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福岡県プロフェッショナル人材センターでは、次の2つの事業メニューを追加しています。
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【好調】福岡県プロフェッショナル人材戦略事業
【好調】福岡県プロフェッショナル人材戦略事業
②県内大企業の有する実務経験豊富な人材が、県内中小企業の課題解決を支援する制度
＜第6回＞県内中小企業向けの事業メニュー拡大！
＜第6回＞県内中小企業向けの事業メニュー拡大！
⇒県内大企業が福岡県との連携協定に基づき支援：第１号として「トヨタ自動車九州㈱」が締結
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福岡県服部知事とトヨタ自動車九州㈱・永田社長との連携協定調印式（令和３年７月14日）
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【図３】 業種別 相談企業数

特

③業種別成約企業の割合は、相談企業の割合とほぼ同じ傾向である。
【図４】
④年代別成約人数では、30歳代→40歳代→50歳代の順となっており、中堅クラスの成約が多い。一方で、
20歳代の若手の成約も１割強見られる。
【図５】
⑤採用時の年収別の成約人数では、401万円～600万円が中心（49％）となっているが、400万円以下も
40％あり、若手を中心とした低年収側の成約も多くなってきている。
【図６】
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次に、今回の特集で改めてプロフェッショナル人材事業に興味を持たれた皆様のために、事業の概
要を簡単に再紹介する中で、新たに加わった2つのメニューの位置づけを述べたいと思います。

① 経営課題とプロフェッショナル人材の関係

企業の更なる成長のための経営課題と、これを具現化出来るキャリアを有するプロ人材との関係を
示したものが下の【図７】です。当センターに相談される際は、事前に該当する部分を整理しておいて
頂くと、支援がスムーズに運びます。
【図７】

〈経営課題〉
商品開発・技術開発・研究開発等

〈求めるキャリア（人材）
〉

技術の専門家
（商品開発技術職・研究開発技術職等）

販売・サービス・マーケティング等

営業の専門家（営業課長・営業専門職等）

人材育成・働き方改革等

人事・労務の専門家（人事・総務課長等）

経理全般・原価計算・M&A等

財務・経理の専門家（財務・経理課長等）

品質保証システム構築・市場問題対応等

品質保証・品質管理の専門家
（品質保証課長職・品質管理技術職等）

事業承継問題への対応等

後継者サポート（役員・事業部長職等）

新規事業計画・経営企画全般等

経営戦略の専門家（経営企画室長等）

海外事業の立ち上げ・工場管理等

その他（海外事業経験者・工場長等）
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３．事業概要（再紹介）

② 事業の流れ
皆様とプロフェッショナル人材センターとのお付き合いは「活用登録申請書」を提出して頂くこと
から始まりますが、提出後の事業の流れを【図８】でご説明します。
まずは、企業の成長戦略と求める人材ニーズの共有・整理①です。ここが一番大事なステップです
ので、お互いに納得するまで何度でも私たちが皆様の会社にお伺い②します。そして、企業課題を解
決するために社員を正規で雇用するのか、または副業・兼業などの外部人材の手を借りるのかなどを
しっかりと相談した上で「企業情報シート」③にまとめます。
次に、この企業情報シートを、福岡県に登録した民間人材ビジネス事業者や大企業の人事部門に渡
し④、該当するプロ人材を探してもらいます。各所から紹介可能な人材が出てきたのち、実際に企業
と求職者のマッチング⑤が始まります。
以上のプロセスに加え福岡県が新しくメニューに追加したものが、県内の大手企業である『トヨタ
自動車九州㈱』が有する実務経験豊富な人材が、県内中堅・中小企業の課題解決のために支援をする
という「連携協定」です。
【図８】
事業の流れ
図8：事業の流れ
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⑤プロ人材・外部専門家の紹介マッチング
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プロフェッショナル人材戦略拠点（センター）の特徴
１．内閣府および福岡県の委託事業のため、「安心かつ高信頼」
２．29社の人材事業者を県に登録しており、全国規模の人材（求職者）情報を元に「幅広い選択
が可能」
３．プロフェッショナル人材センターの活用には「費用発生無し」。何回でも何人でも人材の相談
が可能
（※）人材事業者を経由して成約した場合のみ、所定の成功報酬が発生します。

〈採用企業様からの声〉
◦Ａ社：企業と求職者（人材会社）をまるで仲人のようにつないでくれるので本当に助かります！
◦Ｂ社：センターを通じた人材は、豊富な経験と知識･マナーが身についているので魅力的です！
◦Ｃ社：センターのお蔭で、面接から採用までスムーズに進み、時間が掛からず採用出来ました！
◦Ｄ社：担当者がこまめに足を運んでくれるので、必要なタイミングで必要な人材が採用出来ています！
◦Ｅ社：業務内容が多岐にわたる難しい求人でしたが、センターのしっかりしたヒヤリングやサポート
のお蔭で、まさに期待通りの人材と出会えました！
◦Ｆ社：担当者が何度も足を運んで頂き、会社の様々な希望を丁寧に聞いて下さったので、安心して
お任せしました。お陰様で、期待以上の人材に出会うことが出来ました！
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（Facebook）
（Facebook）
（月１更新中）
移住された方の声
（YouTube）
（Facebook）
（月1更新中）
（月1更新中）
移住された方の声
移住された方の声
（YouTube）
（YouTube）
（Facebook）
（Facebook）
（月1更新中）
移住された方の声
（YouTube）
（Facebook）
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５．福岡県プロフェッショナル人材戦略事業に関するコンテンツの紹介
福岡県プロフェショナル人材戦略事業については、センターホームページを含め、以下のように様々なコン
CTIシステムの営業支援
広報・マーケティング
未定
5万円/月

