⾃動化して欲しい

毎⽉紙のタイムカードからマネー
ジャーが⼿作業で勤怠管理をする時間
（コスト）を削減したい

40代（東京） 富⼠通 32 16
万

製造
（⾷品/菓
⼦）

110 ⻑野 経理 製品単位で収⽀管理ができるよう
にして欲しい（⾒える化）

製品や事業の評価を、お客様が喜ばれ
ている・売れているだけでなく、収益
で判断できるようにし、スタッフの努
⼒と収益が繋がるようにしたい

40代（東京）
ジャフコ、事
業再⽣コンサ
ル

60 15
万

建設
（⼟⽊） 15 ⻑野 経理 ⽉次で収⽀・資⾦繰り管理ができ

るようにして欲しい（⾒える化）

受注時の判断材料を増やし、無駄な費
⽤削減や⼈員の安定的な確保したい。
また仕組み化することで経営者⾃⾝が
営業や⼈材育成により時間を増やせる
ようにしたい

50代（東京） 清⽔建設 32 10
万



31

デジタル化業務
が副業・兼業プロ⼈材が
成果を出しやすい2つの理由



業務デジタル化で成果出すために⼤事なこと
Ø すでにデジタル化業務には成果出すための型（パターン）が確
⽴されているものが多い。

① ⼩さく始め、やりながら次を決めていく
ü 先のことが⾒えない今の世の中で、1年がかりのシステム構築のお
⾦かけるのはリスク。始めるのに時間かかる。

② PDCAを愚直に繰り返す
ü デジタル化（ECサイト開設、Web広告開始）してすぐに成果出る
案件はほぼない。

③ 内製化（司令塔機能を外部に丸投げしない）
ü PDCAでも⼤事なCheck（検証）のデータは社内にあり、それを細
かくみながら、次のAction（実⾏）をしていくためには内部の⼈
材でないと対応が難しい。

ü デジタル化PDCAを実⾏すること⾃体がこれからの時代は⼤事なノ
ウハウであり資産

32



副業・兼業プロ⼈材が成果出やすい理由（１） 33

Ø費⽤が安いから。だから継続してPDCAまで担える。
• 外部企業（コンサル・システム会社等）と⽐べて費⽤1/3-1/5
• 継続的に雇えるので地味な実⾏作業も依頼可能。（PDCAの推
進は地味な作業が7割）

頭動かす

⼿⾜動かす

外部企業
Web制作会社
システム開発
会社等

外部企業
コンサル会社等

社員

副業・兼業
⼈材

⾼い
×

×⾼い
ヤフー、NTTドコモ、
電通、富⼠通、アク
センチュア・・・

PDCA回せる⼈＝
頭と⼿⾜両⽅動かせる⼈



副業・兼業プロ⼈材が成果出やすい理由（２）

Øすでに経験済の⼈が多いから。
• 実践して成果出ることわかっているデジタル化業務は難易度低い。

34

⾰新領域
innovation

改善領域
improvement

難
易
度
の
⼤
き
さ

地⽅・中⼩企業⼤企業

AI、IoT、ブロックチェーン、デジ
タルツイン、VR・AR、スマートス
ピーカー、３Dプリンター、バッテ
リー技術*

*イラスト＆図解でわかるDX（デジタル・トランスフォーメーション）（兼安暁、彩流社、2019）

ネット通販、SNS集客、製造⼯程・
勤怠管理・経理業務など紙・⼿作業
業務のデジタル効率化、スマホ、
チャットツール、Web会議ツール、

例えば、デジタル化領域の業務で⾔うと

実践済

実践済

伸びしろ

伸びしろ
経験値＆⼿⾜活⽤

副業解禁とリモートワーク
でこの壁が消失

個⼈



35参考

Ø 企業再⽣のスペシャリストで多くの地⽅企業の再⽣を⼿掛けている冨
⼭和彦⽒コメント(「IGPI流 ローカル企業復活のリアル・ノウハウ」(PHPビジネス新書)) 

35

多くのローカル企業の再⽣と再成⻑にとって重要なのは、しっかりと地に⾜を
着けた、 地味な努⼒の積み重ねである。

「分ける化」「⾒える化」して、業務、事業、商品ごとの収⽀の改善努⼒を⾏
い、儲 かることを⼀⽣懸命やり、儲からないことは儲かるように改善するか、
それが難しけ ればやめる──。

緻密に地道にPDCA(Plan〈計画〉、Do〈実⾏〉、Check〈検証〉、Action〈対
策〉)を回し続けることが、ローカル企業の経営の基本なのだ。

だから、ハーバードだのスタンフォードだのという類のMBAを持っているグ
ローバル エリートはまったく不要だし、派⼿なスーパーカリスマ経営者もいら
ない。

それなりの資質を持っている⼈が、正しく努⼒し経験を積めば、かなりの確率
で到達できるであろうレベルの実務的な経営⼈材こそが求められている。



36

活⽤事例紹介



副業・兼業プロ⼈材活⽤による変化 37

⽇野製薬株式会社 ⽯⿊社⻑（4代⽬）
⻑野県⽊曽郡、創業1911年
⽣薬等の製造・販売、社員約20名

2020/1/31 募集開始
2020/2/7︓1次⾯談
2020/2/26︓2次⾯談
2020/3/1︓業務開始

EC（ネット通販）改善
5名応募から⼤⼿IT系企業
経験の30代⼈材採⽤

サイト訪問者数・購⼊率・
単価などのKPIを決めて

3⽉から改善着⼿。

前年⽐売上120%の成果
がすぐに出ている

この成果につながっている
社内の1番の変化は、

週次のPDCA
が徹底できるように

なったこと。



セミ社員を活⽤したチーム体制と会議体例

Ø副業・兼業プロ⼈材（セミ社員）は中の⼈として外部委
託企業をコントロール
• 組織規模によって会議参加者が変わる

38

外部委託
企業
（Web制作会社等）

社内

役員

担当
社員

副業・兼業プロ⼈材
（セミ社員）

担当者

役員

リーダー
社員

セミ
社員

担当者

担当
社員

業務依頼 業務依頼

定例会議
参加者

決裁確認

定例会議
参加者

⼩規模 中規模



業務の進め⽅例

サイクル 社員 副業・兼業プロ⼈材
（セミ社員） 外部委託先

See
（検証）

Plan
（改善案検討決定）

Do
（実⾏）

39

①⽬標と結果
データ作成

④決定
（⼀部役員に確認）

⑤役割分担案
作成

⑥業務実⾏
（経験必要な業務） ⑥業務実⾏⑥業務実⾏

（社内確認等）

Ø 1週間単位でPlan-Do-Seeを地道に実⾏

②予実結果
共有

2h/週
（定例会議）

1h/週

5h/週

③改善案作成



地道な改善の実⾏に必要なこと（ネット通販）

Øデータ⾒える化と経験とこれだけに⼿⾜動かせること

40

データ

経験

専任者
（社内ではこれだけやる⼈）

ない状態 ある状態

改善案⾊々出ても決
めきれない。

変えたいことたくさ
んあって、少ない⼈
出や予算でどこから
やればいいの
か。。。

今⽉は忙しいので、
⼀旦来⽉まで作業⽌
めようか。

A案50%、B案30%な
ので、A案にしよう。

まずはこっちから着
⼿しましょう。

来週までに私がこれ
をやってくるので、
Xさんはこちらお願
いします。

⼿⾜

⼿⾜

頭



41

料⾦



当社サービス利⽤料⾦ 42

• 初⽉無料
• 毎⽉4万円×最⼤12回
• 毎⽉解約可能



料⾦設定で⼤事に考えている3つのこと
1. 顧客企業の当社サービス利⽤リスクを最⼩化すること
• 成果が出る⼈材にならお⾦は払ってもらえる
• 成果が出るかわかる前にお⾦を払うこと＝リスクが嫌なだけ
• だから1ヶ⽉単位で契約・解約できるように。

2. 顧客企業に⻑く頼りになる⼈材との出会いを提供すること
• 当社のミッションは「働くことをもっとしなやかにし、好きな⼟地で暮ら

す豊かな⼈を増やす」
• 企業と⼈材の⻑い関係のためには契約している限り⼿数料が係る料⾦は邪

魔をする。

3. 料⾦最⼩化のためにシンプルであること
• 料⾦が複雑だとコスト上がり、料⾦も上げざる得ない。
• 誰でも営業できるくらいわかりやすい料⾦にすることは料⾦を下げること

につながり、顧客のためになる。
• 箇条書き3つくらいで全ての条件を表現できること⽬指す。

43



44

JOINSのサービス紹介

活⽤⼿順
と

サポート内容



活⽤開始までの⼿順と当社サポート内容 45

Ø利⽤⼿順
最短1ヶ⽉程度で業務開始可能

サポート①
依頼業務内容
の⽂章化

サポート②
⾯談時に打ち解
け易くする⼼理
的安全性プログ

ラム

サポート③
⾯談⽇時調整・
Web⾯談
システム

サポート④
契約書雛形提
供・契約⼿続代

⾏

サポート⑤
キックオフ会議
設定・

相互フィード
バック



サポート①依頼業務内容の⽂章化
Ø 募集画⾯に掲載する⽂⾔を当社スタッフが⽂章化

• 成果を出すためには企業側の主体性が鍵のため、必ず下書きは企業
側が実施

46

募集画⾯ ⼈材が記⼊する応募画⾯



サポート②⼼理的安全性プログラム 47

問題︓web会議での初対⾯の⾯談が慣れず、⼤事なことを話し
たり伝えにくい。

対策︓以下の質問回答してお互い共有してから⾯談に。

⼀次⾯談前︓
ü好きなこと10個
ü⾃分が120％頑張ってしまうこと
ü周りにされるとやる気が削がれること
ü⾃分が最近与えられたと感じたこと
ü最近、考えを変えたり、認識を変えたこと

⼆次⾯談前︓
üプライベートと仕事、それぞれで苦⼿なこと
üこれまでの⼈⽣で⾃分に⼤きな影響を与えたこと
と内⾯で起きたこと



48サポート③Web⾯談⽇時調整・会議システム

Ø 3年かけて企業・⼈材のニーズを確認しながら⾃社で独
⾃開発した⽇時調整と⾯談に特化したWeb会議ツール

48

スマホでWeb会議にアクセスし
ながら、相⼿の応募情報や⼼理
的安全性プログラムの回答結果
などを確認可能

⾯倒な⾯談の⽇時調整も、
スマホで企業と⼈材が⽇
時選択して決定可能



49サポート④契約書雛形提供・契約⼿続代⾏ 49

Ø企業と⼈材が適度な緊張感、相互のリスクを最⼩化する
ための契約内容を当社が提供
• 契約⼿続きはクラウドサインを活⽤し、当社が代⾏して、契約
締結までを実⾏。オンラインで完結。



50サポート⑤キックオフ＆相互フィードバック

キックオフ会議

50

業務開始3ヶ⽉時点で以下の質問を
企業担当者・⼈材の双⽅が回答・
共有した上で契約更新を決定

• これまでの相⼿との仕事を思い出し
て、嬉しかったことは何ですか︖

• 今後さらにいい仕事をするために、
相⼿に遠慮していること、気になっ
ていること、改善したいことは何で
すか。

• 上記2のことが気になる背景にある、
あなたが⼤切にしていることは何で
すか。

• 契約更新を希望しますか︖希望する
場合の条件（時給・稼働時間）は何
ですか︖

業務開始時に以下を決定する
会議を実施。要望に応じて当
社担当者も会議に参加。

• ⽬指す成果物
• 実⾏⼿順
• 定例会議⽇時
• 業務登場⼈物
• 連絡⽅法
• ⼈材の稼働時間・業務内容の
報告頻度と⽅法

相互フィードバック
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参考資料



52副業者との契約形態の変化

Ø 雇⽤契約（アルバイト）から業務委託契約に変化
• 2018年以前の副業者の7割は年収300万円以下で雇⽤契約（アルバイト）
が中⼼だった

52

貴社

他社

雇⽤契約
（正社員などの正規雇⽤・
パート・アルバイトの⾮正規
雇⽤両⽅）

これまでの副業

雇⽤契約

貴社 貴社

都市部
⼤企業等

都市部
⼤企業等

業務委託契約

雇⽤契約
（多くは正社員）

業務委託契約

業務委託契約

これから副業・兼業

副業 兼業

*総務省の2017年調査結果、副業をしている⼈の7割は年収が300万円未満



53業務委託契約の企業側メリット

Ø業務委託契約を締結する個⼈とは、社会保険加⼊や労働
時間管理義務不要。リスクも低い。
• この点を勘違いし、「副業の⼈材を採⽤するのは⾯倒なことが
多い」、「個⼈との直接契約は⼿間」と捉えている企業経営者
は実は意外と多い。

53

雇い主の義務 雇⽤契約の場合 業務委託契約の場合

保険加⼊義務

厚⽣年⾦保険 ○ 不要

健康保険 ○ 不要

雇⽤保険 ○ 不要

介護保険 ○ 不要

労災保険 ○ 不要

労働契約遵守 労働時間管理
残業時間管理や
割増賃⾦⽀払

不要



54（参考）業務委託契約とみなされる条件
Ø以下の基準を満たしている割合⾼いと業務委託契約とみ
なされる。
• 副業・兼業プロ⼈材の原則的な働き⽅（30時間/⽉・10万円/
⽉・リモートワーク等）はこの条件を満たさないことはほぼな
い。

54

業務委託契約（労働者性が低いこと）の判断基準*

① 専属性が低いこと
• 本業務に時間・収⼊への依存度が低い

② 諾否の⾃由度が⾼いこと
• 業務を受けない⾃由が実態としてある

③ 業務時間の指揮命令が少ないこと
• 時間の拘束性が低い（遅刻や⽋勤による懲戒などがない）

④ 業務場所の指揮命令が少ないこと
• 場所の拘束性が低い（会議で現地へ⾏くことはあっても、当該場所にい
ないことによる懲戒などがない）

※厚⽣労働省、1985年、「労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働者」の判断基準について）」より主なポイント抜粋



55利⽤企業の変化

Øコロナ以降に急増した

55

コロナ



56利⽤企業の地域分布
Ø 地域は全国に拡⼤、業種は多様

56



57利⽤企業の規模 57

Ø多様な業種の中規模企業
• 売上1-10億円、社員は数⼗⼈規模

※中⼩企業基本法の分類、従業員数が製造業・建設業・運輸業20-300⼈、卸売業・サービス業
6-100⼈以下、⼩売業6⼈-50⼈以下


