
攻めの経営
また新たな挑戦へ !

熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点

熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点

小規模ミーティングで活用

サービス利用

最大16名の小規模ミーティングを行うことができます。（プロジェクター完備）
各種団体の会合、会議等で是非ご活用下さい。

資料のコピー・プリントサービス
商談など、急なコピーやプリントが必要なときは拠点にお立ち寄りください。
オフィス系の資料であれば印刷可能です。

後継者がまだ若く、
今すぐは事業を
任せられない ...

自社の強みを
活かして
新規事業を
立ち上げたい

技術には自信は
あるが、

販路拡大方法が
わからない ...

〒860-0807
熊本県熊本市中央区下通1丁目8-22　JTB熊本ビル6F（銀座通り）

プロフェッショナル人材を熊本県内企業へ
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プロベース
（JTB熊本ビル6F）

※「プロベース」は、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点の愛称です。
TEL.096-319-5566 / FAX.096-319-5567

https://096prob.com

月曜日～金曜日　9:00～17:00



連携連携

熊本県の中堅・中小企業が潜在的な力を発揮し、それを地域全体の活性化に繋げ、「ひと」と「しごと」の好循

環を生み出すため、従来事業の継続を旨とした「守りの経営」から経営革新や新製品開発などの新たな取組みに積

極的にチャレンジする「攻めの経営」への転身を促します。

「攻めの経営」を行う上で必要な「プロフェッショナル人材」の採用を民間人材ビジネス事業者等を通して支援

する事業です。

経営サポート 販路開拓 新規事業立上 事業再生 生産性向上 新製品開発

Professional to KUM  MOTOプロフェッショナル人
材で

攻めの経営・新たな
挑戦

プロフェッショナル人材戦略事業とは

新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの取組みを通して企業の成

長戦略を具現化していく人材です。

■新たな成長戦略への転換促進　■経営課題等の掘り起こしや改善策の提言
■プロフェッショナル人材ニーズの具現化　■プロフェッショナル人材の採用サポート・活用アドバイス

民間人材ビジネス事業者、大企業、およびUIJ ターン事業等と

連携することにより、貴社にとって重要なプロフェッショナル

人材の効率的な採用をサポートして参ります。

プロフェッショナル人材とは

経営者は決断する!

効率的なプロ人材の
採用を支援します

▶熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点の業務と役割

熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点

1
経営者は、経営に関わる全ての重要な判断をされており、大変

お忙しいことを理解しておりますので、フットワークよく拠点

からマネージャーが直接訪問し、サポートさせて頂きます。

経営者は忙しい !

拠点から直接訪問し、
支援致します2

ご相談の中から、同時進行で調査や検討が必要な場合、各関係

団体と連携し早急な課題解決を行うため経営者のお考えを確

認しながらサポートして参ります。

経営者は時間がない !

経営課題の解決に向け、
支援致します3

拠点では、事業拡大や問題解決における「気づき」となるような

効果的なセミナーを企画し定期的に開催して参ります。

経営者は悩む !

セミナーや研修会を
定期的に開催します4

地域の中堅・中小企業

訪問による経営課題の具現化
プロフェッショナル人材の必要性等

連携

中小企業の
プロフェッショナル人材ニーズ

人材情報ネットワーク

※1  人材情報ネットワーク
登録人材ビジネス事業者
●㈱アソウ・ヒューマニーセンター　●㈱あつまるホールディングス　●㈱ＡＣＲ

●㈱パソナ　●㈱パソナマスターズ　●㈱パーソナル・マネジメント

●パーソルキャリア㈱　●パーソルキャリアコンサルティング㈱　●㈱ビズリーチ

●ヒューレックス㈱　●㈱マイナビ　●マンパワーグループ㈱　●㈱みらいワークス

●㈱リクルート　●㈱リクルートキャリアコンサルティング　●㈱リフティングブレーン

●リブライト㈱　●㈱re-Right

効率の良い適任者の選考18事業者

プロフェッショナル
人材のマッチング

約

万件の
人材情報

100

※1

地方自治体
行政機関

熊本県下
経済団体 地域金融機関

●産業雇用安定センター 

●熊本県UIJターン就職支援センター

●熊本市UIJターンサポートデスク

●大企業連携

●自衛隊援護協会

※2

※2　拠点では求職者情報を保有しておりませんので、マッチングは民間人材ビジネス事業者等を介して行います。

連携金融機関
●天草信用金庫
●熊本銀行
●熊本県信用組合
●熊本信用金庫
●熊本第一信用金庫
●熊本中央信用金庫 
●肥銀オフィスビジネス 
●南日本銀行 （50音順)

（50音順）



政府による「働き方改革」の一環として、「雇用」という形にとらわれない「副業・兼業」という働き方がクローズアッ

プされています。これに伴い、長年副業を禁止していた大企業でも、解禁するケースが増えています。

「副業・兼業」は、必要な時に、必要なスキルを持った優秀な人材を活用し、社内に新しい知識やスキルを得る

ための一つの手段として期待されています。

「柔軟な働き方の実現」に向けて

だから、いま「副業・兼業」が注目される時代。

副業・兼業

IT化が進む中、場所や時間に比較的関係なく働ける副業エンジ
ニアの需要は高まっています。

業務の緊急度

業
務
の
重
要
度

高＜イメージ＞

低

低 高

01
「課題をタイムリーに解決して欲しい」「プロジェクトの中核人材が欲しい」「必要な時に、必要な分だけノウハ

ウを提供して欲しい」などのニーズに対しても、副業プロ人材であれば、柔軟な働き方で対応してもらうことが可

能です。また、業務時間などに制約のある副業プロ人材には、「重要度は高いが、緊急度は低い」業務を依頼する

のが効率的と言えます。どのような職種を依頼する場合でも、副業に向いている業務の特性を理解しておくことが

重要でしょう。

必要な時に、必要なスキルを獲得03

当拠点では、県内企業の課題解決のために、自身の持つ知識やスキルを戦力として、業務委託で参画する人材を「副

業プロ人材」と称しています。本業の収入を補うイメージが先行していた「副業・兼業」も、近年では「新たな目的」

のための働き方へと変化しています。

また、業務委託契約で副業プロ人材を活用できることにより、高度なスキルを持つ人材を確保するのが難しかっ

た地方企業でも、都市部で活躍している経験豊富な人材を活用できるようになってきています。

副業プロ人材とは02

よく活用されている副業プロ人材

■ ITエンジニア

マーケティング手法の多様化に伴い、自社だけで対応すること
が難しい場合もあります。そこで副業マーケターにプロジェク
ト単位で業務を依頼するケースが増えています。

■ マーケティング

作業環境が整っていれば、在宅など場所を選ばずに対応出来る
職種です。また、Web環境が充実していれば、打ち合わせなどの
調整も容易にできます。

■ デザイナー

費用をかけずにPRするために広報が課題となっているケース
は多くあります。ブランディング強化のために、報道対応や採用
広報などの基本的なことだけでなく、最近はSNSなど多様な発
信ツールを使ったPR業務に対するニーズも高まっています。

■ 広報

専門部署があったとしても人員が足りず、手が回っていないと
いう状況は多くみられます。採用計画の策定や人事制度の設計、
研修導入、組織・風土改善なども、副業プロ人材に依頼すること
で新たなノウハウで対応してもらうことができます。

■ 人事

数ヵ月～数年など

都合に合わせた
契約が可能

5万円

副業プロ人材の働き方（例）

契約期間

週平均

× ＝

副業プロ人材への1カ月の報酬

30万円6カ月
業務委託期間

即戦力となる人材を

最低限のコストで

活用できます。

8～10時間

業務時間

web会議

週1～2回

会　議

月平均

1～2回

出　社

※上記は例です。企業と副業プロ人材の都合に合わせて柔軟な働き方を提案することができます。
※民間人材ビジネス事業者に支払う費用が含まれていない例です。

• 働く方のニーズの多様化
• 就業機会の拡大
• 能力を発揮できる環境作り

• 新たな知識やスキルを得る
• 社員のスキルアップ
• 都市部の人材による地方企業の課題解決

雇用形態にとらわれない働き方 課題解決のための即戦力としての活用

スキルシェア 自社にない知識・スキルの獲得

働き方改革 「副業・兼業」解禁

行政 企業

￥

♥収入

副業プロ人材

社会貢献
やりがい

「社会貢献」「やりがい」

副業プロ人材の活用についてもご相談ください。

を求めて副業を探しています。

副業プロ人材にかかるコスト
た
と
え
ば

正社員

副業プロ人材

人材発掘
転職市場では探すことが難しい、

豊富なスキルや知識を持つ

優秀な人材を活用できます。

低コスト
「社会貢献」「やりがい」を目的として

副業を探している

副業プロ人材が増えています。

低リスク
業務委託契約のため、

お互いに満足できない場合は、

解約することも可能です。



1950年生まれ。熊本大学工学部卒
東京エレクトロン九州（株）元代表取締役社長
熊本県産業政策名誉顧問
国立大学法人熊本大学
大学院先導機構 客員教授

熊本地震で残念ながらお城の石垣は崩れてしまいましたが、地域企業のモノづくりの基盤は一層強くなって
来ています。拠点開設以来、900社を超える地域企業を訪問させて頂き、将来の成長戦略もお聞きすることが
出来ました。多くのご相談も頂きプロ人材の採用も軌道に乗りつつありますが、地域企業の期待には未だ十分
ではありません。今後各関係機関との連携を強め、熊本へのプロ人材の還流の流れを大きくして参ります。

スタッフ

マネージャー

1953年生まれ｡中央大学法学部卒
1976年（株）肥後銀行 入行
肥銀ベンチャーキャピタル（株）元代表取締役社長
（公）地方経済総合研究所 元専務理事

元山 哲夫

専門分野：半導体生産技術、品質管理、
内部監査
担当：戦略拠点連携コーディネート

中木戸 和人

岩津 春生

担当分野：戦略拠点秘書、広報
資格：秘書技能検定 準1級

1959年生まれ
東京エレクトロン九州（株）監査役
熊本県産業政策アドバイザー 
専門分野：経営管理、生産性向上、海外展開

足立 桃子

萩尾 一雄 

Tetsuo Motoyama

Kazuto Nakakido

Haruo Iwatsu

Momoko Adachi

Kazuo Hagio Koichi Murai

サブマネージャー

コーディネーター

半導体関連企業で管理業務に長年従事
担当分野：戦略拠点事務

大坪 昌世 Masayo Otsubo

事務スタッフ

1972年生まれ｡大分大学教育学部卒
1995年（株）熊本銀行 入行

田中 哲也 Tetsuya Tanaka

サブマネージャー

事務アシスタント

実 績プロ人材事例

株式会社南栄開発

プロ人材の声

南栄開発は土地調査・企画を行い、造成した土地を住宅会社に販売しており、近年では、住宅用地の開発に留まらず、マ

ンション・大型商業施設の開発など、時代のニーズに合わせ様々な開発事業に挑戦しています。また、将来会社を担う若い

人達がやりがいを持てる会社であり続けるために、「社員が安心して働ける環境を作ること」を最大のテーマとして、いろ

いろな取り組みをしています。その結果、熊本県から『ブライト企業』に、日本健康会議から『健康経営優良法人2019』に

認定されています。

平成28年4月14日熊本地震が発生し、熊本の街は甚大な被害を受けました。熊本の地元デベロッパーである当社には、

震災直後から様々な依頼がありました。取り壊しから開発が完了するまで、3～5年が必要と言われる中、復興を交えた街

づくりを進めるために、即戦力となる「都市開発・再開発」を行うリーダーを探していました。

熊本地震からの復興を担う「街づくり」を進め、
人が「育ち・喜び・残る」会社を目指して

プロフェッショナル人材戦略拠点を通して採用できた福原氏は、一級建築士、１級施工管

理技士、宅地建物取引士の資格を有し、関東の大手デベロッパーで商品企画、設計監理に従

事し、その後、外資系不動産ファンドでは不動産開発やアセットマネジメントの経験を有す

るまさに当社が求めていた人材でした。結果として複数のプロ人材を採用でき、企業と多く

の人材紹介会社を結びつけるこのシステムは、プロ人材の採用方法として最も有効だった

と思います。

当社は、平成29年4月、熊本の中心市街地に下通ＮＳビル（大型商業施設「COCOSA(ココ

サ)」+オフィス）を株式会社櫻井總本店様と共同で開発し、オープンするに至りました。彼女

には、入社直後から当該施設のアセットマネジメント業務に参加してもらっています。

熊本は現在、地震からの復興の途上であり、大きく変わろうとしています。当社は、彼女を

はじめ、街づくり事業部が一体となり、熊本の街の歴史（成り立ち）を大切にしながら、オリジ

ナリティある「熊本」の街づくりを創造することで、地域に貢献していきたいと考えています。

プロ人材拠点を起点とする「縁」で、
不動産開発・アセットマネジメントのプロ人材を採用

母の介護のために熊本にＩターン
これまでの経験を活かし念願の「街づくり」の仕事を

 福原 里和様
街づくり事業部部長

以前から母が熊本で１人暮らしをしていたのが気掛かりであったこと、その頃、介

護の必要性もでてきたこともあり、熊本にＩターンすることを決心しました。

現在、下通ＮＳビルのアセットマネジメント業務を2人のメンバーとともに行ってい

ます。オーナーの立場で、施設の価値向上の為、PM（プロパティーマネジメント）会社、

BM（ビルメンテナンス）会社と共に施設の運用、管理、資金計画等を行う仕事です。

また、入手したさまざまな不動産情報、例えば、土地、建物（商業ビル、オフィスビル、

ホテル、住宅、倉庫等）等の情報が、事業として取り組みが可能かの検証を行っていま

す。購入が決まれば、購入案件の商品企画（プランニング）、設計監理、コスト管理、工

事監理業務を行います。建築を学び始めた頃からの目標だった街づくりに携わること

ができ、第二の故郷である熊本で多くの軌跡を残していきたいと考えています。

アドバイザー

1960年生まれ
公益財団法人くまもと産業支援財団理事長 
前熊本県東京事務所長

村井 浩一

プロ人材がアセットマネジメン
ト業務を行っている下通ＮＳビ
ル（大型商業施設「COCOSA
（ココサ）」＋オフィス）


