兼業・副業人材活用事例
～ 兼業・副業人材の活用で経営課題の解決をめざす ～

兼業・副業人材を
活用してみませんか？
• コロナ禍による社会経済環境の変化やデジタル化の流れの加速など，ビジネスを取
り巻く環境は目まぐるしく変化しています。また，人口減少や都市圏への人材の流
出など，企業が人材を確保することは，今後，より困難となることが予想されます。
• そこで，今，兼業・副業人材の活用が注目されています。この手法は，兼業・副業
によって首都圏等の優秀な人材を採用し，経営課題の解決を図るというものです。
• 本事例では，兼業・副業人材の活用方法や福山市内企業における事例を紹介します。

兼業・副業人材活用の主なメリット
１．優秀な人材を獲得でき、必要な技術やノウハウが確保可能
人材獲得競争が激化する中，高い専門性を持つ人材を正社員として雇用することは困難。兼
業・副業であれば，首都圏等の企業で活躍する優秀な人材の力をシェアして活用できる。

２．柔軟な人材活用により，資金と時間を節約
兼業・副業人材は，必要な時に即戦力で活用でき，人件費が変動費となることで，柔軟な人
材活用が可能。自社にとって新規・未知の領域を専門家に任せることで，資金と時間を節約。

３．人材不足の解消，社員の業務量・負担の軽減
社員のスキル・経験では対応できない経営課題を兼業・副業人材に一任することで，組織全
体の業務量を最適化。社員の負担を軽減し，より付加価値の高い業務に集中してもらえる。

兼業・副業人材が解決できる課題
ＥＣ戦略策定

業務効率化

• ＥＣサイトの販売を強化したい

• 社内規定等を整備したい

新規事業開発

ＩＴ活用・DX

• 事業計画の内容を相談したい

• デジタル化を進めたい

人事

広報・ＰＲ

• 人事制度，採用・教育を強化したい

• 商品の知名度を向上させたい

マーケティング

財務・調達

• 売れるための分析・仕組構築をしたい

• 財務状況を分析したい

福山市内企業における事例は次のページから

1

事例

１

マーケティング

自社ブランドの立ち上げに当たり、
売れる仕組みづくりを強化

株式会社ミツボシコーポレーション
事業内容
従業員数
設立年月

服飾資材総合販売、アパレル製品生産管理 など
１３１名
１９５４年１０月

所在地

福山市新市町戸出２３８２番地６

採用のきっかけ

自社ブランドサイトの立ち上げに必要なマーケティング
ノウハウが不足

⚫ これまでは、法人向け販売が中心であり、自社ニットブランド「itofumi」を立ち上げることで、
個人向けの販売を強化したかった。しかし、ブランドサイトの立ち上げに必要な、商品のブラン
ディング、マーケティング、WEBサイトのデザイン作成などに関するノウハウが不足していた。
⚫ そこで、デザイン領域におけるマーケティングに長けた人材を募集・採用した。

人材が実施した業務

プロジェクトの全体管理 ／ ブランド展開に必要な助言

⚫ 商品コンセプトの企画からマーケティングまでの一連のプロジェクトについて、方針の決定や進
捗管理など、プロジェクト全体の管理を担当した。
⚫ 個別のアドバイスとして、ターゲットの志向に合わせた商品開発や、ターゲットが自社ブランド
サイトへアクセスする導線づくりについて、アドバイスを実施した。

兼業・副業による成果

サイト構築の目途が立つとともに、ノウハウを社内へ蓄積

⚫ 兼業・副業人材が商品コンセプトの企画・立案からWEBサイト構築まで支援することで、自社ブ
ランドサイトの構築に目途をつけることができた。
⚫ 兼業・副業人材が伴走してプロジェクトを進めることができたため、商品のブランディングや
マーケティングなど、人材が有するノウハウを社内へ蓄積することができた。

活用した企業からの声

丁寧なアドバイスにより、
素早く有益情報を取得できた

当社だけでは不足していたコンセプトなどの地固めの部分
について、丁寧にアドバイスして頂き、とても助かった。
当社でゼロから調べるよりも、はるかに早く、有益な情報
を得ることができた。

報酬・勤務内容
報
酬：月額8万円
勤務時間：月平均15時間
勤務形態：リモートワーク中心
勤務期間：5ヶ月

活用した兼業・副業人材について
経

歴： デザイン事務所、マーケティング会社等を経て、現在コンサルティ
ング会社のデザイン事業部ディレクターとして勤務(東京在住)。
専 門 領 域： 法人企業のブランディングや企画開発デザイン、販売促進も含めた
支援実績多数。
業務の感想： 自分の経験を基にして、企業様が悩まれていたブランド展開につい
て、背中を押すことが出来ました。
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２

業務効率化

受付業務のマニュアル化を通じて、
業務の効率化を実現

北村自動車株式会社
事業内容
従業員数
設立年月

新車・中古車販売，カーリース，自動車車検整備 など
１９名
１９６４年５月

所在地

福山市曙町四丁目８番２８号

抱えていた経営課題

３S活動の推進を実施しているが、社内へ浸透しない

⚫ お客様への対応や書類作成など、煩雑な業務が多くある中で、生産性向上やコンプライアンス強
化のため、3S（整理・整頓・掃除）活動を行っているが、社内で浸透しない。 3S活動の具体的な
施策として、業務効率化を進めたい。
⚫ そこで、事務所における3S活動の推進及び、業務効率化の助言ができる人材を募集し、採用した。

人材が実施した業務

優先課題の洗い出し ／ 業務効率化への意識を醸成

⚫ 兼業・副業人材が経営者および社員に対してヒアリングを実施し、まずは業務効率化の一環とし
てとして、社員主体での車検受付業務マニュアル化プロジェクトを立ち上げた。
⚫ 兼業・副業人材が社員に対して研修を行うなど、プロジェクトを通じて、社員の業務効率化に対
する意識の向上を図った。

兼業・副業による成果

車検受付マニュアルの完成とともに、社員の意識が向上

⚫ 兼業・副業人材が中核を担ったプロジェクトの実施によって、車検受付業務マニュアルが完成す
るとともに、業務効率化に対する意識が社内で高まった。
⚫ 兼業・副業人材が伴走してマニュアルを作成することで、業務効率化におけるマニュアル作成の
ノウハウが社内で蓄積され、車検受付業務以外の業務においても作成が可能になった。

活用した企業からの声

低コストで業務効率化を実現
できた

当社だけでは実現し得なかった業務効率化について、コスト
を抑えて専門家にアドバイス頂けたことが助かった。また、
プロジェクトを通じて、業務効率化を進めるためのノウハウ
を知ることが出来た。

報酬・勤務内容
報
酬：月額4万円
勤務時間：月平均20時間
勤務形態：リモートワーク中心
（2回福山市で勤務）
勤務期間：5ヶ月

活用した兼業・副業人材について
経

歴 ： マーケティング会社において、自動車業界の販売体制構築、業務
効率化プロジェクトに従事。現在は独立して企業の経営課題に対
するコンサルティング業務全般を行う(神奈川在住)。
専 門 領 域 ： 業務効率化および人材育成。
業務の感想 ： プロジェクトを通じて、経営者と現場の考えをすり合わせするこ
とができ、一体感を醸成できたことがよかったと思っています。
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３

新規事業開発

新規事業領域への進出における企画・立案
及び実施体制の整備をサポート

株式会社アートテレビ
事業内容
従業員数
設立年月

広告企画・プロモーション，映像制作・撮影 など
１２名
１９８７年７月

所在地

福山市港町一丁目１３番８号

抱えていた経営課題

デジタル領域へ進出したいが、ノウハウが不足

⚫ 近年のネット配信の広がりを受け、従来のテレビ映像制作から、ネットを通じた映像配信分野へ
の進出を計画していた。しかし、デジタル領域の知見や新規市場開発におけるアイディア・マー
ケティングのノウハウが不足していた。
⚫ そこでデジタル領域の知見に基づき、新規市場開発の助言ができる人材を募集し、採用した。

人材が実施した業務

事業モデル案の企画・立案 ／ 組織体制の整備を支援

⚫ 兼業・副業人材が有する豊富な知見に基づき、デジタル領域における様々な事業モデル案につい
て、経営陣へ提案した。
⚫ デジタル領域へ進出した際に予想される社内での専門人材の不足について、兼業・副業人材の
ネットワークを活用して必要な人材を確保する手段を提供した。

兼業・副業による成果

事業戦略の構築議論が活性化 ／ 組織体制構築支援

⚫ デジタル領域という新規市場進出におけるノウハウが取得できた。また、兼業・副業人材が事例
として示した事業モデル案により、事業戦略の構築について、議論を活性化できた。
⚫ 新規事業の実働部隊となるデジタル領域の専門スキルを持つ人材情報の提供により、事業を実際
に進める際の運営体制構築を支援。

活用した企業からの声

豊富な知見に基づく助言が
助かった

当社にとって新分野であるデジタル領域について、豊富な知
見をお持ちする方にアドバイスをしていただき助かった。
また、組織体制の整備など、当初予想していなかった嬉しい
効果があった。今後も連携し、具体的な活動を開始したい。

報酬・勤務内容
報
酬：月額4万円
勤務時間：月平均15時間
勤務形態：リモートワーク中心
（1回福山市で勤務）
勤務期間：5ヶ月

活用した兼業・副業人材について
歴： 中小企業のIT利活用支援活動の一環として、数多くの講演及びコンサルティ
ング、自治体事業受託の実績有。現在はクリエイター人材プラットフォーム
事業「Smart Work」を運営する法人代表者として活動(東京在住)。
専 門 領 域： デジタル領域の新規事業開発および人材確保支援
業 務 の 感 想： 自身のネットワークや知見を基に新分野進出へのお手伝いができた。
企業様の成長のためにも、今後もサポートしていきたいと思います。
経
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４

IT化・DX

社内のデジタル化の推進に当たり、
その基盤となるセキュリティ面を強化

株式会社メディアテック一心
事業内容
従業員数
設立年月

電気・情報通信工事・保守・管理 など
１４０名
１９７０年３月

所在地

福山市赤坂町赤坂１２７６番地

抱えていた経営課題

情報セキュリティを強化したいが、専門人材が不在

⚫ 完全ペーパーレス化やリモートワークといった社内のデジタル化を推進しており、その基盤とな
る社内ネットワークなどの重要性が高まった。これに伴い、情報漏洩や不正アクセス対策など、
情報セキュリティ面を強化する必要を感じたが、専門知識を持つ人材が社内に不在であった。
⚫ そこで、情報セキュリティに関するアドバイスができる人材を募集し、採用した。

人材が実施した業務

情報セキュリティの現状分析及び、体制再構築の支援

⚫ 社内ネットワークやリモートワークの実施状況、ウイルス感染・情報漏洩時のマニュアルなどを
中心に情報セキュリティ体制について現状を分析。情報セキュリティ規程整備の必要性を提言。
⚫ 社内ネットワークのベンダー選定における助言など、最適な情報セキュリティ体制構築に向け、
伴走型で支援。

兼業・副業による成果

社内情報セキュリティの強化を実現

⚫ 情報セキュリティ規程の整備によって，万が一，ウイルスに感染した場合や情報が漏洩した場合
に，より迅速かつ適切な対処を行うことが可能となった。
⚫ 社内ネットワークの再構築・保守について，システムベンダーを選定する基準やポイントを助言
してもらったことにより，より良い社内ネットワークシステムの構築が可能となった。

活用した企業からの声

専門的で的確なアドバイスを
受けることが出来た

社内外ネットワークにおける情報漏洩、不正アクセス、ウ
イルス感染対策等の情報セキュリティ再構築・運用等につ
いて、専門的見地から的確なアドバイスをいただいており、
非常に有意義であった。

報酬・勤務内容
報
酬：月額6万円
勤務時間：月平均20時間
勤務形態：リモートワーク中心
（1回福山市で勤務）
勤務期間：4ヶ月

活用した兼業・副業人材について
歴： 国内大手通信会社・大手ITサービスベンダーにて、銀行統合・店舗統廃合
などのシステム入れ替え・BCP運用構築等リーダーとしてに従事。現在は
個人事業主として、情報システム分野で培ったITスキル・経験を活かし、
企業のIT/DX推進や業務改善、セキュリティ教育を支援(大阪在住)。
専 門 領 域： DX推進、IT化支援
業 務 の 感 想： 情報セキュリティは、現代社会において企業規模に関わらず、非常に重要
な課題です。自分の経験を基に、教育面含めご支援できたことは非常によ
かったです。
経

5

兼業・副業人材の活用方法
兼業・副業人材活用までの流れ

課題の
顕在化

対応窓口
に相談

課題の
深堀り

業務の
切り出し

人材の
募集

活用人材
の選定

課題の
解決

※ 兼業・副業人材の活用を成功させるためには，自社の経営課題の深堀りや，
深堀りされた課題を業務に切り出せるかが重要となります。

兼業・副業人材の活用に要するコスト
１．人件費（業務委託費）
事例１～４平均では、月額6万円で活用しています。

２．人材紹介手数料
利用する人材紹介会社や解決したい課題等によって異なります。

３．その他
事業者で業務に従事してもらう場合は，旅費等が発生します。

コンサルティング会社等への外注との違い
１．コスト
多くの場合，高額な予算を必要としますが、兼業・副業人材の場合、外注に比べて低予算で
検討が可能です。

２．「知見」「ノウハウ」の社内蓄積
外注の場合，コンサルティング会社等がプロジェクトを手掛けるため、社内に知見や
ノウハウは蓄積されません。
兼業・副業人材の場合、企業の中に入って従業員とともに業務を行うことから、
社員の能力向上や知見・ノウハウの社内蓄積にも繋がります。

３．人材が兼業・副業に取り組む目的
兼業・副業人材の多くは、自身のネットワーク拡充や社会貢献、能力開発といった
収入面以外の効果を目的とするなど，キャリア形成の一つとして取り組んでいます。

兼業・副業を含む人材活用全般に関するご相談
広島県プロフェッショナル人材戦略拠点
県内中小企業等の人材確保を支援することを目的に設置された機関です。
企業が抱える経営課題に対して、人材面を中心に相談ができます。
住 所 〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０番５２号 広島県庁東館２階（産業人材課内）
電 話 ０８２－５１３－３４２８
メール syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp
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兼業・副業人材を
活用してみませんか？
• コロナ禍による社会経済環境の変化やデジタル化の流れの加速など，ビジネスを取
り巻く環境は目まぐるしく変化しています。また，人口減少や都市圏への人材の流
出など，企業が人材を確保することは，今後，より困難となることが予想されます。
• そこで，今，兼業・副業人材の活用が注目されています。この手法は，兼業・副業
によって首都圏等の優秀な人材を採用し，経営課題の解決を図るというものです。
• 本事例では，兼業・副業人材の活用方法や福山市内企業における事例を紹介します。

兼業・副業人材活用の主なメリット
１．優秀な人材を獲得でき、必要な技術やノウハウが確保可能
人材獲得競争が激化する中，高い専門性を持つ人材を正社員として雇用することは困難。兼
業・副業であれば，首都圏等の企業で活躍する優秀な人材の力をシェアして活用できる。

２．柔軟な人材活用により，資金と時間を節約
兼業・副業人材は，必要な時に即戦力で活用でき，人件費が変動費となることで，柔軟な人
材活用が可能。自社にとって新規・未知の領域を専門家に任せることで，資金と時間を節約。

３．人材不足の解消，社員の業務量・負担の軽減
社員のスキル・経験では対応できない経営課題を兼業・副業人材に一任することで，組織全
体の業務量を最適化。社員の負担を軽減し，より付加価値の高い業務に集中してもらえる。

兼業・副業人材が解決できる課題
ＥＣ戦略策定

業務効率化

• ＥＣサイトの販売を強化したい

• 社内規定等を整備したい

新規事業開発

ＩＴ活用・DX

• 事業計画の内容を相談したい

• デジタル化を進めたい

人事

広報・ＰＲ

• 人事制度，採用・教育を強化したい

• 商品の知名度を向上させてたい

マーケティング

財務・調達

• 売れるための分析・仕組構築をしたい

• 財務状況を分析したい

福山市内企業における事例は裏面
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兼業・副業人材活用事例
Case１ マーケティング強化支援事例
■抱えていた課題
自社ブランドサイトの立ち上げに必要な
マーケティングノウハウが不足

■兼業・副業による成果
サイト構築の目途が立つとともに、ノウハウ
を社内へ蓄積

■会社概要
企業名

：株式会社ミツボシ
コーポレーション
事業内容：服飾資材総合販売
従業員 ：131名

■人材情報
コンサルティング会社勤務
デザイン事業部ディレクター

Case２ 業務効率化支援事例
■抱えていた課題
３S活動推進の一環として進めている業務効率化
に関する知見が社内に不足

■兼業・副業による成果
業務効率化の一環としての車検受付マニュアル
の完成とともに、社員の意識が向上

■会社概要
会社名 ：北村自動車株式会社
事業内容：車販売、カーリース
従業員 ：19名

■人材情報
元マーケティング会社勤務
マーケティング室長

Case３ 新規事業領域進出支援事例
■抱えていた課題
デジタル領域進出に関するノウハウが不足

■兼業・副業による成果
デジタル領域進出における議論が活性化すると
共に、 進出に必要な 組織体制構築を支援

■会社概要
会社名 ：株式会社アートテレビ
事業内容：映像制作
従業員 ：12名

■人材情報
クリエイター人材プラッフォーム
運営会社 代表取締役

Case４ デジタル化支援事例
■抱えていた課題
社内のデジタル化推進に付随して情報セキュリ
ティ強化の必要性を感じていたものの、社内に
専門人材が不在

■兼業・副業による成果
社内情報セキュリティの強化を実現

■会社概要
会社名 ：株式会社メディアテック一心
事業内容：電気通信工事
従業員 ：140名

■人材情報
元国内大手Itサービスベンダー
プロジェクトマネージャー

兼業・副業を含む人材活用全般に関するご相談

広島県プロフェッショナル人材戦略拠点
企業が抱える経営課題に対して、人材面を中心に相談ができます。
電 話 ０８２－５１３－３４２８
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