福岡県委託事業（内閣府地方創生事業）

特集

福岡県プロフェッショナル人材センター

【好調】プ
 ロフェッショナル人材戦略事業
〈第７回〉副業・兼業の活用が活発化！
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新たな商品・サービスの開発、その販路開拓や、個々のサービスの生産性向上など、企業における
事業領域の拡大と強化に繋がるような知識・技能を有しており、具体的な取り組みを通じて企業の成
長戦略を具現化していくことのできるプロフェッショナル人材の採用支援を行います。副業・兼業に
よる外部専門人材の活用も可能です。

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

3.事業概要
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

新たな商品・サービスの開発、その販路開拓や、個々のサービスの生産性向上など、企業における事業領域の拡
くと、支援がスムーズに運びます。
大と強化に繋がるような知識・技能を有しており、具体的な取り組みを通じて企業の成長戦略を具現化していくこ
とのできるプロフェッショナル人材の採用支援を行います。副業・兼業による外部専門人材の活用も可能です。
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〈経営課題〉企業の成長戦略のシナリオ

〈求めるキャリア〉プロフェッショナル人材事業の活用

① 経営課題とプロフェッショナル人材の関係
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技術の専門家
商品開発・技術開発・研究開発 等
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
（商品開発技術職・研究開発技術職 等）
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
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事業の流れを【図８】でご説明します。

事業の流れを【図8】でご説明します。
最初に企業の成長戦略と求める人材ニーズの共有・整理を行います〔①〕。ここが一番大事なステッ
最初に企業の成長戦略と求める人材ニーズの共有・整理を行います〔①〕。ここが一番大事なステップです
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します。〔②〕そして、企業
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します。〔②〕そして、企業課題を解決す
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
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
かなどをしっかりと相談した上で
「企業情報シート」
にまとめます。〔③〕
談した上で「企業情報シート」にまとめます。〔③〕
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提携している関連機関、提携し
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提携している関連機関、
ている大企業の人事部門に渡して、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
提携している大企業の人事部門に渡して、
該当するプロ人材を探してもらいます。〔④〕各所から紹介
たのち、実際に企業と求職者のマッチングが始まります。〔⑤〕

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が始まります。〔⑤〕

プロフェッショナル人材戦略拠点（センター）の特徴

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」
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」
２．26社の民間人材ビジネス事業者が登録しており、全国規模の人材（求職者）情報を元とした「広い選択が
２．
26社の民間人材ビジネス事業者が登録しており、全国規模の人材（求職者）情報を基とした「広い
可能」であると同時に、地場人材に強い事業者も登録しております。
選択が可能」であると同時に、
地場人材に強い事業者も登録しております。
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
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
（＊）民間人材ビジネス人材事業者を経由して成約した場合は、所定の成功報酬（紹介料）が発生します
（＊）民間人材ビジネス人材事業者を経由して成約した場合は、所定の成功報酬（紹介料）が発生します
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【図８】
事業の流れ
図8：事業の流れ

４．副業・兼業と大企業連携による人材マッチング

トピックス

副業・兼業の現状と今後の方向性
トピックス
人生100年時代を迎え、いろいろな働き方改革が提唱されており、その国の施策の１つとして副業・
４．副業・兼業と大企業連携による人材マッチング
兼業を普及促進しています。厚生労働省では副業・兼業により労働者が適切な職業選択を通じ、多様な

副業・兼業の現状と今後の方向性
キャリア形成を促進するために2022年７月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
（2018年１月
人生100年時代を迎え、いろいろな働き方改革が提唱されており、その国の施策の１つとして副業・兼業を普及
策定）を再改定し、中小企業庁においても、副業・兼業に関する報告書等をまとめています。そして、副業・
促進しています。厚生労働省では副業・兼業により労働者が適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を促進す
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