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はじめに 

 

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、求人メ

ディア等）向けに、IT を活用した業務の効率化や生産性向上に向けた取り組み

事例を紹介するものです。 

2019年度版の事例集Ⅰでは、どちらかというと業種横断的なバックオフィス

業務の事例を中心に取り上げたのに対し、2020 年度版の本事例集Ⅱでは、人材

サービス事業特有の業務への IT 導入・活用事例をより多く収録することに努

めました。また、2019 年秋冬に始まる新型コロナウイルス感染拡大は、人材サ

ービス事業者にも大きな影響をもたらしましたが、対面サービスが制約される

中で、ITツール・サービスを活用し、ピンチをチャンスに活かそうとする中小

事業者の取り組みも多く見られました。本事例集ではそうした取り組みにも着

目し、多く取り上げています。 

本冊子は、最新の調査結果も踏まえ、人材サービス事業者が直面している経

営課題に対し、中・小規模の企業でも導入しやすい IT ツールを用いて取り組

んでいる事例をご紹介するものです。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本事業は目指しています。 

----- 
この事例集は厚生労働省委託 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「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。   
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企業の IT 活用を取り巻く状況・背景はさまざまです。 

本冊子の使い方として、企業の関心やお悩みの別、あるいは取り入れたい IT ツールのタイプ別

等で関連するページを参照することができます。 

 

 

 

 

  

なぜ中小企業がIT化に取り組むべきかを知りたい
☞ 「Ⅰ．IT活用に向けた取り組みが求められる背景」

（p.9～）
をご覧ください

該当ページ知りたいこと・問題意識

どんな事例が紹介されているのかを知りたい、
事例のエッセンスを知りたい

ＩＴ利活用の効果を知りたい、どのように生産性
向上につながったかを知りたい

どんな企業が取り上げられているかを知りたい、
同業他社を探したい

？

？

？

☞ 「事例目次２：事例の概要」
（p.3～）
をご覧ください。

☞ 「事例目次１：生産性向上の要因」
（p.2～）
をご覧ください。

☞ 「事例目次３：IT活用／ツールのタイプ」
（p.6～）
をご覧ください

☞ 「事例目次４：本社所在地･業種･規模」
（p.8～）
をご覧ください

どんなＩＴツールが使われているかを知りたい

IT化に使える公的支援策を知りたい
☞ 「Ⅲ-2．お役立ちリンク集」

（p.107～）
をご覧ください

？

？

本業界におけるIT利活用の事例を知りたい
☞ 「Ⅱ．中小人材サービス事業者による

IT導入・活用事例」 （p.15～）
をご覧ください

？

？

本冊子の活用にあたって 

該当ページへの検索ガイド 
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No. 生産性向上の要因 内容 (導入した ITツール） ページ 

１ 
商品・サービス力向上 

／テレワーク対応・業務継続 
出社し押印せずとも求人申し込みが可能に 

（クラウド型電子契約サービス） １８ 

２ 営業力向上 求人データベースサービスの活用 
（クラウド型求人データベースサービス） ２２ 

３ 
営業力向上 

／テレワーク対応 業務効率化で営業の活動量が 2 倍に（業務システム） ２６ 

４ 経費削減 一元管理で業務を効率化（業務システム） ３０ 

５ 営業力向上 求人データベースの活用（クラウド型求人データベースサービス） ３４ 

６ 労働時間削減 RPA で定型業務を効率化（RPA ツール） ３８ 

７ 経費削減 人事管理のペーパレス化実現（HR オートメーションシステム） ４２ 

８ 業務効率化 営業情報の共有・プロセスの自動化（CRM・SFA システム） ４６ 

９ 売上高アップ 新人の短期育成による業務の質向上 
（AI マッチングレコメンドシステム） ５０ 

１０ 
営業力向上 
／業務効率化 アプリで情報共有を効率的に（情報共有アプリ） ５４ 

  
No. 生産性向上の要因 内容 (導入した ITツール） ページ 

１１ 
営業力向上 

／テレワーク対応 Web 会議の活用による商談機会の増加（Web 会議システム） ５８ 

１２ 営業力向上 業務効率化の先の付加価値創造（業務システム） ６２ 

１３ 売上高アップ 選考期間短縮による取扱件数増（業務システム） ６６ 

１４ 業務効率化 派遣のフロント業務のシステム化（業務システム） ７０ 

１５ 売上高アップ MA ツールで営業スタイル変革（MA ツール） ７４ 

１６ 
業務効率化 

／テレワーク対応 チャットツールで業務をスピードアップ（チャットツール） ７８ 

１７ 労働時間削減 自動組版で労働時間を削減（自動組版システム） ８２ 

１８ 売上高アップ 紹介のフロント業務のシステム化（業務システム） ８６ 

１９ 業務効率化 標準化で業務効率化と質の向上を実現（業務システム） ９０ 

２０ テレワーク対応 ビデオ会議でコミュニケーション（Web 会議システム） ９４ 

  

事例目次１：生産性向上の要因 
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No. 分野 事例の概要 ページ 

１ 

共通 

 

紹介 

 コロナ禍で求人申込書に署名･捺印いただけない中でクラウド型電子契約サー

ビスを導入。 

 ウェブ上で申し込みが完結。出社・訪問できずとも求人申し込み（人材紹

介）が可能に。 

 訪問や郵送に比べ、申し込みにかかる時間が大幅短縮。営業や総務の在宅勤

務の推進にも。 

１８ 

２ 紹介 

 人材紹介業を始めるにあたって知ったクラウド型求人データベースサービス

を導入。 

 少人数で自前で求人開拓をするよりも遙かに多い求人ラインナップを候補者

（求職者）に提案でき、また、エージェントが候補者のサポートに注力でき

るようになった。 

２２ 

３ 

紹介 

 

派遣 

 表計算ソフトでの営業リストの管理に限界を感じ、業務システムでの管理に

切り替え。 

 ビジネスアプリ作成クラウドサービスで業務システムを作成。作業効率が向

上。 

 別途、コロナ禍の下での非対面の社内外会議を実施するため、Web 会議シス

テムも導入。 

２６ 

４ 紹介 

 これまでツール・ファイルが分散しており、統合による効率化が必要だと感

じていた。 

 1 つのシステム内で業務すべてを完結させるために、既存システムのカスタ

マイズか独自開発かを検討した結果、独自の基幹システムを開発ベンダーに

発注。新年度に本稼働を目指す。 

３０ 

５ 紹介 

 1 名体制で人材紹介業を営んでいくにあたり、求人データベースを導入。 

 常時 4,000 件以上の求人情報の取り扱いが可能に。 

 専任コンサルタントによる事業立ち上げ・拡大支援のサポートも利用。 

３４ 

６ 

紹介 

 

派遣 

 定型業務に時間を要していた課題を解決するにあたり、RPA ツールを導入。 

 導入前は月間 200 時間程を要していた作業を 10 時間に削減。 

 考える業務に注力できるようになり、業務の質とボリュームが向上。 

３８ 

７ 共通 

 組織・人事コンサルティング事業をベースに HR オートメーションシステム

を開発・外販。 

 本システム導入で紙、エクセルメインだった人事関連業務を 8 割削減するこ

とが期待できる。 

 本システムを幅広く営業をするために CRM システムを導入し、営業体制を

変革。 

４２ 

  

事例目次２：事例の概要 
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No. 分野 事例の概要 ページ 

８ 紹介 

 社員が増え、営業情報をリアルタイムに共有できないことに不便を感じるよ

うになった。 

 顧客管理（CRM)・営業支援（SFA）システムを導入。最初は便利な顧客デ

ータベースとして利用。次第にプロセスの自動化や営業管理のシステム化な

どの利便性を実感。 

 コンサルタントの本業注力、営業管理職の増員なしでの組織運営が可能とな

っている。 

４６ 

９ 紹介 

 未経験者の育成支援のため、AI マッチングレコメンドシステムを導入。 

 過去の登録者をレコメンドシステムが探し出し、選考につながった例もあ

り。 

 候補者へのジョブ打診数は 148％、書類推薦数（応募数）は 113％アップ。

成約数も増加。 

５０ 

１０ 

共通 

 

広告 

 部署・担当者での情報格差を痛感。情報共有アプリを導入し、格差解消を目

指す 

 マネジメントの効率化のため、AI によるデータ分析ツールを導入。 
５４ 

１１ 

共通 

 

派遣 

 コロナ禍を契機に人同士の接触削減やテレワークの実施に向けて Web 会議シ

ステムを導入。移動時間削減に加え、アポが取れやすくなり商談機会が増

加。 

 自社業務の特徴（多数の外国人派遣スタッフ）に合わせた独自の業務システ

ムを導入（開発）。情報の一元管理で業務が効率化。 

５８ 

１２ 紹介 

 定型的業務を減らし、情報の一元管理、業務の標準化のため人材紹介システ

ムを導入。 

 システムの利用で求人と候補者のマッチング効率は 2 倍。 

 システムによって情報共有が図られ、情報共有ではなく問題解決のための会

議へと進化。 

６２ 

１３ 紹介 

 コンサルタントの増員、組織拡大にあたり業務システムを導入。 

 人材紹介に係る選考期間（書類推薦から内定まで）が約 40 日から約 30 日に

25％短縮。 

 候補者への連絡のための時間短縮による処理件数の増加、生産性向上にも効

果あり。 

６６ 

１４ 派遣 

 人材派遣業務の中でも特に「募集・登録・マッチング」をより精度が高く、

スピード感のある 

 プロセスへ改良したいと考え、社内でチームを組織。既存の基幹システムと

連携できるシステムを選定し開発ベンダーと約 1 年かけてカスタマイズ。 

 サイトから登録者のエントリー情報が自動で取り込まれ、登録者・コーディ

ネーター双方の登録時の時間が短縮するなど業務を効率化し、ひいてはサー

ビス向上につながっている。 

７０ 
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No. 分野 事例の概要 ページ 

１５ 共通 

 電話営業の効率化を図るために、MA ツールを導入。CRM システムとの連

携も考えて選定。 

 チャットツールとも連携させ、当社サービスに関心をもった会社に対して確

実かつタイミングよく営業をかけることができるようになった。 

 アポ獲得の業務効率が 4 倍向上。アポの件数は月 30 件から 230 件まで増加

した。 

７４ 

１６ 共通 

 売上を拡大していく目標がある中で、社員間のコミュニケーションをより密

に、速度感をもってやっていきたいと考え、情報システム部門と若手中心の

PJ で取り組みを推進し、チャットツール（コミュニケーションツール）を

導入。 

 導入前は社内の連絡も電子メール中心だったが、Teams 活用によりコミュ

ニケーションがより深まり、かつ速度感もアップした。 

７８ 

１７ 広告 

 広告デザインのリニューアルとコロナによる働き方の見直しで自動組版シス

テムを導入。 

 顧客先での原稿作成が可能になり、制作時間削減を見込む。 

 浮いた時間を広告の付加価値の向上や新規分野開拓へ活用につなげる。 

８２ 

１８ 紹介 

 ワンストップサービスを実現させるため、これまで活用していた紹介業務の

システムを再検討。 

 バックヤードの効率化よりも、売上げ増につながるフロント業務の強化を重

視し、システムを選定。 

８６ 

１９ 

紹介 

 

派遣 

 人材ビジネス向け業務システムの導入で、稼働状況などがリアルタイムに可

視化、業務の標準化により業務の効率と質が向上した。 

 社外からも使えるため、使いたいときにすぐ使うことができるようになり、

業務が進むようになった、またシステム導入をきっかけに社長から社員まで

の意識が変化した。 

９０ 

２０ 共通 

 Web 会議ツールの URL を固定して準備しておき、そこを「広場」と呼んで

運用をしている。文字情報のやり取りだけの場合に生じるニュアンスのズレ

などをその場で解消、補足する。 

 Web 会議をする場合は日程を決め、参加者を設定し、URL を発行して開催

するのが普通だが、URL を固定しておくことで隣の席にいるのと同じよう

な「ちょっといい？」コミュニケーションが可能になった。 

９４ 
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No. ＩＴ活用／ツールのタイプ ツールの例 

１ ・求人広告向け自動組版システム 
「DOT3」（ニューキャスト） 

 （17.人材ニュース） 

２ 

・業務システム（基幹システム） 

・人材サービスの業務フロー 

のシステム化 

「HRビジネスクラウド」（ポーターズ） 
（13.R4CAREER、18.クリエアナブキ、19.九州スタッフ） 

「スタッフナビゲーター」（ユニテックシステム） 

（19.九州スタッフ） 

「キャリアプラス」（ブレインラボ） 

（12.アルムヒューマン） 

その他（市販製品のカスタマイズ、自社開発等） 

（3.PHP、4.人材紹介業 A社、11.大成 ERC、14.サンスタッフ） 

３ 

・顧客情報・営業情報のリアルタイムで

の共有 

・顧客管理（CRM）システム導入 

・営業支援（SFA）システム導入 

・派遣スタッフの登録情報管理、稼働状

況の把握 

「Sales Cloud」（セールスフォース・ドットコム） 
（8.コトラ） 

「HRビジネスクラウド」（ポーターズ） 
（13.R4CAREER、18.クリエアナブキ、19.九州スタッフ） 

「スタッフナビゲーター」（ユニテックシステム） 

（19.九州スタッフ） 

その他（市販製品のカスタマイズ、自社開発等） 

（3.PHP、4.人材紹介業 A社、11.大成 ERC、14.サンスタッフ） 

４ 

・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・デジタルセールスツ

ール 

「マルケト」（アドビ） 
（15.i-plug） 

 

５ 
・クラウド型求人データベースサービ

ス 

「Crowd Agent」（grooves） 

（2.Wings、5.セラヴィ） 

６ 
・データ分析ツール 

・AIマッチングレコメンドシステム 

「KIシリーズ」（キーエンス） 

（10.アルバイトタイムス） 

「Matching Pro」（ポーターズ） 

（9.フェローシップ、13.R4CAREER※） 

 ※メインの導入・活用事例ではなく、「その他の ITツールの活用について」等で触れています。 

  

事例目次３：IT 活用／ツールのタイプ 
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No. ＩＴ活用／ツールのタイプ ツールの例 

７ 
・電子契約サービス 

・契約業務の電子化 

・紙への署名･押印の代替 

「クラウドサイン」（弁護士ドットコム） 
（1.リージョンズ） 

８ 

・RPAツール（業務自動化ロボット） 

・求人広告や求人サイトの定型的な作

業の効率化 

・応募者対応の自動化 

・契約書発行業務の自動化 

「SF-ロボット社員サービス」（スタンダードファクトリー） 

 （6.日本メディカルキャリア、12.アルムヒューマン ※） 

９ ・HRオートメーションシステム 
「サイレコ」（アクティブ&カンパニー） 
（7.アクティブ&カンパニー） 

１０ 
・Web会議システム 

・社内外のオンライン会議 

・オンライン商談、非対面での営業 

「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications） 

（11.大成 ERC、3.PHP、8. コトラ ※） 

１1 

・コミュニケーションツール 

（グループウェア、チャット等） 

・社員間のコミュニケーションの活性

化・円滑化 

・テレワーク下での情報格差是正 

・HPからの問い合わせ対応 

「Teams」（日本マイクロソフト） 

（16.学情） 

「Google Meet」（Google） 
（20.インターワークス） 

情報共有アプリ（「kintone」（サイボウズ）で作成） 

（10.アルバイトタイムス） 

その他のチャットツール 

 （13.R4CAREER※） 

※メインの導入・活用事例ではなく、「その他の ITツールの活用について」等で触れています。 
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No. 事業者名 
本社 

所在地 

業種 
規模 ページ 

紹介 派遣 広告 

１ リージョンズ株式会社 北海道 ○  ○ 30人以下 １８ 

２ 株式会社 Wings 埼玉県 ○   30人以下 ２２ 

３ 株式会社 PHP 東京都 ○ ○  30人以下 ２６ 

４ 人材紹介業 A 社 東京都 ○   301人以上 ３０ 

５ セラヴィ株式会社 東京都 ○ ○  30人以下 ３４ 

６ 株式会社 日本メディカルキャリア 東京都 ○   31～50人 ３８ 

７ 株式会社アクティブ アンド カンパニー 東京都 ○ ○  31～50人 ４２ 

８ 株式会社コトラ 東京都 ○   31～50人 ４６ 

９ 株式会社フェローシップ 東京都 ○ ○  51～100 人 ５０ 

１０ 株式会社アルバイトタイムス 東京都 ○  ○ 101～300人 ５４ 

１１ 株式会社大成 ERC 神奈川県 ○ ○ ○ 30人以下 ５８ 

１２ アルムヒューマン株式会社 静岡県 ○ ○  30人以下 ６２ 

１３ 株式会社 R4CAREER 愛知県 ○   30人以下 ６６ 

１４ 株式会社サンスタッフ 愛知県 ○ ○  101～300人 ７０ 

１５ 株式会社 i-plug 大阪府 ○   101～300人 ７４ 

１６ 株式会社学情 東京都 ○ ○ ○ 101～300人 ７８ 

１７ 人材ニュース株式会社 奈良県 ○ ○ ○ 30人以下 ８２ 

１８ 株式会社クリエアナブキ 香川県 ○ ○  101～300人 ８６ 

１９ 九州スタッフ株式会社 福岡県 ○ ○  31～50人 ９０ 

２０ インターワークス株式会社 東京都 ○  ○ 101～300人 ９４ 

 

 

  

事例目次４：本社所在地･業種･規模 
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Ⅰ IT活用に向けた取り組みが求められる背景 
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Ⅰ IT活用に向けた取り組みが求められる背景 
こ こ で は I T 活 用 に向 け た取 り 組 み が求 め ら れ る背 景 に つ い て ､ デ ー タ 等 も示 し な が ら 簡 単 に見 て い き ま す 。  

 
■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。 

・ 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 (令和 2年 10月 1日更新） 

※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」（令和 2年 10月）より抜粋 （赤い枠は MURCにて追記） 

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin/shishinbunya_gaiyo.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/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf） （令和 2年 10月 1日更新） 

○テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されています(令和 2年 5月 1日)。 

※業務のデジタル化（テレワーク等）を促進するために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする 

投資計画に記載された設備が、特定経営力向上設備の対象に加えられました。 

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html）（令和 2年 5月 1 日更新） 

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。 

   

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
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■企業の経営課題に、IT の利活用が効く可能性があります。 

○厚生労働省の「民間人材ビジネス実態把握調査」によれば、紹介事業、派遣事業とも経営上の

課題として「十分な求職者の確保」を挙げるところが多くなっています。（図 2） 

 次いで、紹介では「人材不足」「営業活動」「十分な求人の確保」が、派遣では「十分な求人の確保」

「専門性の向上」「顧客に対する迅速な対応」を挙げる割合が高くなっています。 

図 2 職業紹介事業・労働者派遣事業における経営上の課題（主なもの） 
               職業紹介事業                     労働者派遣事業  

 
(出所)厚生労働省「民間人材ビジネス実態把握調査」 
 
〇緊急事態宣言期間に発生した問題について、2020 年 7～9 月に簡易 web 調査を行いました。 

 「ユーザー企業の新規開拓やリピーター増加への営業」「会議・打合せの運営のリモート対応」「ユーザ

ー企業への支援」が、紹介、派遣、求人メディアといった業種によらず多く挙げられました。また、紹

介や派遣では、「求職者・派遣スタッフへの支援やコミュニケーション」を挙げる企業も多くなってい

ます。（図 3） 

図 3 緊急事態宣言期間について、通常の業務と比べどのような問題が発生したか 

 
(出所)「本業界における IT 活用の取組状況 ～簡易 Web調査結果」（図 3～7） ※本事例集巻末参照  
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 緊急事態宣言期間に発生した問題のうち特に優先的に解決したいものについて、問題を緩和・解決す

るような ITツール・システムの活用ニーズを尋ねたところ、「すでに活用を始めている」か「活用の

計画・予定がある」とする割合は 3業種全体で 49.4％となっています。（図 4） 

 業種別にみると、「活用の計画・予定はないが、ぜひ活用してみたい」とする割合は、人材派遣業で

33.3％とやや高くなっています。 

図 4 緊急事態宣言期間に発生した問題を緩和・解決するような IT ツール・システムの活用ニーズ 

 
 
 昨年と今年について ITの導入状況を比べると、どの業務領域についても、今年のほうが「導入済

み」または「新たに導入」とする企業が多くなっています。（図 5） 

 本事業で行ったヒアリング調査では、“アフター／ウィズコロナ“に向けて、IT 導入・活用を図ろう

という企業も多く見られました。 

図 5 IT の導入状況（業務領域別） 
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■「コストが高い」「効果が分からない」ことが障害と考える企業があります。 

 ITツール・システムの導入・活用に際しての阻害要因としては、紹介、派遣、求人メディアの業種

によらず「IT導入にかかるコストが高い」が最も多く、「IT導入の効果が分からない」「業務にどの

ような ITを利用できるか分からない」が次いでいます。 

また、求人メディアでは「個人情報漏洩のおそれがある」も比較的多く挙げられました。（図 6） 

 説明会等へのニーズとしては、「他社の成功事例が聞きたい」「どんなツールやシステムがあるのか

知りたい」が多くなっています。（図 7） 

図 6  IT ツール・システムの導入・活用に際し、障害に感じるもの 

 

図 7  IT導入に関する説明会へのニーズ（関心ある内容） 
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○IT 活用方法としては、下表のようなものがあります。（図 8） 

○IT 利活用における成功のポイントは、経営者自らが IT 化の必要性について理解を深め、 

経営改革と IT 化の同時進行を図り、IT コーディネータ等の外部人材を活用することにある

と考えられています。（図 9） 
 

図 8 IT活用方法と具体例 

IT 活用方法 具体例 
IT 

導入効果 ※ 

定

量 

■各種データの収集 売上データ、出荷・在庫データ、原価データ、利益データ等 ◎ 

■各種データの加工 
商品別・顧客別・月別・担当者別 販売データレポートやグラフ等 

ルーチン的業務 
◎ 

定

性 

■各種データの分析 各種データに対する分析や判断、非ルーチン的業務 ○ 

■セキュリティ 

・コンプライアンス対応 
情報セキュリティ対策や各種コンプライアンス対応 ○ 

■情報共有化 
社内ポータル、掲示板、ファイル共有、電子メール、ワークフロ

ー、e ラーニング等 
○ 

■定性情報の収集 顧客ニーズの把握、従業員の意見集約、新規顧客開拓等 △ 

■意思決定 経営目標の設定、価格決定、新規事業進出判断などの経営判断 × 

※ ◎：IT導入の効果大・積極的に IT活用を検討すべき、○：IT導入効果あるものの ITのみでは効果限定的、△：ITの使い方・効果を要検討、

×：IT を意思決定の補助とすることは必要であるが最終的には人間が判断すべき 

(出所)春日丈実（2011）「経営課題と ITサービス活用方法」,ITmediaエンタープライズ 

   https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1107/01/news010.html 

図 9 IT利活用における成功のポイント 

 経営者が必要性を理解し、自ら積極的に関与すること 

 経営課題を解決する手段としての“IT 利活用”を図ること 

 IT 化における推進担当者の育成と従業員の意識改革 

 先端技術と経験・技・匠の組み合わせによる実現 

 外部専門家（IT コーディネーター等）の活用 
(出所)中小企業庁（2004）「中小企業 IT化推進計画Ⅱ ～『業務改善のための IT化』から『経営革新のための 

IT利活用』へ～」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

以上みてきたように、本業界においても、IT 化等により中小企業の生産性向上を図るこ

とは業界にとっての課題であり、また、IT化に取り組むことには、中小企業の経営課題への

対応や経営力向上に効果があると期待できます。 

一方、本業界の中小企業からは、同業他社がどのように IT 化に取り組んだか、どのよう

な効果があったかを知りたいという声があります。 

こうしたことから、Ⅱ章では、中小事業者でも取り入れやすい ITツールの導入事例を中

心に、本業界における中小事業者等の取り組みを紹介します。  
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Ⅱ 中小人材サービス事業者による IT導入・活用事例 
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Ⅱ 中小人材サービス事業者による IT導入・活用事例 
 

ここでは調査にご協力いただいた人材サービス事業者において、中・小規模の企業でも導入しやす
い IT ツール等を活用しながら経営課題に取り組んでいる事例を紹介します。 
 

１． IT導入・活用事例の概要 

  

  

 

 

 

  

人材派遣業 

フロント業務の IT化 
請求・支払いなどバックヤード業務についてはシ

ステムを入れ IT 化しているのに比べ、派遣のフロ

ント業務の IT化が遅れていた企業が、システム導

入を図る例が見られました。フロント業務の IT 化

には、単に業務効率を上げるというだけではなく、

売上げを上げる部分について生産性を向上させる

という意識があります。 

 また、IT 化は、派遣登録時の入力項目減で求

職者の手間を減らすなど、サービス向上にもつなが

っています。 

＜事例で取り上りあげている IT ツールの例＞ 
・（人材ビジネス向け）業務システム 
・Web会議システム、チャットツール 等 

新人育成のための IT ツール活用 
新人や未経験者が IT ツールで一元管理され

たデータや AI による提案を活用することで、最初

から一定程度の業務の質を担保することができ、

一人前になる期間も短縮できている例がみられま

す。 

組織拡大に伴うデータの一元化 
少人数のときはエクセル等で足りていましたが、

組織拡大に伴い、ITツールを導入しデータを一元

管理する例がみられます。コンサルタントがメール

送信していた求職者への連絡の自動化による大

幅な時間削減や、数年前の登録者を IT ツール

が探し出し、選考につながった例もみられます。 

少人数での事業実施 
逆にクラウドの求人データベースサービスなどの

IT ツールを活用することで少人数での紹介事業

を可能にしている例も見られます 

人材紹介業 

基幹システム（業務システム）の見直し 
 紹介予定派遣など派遣業と紹介業のワンストッ

プサービス実現のためや、紹介業の強化などのた

め、業務システム（基幹システム）を見直し、サー

ビス向上や効率化を図る企業がみられました。 

Web会議システム、チャットツールの活用 
対面が制約を受けるなか、活用が進んでいます。 

＜事例で取り上りあげている IT ツールの例＞ 
・（人材ビジネス向け）業務システム 
・顧客管理（CRM）・営業支援（SFA）システム 
・クラウド型求人データベースサービス 
・AI マッチングレコメンドシステム 等 
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２．IT導入・活用事例（詳細） 
※事業者名や従業員規模等は取材時点のもの。 

※ITツール等の料金は導入時点のもの。（現在は異なる場合があるので最新の情報はベンダーにお問い合わせください。）   

広告の自動組版システムの導入 
自動組版システムをベンダーとともに開発し、担

当者によってレイアウトもフォントもばらばらだった広

告の標準化を行い、共通部分の入力の繰り返し

作業を自動化。企業の魅力を伝える自由記述

欄に担当者が注力できるようにした例が見られま

した。 

求人広告業 

共通 

＜事例で取り上りあげている IT ツールの例＞ 
・クラウド型電子契約サービス 
・Web会議システム、チャットツール  
・MA ツール 等 
 
 

AI による営業力強化 
蓄積したデータを用い、ターゲット先企業に対する

有効な営業・提案を AI を使って抽出する取り組み

を行う企業も見られました。 

営業・制作のリモート化 
加えて、リモートアプリ・VPN を導入することで、

顧客先や在宅でも広告原稿を共有して作成でき

るようにしています。 

＜事例で取り上りあげている IT ツールの例＞ 
・自動組版システム 
・クラウド型情報共有アプリ 
・データ分析 AI ツール 等 

情報共有アプリでの営業ツール一元化 
クラウド型の情報共有アプリを使って営業ツールをま

とめ、在宅が増えたことで懸念された、個人や部署

間の情報格差の解消に取り組む企業もありました。 

Web会議システム等の利用 
コロナ禍で訪問や面談が制限され、テレワークが

広がるなか、お客様や社員とコミュニケーションを図る

ため、Web 会議システムやチャットツールを新たに導

入したり、活用度合いを高める企業が多くみられまし

た。そのことは、あえてオンラインでなく対面で行うべき

ことを考えなおす機会ともなっているようです。 

また、Web 会議システムの使い方を工夫するこ

とで、出社していればできていた、社員同士の 

“ちょっとした相談”をしやすくする環境をつくっている

企業も見られました。 

電話営業の効率化 
MA ツールを導入し、会社リストの上から順に電

話をかける旧来の営業スタイルを見直した企業もあ

りました。 

クラウド型電子契約サービスの導入 
お客様も原則在宅となり、求人申込書に署名･

捺印がいただけなくなり、クラウド型電子契約サービ

スを導入したという企業がありました。申し込みにかか

る時間の大幅短縮といった効果も出ているようです。 
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出社し押印せずとも求人申し込みが可能に リージョンズ株式会社 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 求人申込書に判子が貰えず人材紹介が始められない
•人材紹介をするには、個人情報の取扱などの確認事項について確認・同
意の上、求人申込書に署名･捺印いただくことが必要。従来は企業を訪問
していたが、コロナ禍でお客様の側でも出社しての押印が困難に。

•判子が貰えないと、人材紹介が始められない困った状況にあった。

取り組んだこと

• クラウド型電子契約サービスを導入
•従来の紙の申込書や契約書の書式のまま、手続きを電子化。

•経営管理部の社員3名が中心となって導入を推進。関連会社が入れてい
たサービスの使い勝手を聞き、類似サービスとも比較の上、「皆に使っ
てもらえそうか」を第一に考えて選定。社内でオンライン説明会を行い、
録画も公開。

取り組み後の効果

•（主な効果）出社・訪問できずとも求人申し込みが可能

•（その他の効果）申し込みにかかる時間も大幅短縮

•企業に訪問できずとも、電子契約システムを使うことで、ウェブ上で

求人申し込みが完結。人材紹介を始めることが可能になった。

•市内でも往復40分、遠方だと半日がかりで企業を訪問していたものが

不用となり、申し込みにかかる時間が大幅に短縮。

•今後は「使わず嫌い」の中高年社員にも、使って便利さを実感しても

らうことが課題。

 コロナ禍で求人申込書に署名･捺印いただけない中でクラウド型電子契約サービスを導入。 

 ウェブ上で申し込みが完結。出社・訪問できずとも求人申し込み（人材紹介）が可能に。 

 訪問や郵送に比べ、申し込みにかかる時間が大幅短縮。営業や総務の在宅勤務の推進にも。 

テレワーク対応 

・業務継続 
商品・サービス力向上 

１ 
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導入した IT ツール ： クラウド型電子契約サービス 

（「クラウドサイン」弁護士ドットコム株式会社） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

・クラウド型の電子契約サービスの導入により、企業を訪問して署名・捺印い

ただかずとも、ウェブ上で求人の申し込みや契約が可能に 

・従来から使っている申込書等の書式をアップロードしてそのまま使える 

・無料お試しプランやデモを利用し、使い勝手を確認してから導入できる 

コスト（費用） 
 

 

・「Standard」プランで、ユーザー数、送信件数は無制限で、年間月額固定

費１万円（税別）、送信１件あたり 200 円。ひと月あたりの電子契約件数

が 10 件であれば、（１万円×12 か月）＋（200 円×10 件×12 か月）

＝年間 14 万 4 千円くらい 

・署名･捺印のためだけに訪問するわけではないが、仮に計算すると、市内往

復 40 分でも時給 3600 円×2/3 時間×10 件×12 か月＝28 万 8 千円

で、十分に費用を上回っている。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 私たち経営管理部の 3 名です。類似サービスの価格や使い勝手を比較し、導入の必要性を社長

に説明して了解を得ました。 

－IT ツールの利用に専門家は必要ですか？  

 Word や Excel が使えれば十分です。求人申込書をアップロードし、お客様に記入いただきた

い部分にボックスを設定するだけです。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 そもそも導入しなければ、署名・捺印した求人申込書を受け取れず、人材紹介ができない状況

でした。制限が解除され訪問が可能になっても、費用以上の効果があります。特定記録付き郵

便で、切手付き返信用封筒とともに書類を送ることを考えれば、送信 1 件あたり 200 円は十

分ペイします。あとは月額固定費をどう考えるかですが、月 10 万円ならともかく月 1 万円な

ので、在宅勤務で通勤交通費が節約できていることもあり、特に問題なく出せる費用です。 

 

リージョンズ株式会社（http://www.regions.co.jp） 

〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 4 丁目 1-2 J&S りそなビル 3 階 

主な事業：地域密着型転職・キャリア支援サービス、転職支援サイト「リージョナルキャリア」

の運営、「暮らしたいところで思い切り働く」リージョナルスタイルの提唱 

設立  ：2008 年 5 月 

資本金 ：1,100 万円  

従業員数：29 名（うち人材紹介業務 2６名）（2021 年 1 月 1 日現在） 

 

紹介・広告 30人以下 北海道 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○出社して署名・捺印せずとも、求人申し込みを受け付け人材紹介ができるように。 

 新型コロナウイルス感染の拡大を受けて、北海道では 2020 年の 2 月下旬から 3 月半ばにか

けて緊急事態宣言、4 月半ばから 5 月いっぱいまで緊急事態措置が実施されました。期間中

は、採用支援のご相談をいただく企業様に対しても訪問することが難しい状態でした。訪問が

できなくなって困ったのが、求人申込書への署名・捺印でした。人材紹介をするには、それに

先立ち個人情報の取り扱いなどの確認事項について確認・同意の上、求人申込書に署名・捺印

いただく必要があります。従来は、当社の担当者が企業様を訪問していました。遠隔地のお客

様には、署名・捺印した書類を pdf 化してメールで送ってもらい、原本を郵送いただくことも

ありました。訪問できない中では郵送しかないかと思いましたが、お客様の側も、出社してハ

ンコを押すことが難しい状態でした。 

 何とかできないかと考える中で、電子契約サービスを知りました。本格的に検討しようと３社

に見積を取り、使い勝手を比較するなどして、弁護士ドットコム株式会社のクラウド型電子契

約サービス「クラウドサイン」を選びました。導入は 6 月です。従来の当社の書式のまま、手

続きだけオンラインで完結できるようになり、訪問せずとも人材紹介できるようになりました。 

 

 
（出所）弁護士ドットコム提供資料（引き出し線部分について MURC にて加筆） 

  

擬似的な印影を押すことも可能 既存の書式が使える 
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○選定の決め手は、「皆に使ってもらえそうか」でした。お試し期間やデモを使って試しました 

 関係会社が「クラウドサイン」を入れていたので使い勝手を聞いたほか、類似サービスを比較

サイト等で調べ、見積を取ったり、使い勝手を比較しました。もっと安いサービスもありまし

たが、決め手は、比較的簡単で使い勝手がよく、「皆が使ってくれそう」ということでした。 

 使い勝手を試せるので、デモ画面や無料お試し期間があるのは助かります。お試し期間中に、

経営管理部のメンバー３名で仮の求人契約書を送り合ってみたりもしました。電子署名の信憑

性については、念のため顧問契約している弁護士にも相談しました。 

○求人申し込みにかかる時間を大幅に短縮できています。 

 緊急事態措置が解除されて企業訪問や出社が可能になっても、電子契約サービスを利用するこ

とで、求人申し込みにかかる時間を大幅に短縮することができています。以前は、往復に市内

で平均 40 分、道内の少し離れた場所では半日から一日がかりで企業を訪問していました。そ

れがオンラインで完結するようになり、お申し込みいただいてすぐに人材紹介を始められるよ

うになりました。求人申し込みにかかる時間を大幅に短縮することができています。 

 短縮できた時間を人件費換算すると、仮に時給 3600 円として、往復 40 分、月あたり 10 件

として 12 か月を乗じると 28 万 8 千円になります。実際は署名・捺印のためだけに訪問する

わけではありませんが、導入費用を上まわる効果があるとはいえそうです。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 電子契約サービスで企業に署名いただいた求人申込書や人材紹介基本契約書は、pdf 化して基

幹システムにアップロードしています。基幹システムは自社開発のもので、クラウドサインと

は連携させていません。 

 候補者（転職希望者）との間では、印鑑をもらう書類のやりとりはありません。企業を紹介す

る前に行う「注意事項確認書」の確認・承諾は、フォームズ株式会社の「フォームズ（formzu）」

というクラウド型フォーム作成サービスを使っています。スマートフォンや PC で書面を確認

いただき、「確認」「承諾」というボタンを押すと、メールで連絡が来るようになっています。 

 コロナ禍で最も活用頻度が高まったのはオンライン会議ツールです。これまでは対面で行って

いた企業への営業活動や採用支援の打合せ、最終面談を除く企業と候補者との面談の多くが、

Zoom や Teams でのオンライン面談に置き換わっています。どのツールを使うかはお客様の

希望によりますが、現状では Zoom が多いように思います。 

 IT ツールを活用した新たな取り組みとしては、Zoom を利用したウェビナーが挙げられます。

対面セミナーとは勝手の違うところもあるため、毎回試行錯誤しています。今後もオンライン

ツールを活用し、どうしたら企業と候補者に高品質のサービスができるか検討していきます。 
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求人データベースサービスの活用 株式会社 Wings 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 人材紹介業の立ち上げ期に、より多くの求人を提案した
かった

•脱サラし人材紹介で起業するにあたって情報収集する中で、クラウド型
求人データベースサービスのことを知った。

•少ない人数で、候補者のサポートを手厚くする一方で、求人開拓に力を
入れることには限界があると感じていた。

取り組んだこと

• クラウド型求人データベースサービスを導入
•「全国4,000件以上の求人」が利用できるとするクラウド型求人データ
ベースサービスと契約。

•新規開業者向けの研修や人材紹介業経験者によるサポートが受けられる
プランを選択。

取り組み後の効果

• （主な効果）より多くの求人ラインナップを候補者に提案

できている

• （その他の効果）事業立ち上げの支援を受けられた

•（主な効果）小規模な当社が自前で求人開拓をするよりも遙かに多い求

人ラインナップを候補者に提案できている。また、エージェントが候補者

のサポートに注力することができる。

•（その他の効果）事業立ち上げの支援を受けることができた。

 人材紹介業を始めるにあたって知ったクラウド型求人データベースサービスを導入。 

 少人数で自前で求人開拓をするよりも遙かに多い求人ラインナップを候補者（求職者）に提案

でき、また、エージェントが候補者のサポートに注力できるようになった。 

営業力向上 

２ 
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導入した IT ツール ： クラウド型求人データベースサービス 

（「Crowd Agent」 株式会社 grooves） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

 

・クラウド型の求人データベースサービス。人材紹介事業支援サービスとし

て、「全国 4,000 件以上の求人」「人材紹介経験者によるサポート」「候補

者の面談から入社までを一括管理する業務管理システムと進捗サポート」

を謳っている。 

・費用はプランによるが、月額料金＋成功報酬手数料で利用できる。上位プラ

ンでは、人材紹介のノウハウ研修や専任コンサルタントによるサポートが

付く。 

コスト（費用） 
 

 

・費用はプランによって異なるが、12 カ月契約で月額＋成約時の成果報酬手

数料の料金体系。 

・当社は、人材紹介のノウハウ研修や専任コンサルタントによるサポートが付

く上位プランで契約。 

 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 創業者である代表取締役です。長く商社の海外営業をしてきました

が、脱サラして人材紹介業を始めるにあたって情報収集する中でクラ

ウド型求人データサービスのことを知り、導入を決めました。 

－IT ツールの利用に専門家は必要ですか？  

 求人データベースも、候補者の進捗管理ツールも、利用にあたって IT

の知識やスキルは不要です。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 研修付きの手厚いプランで契約しました。人材紹介業を始めるにあたって、新規開業者向けの

研修や、人材紹介経験者によるサポートを受けることができましたし、小規模な当社が自前で

求人開拓をするよりも遙かに多い求人ラインナップを候補者に提案することができています。 

 
  

株式会社 Wings（https://www.wingsfst.com/） 

〒359-1131  埼玉県所沢市久米 1987-2  

主な事業：有料職業紹介 

設立  ：2018 年 12 月 

資本金 ：800 万円  

従業員数：3 名（うち人材紹介業務 3 名）（2020 年 12 月 31 日現在） 

紹介 30人以下 埼玉県 

代表取締役 土肥正和氏 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○多数の求人ラインナップを候補者に提案することができています。 

 当社は 2018 年に、商社で海外営業をしてきた代表取締役の土肥が起業して始めた人材紹介

会社です。人材紹介業を始めようと情報収集をしたり、各種セミナーに出るなかで、株式会社

grooves と出会い、クラウド型求人データサービスである「Crowd Agent」を知りました。

当初、求人開拓もすべて自前でやろうと思っていましたが、少ない人数で、候補者のサポート

と、求人開拓の両方に力を入れることには限界があります。求人開拓と候補者支援のどちらに

力を入れるべきかを考え、求人開拓については求人データベースサービスを利用することにし

ました。在宅でできるのも魅力で人材紹介業を始めたので、クラウドサービスを選んだのは自

然なことでした。 

 「Crowd Agent」は、「全国 4,000 件以上の求人」「バラエティに富んだ質の高い求人」を

謳っていますが、そうした求人データベースサービスを利用することで、小規模な当社が自

前で求人開拓をするよりも遙かに多い求人ラインナップを候補者に提案することができてい

ます。導入 1 年目を振り返ってみると、提案した求人の 8 割が求人データベースサービス経

由のものでした。候補者にとってはより沢山の求人を提案してもらえたほうがよいので、求

人ラインナップの充実は、当社に対する満足度の向上、ひいては成約率のアップにつながっ

ていると思います。 

 
クラウド型求人データベースの画面イメージ 

 

（資料）株式会社 grooves 資料 
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○進捗管理や人事とのやりとりもシステムの中でできます。 

 「Crowd Agent」には、求人データベースの機能だけでなく、候補者の面談から入社までを

一括管理する業務管理システムの機能も付いています。面談の調整や、内定フェーズの交渉な

ど、人事との連絡のやりとりや紹介手数料の支払いもシステムの中で行うことができ、効率的

と感じています。また、システムを使うことで、進捗を「見える化」することができ、誰がど

こまで進んでいるかなどの進捗を把握したり、TODO を管理することができます。 

○立ち上げ期の支援を受けられるのも魅力でした。 

 新規開業者向けの研修やサ

ポ ー ト が あ る こ と も 、

「Crowd Agent」を選んだ

理由のひとつでした。人材紹

介立ち上げのノウハウなど

を研修で学べることや、たと

えば求人企業と候補者の間

で行き違いが生じた場合な

ど間に入ってくれるなど、サ

ポート体制が充実している

ように思えたことも、このサ

ービスを選んだ理由のひと

つです。          （資料）株式会社 grooves 資料 

 

その他の IT ツールの活用について 

 Zoom をはじめとするオンライン会議ツールを使っています。コロナ禍以前より利用していま

したが、皆が使わざるをえなくなったことで、企業や候補者に IT リテラシーが付き、面談がし

やすくなっていると感じます。面談のうち、約半分がオンライン、残りは電話とウェブとなっ

ています。 

 どのオンライン会議ツールを使うかは、相手の希望に合わせています。相手が馴れていない場

合は気を遣います。企業と候補者の面談のときに上手く繋がらないと、企業の人事がイライラ

して面談を打ち切ってしまわないとも限りません。事前に接続テストをするなど対策を講じる

ようにしています。 

 相談ベースでは LINE を使うこともあります。 
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業務効率化で営業の活動量が 2 倍に 株式会社 PHP 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 複数人で営業リストを効率的に編集したい

• 広告代理店との会議等を非対面で行えるようにしたい
•表計算ソフトでの営業リストの管理では、複数人で編集が必要になった
場合に使いにくく、限界を感じていた。

•コロナ禍の下での非対面会議の対応としてWeb会議システムが必要だった。

取り組んだこと

• 業務システムをビジネスアプリ作成クラウドサービスで
作成

• Web会議システムを導入
•（業務システム）派遣・紹介先の管理、登録者管理、案件管理、営業活
動管理等を複数名でリアルタイムに行える業務システムを作成。

•（Web会議システム）社内外の会議に無料アカウントを活用。

取り組み後の効果

• （業務システム）作業時間が削減した分、営業の電話を
同じ時間に倍かけられるように

• （Web会議システム）移動時間を削減、経費精算も不要に
•（業務システム）派遣・紹介先や登録者の情報がデータベース化され、

複数人でのデータ編集が容易になり、作業効率が向上。作業時間を削減で

きた分、営業の電話を同じ時間に倍かけられるようになりました。

•（Web会議システム）社外との会議をWeb会議で行うことで移動が不要に。

1会議あたり3時間（会議1時間、移動往復2時間）ほど要していたのが、会

議の1時間のみに。移動時間に加えて交通費も無くなり、経費精算も不要に。

 表計算ソフトでの営業リストの管理に限界を感じ、業務システムでの管理に切り替え。 

 ビジネスアプリ作成クラウドサービスで業務システムを作成。作業効率が向上。 

 別途、コロナ禍の下での非対面の社内外会議を実施するため、Web 会議システムも導入。 

営業力向上 テレワーク対応 

３ 
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導入した IT ツール 

・業務システム（「kintone」（サイボウズ株式会社）を用いて作成） 

・Web 会議システム（「Zoom ミーティング」Zoom Video Communications, Inc.） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

【kintone】自社の業務に合わせて様々なビジネスアプリやシステムをノンプ

ログラミングで作成できるクラウドサービス。作成した業務システムは、デー

タベース機能があり、営業情報や登録データ等を複数名でリアルタイムで編

集・共有できる。 

【Zoom ミーティング】Web 会議システム。会議時間の制限等はあるが、無

料アカウントもある。 

コスト（費用） 
 
 

【kintone】月額 1,500 円/1 アカウント。最低 5 アカウントのため、月額

7,500 円。初期導入費用は不要。クラウド型のためハードウェア等の購入も

不要。 

【Zoom ミーティング】無料アカウントを活用。 
 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 過去に Web サイトの開発経験もある営業担当者が中心となって導入を進めたため、業務シス

テムの導入や開発はスムーズに行うことができました。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 費用対効果は高いです。営業の電話を同じ時間に倍かけられるなど、業務が効率化した分、営

業の活動量を増やすことができています。  

 

 

  

株式会社 PHP（https://php-co.jp/） 

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 3-1-2FORECAST 新常盤橋ビル 3F 

主な事業：介護福祉業界に特化した人材紹介・人材派遣、介護福祉用具のレンタル・販売 

設立  ：2015 年 4 月 

資本金 ：500 万円  

従業員数：23 名（うち人材サービス事業部門 2 名）（2020 年 12 月末時点） 

紹介・派遣 30人以下 東京都 

https://php-co.jp/
https://php-co.jp/
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（業務システム） 

○複数人での営業リスト等の編集作業が効率化、求人のマッチングも可能に。 

 導入前は営業リストの管理を表計算ソフトで行っていましたが、複数人で編集が必要となった場合

に使いにくい面があり、代わりになるものを探していました。複数の営業管理ツールを比較検討す

る中、「kintone」については月額 7,500 円で利用できる点に一番の魅力を感じました。無料のお

試し期間が 1 ヵ月あったため、事前に試すことができたのも良かったと思います。実際に使い始め

てから不明点があった際は解決方法を照会することもでき、そのようなサポート体制がある点にも

満足しています。 

 「kintone」はビジネスアプリを作成できるクラウドサービスで、アプリのひな形が準備されてお

り、それらをカスタマイズすることで、プログラムを組むことなく自社にあったアプリやシステム

を作成することができます。当社は、それを使って業務システムを作成しました。 

 作成した業務システムには、派遣・紹介先管理、登録者管理、案件管理、営業活動管理を行う機能

があります。クラウド型サービスであるため、パソコンに限らず、スマホでも利用できます。外出

先での操作も可能になりました。 

 各機能を使って登録した情報はデータベース化され一元管理されます。このため、企業から派遣や

紹介のオーダーがあった場合は、その求人条件を登録者情報と突き合わせることでマッチングもで

きるようにしています。 

 この業務システム導入により作業効率が向上し、営業の活動量が 2 倍になりました。例えば、以前

は 1 件電話してデータ入力をしていたところが、そのデータ入力が効率化されたことで、同じ時間

に２件電話できるようになりました。 

導入した IT ツールの活用状況と効果（Web 会議システム） 

○Web 会議により移動時間を削減、交通費も不要となり経費精算の事務作業も削減。 

 新型コロナウイルス感染拡大によるオンライン会議に対応するため導入しました。Zoom 以外

にも複数の Web 会議システムを使い分けています。広告代理店などの社外との会議以外にも、

在宅勤務の従業員などの社内での会議にも活用しています。 

 これまでは社外との会議の場合は、1 会議あたり打合せ 1 時間、移動 2 時間（往復）で計 3

時間ほどを要していました。Web 会議では打合せのみの 1 時間に短縮できるため、2 時間の

効率化ができていると思います。時間削減できた分、より営業活動に注力できています。 

 Web 会議の場合は交通費も不要となるため、それにかかる経費精算の事務作業が減る効果も

あると思います。 
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○相手との信頼関係や職場環境に合わせた Web 会議の使い分けも重要かと思います。 

 すでに信頼関係が構築できている相手とのやり取りについては、Web 会議システムによる会議で

も問題は無く、移動時間削減等のメリットが大きいと感じています。 

 ただし、ファーストコンタクトに限らず 2 回目や 3 回目でもよいのですが、一度は実際にお会い

し、人となりを感じていただく対面の場があることが、信頼関係を築いていただくうえで重要では

ないかと思います。信頼関係を構築するまでは特に、信頼関係を構築できてからも適宜訪問をしつ

つ、定例的な打合せ等はある程度 Web 会議で効率化していくといった方法が良いと考えています。 

 また、Web 会議を行う際は、先方の職場環境に配慮する必要があると思います。当社は介護福祉業

界に特化しているため、介護施設や有料老人ホームで働く方との会議が中心になります。施設の個

室にパソコンを設けていない場合、周りに人がいる中では、内容によっては Web 会議が適さない

こともあります。先方の職場環境に合わせて、会議の方式を変える必要もあるかと思います。 

○将来的には派遣スタッフとの面談にも Web 会議システムを利用拡大していきたいです。 

 現在、派遣スタッフとの面談には Web 会議システムを使っていませんが、環境が整えば使っ

ていきたいと思っています。電話、メール、職場に訪問して対面等、状況に応じて派遣スタッ

フとのやり取りを行っていますが、職場に訪問する場合は移動時間等で非効率な面もあるため、

Web 会議システムでのやり取りも今後は増やしていきたいです。 

 ただし、スマホやパソコン等の操作が苦手な方もおられるため、少しずつでも導入していき、

お互いにメリットを感じられればと思っています。 

 

その他の IT ツールの活用について 

○テレワークへの対応のため、勤怠管理システムを導入しました。 

 テレワークへの対応として、在宅でも勤怠管理ができるようにクラウド型の勤怠管理システム

として「KING OF TIME」（株式会社ヒューマンテクノロジーズ）を導入しました。 

 導入前に行っていたタイムカードでの打刻が不要となり、外出先でのスマホやパソコンによる

打刻が可能となったため、直行直帰の際に勤怠管理がしやすくなるメリットもありました。 

○今後は契約書等の各種帳票管理システムの導入を検討しています。 

 今後は人材派遣業に関する契約書等の各種帳票管理システムの導入を検討しています。現在

はエクセルで管理を行っており、法改正への対応に非常に労力がかかっている状況のため、

システムを導入することで効率化を図りたいと考えています。   
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一元管理で業務を効率化           人材紹介業Ａ社 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 転業により、ツールの機能について見直しが必要だった。
•人材派遣事業から人材紹介事業への転業により、人材派遣事業向けの基幹
システムでは対応できない部分が生じていた。

•特に紹介業務特有の登録者や取引先の管理、雇用契約書の作成・保管等は、
AccessやExcelで補完していたが、ツールやファイルが分散することによ
る使いづらさを感じていた。

取り組んだこと

• 人材紹介事業向け業務システムの開発を依頼
•従来の基幹システムをカスタマイズするか、自前でAccess等でシステム
を組むか、市販の業務システムを導入するかについて検討

•自前で開発すると、将来的にメンテナンスが難しくなることを懸念。相
談できる先を作る目的もあって、外部の開発ベンダーに依頼することに。

•既存の基幹システムやAcessとの相性、費用面も考慮した

取り組み後の効果

• （主な効果）作業時間の削減

• （その他の効果）社員の教育・習熟コストの低減

•これまでは派遣業向けのソフト、Access、WordやExcelと様々なツー

ルやファイルを使い分ける必要があったが、1つのシステムの中で完結。

同じ内容を何度も入力するなどの無駄を解消し、1件あたりの作業時間を

大きく減らせる見込み。

•膨大になっていたマニュアルの数も、1つのシステムに集約したことで減

少。社員の教育・習熟のコストも低減できる。

 これまでツール・ファイルが分散しており、統合による効率化が必要だと感じていた。 

 1 つのシステム内で業務すべてを完結させるために、既存システムのカスタマイズか独自開

発かを検討した結果、独自の基幹システムを開発ベンダーに発注。新年度に本稼働を目指す。 

経費削減 

４ 
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導入した IT ツール ： 人材紹介事業向け業務システム（スクラッチ開発）  

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・開発会社と開発した Access をベースとする人材紹介事業向け業務システ

ム。人材紹介業に必要な業務（求人受付、求人票管理、求職者登録管理、紹

介手数料請求書作成、事業報告書作成 等 ）を組み込み、効率化している。 

・選定に際しては、従来の基幹システムや Access ファイルとの相性も考慮。 

・加えて、契約書作成代行事業にも対応できるようにした。 

コスト（費用） 
 
 

・初期費用（開発費用）は、420 万円程度。 

既存の基幹システムの改修（カスタマイズ）よりは費用が抑えられる計算。 

・ランニングコストとしては年間 16 万円 

主に保守費用を見込む。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 責任者である人材紹介部の部長が行っています。これまでは必要に応じて Access のファイル

を作成してきましたが、保守管理を考え、開発を依頼した方が良いと判断しました。今後部長

がいなくてもシステムの利用や更改ができるよう、外部の開発会社を巻き込みました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？  

 部長が独学ながら Access を得意としており、要件定義も行っています。ハード面については

システム部門の責任者が相談に乗ってくれています。Access は社員の中でも勉強中ですが、

ツールの利用に関して IT のスキルは必須ではありません。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 費用がリーズナブルで、人材紹介業のプロセスを踏まえた仕様を理解してもらえる開発会社を

探すのに苦労しましたが、よい開発会社と出会えたことで、既存の基幹システムを改修（カス

タマイズ）するより費用を抑えられました。また、法改正のたびにカスタマイズが必要となり

ますが、保守費用の範囲で対応いただける見込みです。 

 本格運用はこれからですが、費用に見合った効果があると考えています。短期的には作業時間

の削減、中長期的にはシステム利用にかかる教育（研修）コストの低減を見込んでいます。 

  

人材紹介業Ａ社 

東京都 

主な事業：人材紹介、給与・経理事務の請負、契約書作成代行、等 

従業員数：約 300 名（うち人材サービス事業部門 10 名以下） 

紹介 301人以上 東京都 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○独自事業にも対応できる人材紹介事業向け業務システムを入れたいと思いました。 

 当社はかつて派遣事業を行っていましたが、転業し、現在は人材紹介業を行っています。派遣

業時代に導入した基幹システムを継続して利用してきましたが、不便を感じていました。基幹

システムにない、人材紹介業特有で必要となる業務に対応した部分は、Excel や Access でフ

ァイルを作成して個別に管理していましたが、そのため、例えば一つの契約の中でも、同じ情

報を複数のファイルに入力する必要があり、非常に手間でした。 

 当社では人材紹介業の他、契約書作成の代行も行っています。通常の人材紹介業向けのシステ

ムにはない機能ですが、一括で管理したいと考えました。 

 汎用の人材紹介業で利用されるシステムにカスタマイズする方法、自社オリジナルのシステム

を開発する方法を検討しました。前者の方法では、見積もり段階でシステム 2 つ分の費用が必

要ということでしたので、オリジナルでのシステム開発（スクラッチ開発）を選択しました。 

 ソフトのカスタマイズやスクラッチ開発に頼らず、責任者自らが新たに Access でツールを作

ってしまうという方法も考えられますが、保守管理を考え開発を依頼すべきと判断しました。

メンテナンスの苦労がなくなり、本業の確認や新たな取り組みに集中できます。特に人材業は

法改正に合わせて対応が必要になります。その前提で設計を行う必要があります。 

 開発先を探すにあたっては、当社が欲しいものを理解してくれているか、費用が抑えられるか

の 2 点を重視しました。1 点目については、見積もりの際に不要な機能などを提案されること

が多かったためでもあります。最終的には、当社の希望を理解し、かつ、開発費用も保守費用

もリーズナブルなシステム開発会社を見つけることができました。 

 スクラッチ開発では、責任者自ら要件定義を行っています。責任者は独学ですが、Access を

使うことができ、これまでも不足している管理機能を補ってきました。今回のシステムは

Access をベースとした開発であるため、これまでソフトで行ってきたデータの管理・加工に

ついての理解も必要でした。また、システム導入のハード面については、当社のシステム部門

の責任者と相談しました。毎日バックアップを取り、サーバーが不調の時は社員の PC 単体で

も作業ができるような体制にしています。 

 当社は大手企業のグループ会社という関係上、親会社の承認を得る必要がありました。その際

には図表化した資料を準備し、丁寧に説明しています。開発プロジェクトの体制、スケジュー

ル作成、システム構成や運用する業務の流れを図表化し、理解と納得を得られました。 
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○システム導入による業務効率化と改修・保守の外部化で、労働時間の短縮を見込んでいます。 

 これまでは複数のファイルに同じ内容を入力するなどの手間が発生していましたが、今後は一

つのソフト上に一度入力するだけでよくなります。これにより、1 年間で 3 人分の仕事の 19％

（920 時間程度）を削減できると見込んでいます。 

 これまでは部長が Access のファイルを改修・保守してきました。外注化により、こうしたメ

ンテナンスの苦労がなくなるため、本業の確認や新たな取り組みに時間を使うことができる点

も大きいと考えています。 

○教育コストも削減できそうです。 

 これまでは派遣業務用ソフトに加え、Access や Excel の管理ツールが複数存在していたため、

それぞれにマニュアルが存在していました。 

 今後は一つのシステム内で業務が完結するため、マニュアルの量を 3 分の１以下に減らすこと

ができます。 

 当社はグループ内の人事異動もあれば公募で未経験者を採用するなど、採用経路が様々です。

マニュアルの量が減ることで教育へかかる費用・時間も減少すると考えられます。 

○法改正には保守の範囲内で対応します。 

 Access ベースで開発し、システムは購入するため、小規模な修正であれば利用に慣れている

責任者自ら対応することも可能です。 

 一方、基本的には保守の範囲で改修を行います。当社はグループ会社のため、人事異動で部長

が今の部署にどのくらい留まっているかはわかりません。Access を使える人がいなければ、

引継ぎやメンテナンスは大変となってしまいます。 

 また、自分でファイルを作ってしまうと、法改正の際に都度自分で対応しなければなりません。

作ったファイルの使い勝手が悪ければ、完成するまで自前で改善し続ける必要があります。そ

うした保守メンテナンスの観点から、開発を依頼し、保守の契約を結ぶ方がよいと考えました。 

 

その他の IT ツールの活用について  

 コロナ禍では、業総務系の部門でテレワークシステム（「シン・テレワークシステム」NTT 東

日本）を導入し、全社で Microsoft の Teams を利用しています。ただし、資料の持ち出しの

厳しさや、応募者の技能確認の立ち会いなど、全面的な在宅ワークは難しいと感じています。

将来的には応募者のスキルチェックの方法も見直すつもりです。 
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求人データベースの活用  セラヴィ株式会社 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 少人数・未経験でも多くの求人案件を扱いたい
•1名体制のため求人開拓にかけられる時間が限られる中、人材紹介業と
してまずは求人案件がないと成り立たないと思い、開始当初から求人デ
ータベース利用の必要性を感じていた。

•事業の立ち上げに際して、業界に関する知識をもった専任コンサルタ
ントのサポートが得られることも魅力だった。

取り組んだこと

• クラウド型求人データベースサービスを導入
•クラウド型のサービスであり、使用に際して機器の購入や事前の知識
は必要なく、導入当初から問題なく活用できた。

•求人データベースの利用だけでなく、事業立ち上げのサポート等も含
めてお願いしたかったため、サポート付きのプランで契約。

取り組み後の効果

• （主な効果）1名で開拓できる以上の求人情報を活用

• （その他の効果）創出した時間を求職者対応へ注力

•1名体制で開拓できる以上の求人情報を活用できており、少人数でも

人材紹介業を行えている。

•求人開拓をツールに任せることで、求職者対応に時間を割くことがで

きている。

•地方案件の求人情報を活かし、UIターン支援に結び付いている。

 1 名体制で人材紹介業を営んでいくにあたり、求人データベースを導入。 

 常時 4,000 件以上の求人情報の取り扱いが可能に。 

 専任コンサルタントによる事業立ち上げ・拡大支援のサポートも利用。 

営業力向上 

５ 
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導入した IT ツール ： クラウド型求人データベースサービス 

（「Crowd Agent」 株式会社 grooves） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・人材紹介会社向けのクラウド型求人データベースサービス。 

・常時 4,000 件以上の求人情報を掲載。 

・掲載される求人は首都圏に限定せずに地方案件も多数掲載。 

・専任コンサルタントによる事業立ち上げ・拡大支援のサポートあり。 

コスト（費用） 
 

・費用はプランによって異なるが、12 ヵ月契約で月額＋成約時の成果報酬手

数料の料金体系。 

・Silver、Gold、Platinum の 3 プランがある中で、当社は専任コンサルタン

トによるサポートが付く Gold プランで契約。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 人材紹介業務を担当する役員がサービスを選定し、導入に際しての事

業計画書等を作成して経営陣に説明しました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 IT に関して特に詳しい者は社内にはいません。ツールを活用するに

あたっては一般的な知識で問題ありません。 

 ツールの活用については、人材紹介先でもあるグループ会社の医療法

人の拠点が離れていたことでもともとWeb会議等も行っていたこと

もあり、そのような IT 等に関する抵抗感は特にありませんでした。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 求人案件を開拓するためにもう 1 名を雇う費用および開拓できる求人数と、ツール導入の費用

対効果を比べた結果、事業立ち上げ期ということもあり、ツールを導入することにしました。 

 
  

セラヴィ株式会社（https://www.cestlavie-re.co.jp/） 

〒158-0096 東京都世田谷区玉川台 2-3-20 第 5YN ビル 503 

主な事業：人材サービス（人材紹介／人材派遣）、不動産仲介事業（賃貸／売買／オフィス 

仲介／投資用物件） 

設立  ：2010 年 8 月 

資本金 ：4,500 万円  

従業員数：3 名（うち人材紹介業務 1 名） 

 

紹介・派遣 30人以下 東京都 

執行役員 稲川哲朗氏 

https://www.cestlavie-re.co.jp/
https://www.cestlavie-re.co.jp/
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○掲載求人数が多く、地方案件も充実しており、サポート付きなところが魅力です。 

 人材紹介業としてまずは求人案件がないと成り立たないと思い、開始当初から求人データベー

スの必要性を感じていました。起業当初は人材紹介業に関する知識が少なかったため、インタ

ーネットを使って人材紹介業に関するサービスを一通り検索したり、ブログで「人材紹介業の

始め方」といった記事を参考にしたり、無料のセミナーに積極的に参加したり、かかってきた

営業電話の話を聞いたりして情報を集めました。そのような中で、複数の求人データベースを

比較検討するにあたりクラウド型求人データベースサービス（以下「求人データベース」と言

う。）の「Crowd Agent」を知りました。 

 選定した理由としては、掲載求人数が多いことがまず挙げられます。当初は医療・介護業界を

中心に考えていましたが、業界を限定せずに幅広く実施したいと思い、求人数の多さに魅力を

感じました。 

 また、人材紹介先でもあるグループ企業の医療法人が地方（宮崎、静岡）にあることから、

「Crowd Agent」は地域金融機関と提携して地方案件にも注力しているという点も魅力に感

じました。人材紹介に合わせた不動産仲介も行っていることから、U ターンや I ターンの支援

として地方の紹介に繋げられる点も良いと思いました。 

 複数ある契約プランの中には、専任コンサルタントによる人材紹介業の立ち上げの支援といっ

たサポートを受けられるプランもあり、人材紹介業を進めるうえでのサポート体制もある点か

ら「Crowd Agent」を選定しました。 

○求職者対応へ注力することができています。 

 1 名体制という中において、実際にツールを使ってみて求人データベースを使うことの利便性

を感じています。現在のコロナ禍という状況も相まって、他社においてもやはり少人数で求人

開拓も行っていくことは非常に難しいという話もよく聞いています。人材紹介業の開始当初か

ら導入しているので比較はできませんが、求人データベースには 1 名では開拓できないような

求人数が掲載されており、求人開拓のために 1 名を雇った場合の人件費以上のメリットがある

と思います。求人開拓は求人データベースに任せてしまい、求職者対応により注力していきた

いと思っています。 
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○導入に際しての最終的な納得の決め手は求人開拓における費用対効果の高さでした。 

 導入に際しては、事業計画書や必要性に関する資料を作成して経営陣に説明しました。説明に

際しては、どのくらいの費用が掛かるのか、収支がどうなるのか等を計画に盛り込みました。

ただ、承認はなかなかすんなりとはいかず、費用面ももちろんのこと、求人データベースが本

当に必要なのか、新規の事業だが年間契約で大丈夫なのか、期間的に有効活用できるのかとい

った指摘がありました。 

 最終的な納得の決め手としては、人員が 1 名という状況の中、求人案件を開拓するためにもう

1 名を雇う費用とツール導入の費用を比べた場合、ツールの方が費用対効果が高いという点で

した。 

○今後も有用な IT ツール・サービスがあれば活用していきたいと思っています。 

 オンライン面談に対する抵抗感が無くなってきている状況の中、当初から実施したかった地方

の求職者対応を違和感なくできるようになってきています。現状、「zoom」等を活用して問題

なく実施できていますが、有料でも有用なものがあれば導入していきたいと思っています。 

 求職者の IT リテラシーに応じた対応ができるように、特定のものに固執せずに幅広く使える

ようになっておく必要があると思っています。例えば 20 代と 60 代とでは使用されるコミュ

ニケーションツールに違いがあると思うので幅広く対応できるようにしておきたいです。 

 現時点では SMS の一斉送信ツールの導入を検討しています。電話番号は LINE のアカウント

等と比べて取得し易いため、求職者との最初の面談設定までという場面で SMS の使用を考え

ています。最初の面談設定までの期間での離脱が多いと感じており、SMS の方が見ていただ

ける確率が高く、相手の環境に依存しない点がメリットだと思っています。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 人材紹介業を本格的に開始した頃にコロナ禍となり、求職者とのやり取りを行うための手段と

して「Zoom」を導入しました。 

 「LINE WORKS」は以前から導入しており、主に社内でのコミュニケーションや求職者との

やり取りに活用しています。 

 求職者の獲得には「エージェントパーク」という転職エージェントの検索サービスを活用して

います。 

 勤怠管理や受発注等については、小規模なため特にシステムは導入していません。 
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RPA で定型業務を効率化 株式会社日本メディカルキャリア 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 求人情報をサイトに掲載する定型業務をなんとかしたい
•以前から、求人情報を求人ポータルサイトへ掲載する作業に時間を要し
ていることを課題認識していたが、解決策が見つからない状況だった。

•作業に時間を要することで掲載時期が遅くなると、機会の損失になるこ
とが懸念された。

取り組んだこと

• RPAツールを導入
•営業企画室が中心となって、取り組みを推進。

•RPAのプログラムをベンダーに作成してもらうため、手順書を作成した。

取り組み後の効果

• （主な効果）月間200時間程の作業時間を削減

• （その他の効果）考える業務の質とボリュームが向上

•導入前は手作業で月間200時間程かかっていた求人ポータルサイトへの

求人情報の掲載作業時間を1０時間に削減できた。

•作業時間が削減されたことにより、“考える業務”に集中できるように

なり、業務の質とボリュームが向上した。

 定型業務に時間を要していた課題を解決するにあたり、RPA ツールを導入。 

 導入前は月間 200 時間程を要していた作業を 10 時間に削減。 

 考える業務に注力できるようになり、業務の質とボリュームが向上。 

労働時間削減 

６ 
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導入した IT ツール ： RPA ツール（「SF-ロボット社員サービス」  

株式会社スタンダードファクトリー） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・人材業界に特化したクラウド型 RPA ツール。RPA は、人が PC 上で行う

操作を決められた手順に沿って再現するもの。インターネット上のブラウ

ザの操作やフォルダ・ファイル操作、社内で利用する業務システムの操作な

どを自動化できる。クラウドサービスのため、サーバー等の新規のハードウ

ェアの購入は不要。また、ユーザー側でのロボット設定作業・保守運用が不

要なアウトソーシング型のサービスとなっている。 

コスト（費用） 
 
 

・1 台あたり月額 5 万円。 

・初期導入費用は 60 万円。RPA プログラムの作成費用も含まれている。 

費用は RPA 化する内容に応じて変動。（8 種の求人ポータルサイトに求人

情報を登録する作業を RPA 化。） 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 RPA を活用したい業務（求人ポータルサイトへの情報掲載業務）を

担当する営業企画室が中心となって取り組みを推進しました。RPA

ツールを選定し、社長に導入を提案しました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 特に IT に強い人や、SE といった IT 系の専門人材はいません。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 月間 200 時間程の作業を削減できました。社員 1 名が残業する

ほどの作業量のため、年間 500～600 万円くらいの人件費削減

効果となります。費用は月額５万円ですので、費用対効果は大きいといえます。 

 RPA で行う作業の追加やプログラムの変更は追加費用が必要になります。金額は作業内容に

応じて決まってきますが、想定外に追加費用を要しているという認識はありません。 

 

株式会社 日本メディカルキャリア（https://www.nihon-mc.co.jp/） 

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-18-2 フレーム神南坂 3 階 

主な事業：医療従事者・医療機関向け職業紹介事業、転職サイト「医師ベストキャリア」、 

「薬剤師ベストキャリア」等の運営 

設立  ：2017 年 4 月 

資本金 ：1,000 万円  

従業員数：39 名（うち人材サービス事業部門 31 名）（2020 年 12 月末時点） 

 

紹介 31～50人 東京都 

営業企画室 兼 管理チーム 
 課長 志水慎太郎氏 

https://www.nihon-mc.co.jp/
https://www.nihon-mc.co.jp/
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○月間 200 時間程を要していた定型業務の作業時間を削減できました。 

 求職者を集めるにあたり、獲得した求人情報を複数の求人ポータルサイトに掲載しますが、

RPA ツールの導入前はこれを手作業で行っていました。当時は 3 名の人員が、本業も別にあ

る中で手分けして行っており、定型的な作業ではありますが、月間 200 時間程の作業時間を

要していました。作業に時間がかかりすぎ、求人情報を掲載する時期が遅くなると、機会の損

失になる恐れがありました。RPA ツールを活用して自動化することにより、導入前に要して

いた月間 200 時間程の作業時間の削減と、掲載時期が遅くなることによる機会損失の懸念を

払拭できるようになりました。 

 営業担当が求人情報を獲得すると、当社ではその情報をまずは社内で管理しているデータベー

ス（「HR-Business Cloud」ポーターズ株式会社）に登録します。次に、登録された求人情報

をもとに、各ポータルサイトに情報を掲載する作業を行います。具体的には、データベースに

登録された求人情報を CSV ファイル形式で出力し、そのデータを求人ポータルサイトごとに

異なる入力フォームに合わせてそれぞれ記入し、送信します。その作業の「手順」を RPA の

プログラム化しておくことで、自動化することができます。 

 プログラムの作成（ロボットの設定）は、RPA ツールのベンダー（提供元）が行います。当社

では、自動化したい「手順」の内容が分かるように手順書等にまとめ、ベンダーに伝えました。

なお、料金はプログラム化する内容により異なります。 

○PRA ツールで行っている作業範囲は拡大しています。 

 PRA ツールで行っている作業範囲は、導入当初に比べて拡大しています。内容は多岐にわた

り、現在では次のような以下の作業も行っています。作業範囲の拡大にあたり、契約台数を 1

台追加し、現在は 2 台で RPA を実行しています。RPA のプログラムは、時間をずらせば１

台の PC で複数の種類を走らせることができますが、同時には走らせられないからです。 

① 求人ポータルサイトに掲載している求人情報の修正・削除 

② メールマガジンの配信停止（会員からの停止連絡の情報を元に配信を停止） 

③ 各地方厚生局（計 8 局）のサイトで月 1 回の頻度で公表される新規のクリニックや薬局の

一覧情報（Excel）の取得 
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○作業中心ではなく「考える組織」に変えていきたいという思いもありました 

 RPA ツールの導入前、求人情報の掲載作業は営業企画室の人員が行っていました。作業は定

型的で時間がかかり、作業が仕事の中心になってしまうことに対して危機感を感じている部分

もありました。RPA ツールを導入することにより、作業中心ではなく、考えること、頭を働か

せることを中心とした「考える組織」に変えていきたいという思いもありました。 

○10～15 名程の小さな組織からでも、導入のメリットはあると思います。 

 RPA ツールの導入に適した組織の大きさというのはケースバイケースだと思いますが、当社

の場合、導入時の規模は 17 名程でした。小さな規模の組織にとって月額何十万円もする MA

ツール等の導入はハードルが高いと思いますが、月額 5 万円の RPA ツールは比較的導入しや

すいと思います。 

 ランニングコストが安価な点に加え、自分達で RPA のプログラムの作成が不要な点や、人材

業界に特化したサービスである点に魅力を感じました。別の RPA ツールで自分達でプログラ

ムの作成にトライしてみたこともありましたが、かなり専門的な知識が必要と感じました。プ

ログラムの作成もお任せできる RPA ツールを選定してよかったと思っています。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 人材サービス事業特有のツールから、業界を問わない Web 会議システムにいたるまで、以下

のように幅広く IT ツールを活用しています。 

 これらの多くはコロナ禍以前に導入したものですが、「Misoca（ミソカ）」はコロナ禍を契機と

して導入したものです。Web 上で請求書の発行や送付ができるサービスで、これまで出社が

必要だった作業をリモートでもできるようにする目的で導入しました。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「HR-Business Cloud」（ポーターズ株式会社）：人材紹介・人材派遣業向け業務システム 

② 「SF-地図マッチングサービス」（株式会社スタンダードファクトリー）：求人情報の地図

上での可視化サービス 

③ 「クラウドサイン」（弁護士ドットコム株式会社）：電子契約サービス 

④ 「MiiTel（ミーテル）」（株式会社 RevComm）：電話内容の可視化・採点サービス 

⑤ 「Misoca（ミソカ）」（弥生株式会社）：見積・納品・請求書サービス 

⑥ 「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications, Inc.）：Web 会議システム 

 
  



42 
 

人事管理のペーパレス化実現 株式会社アクティブアンドカンパニー  

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

  

課題・きっかけ

• 人事関連業務を効率化・ペーパレス化したい
•入社手続きや異動等にまつわる人事関連業務は紙、エクセル中心。定型
業務を効率化することで、組織・人事戦略の立案に割く時間を創出したい。

•情報を一元管理することで、情報の散在や業務引継ぎによるロスを小さ
くしたい。

取り組んだこと

• HRオートメーションシステム「サイレコ」を開発・外販
•会社の規模が大きくなる中でシステム化が必要となる組織・人事関連業
務を効率化するHRオートメーションシステム「サイレコ」を開発・外販
するとともに、自社でも導入。

•CRMを活用して営業情報を一元管理することで組織的な営業を実現。

取り組み後の効果

• （主な効果）人事関連の定型業務を８割削減

• （その他の効果）ペーパレス化により在宅対応も

•システム導入及び定型業務の見直しをすることによって、入社時手続き、

給与明細の発行業務といった負担業務を８割削減できた。

•ペーパレス化することで、スマートフォンからも申請や給与明細等を確

認でき、在宅勤務対応も容易だった。

 組織・人事コンサルティング事業をベースに HR オートメーションシステムを開発・外販。 

 本システム導入で紙、エクセルメインだった人事関連業務を 8 割削減することが期待できる。 

 本システムを幅広く営業をするために CRM システムを導入し、営業体制を変革。 

経費削減 

７ 
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導入した IT ツール ： HR オートメーションシステム 

（「サイレコ」株式会社アクティブアンドカンパニー） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

・申請書類をワークフロー化するとともに、給与計算、勤怠管理等のデータ連

携によって、定型業務を自動化する HR オートメーションシステム。 

・ユーザーのワークフローに応じたカスタマイズが容易。手ごろな料金。 

コスト（費用） 
 

（外販の場合） 

・初期費用 40 万円（導入サポートを含む） 

・ランニングコストは、システム利用費 18,000 円/月（100 人まで）及び

システムメンテナンス費用 1,000 円/月。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 当社は成長過程にあり、従業員規模が拡大し、社員の出入り 

も激しいです。社長は現場をよく見ており、情報共有がしに 

くく、引継ぎロスも大きいといった課題認識から、IT 化を率 

先して進めています。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 サイレコ開発、社内情報システム担当がいますが、サイレコ 

を利用している人事部をはじめとする管理部門には、IT に強 

い人はいません。事務のワークフローに合わせるといったカ 

スタマイズも直感的な操作ですこし慣れれば簡単にできるた 

め、専門的な知識は必要とはしません。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 内定者の履歴書管理や雇用契約、人事情報の入力など入社時の手続きといった定型業務に対し

て、特にシステム化は有効です。当システムの利用で人事関連の定型業務の 8 割は削減できて

います。システムによる効率化で、離職率の低減といった組織、人事の課題解決のための業務

にシフトすることで、大きな効果が得られると考えています。 

 

 

 

 

 

紹介・派遣 31～50人 東京都 

HR ソリューション本部事業推進室 
コンサルタント 関口舞氏 

株式会社アクティブアンドカンパニー（https://www.aand.co.jp/） 

〒102-0074 東京都千代⽥区九段南 3-8-11 ⾶栄九段ビル 5 階 

主な事業：組織・⼈事コンサルティング事業 

インターネット等を利⽤した各種情報提供サービス 

企業における従業員の採⽤⼿続及び教育研修業務の受託 

設立  ：2006 年 1 月 

資本金 ：4 億 1,050 万円（資本準備金を含む） 

従業員数：50 名（うち HR オートメーションシステム担当部門 10 名） 
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（事例の詳細） 

IT ツール導入の背景 

 株式会社アクティブアンドカンパニーは、組織・人事コンサルティング事業で培ったノウハウ

をいかして申請書類をワークフロー化するとともに、給与計算、勤怠管理等のデータ連携によ

って、定型業務を自動化することで、効率化に資する HR オートメーションシステム「サイレ

コ」を開発・外販しています。 

 通常、小規模事業者は人事業務を紙、エクセル 

ベースで行っています。そのため属人的にな 

りやすく、従業員規模が大きくなるにつれて、 

定型業務に追われることになります。こうし 

た課題認識から当システムを開発しました。 

 システム導入で定型業務を効率化し、組織、 

人事の課題解決のための業務にシフトするこ 

とで、戦略立案に割く時間を創出することが 

できると考えています。 

 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○「サイレコ」を当社でも導入しています。  

 当システムのリリースにあわせて、当社でも人事部で導入しました。新規採用した社員の入社

時にアカウントを付与し、雇用契約書の作成、履歴や連絡先をはじめとする人事情報の入力、

テレワーク勤務の申請といった定型業務で利用しています。給与計算データとの連携により給

与明細の交付もしています。さらに、異動等の自己申告書や、アドオンで利用できる人事評価

など適用範囲が拡大してきています。 

○人事部も社員もメリットが実感できます。 

 人事部では、情報が一元管理されているシステムを利用することで、社員と人事部が二重に入

力することが不要となり、給与明細の交付などの事務作業が大幅に効率化できました。 

 人事関係の申請業務がワークフロー化されたことにより、社員にもメリットがあります。シス

テムに示されるフローを見れば、必要な申請書や決裁フローがすぐにわかりますし、システム

上で申請行為が完結します。申請時に人事部担当者に事前確認する手間もなくなりました。在

宅勤務でもスマートフォンで申請ができるようになりました。また、登録されている情報や給

「サイレコ」機能イメージ 
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与明細などがシステムでの閲覧ができますし、ペーパレス化されたことで書類管理の手間がな

くなりました。 

 
 
 
 
 
 

○CRM 導入で営業力向上を図っています。 

 「サイレコ」の事業化にあわせて、営業力を高めていくことが課題となりました。従来は、エ

クセルなどで営業活動の管理を行っており、受注したという結果は分かっても、見込み、面談

結果など進捗状況が分かりません。少人数の時にはそれでも何とかなりますが、規模が大きく

なるにつれて、情報共有に支障が出るようになって、顧客管理（CRM)システムで管理するよ

うにしました。 

 導入当初は、テレアポ業務だけを管理していましたが、今ではその後の、訪問営業、受注/失注

等の管理まで行うようになりました。 

 担当者だけで把握していた進捗や受注の状況などが、全体を俯瞰して見ることができるように

なり、今後に向けての施策や KPI の立案に役立つ情報をうまく取得できるようになりました。

例えば、広報担当がどの程度新規リードを集めなければいけないかという目標設定に役立って

います。また、より受注効率をあげるために、インサイドセールスチームを立ち上げ、さらな

る営業力アップに取り組んでいます。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 HR オートメーションシステム、CRM システムのほかにも以下のようなツールを幅広く活用

しています。 

 新型コロナによる緊急事態宣言発令以降、在宅勤務へと移行するためにオンラインで請求書等

を発行できる WEB 帳票発行システム「楽楽明細」（株式会社ラクス）を導入しました。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「King Of Time」（株式会社ヒューマンテクノロジーズ）：勤怠管理システム 

② 「楽楽精算」（株式会社ラクス）：経費精算システム 

③ 「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications, Inc.）：Web 会議システム 

  

「サイレコ」申請業務イメージ図 
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営業情報の共有・プロセスの自動化 株式会社コトラ 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 社員が増え、従来の顧客データベースでは不便に
•人数が少ないうちはExcelやAcessで作った顧客データベースでもよかっ
たが、人数が増えると、リアルタイムに情報を共有できないことに不便を
感じるようになった。

取り組んだこと

• クラウド型の顧客管理（CRM)・営業支援（SFA）システム
を導入

•社長自ら導入を検討・推進。導入支援パートナー会社（開発ベンダー）
に依頼し、自社の業務フローに合わせてカスタマイズを行った。

•導入して終わりではなく、活用方法をいろいろ試みたり、他のツールと
の連携や、使いやすさの改善などを日々行っている。

取り組み後の効果

• （主な効果）営業情報のリアルタイム共有が可能に

• （その他の効果）業務の効率化で本業により注力可能。

最小限の営業管理者で運営できている
•契約のための申請・承認、ステータス管理等の社内プロセスが自動化・

簡素化されたことで、コンサルタントが導入前よりも本業に注力できるよ

うになった。

•営業管理がシステム化されたことで、人数増の中、営業管理職を増員す

ることなくコンサル部隊をマネジメントできている。

•AIを使ったマッチング精度向上に向けた試みも行っている。

 社員が増え、営業情報をリアルタイムに共有できないことに不便を感じるようになった。 

 顧客管理（CRM)・営業支援（SFA）システムを導入。最初は便利な顧客データベースとして

利用。次第にプロセスの自動化や営業管理のシステム化などの利便性を実感。 

 コンサルタントの本業注力、営業管理職の増員なしでの組織運営が可能となっている。 

業務効率化 

８ 
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導入した IT ツール ：CRM・SFA システム 

（「Sales Cloud」株式会社セールスフォース・ドットコム） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

・CRM は顧客関係管理ツールの一種で、顧客の基本情報のほか、顧客と社員

のコミュニケーション履歴を顧客を中心に蓄積し、一元的に把握します。

CRM が顧客との関係性を軸とするのに対し、SFA は案件を軸とします。 

・商談の進捗状況、契約月の目安、相手とのコミュニケーション等を記録しま

す。クラウドの利用で、外出先から入力や確認ができ、最新の情報をリアル

タイムにチームで更新・共有できます。業務プロセスが可視化されるため、

足りない行動が分かり、改善が図れます。 

・「Sales Cloud」のよいところは、システムの業務フローをカスタマイズでき

るところです。当社は、業務フローこそがノウハウであり、自社の強みと考

えることから、カスタマイズ可能な SFA を選びました。 

・AI を使いマッチング精度向上を図っていく取り組みを行っています。 
コスト（費用） 

 
・初期導入費：50～100 万円（開発ベンダーへの支払いを含む） 

・運用費用：Enterprise Edition（定価･税抜 18,000 円／１ユーザーあたり）  

※ユーザー数無制限・カスタム機能の追加開発可能なエディションで契約 

 ※単価は契約プランやオプションの有無等によって異なる 

・保守運用 ：担当者の人件費 600 万円／年  

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 社長です。システム化は決断できる人がいないと進みません。決断できるのは経営者です。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？  

 当初は社長自ら「Access」で顧客データベースを作っていました。

「Sales Cloud」も 10 年前の導入当初は社長が設定を確認していまし

たが、活用するには十分な工数が割けないため、マーケティング兼務で

1 名を雇用。5 年程して作業が追いつかなくなり、プログラミングので

きるエンジニア 1 名とアドミニストレーター2 名を増員しました。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 IT 化していない同業他社に比べると生産性は倍近く、コンサルタントの

売上げも高いと思います。その実現にシステムは必要不可欠で、費用対効果は十分と思います。 

  

株式会社コトラ（https://www.kotora.co.jp/） 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-7-19 キャピタル赤坂ビル 2 階 

主な事業：人材紹介業、ＤＸ（Salesforce）導入・活用支援事業、アセスメント事業 

設立  ：200２年 10 月 

資本金 ：1 億万円  

従業員数：47 名（うち人材紹介業務 45 名）（2020 年 1 月 1 日現在） 

 

紹介 31～50人 東京都 

代表取締役 大西利佳子氏 



48 
 

（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○最初は便利なデータベースとしての活用でした。 

 最初のうちは便利な顧客データベースとしての活用でした。案件レコードに、転職希望者のデ

ータベースと求人企業のデータベースを紐付けています。システムを入れることで、顧客の基

本情報や、商談履歴等を時間軸に沿って蓄積し、一元管理することが可能となっています。 

○顧客情報や商談状況を、リアルタイムで共有できるようになりました。 

 人数が少ないうちは「Excel」や「Access」で作った顧客データベースや商談履歴でもよかっ

たのですが、人数が増えたなかでリアルタイムで最新の情報を共有しようと思うと、パワー不

足を感じることがありました。 

 クラウド利用のため、外出先から入力や確認ができ、チーム内で最新の情報をリアルタイムで

更新・共有することができます。情報が最新であるかや、二重入力がなされていないか等を気

にする必要もなくなりました。 

○本業に付随する煩雑な作業が減りました。 

 「Sales Cloud」のよいところは、業務フローが固定的ではなく、自社の業務フローに合わせ

てカスタマイズできる点です。業務フローこそがノウハウであり、自社の強みと考えることか

ら、カスタマイズできるこのツールを選びました。 

 「Sales Cloud」を使うと、個別の求人案件の発生、転職希望者の登録から入社決定までの

業務フローに沿って、プロセスをシステム化・自動化することができます。たとえば、契約

に際しての社内での申請・承認のやりとりや、ステータス管理などが自動化され、以前に比

べて何度もメールでやりとりするといった作業が格段に減っています。その分、コンサルタ

ントが本業に注力することが可能になっています。 

○サービスの質の向上にも寄与しています。 

 業務の進捗が見える化され、遅延があると自動的にアラートメールが送られます。例えば、

転職希望の方に関する書類を求人企業様に送って 2 週間以上が経つと、コンサルタントには

アラートメールが送信されます。また、契約に期限があるものについては、1 か月前に、各
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担当者宛てにアラートメールが送られます。こうしたことは、サービスの質の向上に寄与し

ていると考えます。 

○専任マネージャーを置くことなく、顧客サービスに注力できています。 

 業務の進捗を管理しメンバーに指示を出す、データを抽出し分析するといった営業管理の仕

事の多くがシステム化されたことで、マネジメント（に付随する業務）に割く時間を削減で

きています。例えば、案件が成約したら報告するというチェックボックスをオンにしておく

ことで、バックオフィスに自動で通知が行きます。コンサルタントごとの目標数値に対する

達成率やチームの達成率が瞬時に表示され、過去に遡って推移を確認することができます。 

 これにより営業管理の専任者を増員することなく、1 人のマネージャーで、40 人のコンサル

タント部隊のマネジメントができています。また、マネージャーの仕事を「人間がやるべき

こと」（例えば紹介の最終判断、アドバイス、戦略立案等）にシフトしています。 

○AI を活用し、マッチング精度の向上や業務効率化を図ります。 

 現在、開発ベンダーとも協力して取り組んでいるのが、AI の導入・活用です。求人情報や求職

者情報などシステムに蓄積された各種データを AI を使って分析し、さらなるマッチング精度

の向上や業務効率化に繋げていきたいと考えています。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 オンライン会議ツールは、新型コロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言が出されるよりも以前

から導入していましたが、緊急事態宣言を機に活用頻度が一気に高まりました。営業活動や、

求人企業や求職者への相談支援もオンラインとなりました。最もよく使っているのは「Zoom」

ですが、お客様の要望に合わせて各種ツールを使っています。 

 「人材紹介事業は全てオンライン化できる」という人もいますが、そうは思いません。少なく

ともそれは当社のやり方ではないと思います。コンサルタントは、まず求人企業や求職者と信

頼関係を構築することが重要です。そこで始めて、相談にのり、支援を行います。信頼関係を

構築した上でならば、オンラインを利用するのもよいと思いますが、対面のときよりも頻度を

上げないと同程度の効果は得られないと感じます。 

 お客様（求人企業・求職者）によっては「対面は嫌だ」という人もいますが、そうでなければ

「コンサルタントは原則オンライン会議ツールを使うな」というのが当社の姿勢です。ただし、

今後は、顧客ニーズが変わる可能性もあります。「人に会いたくない」「対面サービスは受けた

くない」という人も一定数出てくることが予想されます。そうした人に対して、従来とは違う

サービスやビジネスを考えていく必要があると考えています。 
  



50 
 

新人の短期育成による業務の質向上 株式会社フェローシップ  
 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 未経験者の育成を支援するツールがほしい
•人材紹介事業の強化のため、経験を問わず、コンサルタントを増員して
いる。未経験者が短期間で成長できる支援ツールを導入したいと考えた。

•独自でマッチングシステムを開発したこともあるが十分な効果が得られ
ず、より安価で使い勝手のよいものを求めていた。

取り組んだこと

• AIマッチングレコメンドシステムを導入
•自社のデータベースに加えて外部媒体とも連携し、レコメンドされた候
補者リストをもとにスカウトを送るようになった。

•教育研修の一環として活用。OJTの中で、上司や先輩の指導にあわせて、
学びながら実績を積んでいけるようにした。

取り組み後の効果

• （主な効果）新人の短期育成

• （その他の効果）業務効率化、マッチング精度向上によ

る成約数増加

•新人コンサルタントが一定水準の業務が出来るまでの期間が、従来６か

月かかっていたところ、２か月程度まで短縮された。

•１案件にかかる工数が減り、業務の効率化も進めることができた。

•マッチングの精度が向上し、候補者へのジョブ打診数（148％）、書類

推薦数（113％）が向上し、成約数も増加した。

 未経験者の育成支援のため、AI マッチングレコメンドシステムを導入。 

 過去の登録者をレコメンドシステムが探し出し、選考につながった例もあり。 

 候補者へのジョブ打診数は 148％、書類推薦数（応募数）は 113％アップ。成約数も増加。 

売上高アップ

 

９ 



51 
 

導入した IT ツール ： AI マッチングレコメンドシステム 
（「Matching Pro」ポーターズ株式会社） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・人材のマッチングに注力したサービス。 

・求人情報と求職者の文言を解析、スコアリングし、自社のデータベースだけ

でなく、外部のデータベースからもレコメンド（推薦）することが可能。 

・AI エンジンが「求職者の経験・スキル」×「求人の仕事内容」を解読し、

マッチ度合いでレコメンドを出している（AI レコメンドロジック）。 
コスト（費用） 

 

・現在のところ、人材ビジネス向け業務システム「HR-Business Cloud」の

ユーザーに無償で提供している。具体的な料金体系は検討中。 

 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 人材紹介事業部の執行役員である私が中心となって進めてきました。最近では、メンバーから

IT ツールの導入提案もあります。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？  

 私が以前在籍していた会社で、同じサービスを利用していましたので、導

入当初に、使い方のアドバイスをすることができました。 

 とても使いやすいサービスなので、人材事業者側のリテラシーはほとんど

必要ありません。今ではどのコンサルタントも問題なく使用しています。 

 ベテランのコンサルタントも参考情報として活用しています。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 経験の浅いコンサルタントにとって画期的なサービスなので、一定のコストをかけても価値の

あるサービスだと思います。 

 

  

株式会社フェローシップ（https://www.f-ship.jp/） 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル 3F、4F  

主な事業：人材紹介事業、人材派遣事業、グローバル事業、グローバルエンジニア事業 

設立  ：2004 年 8 月 

資本金 ：2,000 万円  

従業員数：77 名（うちコンサルタント 21 名） 

 

紹介・派遣 51～100人 東京都 

人材紹介事業部 執行役員 
松本大祐氏 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○新人コンサルタントの育成支援ツールとして活用しています。 

 人材紹介事業の売上は「成約件数×単価」で決まります。当社は「成約件数」を増やすべく、

コンサルタントの増員を図っており、経験の有無を問わず採用しています。 

 未経験者の場合、最初はマッチングのコツや業界事情を理解していません。そのような未経験

者の育成支援ツールとして、AI によるマッチングレコメンドシステム「Porters Matching Pro」

（以下、レコメンドシステム）を導入しました。レコメンドシステムを活用することで、経験

やスキルが不足しているコンサルタントでも一定レベル以上の検索が可能となり、実績を積ん

でいくことができます。 

 レコメンドシステムは、ポーターズ株式会社が開発した人材ビジネス向け業務システム「HR-

Business Cloud（HRBC）」を導入している企業全体の成約データを元にしているため、マッ

チングの精度が高いです。過去の登録者で動きのなかった方をレコメンドシステムが見つけ出

し、選考につながった例もありました。そのため、ベテランのコンサルタントが、業務を効率

的に進めるため、まずレコメンドシステムで候補者リストを出し、そこに自分の知見を加えて

スカウトをすることもあります。 

 AI の分析に向いているのは、経験・スキルのある方や、IIT 関係や技術者など職務要件がはっ

きりしている職種です。一方、人物重視、ポテンシャルを求めている求人は、経験値を言語化

しづらいため、馴染みにくいところがあります。案件の性質によってうまく使い分けるように

しています。 

 

○新人コンサルタントが短期間でひとり立ちできるようになりました。 

 新人コンサルタントには、教育・研修でマッチングの基本を教えています。また、OJT の中で

上司や先輩の指導を受けながら業務を身につけていきますが、従来は一定水準の業務ができる

までに６か月程度かかっていました。レコメンドシステムの導入後は、提案された候補者リス

トをもとに実績を積んでいくことができるため、その期間が２か月程度に短縮されました。 

 短期間で成長の効果が実感できるため、コンサルタントのモチベーションアップにも寄与して

います。レコメンドシステムは、未経験者や若手の育成にとって、画期的なサービスだと思い

ます。 

 人材紹介事業のトップ（執行役員）が、以前在籍していた会社でレコメンドシステムを活用し

ていたため、使い方や効果は理解していました。導入にあたっては、レコメンドシステムを利

用することで仕事がしやすくなること、業績が上がることなどを説明しました。また、あまり
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利用していないコンサルタントには、使い方のコツなどの助言をしていました。効果が周知さ

れた今では、皆積極的に活用しています。 

○業務の効率化にも役立っています。 

 以前は外部媒体で候補者を探し、一人ひとりについて確認作業をしていました。現在は、スカ

ウトの一括送信の機能等を用いることで１つの案件にかかる工数が減り、業務の効率化を図る

ことができました。その時間を新たな案件に費やすことができ、案件数の増加、業績向上につ

ながっています。 

 候補者へのジョブ打診数は 148％、書類推薦数（応募数）は 113％アップし、それに伴い成

約数も向上しました。成約率についても、新型コロナウイルスの影響で一時的に下がったこと

はありましたがその後持ち直し、業績が上がっています。 

○今後も IT ツールを活用し、人材紹介事業を拡大していきます。 

 現在、人材紹介事業部には 21 名（東京 13 名、大阪 5 名、グローバル紹介部門 3 名）のコン

サルタントが在籍しています。グローバル紹介部門では、外国人、バイリンガル（トリリンガ

ル）人材等の紹介サービスを提供しており、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えていま

す。 

 今後も 30 名程度までコンサルタントを増員する予定で、これからも新人育成の強力なツール

としてレコメンドシステムを活用していきたいと思います。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 IT ツールには関心が高く、導入が進んでいるほうだと思います。レコメンドシステムとあわせ

て、ポーターズ株式会社が開発した人材ビジネス向け業務システム「HR-Business Cloud

（HRBC）」も４年前から活用しています。 

 データを一元管理することで、書類推薦から内定までの期間を 25％短縮することができまし

た。また、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の安定化にもつながっています。 

 最近、リモートワークが広がっていますが、当社では以前から Microsoft Teams も導入して

いました。現在は、社員は全員在宅勤務で、面談やカウンセリングも電話やウェブで実施して

います。 

 候補者との対面での面談が難しくなっている中で、リファレンスチェックサービスの導入等を

検討する必要性も感じています。 
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アプリで情報共有を効率的に 株式会社アルバイトタイムス  

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

  
 

課題・きっかけ

• 部署間や代理店間で保有する情報に格差があった。
•従来のメールベース・口頭ベースでは情報の共有に時間がかかり、きち
んと伝わっていないなど、同じ情報でも質の差がうまれていた。

• 地域を拡大するにつれ、従来のマーケティングの方法
では対応できなくなってきた。

取り組んだこと

• ビジネスアプリ作成クラウドサービスを導入
•商材や情報管理の効率化のため、情報共有のやり方を検討。簡単にアプ
リを作成できるサービスを導入し、情報共有アプリを作成。社内ポータル
サイトにとりまとめた。

• ＡＩデータ分析ツールを導入
• 自社・他社のデータを分析し、AIを用いたターゲット先選定を図る。

取り組み後の効果

• （主な効果）必要としている情報を正確かつタイムリーに

入手できるようになった

• （その他の効果）新規代理店開拓に寄与

•使い勝手の向上や情報の整理・精度の向上を図っている段階であり、具

体的な効果はまだ見えていない。資料・ツールなどの企画をタイムリーに

見てもらえるようになった。

•これまで強みにしてきた東海地方以外の代理店開拓が数十社ほど進んで

いる。遠隔でも臆することなく開拓できる要因になっている。

 部署・担当者での情報格差を痛感。情報共有アプリを導入し、格差解消を目指す 

 マネジメントの効率化のため、AI によるデータ分析ツールを導入。 

営業力向上 業務効率化 

１０ 
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導入した IT ツール ： 

情報共有アプリ（ビジネスアプリ作成クラウドサービス（「kintone」サイボウズ 

株式会社）で作成） 

データ分析 AI ツール（「KI シリーズ」株式会社キーエンス） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・（kintone）顧客情報や商材、社内で共有する書類を管理できるアプリを簡

単に作成できるサービス。 

・（KI シリーズ）蓄積したデータを用い、有効な営業ターゲット先や有効アク

ションを AI が抽出する。 

コスト（費用） 

 

・（kintone）ランニングコストとしては、月額 1500 円 × 80 アカウント

の年間 144 万円。 

・（KI シリーズ）ランニングコストとしては、年間 1000 万円 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 導入の旗振り役はカスタマーサクセス部の部長でした。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 オールラウンドに深くまで詳しい人はいません。富士ゼロックス静岡さんに入ってもらい、社

内のエンジニアと協議の上進めております。開発知識と業務理解が必要となり、使い勝手の良

いものにしていくには時間がかかります。また、今回はＡＩを導入していますが、ＡＩやデー

タ分析を得意とする社員もいません。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 課題に対して、ツールの活用用途とコストのバランスをとることが重要だと考えています。既

に導入しているツールのオプションサービスにも、部署間の情報格差を是正するような機能は

ありました。しかし、費用面で安かったことが導入の決め手となりました。 

 
  

株式会社アルバイトタイムス（http://www.atimes.co.jp/）  

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 5-1 神田ビジネスキューブ 7F・8F 

主な事業：求人メディア事業（無料求人情報誌『DOMO(ドーモ)』の編集・発行(静岡東部版 

･中部版･西部版､愛知･岐阜版)、求人情報サイト『DOMO NET(ドーモネット)』の 

運営、求人情報サイト『JOB(ジョブ)』の運営、採用管理システム「ワガシャ de 

 DOMO!」の企画・開発・販売、有料職業紹介事業等におけるコンサルティング） 

設立  ：1973 年 

資本金 ：4 億 5,599 万円  

従業員数：132 名（正社員のみ。連結 181 名） 

広告・紹介 101～300人 東京都 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（ビジネスアプリ作成クラウドサービス）  

○部署間、代理店間の情報格差が課題でした。  

 これでは社内での情報伝達はメールや説明会などの口頭で行ってきました。しかし、必要な情

報の伝達に時間がかかること、伝言ゲームのように大切な情報が現場に至るまでに抜け落ちて

しまうことが課題でした。 

 また、コロナ禍で在宅ワークも取り入れていることもあり、社外でも簡単に情報に接する必要

がありました。 

 簡単にアプリを作成できるクラウドサービスの利用し、情報共有のアプリを作成しました。 

○提供する情報の品質が統一でき、ロイヤリティが徐々に高まっていると感じます。 

 使い勝手の向上や情報の整理・精度向上をはかっている段階ですので、具体的な数字としての

効果はまだ表れていません。しかし、当初の課題であった情報の共有について、資料・ツール

や企画等がタイムリーに見てもらえるようになったようです。会社としてやりたいことは、取

り組みを通じて伝わっているのだと思います。 

 各部署や代理店のそれぞれがやるべきことへの理解、理論武装が進んでいるように思います。

優先順位を付けられ、いろんな商材の中から必要なものを的確に迅速に選ぶことができるよう

になっていると感じます。 

○アプリ上では成果の可視化を共有しはじめ、社員の行動変化につながっています。 

 可視化は今までもメールベースで共有してきました。当社ではインサイドセールスが機能して

きていることを背景に、見込み顧客の営業へのパスが増えてきております。感度の高い社員は

可視化されているメールアドレス獲得数増加にむけて、積極的に取り組んでいます。 

導入した IT ツールの活用状況と効果（データ分析 AI ツール） 

○効率的なマーケティングツールが必要でした。 

 これまでは自社のデータとシステムを用いて、営業先の選定を行ってきました。しかし、得意

としてきた地元の静岡県も含め、新たに企業を探していくのは大変でした。 

 より効率的にマーケティングを行うため、ターゲット企業の選定の際に、数字による裏付けが

欲しいと感じていました。優先的に当たっていくために必要な要素を抽出することのできる、

データ分析ツールの利用を始めました。 
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 自社に加え、他媒体の求人広告のデータを入手し、どのような企業様がどのような利用をして

いるのか分析します。多くのご利用をいただく企業様、離脱してしまった企業様の共通項を洗

い出し、どのような傾向を持つ企業様には、どのようなアクションをすればよいのか、といっ

たことを結論だすようにトライしてみました。 

 

導入初年度に感じた課題 

 ビジネスアプリ作成クラウドサービスを使ったアプリ画面の作成担当者の業務量が逼迫してお

り、増強が必要だと感じています。アプリの画面を、いかに軽く、わかりやすく、使えるものと

するのか、今後も検討・見直しを進めていく必要があります。簡単に作成できるからこそ、改

善も同じく簡単に進めることができると考えています。 

 ＡＩに投入するデータは、自社データと他媒体のデータを合わせたものです。異なる提供元の

データであるため、同じ企業でも名称や住所、電話番号の表記が異なることがあります。こう

したデータを整える作業が大変であり、ＡＩをフル活用するにはデータ精度の向上が重要であ

ると痛切に感じました。よりＡＩの効果を発揮させるため、来期はデータ整備を行う体制を検

討しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

（出所）アルバイトタイムス提供資料 
 

その他の IT ツールの活用について 

 コロナ禍で在宅ワークも進み、社内会議や商談に Teams を利用しています。有効的に使えて

いると感じています。 
 

ビジネスアプリ作成クラウドサービスを使ったアプリの画面 
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Web 会議の活用による商談機会の増加  株式会社 大成 ERC 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

 

課題・きっかけ

• 商談や社内打合せ等を非対面でも行えるようにしたい

• 外国人派遣従業員の情報もシステムで一元管理したい
•コロナ禍を契機としたテレワークでWeb会議システムが必要だった。

•既存の人材サービス業向け業務システムでは、外国人派遣スタッフ独自
の情報（国籍や在留資格の更新等）が管理できず、別管理になっていた。

取り組んだこと

•Web会議システムを導入

•独自の業務システムをビジネスアプリ作成クラウドサービスで開発
•はじめは社内ミーティングをWeb会議に。後に商談にも活用。

•外国人派遣スタッフ独自の情報も管理できる業務システムを自社開発。
初期導入時は自社HPの制作会社に開発を依頼。

取り組み後の効果

• （Web会議システム）商談における時間の削減、機会の増加

• （業務システム）独自システムで外国人派遣スタッフの
情報も一元管理

•商談をWeb会議で行うことで移動が不要となり、1商談あたり平均30分

程の移動時間を削減。先方が都合をつけやすく、アポイントが取れやすく

なる効果もあり、商談の機会が1.1倍程に増加。

•業務システムで自社独自の情報（外国人派遣スタッフの名前、国籍、在

留資格の更新等）も管理できるようになり、導入前は別管理となっていた

契約管理と人事管理（派遣スタッフ）の一元化が可能となった。

 コロナ禍を契機に人同士の接触削減やテレワークの実施に向けて Web 会議システムを導入。

移動時間削減に加え、アポが取れやすくなり商談機会が増加。 

 自社業務の特徴（多数の外国人派遣スタッフ）に合わせた独自の業務システムを導入（開発）。

情報の一元管理で業務が効率化。 

営業力向上 テレワーク対応 

１１ 
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導入した IT ツール 

・Web 会議システム（「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications, Inc.） 

・業務システム（「kintone」（サイボウズ株式会社）を用いて作成） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

【Zoom ミーティング】 

・Web 会議システム。グループ会議可能時間が 40 分までなどの制約はある

が、無料のプラン（基本プラン）もある。 

【kintone（キントーン）】 

・自社の業務に合わせて様々なシステムをノンプログラミングで作成できる

クラウドサービス。データベース機能を有しており、リアルタイムにデータ

を登録・共有（検索）することが可能。 

コスト（費用） 
 

 

【Zoom ミーティング】 

・時間を気にせず商談ができるよう有料プラン（プロプラン）で契約。費用は

1 アカウント契約で月額 2,000 円。 

【kintone（キントーン）】 

・月額 1,500 円/1 アカウント。最低 5 アカウントのため、月額 7,500 円。 

・初期導入費用は不要。クラウド型のためハードウェア等の購入も不要。 

・最初は他社に開発を依頼したため、システム開発費で 50 万円程を要した。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 社長や事業部長が中心です。「kintone」 については自社 HP

の制作や IT コンサルティングを依頼している制作会社に相談

したところ提案を受け、導入の協力もいただきました。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 Web 会議は移動時間の削減メリットがあり、対面での実施に

比べて 1 商談あたり平均 30 分程、年間では 5%程（96 時間

程）の人件費削減効果があると思います。 

 

株式会社 大成 ERC（https://taisei-erc.co.jp/） 

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-7-13 2F 

主な事業：人材派遣業、人材紹介業、求人広告業（求人サイト運営）、各種事務代行 

設立  ：1971 年 4 月 

資本金 ：2,500 万円  

従業員数：15 名（うち人材サービス事業部門 10 名） 

派遣･紹介･広告 30人以下 神奈川県 

事業部 部長 松本岳祥氏 

https://taisei-erc.co.jp/
https://taisei-erc.co.jp/
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（Web 会議システム） 

○商談や打合せ、派遣スタッフとの面談、ウェビナー等に活用しています。 

 新型コロナウイルス感染拡大による人同士の接触削減やテレワーク実施に向けた Web 会議シ

ステム確立のため、「Zoom ミーティング」を導入しました。 

 緊急事態宣言が発出された後、会社としては交代制のリモートワークを実施することになり、

まずは社内の定例ミーティング等を Web 会議での実施に切り替えました。その後は、営業に

おける商談や打合せ、派遣スタッフと求人企業の面接、外国人の派遣スタッフ向けの日本語教

室（ウェビナー形式）等にも活用するようになりました。緊急事態宣言が解除された後も営業

ツール等として引き続き活用しています。 

 Web 会議システムは Zoom ミーティングの他に Teams や Google Meet 等複数対応してい

ますが、使用頻度は Zoom ミーティングが最も高いです。 

 Web 会議で商談を行うことのメリットとして、移動時間の削減に加えて、「商談の機会増」が

あると思います。Web 会議の方が先方は都合をつけやすく、アポイントが取れやすくなった

と思います。数字にすると営業の仕事が 1.1 倍程になったと思います。 

 なお、Web 会議は「1 つのツール」だと考えています。使わない方針にしてしまうと Web 会

議での対応を求めるお客さまのニーズに応えられなくなるため、選択肢として持っておく必要

があると考えています。今後は、Web 会議を 1 つの強みとして、「Web 会議でもしっかりと

商談ができる」という点をアピールできるようになれば良いと思っています。 

 

導入した IT ツールの活用状況と効果（業務システム） 

○自社の業務内容に沿った独自の業務システムを構築できました。 

 一般的な派遣業の業務システムでは、人事（派遣スタッフ）管理と契約管理が主軸だと思いま

すが、当社の場合は外国人特有の追加情報（名前、国籍、在留資格の更新等）を保持したいと

いうことがあり、既存の業務システムでは融通が利かない点がありました。 

 その点、「kintone」は追加で管理したい情報をカスタマイズしたり、追加した項目を削除した

りすることが容易にできます。さらに、CSV としてデータをダウンロードしたり、Excel の入

力内容をインポートしたりすることも可能なため、とても融通が利く点が魅力です。 

 カスタマイズのし易さに加え、ランニングコストも 1 アカウントあたり月額 1,500 円という

非常に安価だったことが導入の決め手でした。 

 



61 
 

○案件管理機能を追加して、自動での「マッチング」を実現するのが最終目標です。 

 将来的には、現在の契約管理、スタッフ管理に「案件管理」を追加することで、マッチング機

能を実現（開発）したいと考えています。このマッチングを、自動で、オンラインで、どこで

も実施できるようにすることを最終目標として考えており、その点からも柔軟なカスタマイズ

が可能なシステムを選定しました。 

 この最終目標が形になれば、商談時にその場で即時のマッチング結果をお客さまに知らせるこ

とが可能になります。現状は商談後に会社に戻ってデータを確認する等、タイムラグが発生し

ていますが、この機能を実現できれば現場で解決できるようになると考えています。スタッフ

サポートといった管理の側から見ても、どこでも、オンラインで入力が可能となることにより、

リアルタイムに全員が見られる状況になることにメリットがあると思います。 

 

その他の IT ツールの活用について 

○業務効率・生産性向上を目的として、RPA ツールを活用しています。 

 ルーティン業務の増加や効率の悪化、単純ミスによるエラーが発生していたため、業務効率・

生産性向上を目的として、RPA ツールの「ARGOS RPA+」（ARGOS LABS Incorporated）

を活用しています。 

 きっかけは取引先企業の導入を聞いたことです。社長が旗振り役となり、導入時は RPA 専門

の方にコンサルティングを依頼しました。以前は別のツールを 2 つ試行していましたが合わな

い面もあったため見送り、今回で 3 つ目の導入検討に至りました。「ARGOS RPA+」は、感

覚的に使えて、導入がしやすかったことや、参考となるシナリオが配布されている点も良いと

思いました。RPA のシナリオ作成は自社で行っています。特にシステム開発等の専門スキル

を持った人材はいません。 

 活用シーンとしては、営業面では新着求人をどこが出しているかのリストアップ、期日を知ら

せるアラートの発行等です。管理面では、契約更新のアラートの発行、スタッフの給与計算の

一部等といった考える必要がないロボット化可能な「処理」の部分で活用しています。 

○テレワークでもファイル共有できるように Google の各種アプリケーションを活用しています。 

 コロナ禍におけるテレワークや外出先でのファイル確認・編集が出来なかったことへの対応と

して、Google の各種アプリケーション（ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、フォ

ームなど）を活用しています。 

 会社の社内サーバーは外部から使用できないため、全てではなく一部の外部からでも共有可

能なものを対象に Google の各種アプリケーションでの利用を開始しました。   
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業務効率化の先の付加価値創造 アルムヒューマン株式会社  

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 時間を要している定型的業務をなんとかしたい

• 情報を一元管理したい
•二重入力などの定型的な業務を可能な限り減らし、付加価値を生むマッ
チングや魅力的な求人ストーリーを作ることなどに時間を当てたい。

•将来の組織拡大のため、情報の一元管理、業務の標準化を図りたい。

取り組んだこと

• 人材紹介事業向け業務システムを導入
•二重入力の回避、求人・求職者情報のデータ保管によるペーパレス化実
現、業務進捗状況（紹介数、面接進捗など）の可視化を実現。

•求人または候補者カルテより、適する求人・候補者検索がワンクリック
で行え、簡単にリストアップが可能に。

取り組み後の効果

• （主な効果）求人と候補者の情報マッチングはシステム

が無い場合の2倍の効率

• （その他の効果）情報一元化により情報共有のための

会議をゼロにできた

•システムの活用で定型的業務が最小限になり、求人提案、推薦等の情報

アウトプット業務の効率化を実現できている。

•進捗確認といった情報共有型ではなく、アイディアを出し合い、施策を

決定する問題解決型の会議になった。

 定型的業務を減らし、情報の一元管理、業務の標準化のため人材紹介システムを導入。 

 システムの利用で求人と候補者のマッチング効率は 2 倍。 

 システムによって情報共有が図られ、情報共有ではなく問題解決のための会議へと進化。 

営業力向上 

１２ 
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導入した IT ツール：人材紹介事業向け業務システム 
（「キャリアプラス」株式会社ブレインラボ） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・人材紹介業に特化したクラウド型人材紹介システム。 

・求職者情報や面談履歴等の様々なデータを管理、見える化ができる。また、

求職者との連絡から請求書発行まで人材紹介業のあらゆる業務を一元化。 

・1 名から導入でき、アカウント当たりの月額制。 

・サーバー等のハードウェアの導入も不要。 

コスト（費用） 

 

・初期費用は初期導入費用（5 万円）、カスタマイズ費用（求人データの当社

ホームページとの連携 15 万円）並びにデータ移行等で 35 万円ほど。 

・月額費用はアカウント数、オプション費用で決まり、2 名で 6 万円ほど。 
 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 事業拡大のためにはデータベースおよび業務システムが必須と認

識していましたので、人材紹介事業の責任者として判断のうえシス

テム導入をしました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 特に IT 系の人材はいません。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 候補者のリサーチや入出力事務を担うアシスタント業務が効率化されました。スタッフ 1 名分

ほどの作業量のため、人件費ベースでは、年間 120 万円くらいの効果だと思います。 

 中小事業者にとってシステム導入のねらいは、経費削減よりも、成果向上（採用決定に寄与す

る情報マッチング、機会損失の回避）が大きいと思います。特にサブスクリプションモデルの

支払いであれば、導入コストを抑えることができるため費用対効果は大きいと考えています。 

 

アルムヒューマン株式会社（https://executive.arumgroup.jp/） 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-1-12 クロスオフィス新宿（新宿オフィス） 

〒411-0036 静岡県三島市一番町 15 番 19 号（本社） 

主な事業：エグゼクティブ人材を対象とした人材紹介事業、人材派遣事業、製造請負事業 

設立  ：1991 年 3 月（グループ設立）／201６年 4 月（エグゼクティブサーチ事業部） 

資本金 ：9,000 万円  

従業員数：22 名（うち人材紹介事業部門 2 名） 

 

紹介・派遣 30人以下 静岡県 

人材紹介事業部事業部長 寺西智彦氏 

https://executive.arumgroup.jp/
https://executive.arumgroup.jp/
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○クラウドは中小の事業者でも導入しやすいシステムです。 

 人材紹介業向けのシステムを比較、検討を行いました。そのなかで、画面デザインやカスタマ

イズのしやすさから、キャリアプラスを選びました。 

（選択理由） 

 ①デザイン：一覧性に優れており、業務フローに合ったデザイン 

 ②自由度の高さ：トップページの画面変更、ホームページ連携といったカスタマイズが可能 

 ③実績・信頼：人材紹介業での実績が豊富 

 ④費用：サブスクリプションにより少人数利用でも安価に導入可能 

 キャリアプラスは、他社では自由記入になっていた部分がきちんと項目として整備されており、

求職者や求人情報の記録や、検索の効率が優れていました。「求人票に対して、どの求職者様が

マッチするか」を考えたときに、すぐに候補者を探せるイメージがありました。 

○情報の一元化を図ることで、会議の中身も変わってきます。 

 システムを活用することにより、「今月の紹介件数は何件か」「目標売上までどれくらいか」な

どの進捗を一目で確認することができ、業績やメンバーの管理がスムーズに行えています。そ

の結果、情報共有のための会議をゼロにでき、アイディアを出し合い、施策を決定する問題解

決型の会議へと進化することができました。 

○事業拡大に伴い、属人的な情報管理は不可能になります。 

 頭の中や手帳といった属人的な情報管理には限りがあり、求職者がさらに増えるとシステムに

頼る必要がでてきます。システムにデータとして情報が蓄積されることで、忘れかけていた求

職者の情報、求人情報を思い出すこともあります。 

 システムを利用することで業務の標準化も行えます。業務フロー自体には会社独自のやり方は

不要だと考えています、人材紹介業に特化したシステムにはベンダーならではのノウハウも詰

まっており、そのまま利用することが効率的かつ有用だと思います。 

○クラウド導入で、より人が介在する要素が付加価値として提供できるようになります。 

 定型的な業務が減り、システムで求人・候補者の検索が簡単にできるようになることにより、
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「この求人に対してはこういう求職者が適している」という仮説を立てたうえで、じっくり検

討することが可能になっています。 

 人材紹介業は利害関係者間の期待値コントロールや動機付けなど、人の介在する要素が大きい

と思います。コンテンツ編集力（求人のストーリー化などの編集的要素、候補者様のキャリア

志向や非言語化情報の蓄積）やスループット（意外性のあるキャリア提案、動機付け）が業績

を左右するビジネスのため、定型作業を削減した先の付加価値創造が重要だと思っています。 

○蓄積データの活用によって求職者との中長期的な関係構築が可能になっています。 

 システムのデータベースを利用して、連絡が途絶えてしまった求職者にもアプローチをし続け

ることができるようになりました。リピートをして頂くためにも、潜在的な求職者を掘り出す

ことはとても重要です。そこで、現在関心がなくても、求人情報を送り続けることによって、

今後の転職にプラスになるサポートができると考えています。また、過去のコンタクト情報（年

月日、内容、コンタクト方法）をデータベースに蓄積していくことで、担当者の記憶に頼らな

い事実情報を基にコミュニケーションすることができますので、候補者へのサービス品質も向

上していると考えています。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 人材紹介業に特化している RPA ソリューション「SF-ロボット社員サービス」（株式会社スタ

ンダードファクトリー）を導入しています。転職サイトから特定の条件で求人情報を取得し、

その情報を求職者にスカウトメールとして送る業務を自動化しました。導入以前に比べ、メー

ル送信数は 20 倍にもなりました。送信数が増えたことで返信の絶対数は増えています。月 5

万円で 24 時間フル稼働できますので、費用対効果は高いと思います。今後、RPA の適用範

囲を他業務にも拡げていく予定です。利用して初めてわかることもありますので、まずは RPA

化を具体的にイメージし易かったスカウトメール送信業務で実施しました。 

 人材紹介業は候補者の面談や顧客企業への営業等で外出が多いため、いつでもどこでも業務が

できるように他の IT ツールも幅広く活用しています。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「クラウドサイン」（弁護士ドットコム株式会社）：電子契約サービス 

② 「Chatwork」（Chatwork 株式会社）：ビジネスチャットツール 

③ 「Dropbox」（Dropbox, Inc.）：オンラインストレージサービス 

④  「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications, Inc.）：Web 会議システム 
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選考期間短縮による取扱件数増 株式会社 R4CARRER   

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• コンサルタントが増えるので業務システムを導入したい
•コンサルタントが１～２名の時は、求人や候補者の情報を個々の記憶や
エクセルで管理していた。

•コンサルタントが３名になった時（現在は４名）、互いの情報共有や目
標設定のため、業務システムを導入し、データの一元管理や分析、KPIの
設定を実施したいと考えた。

取り組んだこと

• 人材ビジネス向け業務システムを導入
•求人情報、候補者のプロフィール、応募や選考の過程に関する情報を全
てシステムに取り込み、コンサルタント間で情報を共有した。

•コンサルタントに日々の入力を促し、全ての業務をシステムに紐づける
ようにした。

取り組み後の効果

• （主な効果）選考期間が40日から30日に25％短縮

• （その他の効果）連絡時間の短縮、生産性向上

•システム上で候補者の情報を共有することで、情報が錯綜することがな

くなり、機会損失を防ぐことができるようになった。

•プロセスごとの数字を可視化し、KPIの進捗率や課題が明らかになった。

•進捗が遅れている候補者に一斉連絡ができるようになり、１週間あたり

の作業時間が６時間（６名の社員が週１時間）から１時間（１名が週１

時間）に減少した。

 コンサルタントの増員、組織拡大にあたり業務システムを導入。 

 人材紹介に係る選考期間（書類推薦から内定まで）が約 40 日から約 30 日に 25％短縮。 

 候補者への連絡のための時間短縮による処理件数の増加、生産性向上にも効果あり。 

売上高アップ

 

１３ 
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導入した IT ツール ： 人材ビジネス向け業務システム 
（「HR ビジネスクラウド」ポーターズ株式会社） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・人材紹介・人材派遣のためのクラウド型統合管理システム。求人と求職者の

一体管理、マッチングから選考プロセス、更新管理、売上、請求までを管理

し、そのプロセスで発生するメールや帳票作成、レポート作成などの業務を

自動化する。 

導入実績 1,500 社以上。1 名から数百名規模でのユーザーがあり、中小規

模の事業者も 7 割ほどを占める。 
コスト（費用） 

 
 
 

・導入のための費用なし。１ユーザーあたり月額 15,000 円。30 日間の無

料お試しあり。 

・11 ユーザー以降は、月額 7,500 円。 

 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 マネージャーが中心となって、こまめに声をかけていました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？  

 ある程度 IT ツールには慣れていますが、中にはパソコンが苦手なコンサ

ルタントもいます。 

 当初は抵抗感を示していても、周囲に利用者が増え、便利なツールであ

ることが分かると、関心を示してくれます。うまく活用できている人

を巻き込んで広めていくと効果的です。 

 主な機能がパッケージになっている IT ツールで、サポート体制が充

実したものであれば、決められた操作で誰でも同じように活用できるので導入しやすいと思い

ます。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 確実に生産性が上がっているので、費用対効果は高いと考えています。 

 

株式会社 R4CAREER（https://www.r4career.co.jp/） 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-9-26 ポーラ名古屋ビル A 館 3F  

主な事業：人材紹介事業、ヘッドハンティング・サーチスカウト事業 

設立  ：2009 年４月 

資本金 ：1,000 万円  

従業員数：6 名（うちコンサルタント４名） 

 

紹介 30人以下 愛知県 

人材紹介グループ 
マネージャー コンサルタント 

野口亜紀氏 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○人材紹介に係る選考期間（書類推薦から内定まで）が 25％短縮されました。 

 人材紹介業務は、大まかにいうと「求人企業からのオーダー・求人票の提出→登録されている

候補者（求職者）への声かけ→書類推薦（求人企業への書類提出）→面談等→内定（成約）」の

流れで行われています。人材ビジネス向け業務システム「HR ビジネスクラウド（HRBC）」（以

下、業務システム）の導入によって、この書類推薦から内定までの期間が約 40 日間から約 30

日間に短縮され、対応できる件数が増加しました。 

 業務システムの導入前は、コンサルタントの人数が少なかったこともあり、求人企業や候補者

の情報管理、選考の進捗状況をエクセルで管理していました。件数が少なかった頃はこれでよ

かったのですが、組織を拡大していく上でデータを一元管理できるツールが必要と考え、

2013 年に導入しました。 

 業務システムを導入し、業務に係る全てのデータを入力し、一元管理できるようになりました。

候補者の属性や希望条件、候補者とのやり取りの経緯等も入力されていることで、担当コンサ

ルタント以外でも状況を理解し、コンサルタント間での情報共有や声かけ、アドバイスがしや

すくなりました。 

 また、業務のプロセスごとの数字を可視化したことで、各コンサルタントの課題や注力すべき

点も明らかになり、改善を図ることができるようになりました。 

 

○候補者に連絡するための時間が短縮され、生産性が向上しました。 

 登録はしてくださったもののその後の返信がなかったり、案件の紹介ができていない候補者の

方々への連絡をしています。従来はエクセルで状況を確認し、週に１時間、６名の社員全員で

対応していました。 

 業務システムを用いると、データを一括して抽出し該当者へ一斉に連絡することができるので、

候補者への対応漏れを防止するとともに、コンサルタント１名が週１時間で対応できるように

なり、生産性が格段に向上しました。  
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○セキュリティ、操作性、サポート体制の充実が決め手でした。 

 業務システムを採用したポイントは、セキュリティ面で安心できること、誰でも簡単に操作で

きること、サポート体制が充実していることの３点でした。 

 まず、クラウドシステムで情報管理ができるのは、セキュリティ面で大きな魅力です。また、

全員が IT に精通している訳ではないことを考えると、一定の決められた操作で、誰もが同じ

効果を得られる操作性も重要です。さらに、何かあれば電話やメールですぐに問合せができる

サポート体制があることで、安心して導入を進めることができました。 

○求職者及び社内のコミュニケーションのため、今後も IT ツールを活用していきます。 

 これからも愛知県・岐阜県・三重県を中心に業務を展開していきますが、オンライン面談の普

及により遠隔地の求職者とも面談ができるようになるため、人材を探す範囲が全国に広がって

いくこともあると思います。これまでは、直接面会できる人を中心に対応していましたが、企

業の求める人材をより広範囲から探していくという観点で、うまく IT ツールを活用していき

たいと思います。 

 社内でのコミュニケーションにおいても、これまで以上に IT ツールの活用を進めていきます。

従来のような出社が前提とされている働き方では、育児や介護と仕事の両立など、社員のワー

クライフバランスの関係で時間的制約が生じてしまいます。例えば、日中の予定が合わず、ど

うしても夜間に会議や面談をすることもあります。IT ツールを使いこなすことで、仕事の時間

を変えながら、コミュニケーションを図ることができるのではないかと思います。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 自社のホームページにチャット機能を導入し、簡単なフォーマットで問い合わせができるよう

にしました。ホームページにアクセスしたものの、問い合わせまで至らず離脱してしまうケー

スを減らしたいと思っています。 

 現在のところ、チャット機能からつながるのは全体の候補者の１割未満ですが、潜在的な転職

希望者が連絡をくれるのは大きいと考えています。例えば、「興味のある求人があるが 40 代

でも応募できるか知りたい」などの問い合わせがあります。 

 業務システムとあわせて、ポーターズ株式会社が開発した「Matching Pro」の利用も試みて

います。今後さらに組織が拡大し、常に経験の浅い新人や若手がいるようになった時に役立つ

のではないかと思っています。 

 

  



70 
 

派遣のフロント業務のシステム化 株式会社サンスタッフ 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

  

課題・きっかけ

• 派遣業務の募集・登録・マッチングのプロセスを
改良したかった。

•既存の基幹システムで契約、勤怠管理や給与計算、請求などはできてい
たが、派遣スタッフの募集・登録・人選等の前工程（以下フロント業務）
は使い勝手の部分から既存システムを活用しきれておらず、結果として
人の手による部分もあり、時間がかかる上に属人的になっていた。

取り組んだこと

• 人材ビジネス向け業務システム（市販のクラウド型業務
システムを独自カスタマイズ）を導入

•導入のためのプロジェクトチームを組織。既存の基幹システムと連携可
能で、将来的にも各種ITツールと組み合わせやすいものを探し、いくつか
のクラウド型システムを検討。

•既存システムと連携させるべく開発ベンダーと約1年かけてカスタマイズ。

取り組み後の効果

• （主な効果）派遣のフロント業務のプロセスが改良され、

業務に要する時間が短縮、効率化。

• （その他の効果）登録者、企業へのサービス向上。

•（主な効果）人の手による業務が多かった派遣スタッフの募集・登録・

マッチング等のフロント業務のプロセスが改良され、業務に要する時間が

短縮、効率化。

•（その他の効果）登録にかかる時間や、求人情報の媒体への掲載にかか

る時間も短縮し、サービス向上につながっている。

 人材派遣業務の中でも特に「募集・登録・マッチング」をより精度が高く、スピード感のある 

プロセスへ改良したいと考え、社内でチームを組織。既存の基幹システムと連携できるシステ

ムを選定し開発ベンダーと約 1 年かけてカスタマイズ。 

 サイトから登録者のエントリー情報が自動で取り込まれ、登録者・コーディネーター双方の登

録時の時間が短縮するなど業務を効率化し、ひいてはサービス向上につながっている。 

業務効率化 

１４ 
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導入した IT ツール ： 人材ビジネス向け業務システム 

（市販のクラウド型業務システムを独自カスタマイズ） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

・人材紹介・派遣事業に特化したクラウド型業務システム。求人・求職者管理、

選考プロセス管理、検索・マッチングなどの業務を効率化。カスタマイズの

しやすさや媒体連携、外部システムとの連携など、拡張性も特徴として謳っ

ている。 

 
コスト（費用） 

 

・既存システムとの連携を図るべく、開発ベンダーと約 1 年かけてカスタマ

イズ。導入コストは、連携のための開発費用等を含めて年間売上の３～７％

程度の目安で調整 

・ランニング費用は、各種連携、エリアマッチングサービス、媒体連携のオプ

ション機能込みで、月当たりで計上し、年間にして売上の 0.1～0.3％程度。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 当社では改革改善の際は社員でプロジェクトチームを作り

ます。業務システム導入は経営改革部長がリーダーとなり、

IT に強い人ではなく使う人（使い方が理解できる人）、具体

的には人材サービス部門長、コーディネーター、営業担当の

3 名をメンバーに指名しました（なお、社内に SE など IT

の専門家はいません）。導入後は実務で使用するメンバーの

使いやすさを重視した上で、法対応を考えて常に部門内の

推進メンバーがカスタマイズを行っています。加えて人材育

成の面から、コーディネーターと営業担当は推進メンバーを入れ替えています。 

 100％豊田自動織機の資本である中で、会社規模と比較して大きな費用がかかるということも

あり、役員会議にて現在の業務プロセスの説明から課題と今回の業務システム導入のメリット

について、全体の概略などを図式化して理解を求め同意を得ました。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 導入のメリットは大きいと考えています。金額換算は難しいですが、Web サイトからのエン

トリー情報を自動で取り込めるようになり、来社し 2 時間かかっていた登録が 1 時間に。月

50 名×1 時間×時給 2500 円とすれば、この分だけで年間 150 万円の削減です。また、媒

体連携で、月 75 時間かかっていた求人アップが 15 時間になったことでは年間 180 万円の

削減。効果を積み上げていけば、費用に十分見合っていると思います。 

 

  

紹介・派遣 101～300人 愛知県 

株式会社サンスタッフ（www.sunstaff.co.jp/） 

〒448-0858 愛知県刈谷市若松町 1-95 名鉄刈谷ビル 3F 

主な事業：総合人材サービス（人材派遣、業務受託、人材紹介、技術者派遣・請負、翻訳・通

訳）、人材育成、現場改善、ＩＰ、緑化 

設立  ：1990 年 11 月 

資本金 ：2,000 万円  

従業員数：296 名（うち人材紹介業務 3 名）（2020 年 12 月 31 日現在） 

左から、人材サービス室長 大嶋 三紀子氏、 

経営改革部長 増田 一泰氏、リクルーティング

推進室 吉川 理絵氏 



72 
 

（事例の詳細）  

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○基幹システムは入れていましたが、派遣のフロント業務は人の手に頼っていました。 

 当社は豊田自動織機のグループ会社として 1990 年に創業した総合人材サービス会社です。

愛知県を中心に、1991 年に人材派遣事業を開始し有料職業紹介事業は 2001 年からです。

IT 活用としては、以前から派遣事業向けの基幹システムは、サーバー型の市販システムをカ

スタマイズして利用してきました。ただし、契約や勤怠管理、給与計算、請求などは十分に

行えているものの、派遣スタッフの募集・登録・マッチングなどのフロント業務については

人の手による部分が非常に多く時間がかかっていました。システムの使い勝手が難しい部分

もあり、事実上マッチングがコーディネーターの記憶に頼るところもありましたし、また例

えば一つの求人を募集するのに派遣募集媒体ごとにデータを入力しなければならなかった

り、加えて新規の登録者の来社時の記入用紙や入力項目なども多く、それを入力するコーデ

ィネーター自身の登録負担も大きかったことが課題としてあげられていました。 

 そこで、社内でプロジェクトチームを組織し、派遣のフロント業務のプロセスを改良できる

ようなシステムを検討しました。選定条件は、既存の基幹システムと連携できることです。

給与計算、請求などは、引き続き既存の基幹システムを使う方針でした。また、今後は様々

な IT ツールの活用が必要だと分かっていたので、将来的に各種 IT ツールを取り入れやすいも

のをと思いました。たとえば RPA や MA、AI などです。すると自ずとクラウド型のシステ

ムから選ぶことになり、最終的には 3 つほど比較検討しました。各社ともデモ画面があった

のでメンバーでいろいろ試した結果、市販の人材ビジネス向け業務システムを開発ベンタ－

を含め、導入後も自社でカスタマイズできることにポイントを置いて選定しました。 

 システムを選定しカットオーバーまでに約 1 年、プロジェクトチームを組織してからは約 1

年半かかりました。新しいシステムのどの項目を基幹システムのどこに活かせるかを検討

し、全て決めていく作業が一番大変でした。両システムが上手く連携できるように既存の基

幹システムのほうで出入口を作る必要があり、当社と基幹システムのベンダー、開発ベンダ

ーと３社でやりとりをしながらの調整も必要でした。 

○サイトからのエントリー情報が自動で取り込まれ、派遣の登録に要する時間が短縮しました。 

 導入に際し業務システムの基本機能に加え 2 つのオプション機能も取り入れました。1 つめ

はエリアマッチング機能で、「自宅から〇〇分以内」の求人や『勤務地から〇〇分以内』の求

職者を検索するもの。2 つめは各種媒体と自動連携させるための機能です。Web サイトから

の登録情報をシステムに取り込んだり、求人情報を各種媒体にエクスポートできます。 

 システムを導入したことで、人の手による部分が多かった派遣スタッフの募集・登録・マッ

チングなどのフロント業務のプロセスが改良され、業務に要する時間が短縮、効率化しまし
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た。たとえば、求職者が当社の Web サイトから入力したエントリー情報をシステムに取り込

み、登録データに反映できるようになったことで、今までは登録のため来社いただいた際に

再度記入してもらったり、当社のコーディネーターが聞き取って記入していたものが不要と

なりました。登録者・コーディネーター双方の時間短縮だけでなく、登録前に求職者の詳細

情報を把握する事で、面談の質が高まり、スピーディな仕事紹介が可能となりました。 

○求人データを各種媒体に自動的にあげられるようになりました。 

 また、企業からいただいて業務システムに登録した求人情報を当社の求人サイト「サンスタ

ッフジョブ」や各種求人媒体にエクスポートできることも便利になったと感じることのひと

つです。一案件の掲載に 30 分かかっていた作業が６分ほどに。仮に月あたり 50 件を 3 媒

体に掲載するとすれば 75 時間ですが、それが８割カットで 15 時間に効率化されました。 

○優良派遣事業者に求められる各種情報の記録にも対応できています。 

 さらに、業務システムを入れたことで優良派遣事業者認定制度の「優良派遣事業者」に求め

られる各種記録の整備・保存にもきちんと対応できています。開発ベンダー側と協議しなが

ら、認定に必要な事項も予め盛り込めたことも数字に表れない大きな成果と感じています。 

その他の IT ツールの活用について 

 2020 年春の緊急事態宣言を機にリモートワーク化を急激に進めました。セキュリティ面を中

心に在宅勤務の体制はまだ十分でなかったところを急場で整え、自宅に Wi-Fi 環境がある社員

は在宅勤務できるようにし、また、刈谷本社に加えて東海市にあるオフィスと分散勤務するこ

とで出社率を 5 割程度に抑えました。解除後も原則週２を上限に在宅勤務を続けています。 

 2019 年 5 月頃よりフリーアドレス化に着手していたことが、少々不本意ながらも三密回避

とリモートワーク化に功を奏しました。もともとは「ペーパーレス化を進めよう」という別プ

ロジェクトにおいて、刈谷本社 3 フロアのキャビネ整理を行い、一部フリーアドレス制実施の

ため、座席数自体は増やして執務スペースを広げました。同時に全社に Wi-Fi を入れ、紙で回

していた社内決裁をオンライン・デジタル化したところでした。コロナ禍に直面してからは、

予定していた「Office365」への切り替えの中でも「Teams」導入を早めました。Web 会議

やチャットの普及を促し、他アプリにおいてはポータルサイト的な使い方も現在進めています。 

 また、電子契約システムは最終テストの段階であり、派遣スタッフの各種個別契約も 2020

年末より紙から電子化予定で、給与明細や勤怠管理の電子化も進めています。より一層効率

化を進め、派遣先企業様や派遣スタッフの方々へ質の高い対応を集中して行うことで、両者

とより良い関係性を作っていくことに重きをおいていきたいと考えています。加えて、現在

の状況を鑑み、社員や派遣スタッフにおいて、より質の高いリモートワークを可能にする DX

（デジタルトランスフォーメーション）を一気に進めたいと考えています。   
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MA ツールで営業スタイル変革 株式会社 i-plug (ｱｲﾌﾟﾗｸﾞ)  

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

 

課題・きっかけ

• アポ獲得業務を効率化したい
•会社リストの上から順に電話をかけるといった旧来型の営業スタイ
ルだった。

•アポ獲得の効率が悪く、時間や手間が非常にかかっていた。

取り組んだこと

• MAツールを導入
•CRMと連携できる製品を選択。

•CRMの営業情報を活用して、セミナーに参加した会社にメールを送
るなど、顧客との関係性を大事にした営業スタイルに変えた。

取り組み後の効果

• （主な効果）アポ獲得の業務効率が4倍向上

• （その他の効果）受注獲得及び売上向上に寄与

•着電率、アポ取得率とも大幅に向上したことによりアポ獲得の業務

効率が4倍となった。

•月30件程度だったアポが、導入後は230件まで増えたことで、受

注獲得につながった。

 電話営業の効率化を図るために、MA ツールを導入。CRM システムとの連携も考えて選定。 

 チャットツールとも連携させ、当社サービスに関心をもった会社に対して確実かつタイミン

グよく営業をかけることができるようになった。 

 アポ獲得の業務効率が 4 倍向上。アポの件数は月 30 件から 230 件まで増加した。 

売上高アップ 

１５ 
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導入した IT ツール ： MA ツール（「マルケト」アドビ株式会社） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・各種データをもとに成約率が高いと思われる見込み客を割り出し、アポイン

トのレコメンド（推薦）等を行うクラウド型 MA ツール。 

・CRM システム（Salesforce）とのデータ連携が可能。 

・コンサルティング、トレーニング等のサポート体制。 

コスト（費用） 
 
 

・コンサルティングや CRM システムとのデータ連携等の導入サポートも含

めたパッケージでの料金設定。（導入時 2 年間で 500 万円程度） 

・月額制。機能範囲や扱うデータ件数（データベースサイズ）、オプションに

応じた料金テーブル（契約は年単位）。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 システムエンジニアであった役員が、アポ獲得に有用と思われる 

IT ツールがあることをマーケティング担当部署に助言したことで、 

導入に向けた検討が進みました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

・情報システム担当者や自社の開発部でまかなえきれない領域は 

ベンダーに問い合わせたり、ユーザーコミュニティで質問したり 

することで対応できています。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 アポ獲得の業務効率が 4 倍になっていますので、業務量の削減効果としては担当者 2 名で年

間 3,264 時間ほどに相当すると思います。人件費ベース換算では 1,100 万円くらいの効果

になります。業務量削減効果の分だけで、導入・運用費の元が取れる計算です。 

 さらに、MA ツール導入前は月 30 件程度だったアポが、導入後は 230 件まで増えています

ので、十分導入効果が得られていると思います。 

 

株式会社 i-plug (ｱｲﾌﾟﾗｸﾞ)（https://i-plug.co.jp/） 

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5-11-8 セントアネックスビル 3 階 

主な事業：新卒逆求人サイト「OfferBox（オファーボックス）」の運営 

設立  ：2012 年 4 月 

資本金 ：2 億 1,500 万円（資本準備金 1 億 8,500 万円） 

従業員数：137 名 

紹介 101～300人 大阪府 

マーケティング部 
ゼネラルマネージャー 

阿部恵太氏 

https://i-plug.co.jp/
https://i-plug.co.jp/


76 
 

（事例の詳細） 

IT ツール導入の背景 

 株式会社 i-plug は、企業と就職を希望する学生の相互理解を深め、適切なマッチングを図るこ

とを目的とした、ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」を提供しています。本サ

ービスは企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒採用サイトで、学生からのエン

トリーを待つのではなく、企業側で登録学生を検索して会いたい学生にコンタクトをとること

ができます。企業の採用基準と合致しそうな学生にアプローチすることができます。 

 学生検索の負担を減らすために、AI を活用 

した検索システムを採用。利用企業及び学 

生の行動履歴を解析し、「マッチング度の高 

い学生」順に検索画面に表示します。 

 サービス開始当初はクライアント企業からの 

理解が得られず、電話営業でのアポ取りに 

大変苦労していました。そこで MA ツール 

導入を考えました。 

 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○CRM システムとの連携を考えて MA ツールを選択しました。  

 既に導入していた CRM システム（セールスフォース）との連携がよく、また、どのように MA

ツールを導入すべきかのコンサルタントがつき、トレーニングや担当者の育成というサポート

があった MA ツールを選定しました。 

○ MA ツール導入で営業の質が向上しました。 

 以前の電話営業は、企業リスト順に電話をかける旧来型の営業スタイルが中心でした。MA ツ

ール導入後は、CRM システムから「セミナーに来てくれた会社」といった情報が得られるの

で、セミナー開催時に招待メールを簡単に送ることができます。メール開封の有無も分かるた

め、関心の高い会社へ注力したアプローチができます。相手のニーズなどが分かるようになる

ので、相手の関心に沿ったトークができ、相手の反応も変わってきます。 

 MA ツールとチャットツール（Chatwork）を連携させているため、相手がメール開封したと

きに営業担当者に通知するようにしています。そのタイミングで電話すれば、相手の在席確率

も高く、アポが得られる確率も高くなります。 

「OfferBox」機能フロー図 
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○得られたアポの数が劇的に増えました。 

 MA ツール導入の結果として、着電率（電話を取ってくれる率）はそれまでの 30%から 67%

へと向上しました。さらに、アポ取得率は、25%から 44%へと向上しました。結果として、

MA ツール導入前は月 30 件程度だったアポが、導入後は 230 件まで増えましたので、MA

ツールを活用している効果は十分にあったと判断しています。受注が増え、売上向上にも役立

っているかと思います。 

 

 

その他の IT ツールの活用について 

 MA ツール、CRM システムのほかにも以下のようなツールを幅広く活用しています。 

 新型コロナ感染拡大に対応するため基本は在宅勤務へと移行しており、電話受け取り代行サー

ビス「fondesk」（株式会社うるる）を導入しました。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「Gluegent Flow」（株式会社グルージェント）：クラウド型ワークフローシステム 

② 「TeamSpirit」（株式会社チームスピリット）：勤怠管理システム 

③ 「クラウドサイン」（弁護士ドットコム株式会社）：電子契約サービス 

④ 「Chatwork」（Chatwork 株式会社）：ビジネスチャットツール 

⑤ 「bellFace」（ベルフェイス株式会社）：オンライン営業システム 

⑥ 「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications, Inc.）：Web 会議システム 

⑦ 「Sales Cloud」（株式会社セールスフォース・ドットコム）：CRM システム   

i-plug社システム概念図 
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チャットツールで業務をスピードアップ  株式会社 学情 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

 
  

課題・きっかけ

• 社員間のコミュニケーションをなんとかしたい
•売上を拡大していく目標がある中で、社員間のコミュニケーションをよ
り密に、速度感をもってやっていきたいという課題があった。

•在宅ワークもあり、社員間のコミュニケーションツールを検討していた。

取り組んだこと

• チャットツールを導入
•情報システム部門と若手中心のPJが取り組みを推進した。

•マイクロソフト製品は他にもあるため、統合的に管理でき、導入のため
の追加コストもそれほど大きくないTeamsを選定した。

取り組み後の

効果

• （主な効果）業務スピードは確実にアップした

• （その他の効果）コロナ禍においても業務はできた

•顧客との連絡は電子メール、社内の連絡はTeamsを利用としている。

在宅ワークも進めているが、コミュニケーションは問題なく、速度感を

もってできている（約30％アップ）。

•コロナのことは考えていなかったが、結果的には業務を止めることなく

通常通りスピーディに対応することができた。お客様との会話も電話だ

けではなくWeb会議を活用するなど、営業上も支障はそれほどなかった。

 売上を拡大していく目標がある中で、社員間のコミュニケーションをより密に、速度感をもっ

てやっていきたいと考え、情報システム部門と若手中心の PJ で取り組みを推進し、チャット

ツール（コミュニケーションツール）を導入。 

 導入前は社内の連絡も電子メール中心だったが、Teams 活用によりコミュニケーションがよ

り深まり、かつ速度感もアップした。 

業務効率化 テレワーク対応 

１６ 
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導入した IT ツール ： チャットツール（「Teams」日本マイクロソフト株式会社） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

 

・カテゴリーとしては、ビジネスチャットツールのひとつ。 

・単なるチャットツールではなくビジネスを推進するために必要なツールが

ひとつになったビジネスプラットフォームといえる。 

・具体的には、チャットツール・Web 会議・ファイル共有・タスク管理・MS

製品との連携などがスムースに使うことが可能。 

コスト（費用） 
 

 

・Teams 利用するには、Microsoft365 の契約が前提となる。プランが３つ

あり（①Business Basic、②Business Standard、③Office 365 E3）

プランによって使える機能や仕様に違いがある（①540 円・②1,360 円・

③2,180 円/月・人）。月額数十万円は発生している。 

・ 導入時に各種設定等はシステム会社に委託した（数百万円支払い発生）。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 検討するための PJ チームを取締役が選定（各拠点から上司が推薦）し、

PJ チームが社内の改革を提言し、会社として OK を出しました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 業務を IT 化・デジタル化するための専門の開発職のスタッフはいません

が（PJ チームで検討）、情報システム部門が実務面をサポートしました。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 厳密な費用対効果は計算していませんが、月額費用は数十万円と

いうことは認識しています。Teams 導入後、テレワーク移行がスムースにできた、リモート

で営業活動が継続できた、社員間のコミュニケーションが深まり、速度感も約 30%アップし

たことと考えると、効果は十分にあったものと考えています。 

 

 

株式会社学情（https://company.gakujo.ne.jp/index.html） 

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-18-2 野村不動産銀座ビル 15F 

主な事業：広告関連サービス（一般広告メディア取り扱い・制作、各種 SP ツール制作）、 

人材関連サービス（新卒採用事業、第二新卒・中途採用事業、人材紹介・派遣事業） 

設立  ：昭和 52 年 11 月 7 日 

資本金 ：1５億円  

従業員数：２８０名（うち人材サービス事業部門 31 名） 

広告･紹介･派遣 101～300人 東京都 

執行役員(企画部・Web 事業推進担当) 
乾 真一朗氏 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○社員間やお客様とのコミュニケーションのスピードアップが図れています。  

 売上を拡大していく目標がある中で、社員間のコミュニケーションをより密に、速度感をもっ

てやっていきたいという課題がありました。チャットツールを導入したことで、社内の連絡は

原則電子メールから Teams へ切り替わっています。Teams 活用により社内のコミュニケー

ションがより深まり、かつ速度感もアップしています。 

○コロナ禍において、緊急事態宣言を受けても業務は継続できました。  

 もともと業務効率化を推進する目的で、IT ツール（Teams）の導入を検討してきておりまし

た。そんな中、今回の新型コロナウイルスが発生し 2020 年 4 月の緊急事態宣言を受けて社

員が在宅勤務を余儀なくされました。緊急事態宣言後、全従業員の 70％が在宅となりました

が、Teams の活用が進んでいたこともあり、各部署の従業員は業務推進上大きな問題なく（ス

ピーディに）業務活動を継続することができました。 

○新しいツールを導入するときにはエバンジェリストが重要と思います。 

 弊社はツールの浸透のため新たにプロジェクトメンバーを２0 名程度選定したのですが、比較

的若手（20 代後半）を中心にチームを組成しました。そのメンバーを中心に活用方法を検討

してきたのですが、各部門に対して周知徹底を図るためのエバンジェリスト（伝道師）的な動

きをしてもらいました。プロジェクトメンバーが Teams の使い方について学び、Teams 内

で、機能の紹介をしたり、現場の疑問に答えたりとまさにエバンジェリストとして動いてもら

いました。 

 従業員一人一人を見てみると、IT リテラシーが高いということはないと思います。ただし、会

社としても比較的若い人が多いので、ツールを与えて使い方を周知すれば使ってくれる環境は

あるといえるかもしれません。IT ツールはあくまで会社の業務を推進するのに必要なインフラ

と捉えておりますので、うまく活用してもらえればと思っています。 

 社内に情報システム部門はあり、システム導入に必要な実務面についてはサポートしてもらい

ましたが、システムの活用方法については、あくまで現場から選出したプロジェクトメンバー

が考えたのが取組のポイントです。 

○マイクロソフトの製品を使っている企業であれば、導入は比較的容易だと思います。 

 IT ツールの導入を検討する過程では、世の中にある様々なツールを比較検討しました。当社の
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場合は、既にマイクロソフト製品を使っていたことが、選定の判断に影響しました。AD サー

バもありシステム管理を統合的にでき、管理がしやすいということがあります。また、導入費

用について、Microsoft Office を使っていたことで追加コストが安価な点も魅力でした。 

 Teams には、Power Automate や Forms という機能があり、業務を自動化したり、各種フ

ォームをテンプレート化したりすることができます。フォームを作って、ワークフローを構築

することを検討しています。まだ Teams の機能は十分使いこなしていないので、これを更に

活用することは可能と思っています。 

 Teams はチャットツール以外にも Web 会議システムとして使うこともできます。お客さま

との営業活動において、Teams 利用により話を進めることができたのは大きな収穫になりま

す。最近ではお客さまの方から「電話ではなく Web 会議で」と言われることが有るくらいに

活用度が上がっていると思います。Web 商談ツールは別のツールを使用していましたが、

Teams と ZOOM に統一して使っています。営業活動の一環として自社会議室を使ってセミ

ナーを開催していたのですが、現在は開催することはできないため、Webinar に移行して実施

しています。（50～60 社のお客様に参加してもらっていますので、今まで通りのセミナーが

開催できていると感じています。） 

 

その他の IT ツールの活用について 

 社員間のコミュニケーションやお客さまとのコミュニケーションに Teams は有効ですし今後

も活用をしていってもらいたいのですが、それ以外にも活用していくべき IT ツールはいくつ

かあると思っています。 

 電子署名・電子契約については現在導入を検討しています。現在は紙の契約書を製本して押印

して郵送で送付するなど、手間と時間がかなりかかっていると感じており、これらについても

デジタル化することで業務はより効率的に行えると考えています。 

 RPA 化は情報システム部門のスタッフがインハウスで開発を行っています。 

 求職者とのやりとりは LINEWORKS を使っています。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「X-Point」（株式会社エイトレッド）：電子申請システム 

② 「UiPath」（UiPath 株式会社）：RPA ツール 

③ 「Adobe Sign」（アドビ株式会社）：電子署名 

④ 「Zoom Webinar」（Zoom Video Communications, Inc.）：Web セミナーシステム 

⑤ 「LINEWORKS」（LINE 株式会社）：チャットツール（対外用） 
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自動組版で労働時間を削減 人材ニュース株式会社 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 紙面のリニューアルとコロナによる働き方の見直し
•コロナへ対応で在宅勤務が増え、従来の業務のやり方を見直したかった。

•広告紙面のリニューアルも考えており、システム導入を検討していた。

取り組んだこと

• 自動組版システムを導入
•社員と討論の機会を設けつつ社長が導入を推進

•オンライン上で情報を入力するだけで広告原稿を作成できる自動組み版
システムの導入を検討

•自動組版システムを専門に開発している企業へ発注

取り組み後の効果

• （主な効果）1案件あたりの労働時間の削減

• （その他の効果）付加価値の向上、新規分野の開拓

•顧客先や在宅で原稿を作成でき、営業担当者の自社と顧客先間の往復の

移動時間・訪問回数が減少。

•営業担当者が情報を入力するだけで広告原稿の半分を自動的に作成でき

る。制作担当者は、顧客企業の魅力を伝えることに集中できるようになっ

た。

•削減した制作時間・移動時間は、新規分野の開拓に活用できる。

 広告デザインのリニューアルとコロナによる働き方の見直しで自動組版システムを導入。 

 顧客先での原稿作成が可能になり、制作時間削減を見込む。 

 浮いた時間を広告の付加価値の向上や新規分野開拓へ活用につなげる。 

労働時間削減

 

１７ 
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導入した IT ツール ： 自動組版システム（「DOT3」株式会社ニューキャスト） 

 
IT ツールの 
概要・特徴 

・企業の情報を入力するだけで、自動的に広告のフォーマットに反映させるこ

とができるシステム。 

・各社の原稿を集約した印刷レイアウトも自動で作成可能。 

・顧客先・在宅での作業も可能。作成した原稿の PDF 化も容易で、クライア

ントの確認をすぐに依頼することができる。 

コスト（費用） 
 
 

・初期費用は、52 万 5 千円（税抜）。 

 サーバー設置に加え、社員への教育研修費用も含む。 

・ランニングコストとして、19 万 5 千円。 

 主に、サーバー保守・バックアップの費用であり、利用しているサーバー規

模に比例。 
 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 導入は社長が推進しましたが、トップダウンで進めすぎないよう

に、社員との討論機会を何度も設けました。自社のサービスにつ

いて、求職者の視点と顧客企業の視点から「良い広告とは何か」

を議論しました。こうした取り組みの結果、社員が自主的に考え

るようになってくれたと思います。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？  

 詳しい人はいませんが、このシステムは、アンケートフォームに

入力する程度のスキルがあれば利用できるので、システム導入に

よって広告制作はむしろ簡単になりました。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 求人広告 1 案件あたりにかかる制作時間を 3 分の１程度にまで削減でき、1 カ月で 240 時間

の削減効果を見込んでいます。費用対効果は大きいと考えています。 

 

人材ニュース株式会社（https://jinzainews.jp/） 

〒634-0845 奈良県橿原市中曽司町 351 番地の 2 

主な事業：人材紹介業、派遣業、求人広告業、業務請負業等 

設立  ：1984 年 

資本金 ：1,000 万円  

従業員数：15 名（うち求人メディア関係 11 名） 

 

広告･紹介･派遣 30人以下 奈良県 

代表取締役 廣橋隆氏 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○コロナ禍による在宅勤務や誌面リニューアルを期にシステムを導入しました。 

 コロナ禍の下、広告原稿を在宅勤務でも作成できるシステムの導入が必要でした。コロナ以前

より紙面のリニューアルを検討しており、自動組版システム（オンライン上で情報を入力する

だけで広告原稿を作成できるシステム）を検討しました。 

 システムは既存のソフトではなく、自動組版システムを専門に開発している企業へ発注しまし

た。ベースとなるシステムに当社仕様の広告原稿を組み込んでいます。価格面が好条件だった

ということもありますが、求人広告業界での実績が依頼先の決め手になりました。 

 当社では営業担当者と制作担当者が協力して広告制作を行っています。従来は、営業担当者が

各企業を訪問して広告に盛り込む情報をヒアリングし、会社に戻ってその内容を制作担当者に

口頭で伝えます。制作担当者は、営業から受け取った情報で原稿を制作し、顧客企業に訪問や

FAX を通じて確認してもらっていました。 

 システムの導入後は、営業担当者がヒアリング中に情報を入力するだけで、これまでの原稿の

約半分をその場で作成、すぐに確認が可能になります。また、在宅勤務中でも電話で情報を聞

きながら原稿の作成ができ、そのままＰＤＦ化、メールで確認を依頼できます。 

システムを導入したことで、紙面に統一感を持たせられるようになりました。自動組版システ

ムでは、企業の名称や場所、募集職種や資格、勤務時間や休暇などの募集条件といった共通の

情報は、入力するとフォーマットに自動で反映される仕組みとなっています。リニューアル後

の広告では、原稿左半分は募集条件、右半分を企業の魅力を伝えるスペースにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

統一感のあるレイアウトに 
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○1 件あたりにかかる労働時間の短縮を見込んでいます。 

 営業担当者が何度も往復したり、口頭で伝達したりといった時間が削減できます。以前は求人

広告を 1 案件作成するまでに、営業担当者が企業と会社を往復するのに 30 分、会社に戻って

入稿するのに 30 分、制作が原稿を作成するのに 30 分、企業への原稿確認で 15 分とすると、

1.5 時間程度かかっていました。それが、訪問した企業先で確認しながら情報を入力し、すぐ

制作担当に送れるようになりました。 

 制作担当者は原稿の残り半分のスペースを使い、いかに企業の魅力を伝えるかという点に注力

できます。原稿の半分は完成している状態から開始できるため、作業時間を短縮できます。そ

の分、企業の魅力を伝える残り半分のスペースの制作に注力でき、付加価値向上につながると

考えています。 

 本格的な稼働は 2020 年 12 月からですが、1 案件の制作時間がこれまでの 3 分の１近くま

で短縮できると見込んでいます。これは月あたり約 26 万円の効果（1 件あたり 1 時間✕一度

の掲載数 20 件✕1 ヶ月で 12 枚✕時給 1100 円で概算）があるという計算になり、導入の

メリットは大きいと感じます。 

 こうして利用できる時間は、原稿内容の魅力度アップのほか、新規開拓や新分野開拓に活用し

たいと考えています。 

○作業効率の向上とデータの二次利用が可能になりました。 

 広告の印刷を印刷会社に依頼する際、作成した各企業の原稿を「台紙」に貼り付けて 1 枚にす

る作業が発生します。これまでは貼り付け作業の際に、作成した原稿から文字が欠落する問題

がたびたび発生し、確認・調整作業が必要でした。システム導入によって、台紙への貼り付け

が自動で行うことができ、そのような確認作業も不要になりました。 

 募集条件などの入力した情報は、データベースとして保存されていきます。これまでは完成し

た広告をＰＤＦスキャンやホームページ用に入力し直したりしていましたが、今後はデータの

二次利用も検討して更なる効率化を目指していきます。 

○中小企業でも効果があると感じています。 

 求人メディアに携わる社員が 4～５名いる規模であれば、十分に機能すると思います。特に制

作を担当するスタッフが 2 人いるなら、かなりの効果があるのではないでしょうか。全国展開

されている企業では既に導入されているかもしれませんが、当社のような地域で活動している

企業でも十分活用できると感じます。 

その他の IT ツールの活用について 

 zoom の活用（社内朝礼のオンライン化、取引先との打ち合わせ） 

 リモートアプリ・VPN の導入（社内ネットワークと在宅社員のＰＣとの広告原稿の共有）   
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紹介のフロント業務のシステム化 株式会社クリエアナブキ 

 

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

   

課題・きっかけ

• 紹介業務のシステムを見直したかった
•人材派遣管理システム（基幹システム）を使ってきたが、ワンストップ
サービスを実現させるため、紹介業務のシステムを見直したいと考えた。

•再導入に際しては、売上げに繋がるフロント業務に強いシステムを入れ
たいと思った。

取り組んだこと

• 人材ビジネス向け業務システムを導入
•導入のためのプロジェクトチームをつくり、検討結果を社長にプレゼン。

•かゆいところに手が届くユーザービリティと、導入後も使いやすくする
ため併走してくれる点に共感し、ポーターズ社のHRビジネスクラウドを
選定。

取り組み後の効果

• （主な効果）売上げにつながる企業や登録者との接点

の強化に注力できるようになる

• （その他の効果）煩雑な業務の効率化

•（主な効果）売上げを増やすには、企業や登録者に接するフロント業務

をスムーズに動かすことが必要。システム化でそれらがスムーズになれば、

その分、接点を増やすことに注力できることに期待。

•（その他の効果）煩雑な業務がシステムによって効率化され、手間と時

間が軽減される見込み。

 ワンストップサービスを実現させるため、これまで活用していた紹介業務のシステムを再検

討。 

 バックヤードの効率化よりも、売上げ増につながるフロント業務の強化を重視し、システムを

選定。 

売上高アップ 

１８ 
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導入した IT ツール ： 人材ビジネス向け業務システム 

（「HR ビジネスクラウド」ポーターズ株式会社） 
  

IT ツールの 
概要・特徴 

・人材紹介・派遣事業に特化したクラウド型業務システム。求人・求職者管理、

選考プロセス管理、検索・マッチングなどの業務を効率化。カスタマイズの

しやすさや媒体連携、外部システム連携（API）などの拡張性も特徴として

謳っている。 

コスト（費用） 
 
 

・導入初年度の概算費用は、400 万円程度。帳票作成や自動化・WEB サイ

ト連携開発を含めて 1,200 万円程度。 

・導入２年度目からは、ランニングコストとして月額 120 万円程度かかる見

込み。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 紹介業務のシステムの見直しは、社長がトップダウンで決めました。 

 システムの選定は、プロジェクトチームを立ち上げ、検討しました。

社長が「こうしたい」「こう変えたい」と方向性を示し、その内容に

ついてプロジェクトチームで検討を行い、社長へプレゼン。チームが

推薦してきたのが、HR ビジネスクラウドでした。 

－費用対効果についてどうお考えですか？  

 システム導入の費用対効果があるのは、拠点が５～６か所程度あり、従業員 100 名以上の事

業者や、派遣と紹介を両方している事業者といったイメージがあります。 

 当社についてはシステムの本格稼働はこれからであり（2021 年４月稼働予定）、効果が現れ

るのは先ですが、雇用を増やし売上げを伸ばすには登録者や企業と接するフロント部分の強化

が必要です。そこを支えるシステムであれば、お金をかけてでも導入する必要があると考えま

した。煩雑な業務が効率化するだけでもメリットがあると思いますが、効率化した分、営業や

キャリアコンサルタントが企業や顧客との接点により注力できるようになることが大事だと

考えています 

 

株式会社クリエアナブキ（https://www.crie.co.jp/） 

〒760-0026 香川県高松市磨屋町 2 番地 8 あなぶきセントラルビル 

主な事業：人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、アウトソーシング、研修・適性診断テスト、

採用支援、再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援 

設立  ：1986 年４月 

資本金 ：2 億 4,340 万円  

従業員数：104 名（うち人材紹介業務 18 名）（2020 年３月 31 日現在） 

紹介・派遣 101～300人 香川県 

代表取締役社長 上口 裕司氏 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○ワンストップサービスを実現させるため、これまで活用していた紹介業務のシステムを再検討。 

 当社は香川県高松市に本社を置き、四国地域を地盤とする人材サービス会社です。これま

で、人材派遣事業がメインでしたが、近年、ワンストップサービスを実現させるため、紹介

事業の強化を行っています。派遣の基幹システムは、市販のものをカスタマイズする形で以

前から利用していましたが、紹介業務のシステム化は遅れていました。また、紹介と派遣の

登録者管理が同じシステムでできていないことで、求職者の情報管理が一括で行えず、非効

率さがありました。そこで、紹介業務のシステムを再検討することにしました。 

 既存の派遣の基幹システムは、どちらかというと企業への請求や支払いといったバックヤー

ドの業務効率化に強いシステムでした。その一方、企業や登録者と接するフロントの業務に

弱いところがありました。しかしながら、雇用を増やし売上げを増やすには、フロント業務

をスムーズに動かし、接点を増やすことが必要です。そこで、新規のシステム導入にあたっ

ては、フロント業務に強いシステムを入れたいと考えました。また、派遣や紹介の登録者管

理、求人企業の管理、そして両者の検索（マッチング）がひとつのシステム上でできるよう

にすることを目指しました。 

 システムの選定にあたっては社内でプロジェクトチームを立ち上げ、検討した結果を社長に

向けてプレゼンテーションさせました。プロジェクトチームが推薦してきたのが、ポーター

ズ社の「HR ビジネスクラウド」でした。プレゼン後、ポーターズ社の営業担当からも説明を

受け、同社のシステムを導入することを社長が決定しました。 

 選定の決め手のひとつは人材紹介事業における導入実績です。また、人材サービス向けシス

テムということで、紹介業務における“かゆいところ”に手が届くようなユーザービリティ

があったことです。そして、システムを作って終わりというベンダー企業が少なくない中

で、「システムは作ってからが本当のスタートです」「より使いやすいシステムになるよう

に、導入後も、一緒に考えていきましょう」という営業担当の言葉や姿勢から、一緒に併走

してくれるベンダー企業と感じられたことが、何よりの決め手となりました。 

 なお、フロント業務については、派遣、紹介とも新しいシステムを使い、企業への請求や支

払いについては、引き続き既存の基幹システムを利用しています。 

○煩雑な業務がシステムで効率化され、企業や登録者との接点の強化に注力できます。 

 システムを導入することで、派遣業務と紹介業務の求人・求職者管理が一括で管理できるよ

うになり、煩雑な業務の多くが自動的に処理され、業務が効率化する見込みです。システム
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の本格稼働はこれからであり（2021 年４月稼働予定）、効果が現れるのは先ですが、雇用を

増やし売上げを伸ばすには登録者や企業と接するフロントの強化が必要です。手間と時間が

軽減された分、求人企業や登録者との接点を増やすことに今まで以上に注力できることを期

待しています。 

人材ビジネス向け業務システム「HR ビジネスクラウド」の概要 

 
（資料）ポーターズ株式会社提供資料    

その他の IT ツールの活用について 

 当社は、育児休業後に時短勤務をしたり、家庭との両立を図りながら働く社員が多いこともあ

り、四国の中でもいち早くテレワークに取り組んできました。２年程前から少しずつ環境を整

備し、2019 年秋には内勤者を含む全員にノート PC を配付。社内の回線を無線 LAN に替え、

社内のどこからでもサーバーやインターネットにアクセスできるようにしました。また、VPN

を導入し、自宅からでも会社サーバーにアクセスして仕事ができるようにしました。ただ、環

境整備は進めるものの、実際にテレワ－クする社員はいなかったのですが、コロナ禍でテレワ

ークせざるをえない状況となり、環境整備を進めていたことで、比較的スムーズに対応するこ

とができました。実際に緊急事態宣言下では、原則週 2 日以上の在宅勤務、出社の際は時差出

勤を推奨し、出社率を 5 割程度に抑えました。 

 残念ながら、2020 年 10 月現在、出社率は約 8 割と日常に戻りつつあります。社員の中に

テレワークのニーズはあると思いますが、仕事の状況が把握しにくいなどの理由で、テレワ

ークをあまりうまく活用できていない社員もいるように感じています。テレワークを定着さ

せるためには、対面でなくてもコミュニケーションをとれる方法を社員に根付かせ、意識改

革を行うとともに、電子決裁等、テレワークを支えるシステムやツールを導入することが必

要と考えています。   
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標準化で業務効率化と質の向上を実現 九州スタッフ株式会社      

  

 
 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

  
  

課題・きっかけ

• 社員の増加、新事業で業務展開が困難に
•元々紙での運用が中心。社員の入れ替わりと人数増加をきっかけに、基幹
システムの導入を検討することになった。

•派遣事業に加えて人材紹介事業を本格的に展開するにあたり、紹介業向け
の業務システムを入れたいと考えた。

取り組んだこと

• 人材ビジネス向けのパッケージシステム（業務システム）
の導入を決断

•人材派遣事業向け業務システム「スタッフナビゲーター」に加えて、紹介
事業において、クラウド型の人材ビジネス向け業務システム「HRビジネス
クラウド」を導入。

•過去に使ったことがある社員の意見も参考に「皆に使ってもらえそうか」
を第一にシステムを選定。

取り組み後の

効果

• 勤務状況の可視化、最新化により作業効率が向上

•（主な効果）紙運用では回せなかった業務量（150％の量を回してい

る）を以前と同じ人数で処理できている。

•（その他の効果）派遣スタッフの稼働状況について把握しやすくなり、

作業時間を削減できた。また、常に最新状態になり、更新が遅い問題も解

消した。

•紹介専用のDBを持つことで、医療系、専門技術系など特化した紹介がし

やすくなった

•クラウドサービスのため使いたいときにすぐ使える。社員が在宅で使う

ことも検討できるようになった。

 人材ビジネス向け業務システムの導入で、稼働状況などがリアルタイムに可視化、業務の標準

化により業務の効率と質が向上した。 

 社外からも使えるため、使いたいときにすぐ使うことができるようになり、業務が進むように

なった、またシステム導入をきっかけに社長から社員までの意識が変化した。 

業務効率化 

１９ 
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導入した IT ツール ： 

人材ビジネス向け業務システム（「HR ビジネスクラウド」ポーターズ株式会社） 

人材派遣事業向け業務システム（「スタッフナビゲーター」ユニテックシステム株式会社） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

 

【スタッフナビゲーター】 

・人材データベースが一覧で見られ、派遣スタッフの稼働状況や最新の契約状

況などが一目で分かる。法改正対応も任せられ は 専用ソフトバッチで修正。 

【HR ビジネスクラウド】 

・紹介事業で利用。医療系、専門技術系など特化した紹介にも使いやすい。 

・クラウドサービスなので、どこでもいつでも使える。 

・システム部門に頼まず、ユーザー自身で簡単に画面をカスタマイズできる。 

コスト（費用） 
 
 

【スタッフナビゲーター】 

・初期費用はそれほど大きくない。利用料として年間\305,000（製品価格

の 15%） 

【HR ビジネスクラウド】 

・初期設定費用は医療系特化型媒体との連携等で 10 万円～20 万円。1 アカ

ウント当たり@1.5 万円程度×8 人が利用、月 10 万円位。 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 転職者から使い勝手が良いソフトを聞いて、実際に使う現場の人間が

自分たちで選定しました。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 社内システムの専任者はいません。人事総務の中でパソコン対応する

担当者は 1 人です。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 今までの紙ベースのやり方では現在の業務量（+150%）を同じ人

数で回すことは難しいと思います。社外から業務ができるようになり効果は有ったと思います。 

 

九州スタッフ株式会社（https://www.staff-q.co.jp/） 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 2 番 1 号 日本生命博多駅前ビル 7 階 

主な事業：一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業 

・人材ソリューション事業 

・IT ソリューション事業・メディカルサービス事業 

設立  ：1998 年 4 月 

資本金 ：2,000 万円  

従業員数：93 名（うち人材サービス事業部門 28 名） 

 

派遣・紹介 51～100人 九州 

代表取締役社長 大霜 洋氏 

https://www.staff-q.co.jp/
https://www.staff-q.co.jp/
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○システムを導入することで、業務の効率化を実感しました。 

 「スタッフナビゲーター」を導入する前は紙で管理していたので、稼働状況や契約状況などの

更新頻度が遅くなり、クイックに対応することができませんでした。その後は Excel 管理にな

りましたが、それでも常に更新されるわけではありませんでした。 

 「スタッフナビゲーター」の導入により、登録された人材情報がデータベース化になりました。

稼働状況が一覧でみられ、稼働している人、していない人が一目で分かることになり、誰をケ

アしなければいかないかがすぐに把握することができるようになりました。契約状況等の更新

もリアルタイムで反映されるので、常に最新の状況を把握することができるようになりました。 

 データベースになりましたので、自分が見たい範囲を絞り込んで見ることもできるようになっ

て、業務効率化に繋がっています。 

 「HR ビジネスクラウド」を導入するまでは「スタッフナビゲーター」で紹介業の業務も行っ

ていましたが、一部使いにくい面がありました。そこで、人材派遣は「スタッフナビゲーター」

を使いつつ、紹介業において「HR ビジネスクラウド」を新規導入しました。以前使っている

メンバーもいたことからすぐに使えるようになりました。 

 「HR ビジネスクラウド」はクラウドサービスなので、社内以外に外からも使うことができま

す。従業員は 1 人ずつアカウントを持っているので、使いたいときにすぐ使うことができま

す。リモートデスクトップ方式で、自宅の PC から在宅ワークできるように検討しています。 

 また、画面をカスタマイズすることもできるので、個人で自分が使いやすいように設定するこ

とができて効率的に業務を進められます。 

○法改正も対応してくれて、手作業の負荷がなくなって、業務もより正確になりました。 

 人材サービス業界は法改正が結構な頻度で発生します。その都度契約書や各種フォーマットを

更新しなければいけませんが、自分たちが手作業で作っていた時には記載内容の確認など業務

負荷が高く大変でした。パッケージシステムであれば、専用ソフトパッチを当てれば修正対応

してくれるので、法改正対応の手間も減らして、安心して使うことができます。 

○社長から社員まで意識が変わって、IT ツールを活用して働き方改革に貢献していると思います。 

 今回の新型コロナウイルスまでは、テレワークという言葉は知っているものの、体感として経

験しておらず、「必要なければいらないのでは」という意識であったと思いますが、業務システ
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ム（特に HR ビジネスクラウド）はクラウドサービスであるのでテレワークで使うことができ

ます。テレワークを体感し、「テレワークなんて」と感じていた従業員や社長の意識が「テレワ

ークとはこういうことだったのか」という風に変わったと思います。現在、リモートアクセス

の仕組みを入れていて、自宅から会社のサーバにアクセスして業務をしています。 

 システム導入時、システムに不慣れなメンバーは存在しました。自分に関係ある部分のみシス

テムを使い、他のシステム機能は使うことなく業務を進めたりしていました。IT 推進旗振り役

である人事部長が個別に現場業務を確認し、システムのどの部分の機能を使えばそれが実現で

きるかということについて教育していった。例えば事業報告書を作成するときに必要となるデ

ータが欠落していることが有った場合、個別に担当者に対してシステムの使い方といった基本

的な教育をして理解を深めていった。このような地道な作業も意識が変わった理由になると思

います。 

 一番意識が変わったのは社長です。IT は必要だけれども数百万円のお金を使ってシステムを導

入するということは社長としては意識がなかったと思います。今回パッケージシステムにお金

をかけて導入した結果、お金はかかるけれど、今まで出来なかったことができるようになると

いった費用対効果をうまく説明してくことが重要だと思います。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 今後 RPA の導入を考えています。ある程度決まった定型的な業務はロボットを活用していき

たいです。人間が判断するような業務についてロボットを任せるのは難しいと思いますが、業

務も見直すなども取り込んでいき、さらなる業務効率化を期待しています。 

 また、人材のオートマッチング機能についても考えていきたいです。営業する上でお客様がど

こを優先するのか、人材データベースから最適なマッチングができると思います。 

 人材サービス事業特有のツールから業界を問わない Web 会議システムなどツールを幅広く活

用しています。 

 派遣スタッフの勤怠管理は、勤怠管理システムで行っています。派遣先企業からの希望がある

場合は、その会社が指定する勤怠管理システムを使うこともあります。 

 他には、電子メールやイントラネットに設置してあるファイルサーバも利用していて、リモー

トアクセスの仕組みも入れています。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「奉行シリーズ」（株式会社オービックビジネスコンサルタント）：人事管理・給与管理・

経理管理システム 

② 「e-navi：タイムシート」（株式会社イー・クリエーション）：勤怠管理システム 

③ 「Zoom ミーティング」（Zoom Video Communications, Inc.）：Web 会議システム   
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ビデオ会議でコミュニケーション 株式会社インターワークス     

 

 

導入のきっかけ・取り組み・効果 

 

  
  

課題・きっかけ

• テレワーク中心になり、社員間でチャットが多くなった
•自社のエンジニアはほぼ100%がテレワークになっている。出社してい
れば隣にいる社員に話しかけたりしていたが、そういったことはできなく
なってしまった。

•社員間の認識を合わせるため、週の半分は出社したり、出社する曜日を
決めたり、色々と試行錯誤をしていた。

取り組んだこと

• ビデオ会議を活用してコミュニケーションをする
•テレワーク環境下で社員間が会議をする場合は、Web会議ツール
（GoogleMeet）を使っているが、使い方を工夫してみた。

•Web会議のURLを固定して社員間で共有しておき、そこを「広場」と名
付けた。誰かに質問や相談をしたいときは「広場に来られる？」と呼びか
けで広場で会話をするようにした。

取り組み後の

効果

• 出社時と同じように気軽にコミュニケーションをとること

で質も担保できた

•会話をしたい相手に対し、社内チャットなどを通じて「5分だけ広場に

来られる？」と呼びかけ、広場に集合。そこで質問や相談をするという運

用をしている。

•1対1だけではなく、複数人の場合も広場に集合して会話をしている。

•Web会議を開催する度に参加者のスケジュール調整、会議案内を作成し

てURLを発行するということは意外と手間（1回5分間の業務量）であっ

たが削減でき、またその場で確認することで不要な会議も減らすことがで

きた。

 Web 会議ツールの URL を固定して準備しておき、そこを「広場」と呼んで運用をしている。

文字情報のやり取りだけの場合に生じるニュアンスのズレなどをその場で解消、補足する。 

 Web 会議をする場合は日程を決め、参加者を設定し、URL を発行して開催するのが普通だ

が、URL を固定しておくことで隣の席にいるのと同じような「ちょっといい？」コミュニケ

ーションが可能になった。 

テレワーク対応 

２０ 



95 
 

導入した IT ツール ： Web 会議システム（「Google Meet」Google 合同会社） 
 

IT ツールの 
概要・特徴 

【Google Meet】（Web 会議システム） 

・ビデオ会議ツールのひとつ、無料版であれば 60 分間までの会議は可能。 

・ 有 料 版 （ Google Workspace Essentials ／ Google Workspace 

Enterprise）になれば通話時間が 300 時間になったり、参加人数が増え

たり（150 人/250 人）、ドメイン内のライブ配信ができたり（Google 

Workspace Enterprise のみ）する。 

コスト（費用） 
 
 

【Google Meet】 

・初期費用は無料 

・ランニングコストについても基本的には無料 

（有料版の場合は、 

Google Workspace Essentials：1 アクティブユーザーあたり 8 

米ドル／月*、Google Workspace Enterprise：個別問い合わせ* 

（*料金については 2021 年 1 月時点のもの：https://apps.google.com/intl/ja/meet/pricing/） 
 

Q＆A  

－IT 化の旗振り役は？ 

 会社の中では IT 戦略本部が中心になって導入を検討しておりま

す。 

－社内に IT に詳しい人はいますか？ 

 社内にエンジニアを抱えているため、詳しい人は一定数おります。

但し、人事総務など技術者がいない部署もあるので、全社で IT に

詳しいわけではありません。 

－費用対効果についてどうお考えですか？ 

 今回お話をしたビデオ会議ツールは G Workspace の機能の一部のため外部支払い費用（初期

費用とランニングコスト）は発生しておりません。よって導入効果は大きいと判断しています。

（1 人 Web 会議毎日 1 回開催するとして会議案内 5 分間≒年間 20 時間の削減効果） 

   

株式会社インターワークス（https://interworks.jp/） 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 8 階 

主な事業：メディア＆ソリューション事業、人材紹介事業、採用支援事業 

設立  ：1991 年 3 月 

資本金 ：1 億 7,219 万円 

従業員数：単体：172 名（連結：226 名）（20２０年 3 月時点） 

広告・紹介 101～300人 東京 

IT 戦略部 小笠原本部長 
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（事例の詳細） 

導入した IT ツールの活用状況と効果（どんなことができているか） 

○テレワーク環境下になり、試行錯誤でコミュニケーションを活性化するやり方を考えました。 

 4 月の緊急事態宣言前からトライアルでテレワークは実施されていたので、自宅からテレワー

クをすることはあったものの、緊急事態宣言が発令された 2020 年 4 月以降は全社的にテレ

ワーク比率が高まってきています（2020 年 11 月時点で、インターワークス全社では 36%

の実施、IT 戦略部においては約 70%、エンジニアに関してはほぼ 100%テレワークになって

います）。 

 出社をしていれば、隣の席にいる人に質問したり、相談したい人が席にいれば声をかけて打ち

合わせをしたりしていたのですが、テレワーク環境下になってしまうと、ちょっと聞きたいと

か相談したいことがあっても、わざわざ会議設定をするということをせず、結果的には社員間

のコミュニケーションが落ちていると感じていました。 

 例えば、100%テレワークとするのではなく、週の半分は出社をして社員同士が話をする機会

を作ったり、１週間や 1 か月の中で出社する曜日を決めて皆が集まる日を作ったりして社員間

のコミュニケーション活性化を維持向上させるような試行錯誤はしていました。 

 そんな中、チーム内において、ビデオ会議の固定 URL を共有しておいて、そこを「広場」と

名付け、活用することを試してみました。具体的には誰かに質問や相談をしたいな、と思った

時に社内チャットなどで、「5 分だけ広場に来られる？」と呼びかけ、広場に呼び出して会話を

始めるというやり方です。1 対 1 でもできますが、複数人の場合もあります。 

 この方法のよいところは、ビデオ会議をするためのハードル（日程調整、参加者調整、会議案

内発行：URL の発行）がなくなったことで気軽に会話ができるようになったり、疑問などをそ

の場で解決できるようになったことです。結果的には、当初の問題意識である社員間のコミュ

ニケーションの質を維持できたのではないかと思っています。 

○テレワーク環境下で出社している社員はスペースをリッチに使っています。 

 テレワークがこれだけ進んでも、オフィスの執務スペースの総面積は現在のところ減らしてい

ません。そのため、出社している社員は 1 人当たりの面積を広く使っています（それはそれで

生産性が上がるやり方なのかと思っています）。 

 コロナ禍の長期化を見越してレイアウトを変更し、一部フリーアドレスの導入や Web 会議用

スペースなどをしつらえました。 
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○「広場」を使っている人はまだ限られます、今後は全社に広げていきたいと思っています。  

 2020 年 12 月現在は、IT 戦略本部のメンバーが中心になって「広場」の運用をしています。

他の部門としては、メディア事業や紹介事業の社員も一部は使っているようですが、まだまだ

全社的に使っているとは言えない状態ですので、今後は、全社に運用を広げてテレワーク環境

下においても社員間のコミュニケーション量や質の担保をしていければいいなと思っていま

す。 

 「広場」の運用のみならず、テレワーク環境下になると仕事のやり方も変わってきていると感

じています。社内には様々なデータ（しかも膨大な量）がありますが、活用が出来るのではな

いかと思っています。Google Meet は G Workspace の一部なわけですが、これらのプラッ

トフォームを活用することで、価値あるものにしていくことはできると考えます。 

 また、こういう時代ですので、BizDevOps※ではありませんが、物事をアジャイルにやってい

かなければいけないと思い、自分たちは行動しています。 

 

その他の IT ツールの活用について 

 紹介事業部では基幹システムとして、人材ビジネス向け業務システム「HR ビジネスクラウド」

（ポーターズ株式会社）を使っています。クラウドサービスなので、テレワーク環境下になっ

ても問題なく業務で使うことができています。以前は、別のシステムを使っていましたが

2017 年に今のシステムに切り替えました。 

 出社をしないテレワーク環境下になり、社員が業務を推進する行動量を測定したりしています。

行動量が多いと、推薦する人の数が増えて、結果的には成約件数も増えるということが分かっ

てきているので、今後はこれらのデータを AI 活用することで、より有効な行動につながるよ

うにしていく予定です。 

 上記の業務システムを使うことによるデータの他、社内には様々なデータが蓄積されているの

で、生産性向上、効率アップ、利益増になるように取捨選択をしてデータの価値をみて社内に

開示していくことが重要であると考えています。 

＜活用している IT ツール＞ 

① 「HR ビジネスクラウド」（ポーターズ株式会社）：人材ビジネス向け業務システム 

 

 

※BizDevOps とは、ビジネスを行う部門とシステムの開発部門と運用部門、これら３つが共

通の目的のために密に連携して IT 推進をしていこうという考え方。 
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１．本業界における IT 活用の取組状況 ～簡易 Web 調査結果 

 

 

２．お役立ちリンク集 

 

 

  

Ⅲ 付録 
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１．本業界における IT活用の取組状況 ～簡易Web調査結果 
 
ここでは本業界の中小事業者等を対象に行った簡易 Web調査の結果から、本業界における

取り組みの現状を紹介します。 

 

（１）調査の概要  
   

＜アンケート調査＞ 

調査名  ：人材サービス事業者のコロナウイルスの影響と IT活用に関するアンケート 

（簡易 Web調査） 

調査対象 ：人材サービス産業（人材紹介、人材派遣、求人広告等）の事業者 

調査方法 ：本事業専用サイトにおいて簡易 Web調査を実施（業界団体を通じ協力呼びかけ） 

調査時期 ：2020年 7月 20日～9月 23日 

回答数  ：有効回答数 83 
 
 

①回答企業の特徴 

【業種・業態】（複数回答可） 

 

 

【主な業種・業態】（単一回答）※最も売上高が大きいもの 
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【従業員規模】（単一回答） 

 

 

【従業員規模】（単一回答） 

 
 

（２）調査結果の概要  
 
①緊急事態宣言期間（2020年 4月 16日～5月 25日 ※地域によって開始時期・解除時期が

異なる）の人材サービス業の勤務体制について（複数回答可） 

在宅勤務の実施を行った企業が 74 社と最も多く、時差出勤の実施を行った企業が次いで 61 社だった。

また、休業の実施（24 社）、交代制勤務（23 社）、自宅待機（20 社）と、回答協力いただいたほとんど

の企業で密を避ける取組を行っていたことが分かる。 

回答数 回答数 回答数 回答数
北海道 0 東京都 44 滋賀県 1 香川県 2
青森県 1 神奈川県 1 京都府 0 愛媛県 1
岩手県 0 新潟県 0 大阪府 2 高知県 0
宮城県 1 富山県 0 兵庫県 0 福岡県 13
秋田県 0 石川県 1 奈良県 1 佐賀県 1
山形県 0 福井県 0 和歌山県 0 長崎県 0
福島県 0 山梨県 0 鳥取県 0 熊本県 0
茨城県 1 長野県 0 島根県 0 大分県 0
栃木県 0 岐阜県 1 岡山県 0 宮崎県 1
群馬県 0 静岡県 0 広島県 3 鹿児島県 0
埼玉県 2 愛知県 4 山口県 0 沖縄県 1
千葉県 0 三重県 0 徳島県 1 全国計 83
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②緊急事態宣言期間に発生した問題（複数回答可） 

通常業務と比べ、緊急事態宣言期間中にどのような問題が発生したか尋ねたところ、最も多く回答が

あったのは「ユーザー企業の新規開拓やリピーター増加への営業」で 59 社であった。次いで「会議・

打ち合わせの運営のリモート対応」（50 社）、「求職者・派遣スタッフへの支援やコミュニケーション」

（48 社）、「ユーザー企業への支援や提案」（46 社）となっている。 

  

61

74
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24

2

0 20 40 60 80

時差出勤の実施

在宅勤務の実施

交替制勤務の実施

通常勤務態勢を維持

自宅待機

休業の実施

その他

単位：社
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③緊急事態宣言期間に発生した問題について、優先して解決したい課題（複数回答可） 

緊急事態宣言期間中に発生した問題について、より優先して解決したい課題を尋ねたところ、「ユーザ

ー企業の新規開拓やリピーター増加への営業」が 45 社と最も多かった。次いで「ユーザー企業への支

援や提案」が 25 社であり、社外への業務について解決したい課題を感じている企業が多いことがわか

る。一方、先の質問で回答の多かった「会議・打ち合わせの運営のリモート対応」は 11 社であり、優

先して解決したい課題ではなくなっていることが分かる。 
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④ITツールの活用状況について（複数回答可） 

すでに活用を始めている企業が 25 社あり、計画・予定のある企業を合わせると半数近くとなった。現

状取り入れていない企業でも 20 社が関心を持っていることがわかった。 

業種別にみると、人材紹介業ではすでに活用を始めていたり計画を進めている企業が多く、関心を寄

せている企業も多い。人材派遣業ではすでに活用を始めている企業は少なく、関心を持っている企業

が多い。求人広告業ではすでに活用を始めている企業が多いことが分かった。 

・全体（83 社） 

 

・業種別 
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⑤業務領域別の ITツール導入について（単一回答） 

業務領域別の IT の導入について、昨年と今年の状況を尋ねた。 

＜昨年＞いずれの業務領域についても「IT 活用は必要だが、導入はしなかった」という企業が多い。 

＜今年＞いずれの業務領域についても「IT 活用は必要だが、導入はしなかった」という企業が昨年に

比べて減少している。また、コロナ禍の影響か、昨年は他の業務領域に比べ「IT 活用が必要とは考え

ていない」企業が多かった「営業活動の高度化・効率化」において、不要と考える企業が減っている。 

昨年 

 
今年 
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⑦ITツール導入における障害に感じるものについて（単一回答） 

最も回答が多かったのはコストがかかる点であった。効果や利用方法が分からない点にも回答があっ

た。 
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２．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 サイト等の参考情報（URL等）を掲載しています。 

（※URL の最終確認日：2021/3/19） 

 

 

 

 

 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） 

 

 

  

まずは最寄りの支援機関等に相談してみましょう 

https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html
https://yorozu.smrj.go.jp/base/
https://yorozu.smrj.go.jp/base/
https://www.itc.or.jp/management/
https://www.itc.or.jp/management/
https://www5.cin.or.jp/ccilist
https://www5.cin.or.jp/ccilist
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
https://ittools.smrj.go.jp/info/organization/index.html
https://ittools.smrj.go.jp/info/organization/index.html
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■ミラサポの専門家派遣制度 ※ （https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html） 
 

 
（出所）中小企業庁 ミラサポ Web サイト（https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html） 
 ※ミラサポ専門家派遣は、令和 3 年度より「中小企業１１９専門家派遣」となります。 

  

https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html
https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html
https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html
https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html
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■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） 
 

 
（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） 
  

情報を収集してみましょう 

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/


 

110 
 

 

 

 

 

 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、本事例集 107 ページにある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/index.html） 
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.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ると、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。） 
※2 つ目のリンク先では下記項目がご覧いただけます。 
・「事業分野別指針」の概要 
・「事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業分野）」 
・「基本方針」の概要  ※広告業も対象 
・「基本方針」 

 
■中小企業等事業再構築促進補助金 
（https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html） 

 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。 
 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構

築を支援するものです。 
 補助経費の例︓新規オンラインサービス導入に係るシステム構築の費用、新規サービスに係る機器導入

費、研修費用など。ただし、汎用品（パソコン、スマートフォン等）の購入費は補助対象外。   

使える補助金・助成金等を探してみましょう 

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/
https://www.it-hojo.jp/
https://www.it-hojo.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
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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） 

 
 
 

中小企業向けの ITツールを探してみましょう 

https://www.it-hojo.jp/applicant/solution.html
https://www.it-hojo.jp/applicant/solution.html


 

 
 

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この事例集は、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２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/） 
   

［監修］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 
 

＜委 員＞  （50 音順、◎印：座長） 
宇佐川 邦子  公益社団法人全国求人情報協会 常任委員会委員 

◎ 岡田  浩一  明治大学 経営学部 教授 
川野 晋太郎  一般社団法人 日本人材紹介事業協会 事務局長 
野村  浩和  一般社団法人 日本人材派遣協会 事務局長 

＜事務局＞ 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング(株) 経済政策部 

＜オブザーバー＞ 
厚生労働省 職業安定局 雇用政策課 民間人材サービス推進室 

 
（所属・肩書は 2021 年 3 月末時点） 
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