
2008年以降、人口減少に突入した日本において、

企業を経営していく上で重要な「ヒト･モノ･カネ・情報」のうち

今や「ヒト」が最も重要な経営資源となっています。

販路拡大

人材育成

営業力強化

新商品開発

組織強化

新規事業

本紙では、経営者の皆様が簡単に実践できる、新しい人材活用の方法をご提案します。



はじめに

経営者の皆様なら、どんな手を打ちますか？

　国立社会保障・人口問題研究所が発表した日本の人口推計では、2008年のピークに人口減少が

始まり、これに加え地方では人口流出や高齢化が加速度的に進んでいきます。つまり、未来においては

いま以上に人材採用が難しくなることがほぼ確定しています。

　その一方で、最新の業務ツール、成功や失敗体験、市場情報、競合他社の動向、技術、業務ノウハウ、

人脈……ビジネス領域の「情報」は都市部のビジネス人材が保有しています。

　こうしたビジネス情報・経験を持つ人材を採用する方法として、副業・兼業がクローズアップされ

ています。

　加速度的な人口減少トレンドに差し掛かった日本において、「人材の争奪戦」がいま

まさに始まっています。加えて、産業の短命化。日進月歩のIT技術。こうした未曾有の時代

において、負けない経営を行うためのカギが「副業人材」です。

Skill Shiftが提唱する「副業人材活用」はサービス開始以来、関係省庁をはじめ多くの

自治体などで注目され、全国の中小企業支援事業、登壇などで連携実績があります。

「副業」や「人材」は今の時代を最も象徴するキーワードとなっています。

　私たち「Skill Shift」は2017年、大都市圏に集中する大企業やIT企業に勤める人材

と、全国の中小企業を「副業」で結ぶプラットフォームを日本で初めて開始いたしました。

　本ハンドブックはこうした全国での事業を通じ、私たちが蓄積した事例、経営者の声など

リアルな情報をまとめています。是非、この機会に都市部のビジネス人材を副業・兼業で

活用し、皆さまの事業の経営課題の解決にお役立てください。
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Skill Shift の登壇・事業連携等実績

石狩市

九州財務局

鳥取県

銚子市 恵那市

東北財務局

2018年、厚生労働省による「副業解禁」

2018年、金融庁による地域金融機関の「人材紹介」業務解禁

2019年、「まち･ひと･ しごと創生総合戦略」における 「地方への兼業・副業の後押し」

副業・兼業人材活用の基礎知識

経営課題＝専門人材が社内にいないことに起因

これらの経営課題は、経験のない人は解決できない…

商品
開発

広報
PR

海外
事業

経営者

新規
事業 業務

改善

採用
強化

生産性
向上

人材
育成 経営

戦略
販路
拡大

経営課題の多くは左図のように、専門的な人材が

社内にいないことに端を発します。

経験豊富な人材の採用が必要不可欠なのです。

自分たちで考えるのは限界があります。

経営課題を解決するにはどうすればいいか？

外部の専門人材の力を借りるのです。

正社員採用ではもう無理…！
高額で使えない、応募もない。

中小企業が
低コストで使える
手段はないか？

Web求人 人材紹介 顧問
コンサル

（経営）企画・戦略

高
額

低
額

幹部
候補

専門人材
経営課題解決に寄与するような経験豊富で優秀な人材

は、例外なく都市部の大企業等に現役で勤めています。

公共職業安定所、求人広告、知人の紹介など

既存の採用手段ではまず採用することはできません。

一方でコンサルタントも費用が高く、公的機関の

相談員も「相談」が中心で、具体的な改善策まで着地す

ることは難しい……。



50%

30%

20%

例えば、採用力を強化したいという場合。

人事経験の豊富な人材を採用しても多くの

中小企業では能力を持てあましてしまいます。

年収と業務密度が釣り合わないのです。

つまり、中小企業の経営改善は

常時雇用という概念から離れないと始まりません。

まずは経営者自身の意識改革が必要不可欠です。

副業・兼業解禁人材は、大企業やITベンチャー企業

などに勤める正社員であることはお伝えしました。

こうした企業では、ジョブ型の雇用が進んでおり

企画系の職種はその道で豊富な経験を積む

プロフェッショナルな人材ばかりです。

こうした人材は、最先端で専門知識を有して、

日々高度な課題解決をしています。

これまでの副業・兼業は、生活の質向上を目指す人材層

が本業以外で収入を得ることを目的としていました。

2018年からの副業・兼業解禁は、有名ベンチャーや

大企業で働く正社員層です。

すでに高い年収を得ている人材は

副業・兼業の対価としてお金よりも経験機会を求めます。

つまり、副業・兼業を知的好奇心を満たす手段として

行います。

正社員として雇用され日々業務に邁進していれば、

専門性は高まりますが、自社の業務範囲外のことに

なかなか挑戦できません。

都市部のビジネス人材は、これを副業・兼業で実現します。

金融マーケティングの専門人材が、

旅行業界のマーケティングを行ったり、

営業のスペシャリストが商品企画を考えたり…。

副業・兼業を通じて新しいキャリアを積むのです。

「正社員雇用」という手段に替わる

新しい人材の採用方法を私たちは提案します。

それが、都市部で働く優秀な人材の

副業・兼業による採用です。

都市部企業で副業・兼業解禁が進んでいるニュース

を皆様も目にしたことがあるのではないでしょうか？

インターネットで「 副業兼業解禁　企業 」と検索を

してみてください。みなさんがよく知る企業の

名前がズラリと並んでいるはずです。

副業・兼業「解禁」とはつまり、大企業やITベンチャー

企業に勤める正社員が他社で仕事をしてOK

ということなのです。

ICTを駆使し、生産性を追求する企業に勤める彼らは

業務改善や事業強化のスペシャリストです。

正社員雇用は難しい。でも専門人材は欲しい。

正社員として働く人材の能力は？

専門領域で経験を積むプロフェッショナルの集合体

副業の目的（お金）

車
旅 食

服 他

副業

出会い
経験 貢献

スキル 挑戦

副業

副業の目的（地方創生）

営業企画

□戦略・戦術立案
□営業ツールの制作
□提案資料作成
□その他営業計画

□採用計画、
　実施
□人事制度
□労務関連
□人事評価

□報道資料の
　作成・配信
□マスコミ対応
□コーポレート
　サイト
　作成・運営

□情報収集・
　分析
□広告の計画・
　運用
□Web集客
　プラン
□認知拡大

人事 広報・PR マーケ
ティング

「副業」なら都市部企業の優秀な人材が確保できる！

そもそも専門人材の活用は「雇用」に限らない！ 副業・兼業人材ってどんなヒト？

何を目的に副業・兼業をするのか？

都市部のビジネス人材が副業・兼業で実現したいこと

外部の専門人材をどう取り込むか？

都市部企業の副業・兼業解禁は、大チャンス到来！

経験豊富な人材を採用してもオーバースペック……

大企業等の専門人材を
副業・兼業で活用できる
時代です！

経営者 都市部ビジネス人材

地方企業 都市部ビジネス人材

採用を強化！

やります！
餅は
餅屋

通年採用？

採用人数？

副業・兼業による
業務改善

スキルアップ
今の会社で
出来ないコト

旅行・趣味
日常生活の
刺激など

地方創生
社会貢献
意欲
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副業・兼業解禁しているのは、都市部の大企業や

IT企業、ベンチャー企業が中心！

これまで これから

MEMO



戦略的経営を目指す地方企業の経営者が、
続々と副業・兼業人材活用を開始しています！

40名規模の事業になり、
業務改善を通じ組織を強化していきたい！

株式会社オキス

月額５万円
＋出社時の旅費

人材
募集！

26名の応募

所在地：鹿児島県鹿屋市

●営業強化
●人事強化
●経理財務
●IT戦略

GAFAマーケティング
メガベンチャー人事
在阪企業 公認会計士
大手通信事業者

業務改善の方法を
社内で考え、導き出す
のは難しい。
他社の人材が入ることで、
最新のやり方が
取り込めた。

経営
課題

経営
課題

経営
課題

経営
課題

経営
課題

経営
課題

経営
課題

経営
課題

若年層の開拓とITを駆使した販売戦略、
広報戦略の策定を！

山城屋酒蔵株式会社

月額５万円
旅費交通費含む

人材
募集！

８名の応募

所在地：山口県山口市／日本酒製造業
神奈川在住の大手ECサイト
運営企業の方に決めました。
全く分からなかった
Webマーケティングが
可能に！

人事体系の見直しやバージョンアップ
創業初の人事機能を創りたい！

株式会社野田市兵衞商店

月額３万円
＋出社時の旅費

人材
募集！

12名の応募

所在地：熊本県熊本市／建築資材事業
驚くほどたくさんの方
からの応募がありました。
初めての取り組みですが、
改善に期待できて
います。

温泉旅館の魅力を広報し
都市部のお客様を集客できるようにしたい！

新安比温泉 静流閣

月額４万円
＋出社時の旅費

人材
募集！

10名の応募

所在地：岩手県八幡平市／温泉旅館
従業員有志を募集し、
広報について
人材育成を依頼。
８ヶ月のプロジェクトで
今は従業員が
できるように！

桐素材の素晴らしさを活かした
新しい売れる商品を開発したい！

関根桐材店

月額５万円
旅費交通費含む

人材
募集！

34名の応募

所在地：埼玉県本庄市／桐製品製造販売
応募者の多くは、
やりたいことを企画書で
提案してくれた。
５名の副業者による
商品開発PJTで新商品を
開発できた。

会社としての今後の中長期戦略を見据えた
現状分析や戦略作りを一緒に考えてほしい。

株式会社ロンウッド

月額５万円
＋出社時の旅費

人材
募集！

９名の応募

所在地：富山県南砺市／木製バット製造
コンサル会社に
お願いすると
月に数百万かかる。
優秀なヒトが見つかり
満足な中期経営計画が
できた。

インバウンド事業を開始したので
マーケティング視点で事業アドバイスを！

グローリーハイグレイス有限会社

月額３万円
旅費交通費含む

人材
募集！

25名の応募

所在地：群馬県高崎市／外国語教育事業
これまでは弊社単体では
できないような企画も、
副業者の知見により、
行うことができる
ようになった。

オリジナルのろ過材を活用した
新規事業へ挑戦したい！

新規事業開発プロジェクト

外資系企業 飲料大手K社

飲料大手S社 人材大手R社

株式会社広瀬

月額３万円
旅費交通費含む

人材
募集！

17名の応募

所在地：千葉県習志野市／観賞魚の専門店
弊社のこれまでの採用
では出会えない、
意欲的な有名企業の
人材が見つかりました。
今後が楽しみです。
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「桐SUN」

2019年夏、完成！

副業者

副業者

職人

課長 営業
調理

中居 中居

職人
職人

社長

副業・兼業人材を活用し、経営課題を解決！



副業・兼業人材活用までの流れ
経営者の皆様自身の目で

・自分に合いそうな人材か？

・頼りになる人材か？

など都市部ビジネス人材の目利きをお願いいたします。

応募があると志望動機や自己PR、連絡先がメールで届

きます。後は直接交渉となります。

自分自身と相性の良い人材をどう見つけるか？

副業・兼業人材を活用した先輩経営者の皆様に聞くと

右のような回答が多くありました。

事業を通じて成し遂げたいことを副業・兼業者に伝え、

それに共感する人材は相性が良いようです。

マーケティングや経営企画、人事制度設計…

優秀な人材は欲しいけど、自分に見分けられるか

心配だという経営者のお声もいただきます。

でも、案外見極めは簡単です。

どう進める？管理方法は？他に予算は必要？

自分たちは何をすべきか？期間は？完了目安は？

…とにかく、細かく質問してください。

業務スキルが高ければ、質問にすべて具体的に答える

ことができます。つまり、副業・兼業者が経営者の課題

を削ぎ落とし、具現化してくれます。

皆様はその提案内容が実現できそうかどうか、

経営者として判断するだけです。

とにかく、まずは直接話してみないことには

少しも前に進みません。対話が重要です。

副業・兼業者の募集をすると、複数の応募があります。

応募の文章等で2～3名にしぼった後は

Web会議や電話などを活用して話しましょう。

どんな方法で話すのが良いかを聞いてみてもOK。

副業・兼業者の活用と聞いて、経営者の皆様の多くが

想像するのは「人手」の補充ではないでしょうか？

これは大きな間違いですので注意です。

副業・兼業者は「本業」があるため時間のコントロール

は思うようにできません。こうした人材に、現場の業務

領域を切り出すことは大きなリスクです。

また、業務品質の保持のための管理工数も発生します。

このため副業・兼業で外部人材を活用する領域は

戦略や企画といった経営領域での活用が最適です。

これまでの正社員の採用では「過去の経歴」と、

自社の「事業や業務内容」をすり合わせたうえで

人材を決定してきました。

副業・兼業人材の採用は全く違います。

経営課題や、答えのない将来の戦略について知見を

借りるわけですから、何らかの仮説やアイディアを

持つ人材でなければ務まりません。

このため副業人材の採用は経歴よりも、その人材が

持つ課題解決の提案内容 が重要になります。

大企業での華麗な実績や、新規事業の立ち上げ

経験などは果たして重要でしょうか？

それは、過去のものであり、その会社だからでき

た事かもしれませんし、実はキーマンは別の人

物…と言うこともしばしばあります。

大事なことなので何度もお伝えしますが、募集

条件をいくら並べても意味がありません。

重要なことは、その人材がいま、皆様の経営課題

に対しどんな提案や仮説を持っているかです。

副業・兼業者には企画領域を！

相性の良い人材を見極めるには？

応募人材の業務スキルを見分ける方法！（重要）

そのために重要なこと

経歴で採用しない！必ず「提案」を採用する！

募集条件を求めすぎない！

今ある業務をお願いしたい！

戦略・改善方針をお願いしたい！

どちらの人材が、
より貴社で力を発揮するか一目瞭然！

経営者自身がイメージできないものは必ず失敗します。
質問をできるかどうかがとても重要です。

過去の経験で縛るほど、有益な提案が少なくなります。
大切なことは「今」「自社」が実践できる提案。

応募者A

直接やりとり

1. ビジョンを語る！
2. 動機を聞きましょう！

経営課題を
解決したい

都市部ビジネス人材 経営者

経営者

応募！

興味！

2

こんな経験があります！

新規事業の
アイディアが
欲しい！

募集条件スキル
・不動産業界の知識豊富な方
・マーケティング経験５年以上
・新規事業立ち上げ経験
・飲食業に興味のある方

これを
やりませんか？

こんな経験があります！

何をすれば
いいですか？

応募者B

作業・人手（現場）

Web
求人

人材
紹介

顧
問 

コ
ン
サ
ル

（経営）企画・戦略

高
額

低
額

幹部
候補

専門
人材

副業・兼業人材
活用領域

足元の業務
品質保持のための

監督必須

足元の業務
品質保持のための

監督必須

経営者
納得できる！

イメージできる！
横文字ばかり。
（なんかスゴそう！）

経営者

先輩経営者のアドバイス

先輩経営者のアドバイス

先輩経営者のアドバイス

1. どうなりたいかを伝える
2. ひたすら質問

まずはお話しませんか？

書類審査します。
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一事業主として特定の仕
事を処理することを目的
として行われる契約。（民法
643条、656条） 何でわざわざ

よそ者に…

通常の採用は「雇用契約（または労働契約）」を
人材との間で取り交わしますが、
副業・兼業の場合は「業務委託契約」にしましょう。
本業を持つ人材との間で雇用契約を結ぶと、労働法に定め
られている労働時間の通算による割増賃金の支払い義務
や各種保険への加入などが必要で、労務管理も同時に発生
します。
短期間の副業・兼業人材との契約は「業務委託」の方が
簡素です。
また、業務委託契約の場合は、契約の見直し（契約解除）
も可能です。
実は副業・兼業人材も、長期の契約は不安なものです。
・長期間、ちゃんとパフォーマンスが出せるか？
・本業が忙しくなったらどうしよう？
1ヶ月の自動更新方式などは双方にメリットがあります。

大切な条件は副業・兼業することで持ち出しのお金が発生
しないか？です。
副業・兼業希望者の多くは東京圏に住んでいます。最低でも
往復交通費はまかなえる金額は提示する必要があります。
あとは、業務委託内容を副業・兼業者と直接やり取りし
双方納得する条件を交渉します。

「無料でも良いからやりたい」という都市部ビジネス人材
の声も、中にはあると思います。
しかし、無料ということは責任が発生しません。
ビジネスでの関係性のため、最低限、相手に責任感を持っ
てもらう意味でも、有償での契約を締結することをお
勧めします。

せっかくやる気に満ちた優秀な人材が採用できても
上手く事業改善に反映できないケースがあります。
副業・兼業者を外部業者のように扱ったり、放置したり、
現場の従業員抜きで実態と乖離した戦略を立ててしまっ
たり…。
従業員を巻き込むことも重要ですが、
最も大切なことは経営者自らのコミットです。

副業・兼業参画する人材は、普段は他社で働き遠隔地にいます。
急な質問で連絡を取ろうと思っても、会議や移動中だったり
と、思うように連携が取れない可能性があります。
意思疎通し、スムーズな連携を行うためにも
まずはインターネットでできるコミュニケーションツール
を導入しましょう！
使い方はすぐに慣れるはずです。自分の使い慣れた方法で
はなく、都市部ビジネス人材に合わせることが
貴社のイノベーションの第一歩です。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
必要なエッセンスは全てお伝えいたしました！
あとは実践あるのみです。
素敵な人材との出会いとともに、副業・兼業者の知見を
活用して、飛躍的な事業拡大が起こることをスキル
シフトスタッフ一同お祈りしております！

副業人材の活用は、必ず「業務委託契約」で！ 外部人材活用時の社内の反応を知る

失敗する経営者

遠隔業務に必須！無料コミュニケーションツール

あとは副業・兼業者を招き実践です 

謝礼の設定はいくらが妥当？

無料でも関わりたいと言われたら？

副業・兼業人材の選定に気持ちが行ってしまい、
社内についてのフォローを忘れてしまいがちです。
外部の人材が入ると、組織に刺激をもたらし良い反応
が出ることは間違いないのですが……。
従業員感情を疎かにすると、せっかくのイノベーション
機会を損失してしまいます。
また、副業・兼業者は「本業」があるため、社内に
相対する人材が必要になります。だから、経営改善
プロジェクトに既存の従業員を巻き込むことがとても
重要になってきます。

雇用契約（労働契約）

労働法の保護

業務委託契約

労働法適用外

雇い主に対して労務に従う
ことを約束し、雇い主がその
対価として報酬を支払う
ことを約束する契約。（民法
623条）

経営者

経営者

Skill Shiftからの
アドバイス

先輩経営者の
アドバイス

１ヶ月の自動更新

1. まずは３～５万円 ／月程度
2. そこから交渉

電 話
SNS

メール

Web会議

やめましょう。
トラブルの元に…。

経営者

経営課題解決に
力を貸して！

カネに見合う結果をだせよ！

重要なやり取り 日常の業務やり取り

自分の仮説を検証したい。
良くなる実感が欲しい。

都市部ビジネス人材

傲慢型社長

承知です！

副業者 従業員

こちらに気を取られて…

また勝手に
始めてる…

こちらを忘れない
ように！

基本的に君に任せる！

おまかせ型社長

専務と３人で進めましょう！

トップダウン型社長

無料の
コミュニケーション

ツール
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（参考）Skill Shiftの募集時の平均月額謝礼は３～５万円程度。

資料送りました！

了解です！

先輩経営者のアドバイス



Skill Shiftは人材紹介や人材派遣と違い、公募型の「副業求人媒体」です。このため、人材の募集をするための費用（税
別98,000円）がかかりますが、①高額な成功報酬費用　②マッチング後の継続的な費用　③複数名の採用 など、掲載
費用以外については一切の費用請求はございません。
採用後の費用は貴社と副業者個人の間で、直接取引で無駄な費用を削減いただけます。

本資料は、地方創生を目的として株式会社スキルシフトが作成したものであり、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ス
キルシフトに帰属しております。
電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断で複製または転送、開示等を行わないようにお願いいたします。
本資料は提供させていただいた方限りでご使用いただき、その内容の全部又は一部について株式会社スキルシフトの事前の
明示的な承諾の無い限り、他の第三者に開示しないようお願い申し上げます。

発　行 株式会社スキルシフト ☎03-5860-1837
受付時間／9：30～18：30　※土・日・祝除く〒105-0021東京都港区東新橋二丁目8番1号 7階

参考事例が豊富！まずは、他社の求人を御覧ください！ スキルシフト

Skill Shiftにアクセスしてみよう！

Skill Shiftでは人材紹介・派遣のように人材の紹介・斡旋・仲介などは行いません。つまり「こんな良い人材がいますが、
いかがですか？」といったご連絡をすることはなく、単純に「Skill Shift」という地方中小企業で副業を行いたい人材が
集まる「場」を提供するだけです。
多くの人材サービスのように、もし私たちが間に入ることになれば高額なコンサル費用が発生してしまいます。年収
700～1,000万円超で正社員として働く人材が、月額4万円前後で貴社のお手伝いをするのに、私たちに高額な費用が
発生するのでは本末転倒です。
だからSkill Shiftは、経営者の皆さまが安心して、適切な価格で普段は出会えないような人材と出会うための「場」を運
営することをビジネスとしています。

サービスポリシー

マーケティングや、人事、経営企画、営業企画、広報など、事業拡大に必要なスキルを持つ人材をSkill Shift上で募集を
行うことができます。まずは他社の掲載を参考にしてみてください！都市部企業で正社員として活躍する人材、3,000名
以上の登録者の中で、貴社の経営課題の解決に自信のある人材が応募してきてくれます。
Skill Shiftではこれまで、全国30都道府県、約400社の企業が副業人材募集をしてきましたが
平均応募人数9.2名、求人への応募率は99.7％です。素敵な人材と出会いが期待できます。

ご利用の費用について

経営者

優秀な社員多様な経営課題

掲載費：98,000円（税別） 掲載期間：1ヶ月
中小企業

求人 応募

都市部企業


