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未曽有の人手不足が続くなか、人材紹介事業においても、あるいは人材派遣

事業においても、お客様の求める人材をなかなかご紹介できずにいることはあ

りませんか。求人広告事業においても、便利なツールを使って生産性を高めた

いと思うことはありませんか。 

よい人材を集め、満足度の高いマッチングを実現するには、社員が付加価値

の高い本来業務に注力できる環境を作ることが必要です。 

この冊子は、中小規模の人材サービス事業者（人材派遣、人材紹介、求人広

告等）向けに、IT を活用した業務（社員の勤怠管理等の社内向け業務を含みま

す）の効率化や生産性向上に向けた取り組み事例の概要を紹介するものです。 

詳細は、『中小人材サービス事業者の成功する IT 導入・活用事例集』として、

中小人材サービス事業者の「IT 活用による生産性向上」応援サイト

（https://www.murc.jp/jinzai_it/）で公表しています。 

同業他社の事例に触れて IT 活用等に取り組む事業者を増やし、人材サービ

ス産業の生産性向上を通じて、誰もが活躍できる社会が実現することを目指す

厚生労働省事業の一環として、本冊子および事例集を作成・提供しています。 

 

 

----- 
この冊子は、事例集は、厚生労働省委託 中小事業者の IT 活用等支援事業の一環として作成したもの

です。 
作成にあたっては「中小人材サービス事業者の IT 活用等による生産性向上に向けた検討会」（座長：

岡田浩一明治大学教授）での議論と、人材サービス事業者への実態調査結果を参考にしています。詳し

くは、中小人材サービス事業者の「IT 活用による生産性向上」応援サイト（https://www.murc.jp/jinzai_it/）
をご参照ください。   

〜⼈材サービス事業者（紹介・派遣・求⼈広告等）の取り組み事例のご紹介〜 

人材･人手不足対応／働き方改革／生産性向上 
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■本業界において、中小企業の IT 活用による生産性向上は、業界が抱える課題の 1 つと位

置づけられています。 

 

○経営力向上に向け、IT 活用等により生産性向上を図ることが求められています。 

〇職業紹介事業､労働者派遣事業については、経営力向上に関する「事業分野別指針」※の中で、

IT 活用が十分でない状況が見られることから活用を進める必要があるという指摘がなされて

います。（図 1） 

※詳しくは「経営力向上に関する事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業）」参照 

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html ( 終閲覧 2019/12/20）） 

※求人広告業も、「広告業」として中小企業経営強化税制の指定事業となっています。 

（事業分野別指針はありませんが、「基本方針」に則り経営力向上を図ることが求められています。） 

図 1 職業紹介事業・労働者派遣事業における現状認識・課題・⽬標とする指標 
（「経営⼒向上に関する事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業）」の概要より 

 
(出所)中小企業庁「事業分野別指針の概要について」（2019 年 9 月）より抜粋 （赤い枠は MURC にて追記） 

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/191216shishingaiyou.pdf） 

 

 

〇職業紹介・労働者派遣事業、広告業とも、中小企業経営強化税制の指定事業となっています 

（ソフトウェア購入や IT 投資に税制優遇等が受けられる可能性があります）※。 

※詳細は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」でご確認ください。 

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/191203zeiseikinyu.pdf） ( 終閲覧 2019/12/20）） 

※本事例集に、経営力向上計画の認定を受けて IT 投資に税制優遇を受けた事例を収録しています。 

〇このほかにも、中小企業等の IT 化の取り組みに対する公的支援があります。 

※本事例集の巻末で、公的支援を探せる Web サイト等をご紹介しています。 

   

中小人材サービス事業者には、IT 活用による生産性向上が求められています。
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■本業界では、IT 化により「業務上のコミュニケーションを活発・円滑にしたい」「ユー

ザー企業の情報管理を簡単にしたい」「営業活動を効率的に行いたい」との声があります。 

 

〇本事業で、業界初の IT 化に関する簡易 web 調査を行いました。 

〇抱えている業務上の課題（社内業務の IT 化、人材サービスの IT 化等）としては、 

「業務上のコミュニケーションを活発・円滑にしたい」が も多くの事業者によって挙げられ、

「ユーザー企業の情報管理を簡単にしたい」「営業活動を効率的に行いたい」が次いでいます。

※本事業の「事例集」の巻末に、調査結果を収録しています。 

図 2 業務上の課題（社内業務の IT 化、⼈材サービスの IT 化等） 

 
(出所)「本業界における IT 活用の取組状況 ～簡易 Web 調査結果」 ※詳細は本事業の「事例集」参照 

 

 

〇制度改正に伴うコストアップへの対策としても待ったなしの状況です。 
 

・制度改正に伴い、今後、経費処理や伝票のチェック作業が膨大に発生することが予想されます。 

たとえば人材派遣業では、派遣スタッフの業務上交通費について実費支給化が進む可能性があります。

・こうした定型作業は IT により効率的に処理することができます。IT 利活用企業とそうでない企業で

は、生産性に大きな差がつくことが予想されます。 
   

（※複数回答可）
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IT 活用／ツールのタイプ                          掲載ページ 
 
１．業務システム（基幹システム）  ------------------------------------------------------------------------------- 4 

２．顧客管理システム（CRM）  ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

３．MA（マーケティングオートメーション）ツール（顧客開拓ツール他）  ------------------------- 8 

４．電子契約サービス  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

５．Web 会議システム（商談ツール）  ------------------------------------------------------------------------- 10 

６．Web 会議システム（面接ツール）  -------------------------------------------------------------------------- 11 

７．勤怠管理システム  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

８．給与計算システム  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

９．コミュニケーションツール（情報共有）（チャット）  ------------------------------------------------ 12 

１０．RPA ツール（業務自動化ロボット）  ------------------------------------------------------------ 7､11､13 

１１．その他の業務効率化ツール 

・SMS 送信サービス  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
・AI 搭載型クラウド IP 電話（商談電話の録音･自動起こし）  --------------------------------------- 10 
・グループウェア（共有予定表等）  -------------------------------------------------------------------------- 12 

 
 
 
 
＜業務システム＞ 

 

■株式会社シグマスタッフ 

 経営力向上計画の認定を受け、税制優遇（税効果を踏まえると実質 15%相当分の値引き）を得て

業務システムの入れ替えを実施。 

 全社業務全体の生産性が向上、総務部門の残業が従来比 4割減となった。 

［導入した IT ツール：「スタッフエクスプレス」（株式会社エスアイ・システム）］ 

取り組み事例をご紹介します。 ※詳細は巻末 URL 掲載の「事例集」をご覧ください 

自動化 
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＜業務システム＞ 

 

 
 
＜業務システム＞ 

 

 
  

■ヒューマングローバルタレント株式会社 

 選考フローでの状況と実績を可視化するために業務システムを導入。 

 蓄積したデータから KPI を設定し、売上は前年比 197％、個人の生産性は 157%増に。 

［導入した IT ツール：「HR-Business Cloud」（ポーターズ株式会社）］ 

■テクノブレーン株式会社 

 人材スカウトから選考、売上・請求までの一連の業務をカバーする人材紹介業向け基幹システム

を導入。業務効率が大幅にアップした。 

 パッケージシステムで費用と社内 SE 不足の問題を軽減。パッケージにない機能は追加開発。 

［導入した IT ツール：「MatchinGood（マッチングッド）」（株式会社ブレイン・ラボ）］ 

自動化 

情報共有 営業強化 定着育成 
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＜顧客管理システム（CRM）＞＜勤怠管理システム＞ 

 

 
 
＜顧客管理システム（CRM）＞ 

 

 
  

■株式会社ビジネスアシスト 

 顧客管理システムの導入で顧客情報の共有・管理がしやすくなった。営業戦略も立てやすく、新

人には難易度の低い顧客を任せて成功体験を積ませ、早期育成や定着にもつなげている。 

 勤怠管理システムの導入は残業削減に効果。金額換算すると年 2000 万円近いコストダウンに。 

［導入した IT ツール：「BA 営業情報システム」「BA 勤怠管理システム」（株式会社ビジネスアシスト）］ 

※いずれも「FileMaker」を使った自社開発システム 

■株式会社コトラ 

 顧客管理システム（CRM）を導入。顧客情報や商談履歴をリアルタイムで社員が共有可能に。また、

社内プロセスの自動化で煩雑な作業が減り、紹介の本業に注力でき、時短も実現。 

 さらに、営業管理のシステム化で、 小限のマネージャー人数で営業管理ができている。 

［導入した IT ツール：「Salesforce」（株式会社セールスフォース・ドットコム）］

情報共有 営業強化 

営業強化 定着育成 
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＜顧客管理システム（CRM）＞＜RPA ツール（業務自動化ロボット）＞ 
  

 

  
＜顧客管理システム（CRM）＞ 

 

 

■泉州広告株式会社 

 定型業務を自動化してくれる RPA ツールで事務業務の作業時間を大幅に削減。 

 SFA・CRM の導入で、属人化しがちだった顧客情報が会社の財産に。また営業と制作間の業務の効

率化も実現。 

 上記 2つの取り組みで、残業時間が大幅に削減された。 

［導入した IT ツール：「Salesforce」（株式会社セールスフォース・ドットコム）、「WinActor（ウィンアクター）」（株

式会社 NTT データ）］ 

■株式会社プログリット 

 新事業（人材紹介）の展開後、部門間の親和性担保と営業力向上を目的に、他部門で導入済みの

顧客管理システム（CRM）を利用開始。 

 部門をまたいだ顧客情報の共有や課題発見・分析の実現により、サービスや営業力の向上につな

がる。 

［導入した IT ツール：「Salesforce」（株式会社セールスフォース・ドットコム）］ 

情報共有 自動化 営業強化 

営業強化 
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＜MA ツール（デジタルセールスツール）＞ 

 

 
 
＜MA ツール（名刺管理ツール）＞＜SMS 送信サービス＞ 

 

 
  

■株式会社アルバイトタイムス 

 デジタルセールスツールを導入し、営業の効率とアポイント獲得率が高まった。 

 電話をかけてメールアドレスを教えてもらうということを営業のひとつの指標にすることで、新

人の育成にもプラスになっている。 

 残業時間の削減にもつながり、従業員の採用や定着にも寄与している。 

［導入した IT ツール：「Digima」（株式会社コンベックス）］ 

■リージョンズ株式会社 

 名刺管理システムの導入で顧客情報が社員の共有資産に。名刺を探す手間が省ける上、営業をか

ける前に社内のつながりを探すことで「 短で会いに行く」ことが可能に。 

 SMS 送信サービスで手入力の手間・リスクが解消。転職希望者の開拓にもつながっている。 

［導入した IT ツール：「Sansan」（Sansan 株式会社）、「Accrete（アクリート）」（株式会社アクリート）］ 

営業強化 定着育成 

営業強化 その他の効率化 
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＜MA ツール（顧客開拓ツール）＞ 

 

 
 
＜電子契約サービス＞＜その他＞ 

 

 
 

  

■株式会社インディバル 

 Web サイトを訪れたユーザーに働きかける MA ツールの導入で、問い合わせが飛躍的に増加。 

 新たな顧客獲得に繋がっている。 

［導入した IT ツール：「SATORI」（SATORI 株式会社）］ 

■株式会社キャスター 

 クラウド型電子契約サービスで、契約業務の大幅な効率化・時間短縮を実現。 

 IT ツールの活用で、全メンバーのリモートワークを可能に。 

［導入した IT ツール：「クラウドサイン」（弁護士ドットコム株式会社）、その他（全メンバーがリモート勤務を行う 

ため40以上のITツールを活用）］

情報共有 営業強化 

その他の効率化 
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＜Web 会議システム（商談ツール）＞ 

 

 
 
＜Web 会議システム（商談ツール）＞＜AI 搭載型クラウド IP 電話＞ 

 

■株式会社 MyRefer 

 対面での打合せが出来ない場合に活用するオンライン商談ツールを導入。物理的に離れている社

員、顧客との間でも会議を実施することができ、移動時間の削減等、生産性向上を実感。 

 さらに、営業面では毎度地方へ出張することは難しかったが、オンライン商談ツールによって必

ずしも実地に足を運ばなくとも商談することができている。 

［導入した IT ツール：「ベルフェイス」（ベルフェイス株式会社）］ 

■株式会社 LiB 

 オンライン商談ツールを導入。顧客への移動時間の削減と商談数の増加につながった。 

 合わせて AI 搭載型クラウド IP 電話を導入し、若手の商談を録音でチェックすることで、営業の

ノウハウの継承、若手の教育につながっている。 

［導入した IT ツール：「ベルフェイス」（ベルフェイス株式会社）、「MiiTel」（株式会社 RevComm］］ 

営業強化 

営業強化 定着育成 
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＜Web 会議システム（面接ツール）＞ 

 

 
 
＜Web 会議システム（面接ツール）＞＜RPA ツール（業務自動化ロボット）＞ 
 

 

 

■東商株式会社 

 場所を選ばず遠隔地でも対面に近い面接が簡単にできる Web 面接ツールを導入。物理的に離れて

いる求職者でも面接をすることができ応募者数の増加を実感。 

 人事担当者側も社内共有、派遣先への共有など様々な事務処理があるがそれらを効率的に行うこ

とができ、生産性が上がっている。 

［導入した IT ツール：「BioGraph」（株式会社マージナル）］ 

 

■株式会社廣済堂ビジネスサポート 

 低コストの Web 会議ツールを使って、求人企業と応募者との面接を遠隔で実施。採用企業、応募

者の双方にとってサービスの向上となっている。 

 RPA で定型的業務を効率化。空いた時間を「人でなければできない業務」へ。 

［導入した IT ツール：「Zoom Meetings」（Zoom Video Communications, Inc.）、「BizteX cobit」（BizteX 株式会社）］

営業強化 定着育成 

自動化 その他の効率化 
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＜給与計算システム＞＜グループウェア（共有予定表等）＞ 

 

 
 
＜コミュニケーションツール（チャット）（情報共有）＞ 

 

■株式会社北海道アルバイト情報社 

 自社開発から市販のシステム活用に切り替えることで、法令改正や税率・保険料率変更のたびに

必要となっていたシステム更改の負荷やリスクを軽減。 

 システム部門が売上げに貢献する仕事にいっそう注力できるように。現場の利便性も向上。 

［導入した IT ツール：戦略給与情報システム「PX2」（株式会社 TKC）、「G Suite（ジー・スイート）」（Google LLC）］ 

■株式会社インターワークス 

 電子メールよりもカジュアルに使えるビジネスチャットを導入。社員間のコミュニケーション密

度を減らすことなく手間が減り、生産性の向上も実感。 

 さらに、業務の「気づき」を書き溜めることで、あらためてマニュアル等を作成することなく、

ノウハウの蓄積・共有が可能になっている。 

［導入した IT ツール：「Slack」（Slack Japan 株式会社）、「esa」（合同会社 esa）］ 

情報共有 

その他の効率化 情報共有 
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＜コミュニケーションツール（チャット）＞ 

 

 
 
＜RPA ツール（業務自動化ロボット）＞ 

 

 
  

■株式会社クリエアナブキ 

 ビジネスチャットを導入。社員同士の円滑な情報交換、情報共有が可能となり、社内コミュニケ

―ションが円滑になった。 

 これまでメール作成に費やしていた時間が短縮され、業務の効率化にもつながっている。 

［導入した IT ツール：「LINE WORKS」（ワークスモバイルジャパン株式会社）］ 

■株式会社ビースタイル 

 RPA を求人サイトに掲載する情報の収集や派遣部門の応募者対応等で活用。 

 2 時間かかっていた作業もボタン 1つで瞬殺。大きな時短や残業削減効果をあげている。 

［導入した IT ツール：「WinActor（ウィンアクター）」（NTT データ株式会社）］ 

情報共有 

自動化 
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【お役立ちリンク集】 

ここでは、IT 活用に取り組んでみようと思ったときの相談・問い合わせ先、補助金等の公的支援

策を探せる WEB サイトなどの参考情報（URL 等）を掲載しています。 

（※URL の最終確認日：2020/1/6） 

 
       
 中⼩事業者等の IT 活⽤等による⽣産性向上の取り組みに対しては、補助⾦・助成⾦等だけでなく、無

料の専⾨家派遣など、さまざまな公的⽀援があります。 
 ⾃社にはどのような IT 導⼊が考えられるのか、どんな⽀援が受けられるのか、まずは最寄りの⽀援機関等に

相談してみることが考えられます。相談は、IT 導⼊を決定してからでないとできないわけではありません。 

最寄りの⽀援機関等に相談、またはインターネットでコンタクト  

■中⼩企業基盤整備機構（以下、中⼩機構）の専⾨家派遣制度 
（https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html） 

■よろず⽀援拠点（国が設置した無料の経営相談所） 
（https://yorozu.smrj.go.jp/base/） 

■IT コーディネータ協会（⽀援対象は、規模の⼤⼩、業種・業態を問いません） 
（https://www.itc.or.jp/management/） 

■各地の商⼯会議所、商⼯会連合会 
（https://www5.cin.or.jp/ccilist） 
（http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754） 

■⽀援機関⼀覧（中⼩企業の IT 導⼊を⽀援する、中⼩機構「IT プラットフォーム」より） 
（https://ittools.smrj.go.jp/info/organization/index.html） 

■ミラサポの専⾨家派遣制度 
（https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html） 

 

 

 

 

■中⼩機構 「IT プラットフォーム」（https://ittools.smrj.go.jp/） 

 中⼩企業が⽣産性向上のための IT 導⼊をやりやすくするため、中⼩機構が開設した、情報発信サイト
「IT プラットフォーム」です。 

 経営や業務効率化に役⽴つ情報が検索できる「ここからアプリ」の機能を拡充し、業種や「取引先を増やし
たい」「在庫管理をしたい」などユーザーの⽬的からも検索できるようにしたほか、中⼩企業・⼩規模事業者
の IT 導⼊事例や、IT 導⼊に役⽴つ⽀援情報も提供しています。 

 ⽀援施策の⼀覧・概要もあります｡（https://ittools.smrj.go.jp/info/measures.html） 
 

IT 導入・活用に取り組んでみようと思ったら… 

１．まずは 寄りの支援機関等に相談してみましょう 

２．情報を収集してみましょう 
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（出所）中小機構 「IT プラットフォーム」（https://ittools.smrj.go.jp/） 

 

■J-Net21 「⽀援情報ヘッドライン」（https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/） 

 企業経営や創業に役⽴つ国・都道府県の⽀援情報（補助⾦・助成⾦、セミナー・イベントなど）がまとめ
て検索できます。（検索ツールの分野で、「⽣産性向上・IT 化」を選択） 

 

 

 IT の導⼊、利活⽤には、補助⾦・助成⾦等を利⽤するのも⼿です。 
 これらの活⽤についても、前ページにある相談⽀援機関等で相談できます。 
 
■⽀援情報ヘッドライン 補助⾦・助成⾦・融資 （https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/） 

※検索ツールの分野で、「⽣産性向上・IT 化」を選択 
■IT 導⼊補助⾦ （https://www.it-hojo.jp/） 

 IT ツールを導⼊する経費の⼀部を補助するものです。 
■中⼩企業等経営強化法に基づく⽀援措置の活⽤ 
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html） 
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html） 

 
 職業紹介・労働者派遣事業、広告業とも、中⼩企業経営強化税制の指定事業となっています。 
 経営⼒向上計画の認定を得、ソフトウェア購⼊や IT 投資に税制優遇等が受けられる可能性があります。 
 職業紹介事業者および労働者派遣事業者は「事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業分

野）」を、求⼈広告事業者は「基本⽅針」をご参照ください。 
（計画の申請先は、職業紹介事業者および労働者派遣事業者は厚⽣労働省、求⼈広告事業者は各経
済産業局です。） 

  

３．使える補助金・助成金等を探してみましょう 
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 具体的なツールを探すだけでなく、どんなものがあるのか、どんなことができるのかイメージを持ったり、具体的
な導⼊事例を知ることができます。 

 お悩み別（課題別、⽬的別）にも検索できます。 
 事例については、他業種の導⼊・活⽤例が参考になることがあります。 

 

■業種別 お悩み解決 IT ツール機能（IT 導⼊補助⾦ Web サイト）※「全業種共通」等を参照 
（https://www.it-hojo.jp/applicant/solution.html） 

■中⼩企業向けアプリ検索（IT 導⼊補助⾦ Web サイト）※業種は「その他」 
（https://ittools.smrj.go.jp/app/index.php） 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この冊子は、厚生労働省委託「中小事業者に対する IT 活用等支援事業」の一環として作成したものです。

作成にあたっては令和元年度「中小人材サービス事業者の IT 活用等による生産性向上に向けた検討会」

（座長：岡田浩一 明治大学教授）での議論と、民間人材サービス事業者等へのインタビュー調査を参考に

しています。 
詳しくは、中小人材サービス事業者の「IT 活用による生産性向上」応援サイトをご参照ください。

（https://www.murc.jp/jinzai_it/） 

４．中小企業向けの IT ツールを探してみましょう 

中小人材サービス事業者の成功する IT 導入・活用  
～人材サービス事業者（紹介・派遣・求人広告等）の取り組み事例のご紹介～ 

（厚生労働省委託「中小事業者に対する IT 活用等支援事業」） 


