
with / after コロナ の環境下で求められる

新たな人事戦略 とは？
固定費を削減し生産性を高める人材派遣の新たな活用法 ランスタッド株式会社
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企業にとってwith / afterコロナの本質的な問題とは？

世界/国内経済の先行きが不透明

第2波・第3波がいつ起こるか分からない

1

2

withコロナ・afterコロナと呼ばれる環境においては、いつ終わるとも知れない世界・国内経済の不

透明な状況、そして経済活動の再開により不可避とも言われるコロナ第2波・3波への懸念こそ

が、企業にとっての本質的な問題なのではないでしょうか？
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改めて認識させられる経営リスク

①不透明な経済 ②次の感染の波

固定費割合の高さ オフィス勤務への依存
人件費・家賃・交通費など

固定費割合の高さが

経営へのリスクを増大

在宅対応できないことで

経営スピードが鈍化

最悪の場合停止

不透明な経済の先行きは企業の売上予測を困難にし、それに伴い固定費割合の高さが大きなリ

スクとなり始めています。さらに、beforeコロナでは当たり前だった、オフィスでの活動に依存した

オペレーションも大きなリスクとなることが明らかになりました。
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with / afterコロナに求められる新たな人事戦略とは？

固定費割合の削減
● 新規正社員採用の精査

● 家賃や交通費の削減

● 派遣社員など変動費リ

ソースによる補完

在宅勤務の拡大
● オフィスに依存しない

オペレーション体制の構築

①不透明な経済 ②次の感染の波

このようなwith / afterコロナの環境下では、正社員や家賃・交通費など固定費の精査と、派遣社

員など変動費リソースによる業務補完、そして、オフィスだけに依存しないオペレーション体制の

構築が、今後の人事戦略に新たに求められることになるでしょう。
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変動費リソースとしての派遣社員の懸念点は？

派遣社員は変動費リソースとして有効な手段である一方、スキル不足・採用までのタイムラグ・同

一労働同一賃金による割高感に懸念があるとの声が聞かれます。さらに今後は、契約やセキュリ

ティなどによる在宅勤務のハードルも新たな懸念となります。

固定費割合の削減

● スキル不足
● 交通費負担
● 採用までの時間

在宅勤務の拡大

正社員を補完する

派遣社員の有効活用

割高感

在宅勤務の

ノンコア業務への拡大
● 派遣社員の契約
● セキュリティ
● PCなどの機器

高いハードル
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懸念点を払拭する新しい人材派遣サービス

派遣社員の全体的な割高感1

2

ランスタッドの おうち派遣

在宅勤務導入に対する手間

全国から優秀な派遣社員をタイムリーに提供できるランスタッドの「おうち派遣」は

それらの懸念点を払拭し、コア業務に従事する正社員の生産性を高める変動費リソースとして

with / afterコロナの新たな人事戦略をサポートします。



ランスタッドの「おうち派遣」とは
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全国25万人以上 の登録スタッフから

理想の人材 を 柔軟に活用 できる

在宅勤務特化型 の 派遣サービス



そもそも在宅勤務が “正解” なのか？

©Randstad 8|

今回のコロナの拡大では、コア業務における対面コミュニケーションの必要性を再認識された方

が多い一方で、ノンコア業務では在宅勤務のほうが生産性が高まることも分かってきました。つま

り今後は コア・ノンコア業務を明確化し、ノンコア業務でこそ在宅勤務の派遣社員を活用し効率化

する ことが効果的と言えるでしょう。 

働き方の New Normal

コア業務 ノンコア業務

対面ユニケーションや偶
発的な会話がビジネスを
促進・円滑化

一部業務を在宅で実施
することで生産性を
高めることができる

全国どこからでも、在宅
勤務で生産性高くノンコ
ア業務を推進！

使い分け
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ランスタッドの「おうち派遣」

主な特徴



ランスタッド「おうち派遣」の特徴
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1

3

大規模な即戦力人材プール

業界最高水準の安全性

2 圧倒的なコストメリット



大規模な即戦力人材プール
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事務/専門職
経験者の登録

経験豊富な
30~40代の登録

全体の 68% 全体の 61%

全国展開するランスタッドだから

25万人以上の登録者 から最適な人材をご紹介

経験豊富な事務/専門職の経験者が60％以上

※2020年5月時点



大規模な即戦力人材プール - 各職種経験者 -
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一般 / 営業事務 人事

コールセンター 財務・経理

金融事務 ITエンジニア

ライター 翻訳・通訳

WEBデザイナー
コーダー

企画/マーケティング

11 万人 5 万人

4.5 万人 4 万人

2.5 万人 2 万人

1.2 万人 1 万人

0.6 万人 0.5 万人

※2020年5月時点 各職種を経験したことがある登録スタッフの数（重複含む）

事務系職種から専門職まで

豊富な人材から今すぐご紹介することが可能です



大規模な即戦力人材プール - 登録者の例 -
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様々な経験とスキルを持ったスタッフ が

全国各地から数多く登録しています

仕事も子育てもしっかり頑張りたいオ

フィスワークのスペシャリスト。海外在

住経験ありのトリリンガル（英語・中国

語）。人材サービスでの営業＆マネー

ジャー経験や日本最大手の通販企業

での人事・経理事務経験があり、企業

のニーズをよく理解し最適なパフォー

マンスをだすことに長けている。一般

事務から人事サポート、翻訳まで対応

可能。

事務 / 人事 / 翻訳

（四国）

関東で10年近く正社員のプログラマー

として勤務後、夫の転勤で九州へ。土

地勘もない中で子育てをしつつも、プ

ログラミングのスキルと経験を活かし

たいと時間を有効に使える在宅ワーク

を希望。フリーランスとして単発の開発

業務サポートを請け負うことも。アプリ

ケーションの設計、開発、運用などの

経験が豊富。

ITエンジニア

（九州）

パソコン教室でのExcelなどMicrosft 
Officeの教師経験や、大手 ITベンダー

でのカスタマーサポートなど、 IT分野で

20年以上の経験を持つスペシャリス

ト。在宅勤務も豊富に経験しており、

Slackやsalesforceの利用も可能。子

育てや家事と仕事の両立のため、在

宅ワークを希望。

カスタマーサポート

（東関東）



圧倒的なコストメリット
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在宅勤務の活用で 平均20％以上 のコスト削減

現地採用
派遣社員

おうち
派遣

25％削減

月間コスト例

31万円

41万円

勤務時間を維持しつつ

年間費用

・職種： 一般事務 ・勤務：8h/日 × 週5日 ・派遣先企業：東京都
・現地採用派遣社員： 東京都 ・おうち派遣社員： 九州

120万円/人
削減



圧倒的なコストメリット - 導入実績 -
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就 業

依頼業務

現地採用の通常派遣と比べて

コスト25%削減
現地採用の通常派遣と比べて

コスト20%削減
現地採用の通常派遣と比べて

コスト30%削減

コストメリット コストメリット コストメリット

広告代理店

派遣先企業

職 種

スタッフ

情報通信業 メーカー

一般事務

東京都

鹿児島県

8h/日・5日/週

・運用型広告のレポート作成

・プレゼン資料作成サポート

・競合出稿状況調査

就 業

依頼業務

派遣先企業

職 種

スタッフ

データ入力

東京都

宮崎県

3h/日・5日/週

・Salesforceに登録された

　リード企業の情報整理

就 業

依頼業務

派遣先企業

職 種

スタッフ

英文翻訳

東京都

香川県

3h/日・5日/週

・製品マニュアルの翻訳

・英文メール翻訳



圧倒的なコストメリット
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完全在宅勤務のため

オフィスの座席 も 交通費のお支払い も不要

大幅な固定費削減が可能です



業界最高水準の安全性の確保
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業界最高水準の安全性 を確保し

在宅勤務最大の懸念であるセキュリティ問題を払拭

セキュリティに
懸念がある

全体の 67%
ハードウェアの
貸与が難しい

全体の 52%
派遣会社の
フォロー体制

全体の 19%

在宅派遣導入時の懸念点は何ですか？

※2020年5月実施：企業様アンケートより「在宅派遣の導入余地がある」と回答したうちの割合



業界最高水準の安全性
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就業環境 研修・法的担保 機器の取り扱い

就業環境チェック

100%実施済み

情報漏洩の懸念有無や安全衛

生など事前の  就業環境確認をス

タッフ全員に実施

在宅勤務研修100%受講

機密保持誓約100締結

プライバシーマーク基準以上に厳

しい事前研修、機密保持誓約の

締結をスタッフ全員に実施

スタッフ私用PCの

利用原則禁止

情報セキュリティ観点から個人 PC
の利用を禁止し、原則お客様、も

しくは弊社から貸与

スタッフ居住地の最寄り支店の担当社員が

直接スタッフをフォロー



業界最高水準の安全性 - 就業環境 -
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• 書斎など専用の業務スペースか、同居者等から

隔離されたスペースがあるか？

※やむを得ず同居者の方と共有する環境で業

務を行う場合、同居者等にパソコン等の情報を

見られないように座席位置を調整したり、画面に

プライバシーフィルターを設置する。

• 同居者等には下記の強力を得られるか？

• 業務中に接近することを可能な限り遠慮

してもらう。

• 派遣先からの貸与物に触れないようにし

てもらう。

• 派遣先からの貸与物および書類は、専用の場

所に保管できるか？（施錠できれば尚良し）

情報管理観点 安全衛生観点

直接訪問/Web面談による環境チェック を徹底



業界最高水準の安全性 - 研修・法的担保 -
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プライバシーマーク基準を超える

事前研修の徹底

1

3

在宅勤務の就業（勤怠・成果報告）

在宅勤務における情報の取り扱い

2 コミュニケーションの取り方

機密保持誓約の締結による法的拘束力の担保



業界最高水準の安全性 - 機器の取り扱い -
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※引用：週刊ASCII「私物のPCやスマホを業務利用する「BYOD」の危険性」より抜粋

BYOD（Bring Your Own Device）の危険性から

スタッフの私用機器利用は原則禁止



業界最高水準の安全性 - 機器の取り扱い -
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必要な機器やソフトウェアは

弊社から有償貸与も可能

ノートパソコン
（VAIO B5サイズ）

MS Office

￥10,000/月 ￥1,080/月

セキュリティソフト

￥5,000/年

ポケットWifi iPhone

￥4,000/月 ￥8,000/月
※1年以上契約時の金額となります。短期の場合は金額が異なりますのでお問合せください。

貸与品の一例（他にもご要望に応じて対応）



アウトプットレベ
ルが低く困ってい
る

業界最高水準の安全性 - 万全のスタッフフォロー -
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全国93拠点の展開により

弊社担当社員が スタッフを直接フォロー可能

スタッフと
連絡がつかない

機器が故障した
らしい



ランスタッドにサポートして頂けるので安心です。
コミュニケーションに関してはGoogleハングアウトなど外部環境が整ってきているので、ほ

とんど問題なく出来ると思います。セキュリティ面での不安に関しては、ランスタッドに サ

ポートして頂けるので安心です。（中略）この社会情勢を機にこういった仕事や働き方を 推
奨してみるのもいいのではないでしょうか？

コンバート株式会社
アカウントマネージャー 滝
野 泰広 様

ご利用企業様

本当に楽しくて、子育てが落ち着いたらまた働きたい！
私が妊娠中のため2ヶ月くらい仕事をしたいという観点で探していて、中々条件が合致 しな

くてちょっと難しいかなと思っていたときに、ランスタッドの担当者から在宅派遣サービス の
お話をいただきました。今回本当にすごく楽しくて、（中略）子育てが落ち着いたら、また こう

してお仕事ができたら嬉しいなと思っています！

在宅派遣スタッフ
広島県在住・20代女性
Y・I 様

就業スタッフ

ご利用者の声

企業様からも就業スタッフからも

高い安心感と満足感の声 をいただいております。
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ランスタッドの「おうち派遣」

サービスご利用の流れ
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サービスご利用の流れ

ご商談から契約・就業まで 全てをオンラインで完結

無駄な手間ややり取りが一切不要

オンラインで完結！
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ランスタッドの「おうち派遣」

FAQ



よくあるご質問
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セキュリティに関してはどのように対応していますか？
ご紹介するスタッフの100％が『機密保持・情報管理・個人情報に関する覚書』を締結し、在宅勤務における情

報管理研修の受講も義務付けております。また、弊社担当者が事前にスタッフ自宅の就業環境を必ず確認

し、情報漏洩のリスクがないか等、10項目以上をチェックしております。

PCやスマホなどの機器はどのようになりますか？
「御社から派遣スタッフに貸与いただく」「弊社から有償で貸与する」から選択いただくことが可能です。弊社か

ら貸与する場合、御社のセキュリティ水準に合わせて、必要なアプリケーションのプリインストールなど柔軟な

対応も可能です。

コミュニケーションはどのようになりますか？
SlackやChatwork、Googleチャットやメールなど、御社がすでに利用してるツールを利用可能です。Zoomや

Google meet、Skypeなどによるオンラインミーティング、電話によるコミュニケーションも可能です。



よくあるご質問
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デザイナーやエンジニア、翻訳といった専門的な業務も依頼できますか？
私たちには全国25万人以上の登録スタッフがおりますので、どのような業務でもまずはお気軽にご相談くださ

い。

業務に問題が起きた時にはどのように対応してもらえますか？
弊社の派遣スタッフは、その最寄り支店の担当者が管理をしております。そのため、万が一何か問題が起きた

際でも、弊社担当者が該当スタッフに直接コンタクトをし、迅速に対応することが可能です。

勤怠や成果の管理方法はどうなりますか？
始業・休憩・終業時に企業様ご指定の方法で派遣スタッフから連絡をし、ご承認をいただく形となります。効果

的な成果や業務遂行の管理については、弊社のこれまでの実績よりベストプラクティスと考える方法を直接ご

教示させていただきます。



お問合せ
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フリーダイヤル

0120-028-037
対応時間　平日9:30～16:30
※12:00～13:00除く

ランスタッドの在宅派遣サービス「おうち派遣」にご興味をお持ちいただき、どんな業務を依頼でき

るのか、どのようなスタッフがいるのか、詳しい料金を知りたい、などありましたら、お気軽にお問

合せください。

お問合せフォーム

Webから問い合わせ（所要時間2分）

お電話で問い合わせ

https://hub.randstad.co.jp/ja/ouchi_contact


human forward.


