2017 年 10 月 2 日
フリーランス協会
株式会社みらいワークス
株式会社 IT プロパートナーズ
ギークス株式会社

事例から学ぶ事業成長に繋がる IT プロ人材の獲得・活用セミナー
活用企業 3 社・IT プロ人材支援企業 4 社共同にて開催
個人と企業が連携した非営利のフリーランス支援組織「一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーラ
ンス協会」（東京都中央区、代表理事 平田麻莉、以下「フリーランス協会」）と、フリーランス協会賛助企業であ
る株式会社みらいワークス（東京都渋谷区、代表取締役社長 岡本 祥治）、株式会社 IT プロパートナーズ
（東京都渋谷区、代表取締役 木村 直人）、ギークス株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 曽根原
稔人）は、2017 年 10 月 11 日（水）に、企業の経営者・人事担当者・システム開発責任者向けの『IT プロ
人材の獲得・活用セミナー』を開催します。

あらゆる業界で IT 活用が進み、優秀な IT プロ人材を獲得することが事業成長に大きく影響するようになった
今、「優秀な IT プロ人材の獲得」を経営課題とする企業も増えつつあります。エンジニアや IT コンサルタントなど IT
人材採用は売り手市場となり、優秀な人材はフリーランスとして独立する動きが加速しています。
企業は、″従来の雇用契約″のみでの優秀な IT 人材獲得が困難な状況に直面している中、業務委託をはじめ
とする、その他の方法での IT プロ人材の獲得や活用方法に関する情報は不足しています。
本セミナーでは、理想的な IT プロ人材の獲得・活用を実現し、事業成長を遂げている 3 社から事例、さらに IT
プロ人材の支援企業 4 社から効果的な活用方法を紹介します。個別の取材もお受けいたします。

■開催概要
【名称】：伸びてる会社は使ってる！事例で分かる新たな IT プロ人材獲得術
【日時】：10 月 11 日（水） 13:00 受付 13:30 開始 15:30 終了予定
【場所】：SENQ 霞が関
※東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 7 番出口 徒歩 1 分、東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線「霞ケ関」駅 A12 番出口 徒歩 3 分

【定員】：50 名（無料）
【持参物】：名刺 2 枚
【主催】：一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会
【共催】：株式会社みらいワークス、株式会社 IT プロパートナーズ、ギークス株式会社
【協力】：株式会社日本土地建物株式会社（SENQ 霞が関）
【お申し込み】：http://peatix.com/event/307001/
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＜イベントに関する取材申込み、ご質問等のお問合せ先＞
フリーランス協会事務局 岡村・臼倉・平田
pr@freelance-jp.org

■活用企業 登壇者プロフィール
古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 代表取締役社長 関 尚弘
1989 年北海道大学文学部卒業後、古河電工に入社。工場の生産管理を 9 年経験後、情報システム部に異動し、複数の社内情報
化プロジェクトを推進。2008 年採用課長、2012 年経営企画室主査を経て、2016 年 6 月より現職。プロジェクト経験が多く、様々な分
野のコンサルタントと協働した。著書に、創業 125 年の老舗企業で行った業務改革プロジェクトをテーマにしたコンサルタントとの共著「反常
識の業務改革ドキュメント」(日本経済新聞出版社刊)がある。

株式会社グロービス デジタル・プラットフォーム エンジニア 末永 昌也
2009 年東京工業大学大学院卒業後、株式会社 I&G Partners（現 株式会社アトラエ）入社。開発責任者として大規模人材サー
ビスの開発ならびに新規事業の立ち上げを経験。4 年間従事した後、株式会社 LOUPE の CTO に着任。全国の教師をつなぐ SNS
「SENSEI NOTE」の開発に携わる。2016 年には株式会社グロービスに社内初のエンジニアとして参画し、「グロービス学び放題」というビジ
ネスナレッジの動画教育サービスを立ち上げている。2012 年に開催された StartupWeekendTokyo で優勝、同年開催の
GlobalBattle において世界 8 位の受賞歴がある。

株式会社アカツキ 人事部マネージャー 矢崎 幹一
大学卒業後、 人材育成のコンサルティングの企業に入社。営業、講師などを実施。 その後、外資系 IT 企業に 部門担当人事として転
職。同社にて新卒採用、人材開発、人事企画など人事業務全般を経験。2016 年にアカツキにエンジニア採用担当として入社。現在はア
カツキにて全職種の中途/新卒を含めた採用の責任者。

■IT プロ人材支援企業紹介／登壇者プロフィール
株式会社みらいワークス 代表取締役 岡本 祥治
2000 年に慶応義塾大学理工学部を卒業後、アクセンチュア株式会社に入社。IT コンサルタントとして、基幹システム導入や、IT アーキテ
クチャー構築などのプロジェクトに参画。戦略グループ転籍後は、事業戦略策定や新規事業立ち上げなどを推進。ベンチャー企業へ転職し
経営企画室責任者に就任。グループ会社の事業管理や新規事業立ち上げなどに携わる。2007 年に株式会社オンサイドパートナーズを
設立し、個人コンサルタントとして活動を開始。独立プロフェッショナルの需要に着目し、コンサルタント派遣事業を立ち上げる。2012 年 03
月に株式会社みらいワークスを設立。『人事のスペシャリスト』として、各種メディアに多数出演中。
株式会社みらいワークス：https://mirai-works.co.jp/
プロフェッショナル人材に特化した人材調達支援事業を運営。フリーランスで活躍するコンサルタント
向けビジネスマッチング「FreeConsultant.jp」を中心に、フリーランサーの再就職支援
「ConsulNext.jp」、最適なキャリア形成を一緒に考える「「独立」「起業」「転職」あなたはどれを

選ぶ？」など、雇用関係によらない働き方を選ぶ人々・社会のプラットフォーム創りを行なっている。

株式会社 IT プロパートナーズ 代表取締役 木村 直人
早稲田大学卒業後、大手損害保険会社を経て、I&G Partners（現 株式会社アトラエ）に入社。成功報酬型求人サイト「Green」の
立ち上げから関わり、基盤を構築。その後人材系ベンチャー企業に参画し、取締役 COO に就任。2015 年 2 月 26 日、株式会社 IT プ
ロパートナーズを創業。代表取締役に就任。現在設立 3 年目の同社にて 4 つの事業を展開している。
株式会社 IT プロパートナーズ： https://itpropartners.jp/
「自立した人材を増やし、新しい仕事文化をつくる」 をビジョンとし、どのような環境においても活躍
できる「自立」した人材を増やしていくための事業を展開しております。起業家やフリーランス対して、
彼らの自己実現を支援するために週 2 日からの案件を紹介する事業「IT プロパートナーズ」を中
心に、在宅ワーカー支援事業「IT プロクラウド」、オンラインプログラミング事業「IT プロカレッジ」、新
卒支援事業「intee」の 4 事業を展開。
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＜本件に関するお問合せ先＞
ギークス株式会社 経営企画室 広報 松井（マツイ）
電話(03)6690-0001 FAX (03)6690-5982 pr@geechs.com
東京都渋谷区道玄坂 2-11-1 G-SQUARE 10F

ギークス株式会社 IT 人材事業本部長（中央大学商学部講師）小幡 千尋
早稲田大学卒業後、大手総合商社に入社。2003 年に大学生のキャリア支援を行うベンチャー企業に転職し、大手・外資系企業におけ
る新卒採用支援や、大学生のキャリアカウンセリング、講座を展開。これまでに 6,000 名を超える学生を支援。その後、PR マーケティング会
社であるトレンダーズを経て、2009 年ベインキャリージャパン（現ギークス）入社。新規事業の立ち上げを担当した後、2014 年執行役
員、PR・採用戦略本部長に就任し、会社のリブランディングを担当。2016 年に IT 人材事業本部長就任。現在、基幹システムのリニュー
アルなどを手掛け、業務効率化やサービス品質の向上を推進している。
ギークス株式会社：https://geechs.com/
IT 人材事業では IT フリーランスの働き方を支援し、IT フリーランスと技術力を求めている企業を
マッチングすることで、プロジェクト単位の技術支援を行います。事業開始から今年で 15 年となり、
43,000 人月の支援実績があります。IT フリーランス専門の案件検索サイト”geechs job“
(https://geechs-magazine.com/job/)を運営しています。

ランサーズ株式会社
ランサーズ株式会社は、「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつくる」をビジョンに掲
げ、以下の事業を運営しております。
・国内最大級のフリーランスデータベースを活用し、企業の業務効率や生産性を向上させるクラ
ウドソーシング事業「Lancers」 http://www.lancers.jp/
・誰もがスキルを活かして、個人の日常の困ったを解決するシェアリングエコノミー事業
「pook」https://s.pook.life/lp
・専門性の高いクリエイターを活用し、企業のマーケティング課題を解決するデジタルマーケティ
ング事業「Quant」 https://quant.jp/
・地域に仕事機会を創出し、自治体の雇用や移住の課題を解決する地方創生の取り組み
「LancersArea Partner Program」 https://l-ap.jp/

■モデレーター
一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事 平田 麻莉
大学在学中よりインターンとして PR 会社ビルコムの創業期に参画。大手人材企業や組織開発コンサルティング企業などの広報経験が長
く、企業と個人の関係性に対する関心を深める。現在は、フリーランスとして「タスカジ」や「ビザスク」の広報責任者を務めるほか、エグゼクティ
ブ教育のためのケースメソッド教材制作（ケースライター）、ビジネスコラム執筆、翻訳などを行う。

■一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会について
ワーカーによるワーカーのための非営利フリーランス支援組織。①互助の場づくり（コミュニティ形成、スキル&キャリアアップ支援）、②共助の
仕組みづくり（ベネフィットプランの提供）、③公助への働きかけ（実態調査に基づく政策提言、官民連携施策）を活動の柱とし、一人ひ
とりが自分らしい働き方を選択できる社会を実現することを目指しています。メルマガ会員数 3,300 名、賛助企業 62 社。（9 月末現在）
＜会社概要＞
・法人名

：一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会

・代表理事

：平田麻莉

・設立日

：2017 年 1 月 26 日（同年 4 月 20 日に一般社団法人化）

・事業内容

：フリーランスの支援活動全般

・URL

：https://www.freelance-jp.org
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＜本件に関するお問合せ先＞
ギークス株式会社 経営企画室 広報 松井（マツイ）
電話(03)6690-0001 FAX (03)6690-5982 pr@geechs.com
東京都渋谷区道玄坂 2-11-1 G-SQUARE 10F

