
社員10人でも魅力的な人材が集まる！

今すぐできる多様な働き方の実践方法と、

人が集まり育つ仕組みとは

一般社団法人ＥＡＣＨ

代表理事 大森一弘
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自己紹介

一般社団法人ＥＡＣＨ

代表理事 大森 一弘（おおもり かずひろ）

広島出身。大阪の事業会社に長期インターンを経て入社。新規事業室長兼グループ会

社役員として法人営業、商品・事業企画など経営全般に携わる。地域情報誌発行社の

取締役社長を経て、ＩＴ企業の管理部門担当取締役（株式公開準備室長）として上場

準備、内部監査などに取り組む。

その後、Web制作会社役員を経て大阪で株式会社エピットを設立し、幅広い分野での

事業経験とWebマーケティングナレッジを掛け合わせ、パートナー型マーケティング

事業を展開する。

2015年からは、累計100人を超える長期実践型インターン生の受入経験を元に、出身地

の広島で一般社団法人EACHを設立し代表理事に就任。インターンシップ・コーディ

ネート事業や留学生就職支援事業を開始。行政や大学と連携した事業にも携わる。

中国経済産業局「中国地域中小企業等・人材コーディネート事業」全体統括コーディネーター

株式会社エピット 代表取締役

株式会社エピットパーキング 代表取締役
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会社概要 ごく普通の「小規模事業者（サービス業」）

会社名 一般社団法人EACH（イーチ）

インターンシップ・コーディネート事業

人材マッチングメディア企画運営

代表理事 大森 一弘

理事 玉城 ちはる（Each Feelings代表）

広島

2015年7月（３期目）

5名

事業内容

役員

拠点

設立

社員数

株式会社エピット

Webマーケティング事業

Webサイト企画制作運営

代表取締役 大森 一弘

大阪、東京

2009年10月（９期目）

5名（＋パート・業務委託3名）

第１章



社内環境 「どこでもオフィス」を実現する４つのツール

情報共有

Web会議

オフィスソフト

ファイル共有

Chatwork https://go.chatwork.com/ja/

グループチャットツール

ビジネスが加速するクラウド会議室。チャットワークは、業務の効率化と会社の

成長を目的とした、メール・電話・会議に代わるコミュニケーションツールです。

ZOOM https://zoom.us/

（主観ですが）最も簡単で、最も安定しています。

①１クリックで繋がる ②１クリックで録画できる ③接続が安定している

④50人まで同時接続 ⑤スマホからも１クリックで繋がる ⑥画面シェアできる

G Suite(GoogleApps) https://gsuite.google.co.jp/

①Gmail（メール） ②カレンダー（予定共有） ③スプレッドシート（経費精算、予実管理等）

④ドキュメント（マニュアル等）を特に活用しています。

DropBox https://www.dropbox.com/ja/

GoogleDrive https://www.google.com/intl/ja_ALL/drive/

当社では、常時編集が必要なものをDropBox、保存用にGoogleDriveに使い分けています。
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組織制度

管理

運用

作業

正社員 フルタイム 固定給

正社員 フルタイム・時短 固定給

契約社員 フルタイム・シフト 固定給・時給

契約社員 シフト・在宅 時給

パート シフト・在宅 時給

業務委託 在宅 時間単価or納品単価

雇用 勤務 報酬

調査 インターン シフト・在宅 活動支援金

役割

担当する役割毎に、雇用・勤務・報酬形態を選べる。
※同一職種内の時間単価は原則として同額（３段階のスキルランクによる変動はある）
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働き方の事例：Kさん

属性

課題

対策

子供が小さく（5ヶ月、5歳半）、働ける時間が不規則だった。

※求人広告のコピー「子どもが熱を出しました、どうぞ帰ってください」を見て面接に応募。

成果

～１年目：特に時間が不規則になりやすい時期。在宅勤務が中心となる想定で、

主に制作の「作業」を「契約社員」の「在宅OKのシフト」として担当。

～２年目：出勤可能日も増えてきたので、制作の「運用」を「契約社員」の「固

定給」として担当。

現在：３年目となる来年の４月には、上の子供は小３、下の子供も３歳半と幼稚

園になるので、制作の「管理」を担うキャリアアップを目標に掲げ挑戦中である。

出勤時間・退社時間・早退を自由に選べるようにした。当日朝の連絡により欠勤

や早退を気兼ねなくできるよう周知。※上長への報告とチャットの社内共有は必

要だが、原則として自己判断で早退できる。
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働き方の事例：Uさん

属性

課題

対策

個人面談の際に、親の介護が必要になりそうだと相談を受ける。

成果

社内の管理部門は工数は少ないが、日々少しずつ発生するので助かっている。

落ち着いたらまたフルタイムで戻りたいと言ってくれている。

「運用」の仕事としても熟練者なので有り難く、現在も専門スキルを学ぶ時間を

取っているとのこと。

介護関係の制度導入のきっかけとなった。

管理部門へ徐々にシフトすると同時に、介護休業制度を設計した。

半年後、本格的に介護に専念するのを期に、在宅＆月１回出社するパートとして

総務・経理の一部と、「運用」業務の一部を担ってくれている。
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働き方の事例：Kさん

属性

課題

対策

個人面談の際に、来年から妊活で休業を検討中と相談を受ける。

成果

無事に制作職の新人を運用職まで育てることができ、自身は非常勤の管理職に。

新たなチャレンジとして、前職の大学から委託職員としての仕事も依頼が入った

ことで、兼業できる体制を構築した。

合計しても運用職のときより仕事時間は半減。収入は管理職への昇給も含めてほ

ぼ維持できているとのことで、完全に休業すること無く、妊活しながら非常勤で

活躍してくれている。

現在の運用職では両立が難しそうだが、管理職になり非常勤であれば両立できそ

うだと対話により合意。１年かけて新人を育成しながらマネジメントを学んでも

らい非常勤の管理職として働けるように制度を創出。
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働き方の事例：Mさん

属性

課題

対策

面接時に、就職先が決まらないと保育園の申請ができなくて

困っている旨を相談受ける。

成果

自宅近くの保育園で申請ができそうとのことで、保育園は他施設を利用すること

になったが、来年の4月から契約社員・時短（出社）で勤務してくれることに

なった。柔軟に対応したことで、優秀な人材の獲得に繋がった。

保育園提携事業所になるきっかけとなり、３歳未満の子供がいるママさんに対し

て、相場の半額近くで保育園を利用できるという、魅力の高い職場になった。

在宅の契約社員で雇用が可能なことを提示した。

更に、近隣の保育園の提携事業所となり、保育園を安く利用できる制度を導入。

来年の４月からの正式入社を前提に、在宅での業務を開始してもらった。
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働き方の事例：Iさん

属性

課題

対策

考え込む癖があって行動が伴わなかった。一方で発想力が

豊かなわけでもなく、半年くらいは成果に繋がらなかった。

成果

サイト診断、改善という現在のコア事業のナレッジが形成されるきっかけになっ

た。３年間のインターンを経て就活でもリサーチ系の上場企業など数社から内定

がもらえるほど成長するも、当社を選択して入社、業績悪化時の給料遅延など

数々のトラブルを乗り越え意欲の高い幹部として活躍中。

半年間は幅広く業務を経験してもらいながら、思考・行動特性を探っていた。

クリエイティブ系の思考より、分析系の思考タイプだと気づき、半年経過後は、

アクセス解析の仕事を担当してもらった。できるだけ多くの顧客と積極的に関わ

る機会を設け、一部の業務の裁量を任せて小さな成功体験を多く積めるよう意識

した。面談の機会を多く持ち、相互理解を深め、信頼関係を構築した。
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まとめ：大切にしていること

①従業員との継続的な対話

②会社の制度を柔軟に進化

③ストーリーを共創・発信

第２章

月一面談などにより、従業員一人ひとりの成長・キャリアパスを共に考え伴走す

る存在になることと、ライフスタイルの変化に気づく機会を持つ。

※個人の問題でも会社側のちょっとした工夫で解決・改善できる問題は結構ある

会社の制度に従業員を適用させるのではなく、従業員が無理なく働けるよう、

制度を柔軟に進化させていくことで、会社の魅力をアップさせる意識を持つ。

従業員と対話により進化させた制度によって、従業員が更に活躍してくれた

成功ストーリーを共創し、求人募集時に積極的にアピールする。

（自社であれば活躍できる、同様の課題を抱えた人からの応募が期待できる）



多様な人材を意図的に狙う取り組み 第３章

インターンから新卒採用

ニッチな専門職求人媒体

多様な働き方をアピール

活用・採用に繋がった媒体狙い

ビジョン・想いで魅せる
Wantedly https://www.wantedly.com/

（日本仕事百科 http://shigoto100.com/ ）

しゅふJOB https://part.shufu-job.jp/

Find Job！ https://www.find-job.net/

（ YOSOMON！ https://yosomon.jp/ ）

DR!VEインターン https://drive.media/intern

（リクナビインターン https://job.rikunabi.com/ ）

※（カッコ）はこれから掲載中・掲載予定で採用実績なし



参考：インターンシップの種類（※分類は一例）

目的×形態×期間 EACHの場合

中小企業経営革新プログラム（Goldman Sachs Gives）

課題解決（事業成長）×実践型（PJ・CD）×長期（休学）

広島ビジネス留学（自社）

課題解決（人材育成）×実践型（PJ・CD）×長期（６ヶ月）

地域マイスター留学（東広島市の委託事業）

課題解決（広報）×実践型（PJ・行政）×中期（３ヶ月）

ひろしまで働く若者図鑑（自社）

課題解決（広報）×実践型（一般業務）×短期（1日～）

目的

課題
解決

地域課題 産官学域連携

企業課題

事業成長

人材育成
（若手リーダー）

広報

選考 企業の採用活動

労働 実質的にバイト
時給

活動支援金

形態

実践型

PJ型
（プロジェクト）

CD機関
(コーディネート）

大学

行政

一般業務型

営業

企画

広報

体験型

研修型
ビジコン

仕事体験

見学型
バスツアー

実質説明会

期間

長期
休学

６ヶ月以上

中期 ２週間～３ヶ月

短期 １～５日
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目的を共有して心で繋がる取り組み 第３章

月次面談

（月１回）

ツール取り組み

振り返りシート

目的・ポイント

・現状と在りたい姿のギャップを明確化

・一緒に実現していくために対話

・業務目標と、個人目標の両方を共有

※面談者が話す時間を７割とる



振り返りを積み重ねて共に育つ取り組み 第３章

日報

（始業前/終業時）

ツール取り組み 目的・ポイント

・成果：達成感を得ること、成果の共有

・課題：懸念点をいち早く共有

・改善：思考力のトレーニング

※具体化する問いをフィードバック

朝日報（始業前）

振り返り日報（終業時）

■朝日報（始業前に提出）

【今月の成果目標】

（業績）

（自己）

【今月の行動計画】

（業績）

（自己）

【本日の成果目標】

※上記のために、今日どんな成果を出すのか決めよう。

【本日のタスク】

※前日退社時の日報からコピペ＋αのやることを書き出そう。

※末尾に工数を記載（30m,2h）して、工数感覚を習得しよう。

■振り返り日報（終業時に提出）

【本日のタスク結果】

○：達成

△：進捗中

×：未着手

※△と×は、どうするかコメント

【成果】

※今日一日を振り返り、どんな成果を生み出せたかを考えよう。

【課題】

※まずは課題を発見することからはじめよう。

【改善】

※発見した課題をどうすれば改善できるか、仮説を立ててみよう。

【翌日のタスク】

※末尾に工数を記載（30m,2h）



まとめ：大切にしていること

①多様な人材を意図的に狙う

②目的を共有して心で繋がる

③振り返りを積み重ねて共に育つ

第３章

自社の特徴を抽出して、それを強みとして最大限活用できる場所・方法で求人活

動を行う。自社の取り組みやビジョンに共感してくれる少数の層に向けて、ピン

ポイントに情報を届けられる媒体を選択し、心を込めてメッセージを発信する。

面談では状況の変化をしっかり受け取り、働きやすくなるよう柔軟に対応する。

事業成果・自己成長の両面において、目標達成できるよう支援・サポートする。

成果・課題・改善を問い続けることで、自己効力感・課題発見力・仮説力/課題

解決力を育む。具体的なフィードバックを積み重ねることで思考を深化させる。



全体のまとめ：小さな会社の多様な働き方とは

課題が生じた従業員との対話によって、働きやすい仕組みを創

出すること（＝多様な働き方の創出）は、企業の本質的魅力を

向上させる取り組みとなる。

特に中小企業にとっては、規模が小さいほど柔軟かつ多様な働

き方の創出が可能であり、優秀な人材を獲得できる機会になる。

まとめ

従業員と定期的

に対話の機会

相談を真摯に

受け止める

働きやすい仕組みを

従業員と共に実現する

同様の課題を抱えた

優秀な人材が集まる

多様な働き方の

成功事例ができる

成功事例を発信

して求人する



想いをつなぎ、社会をつなぐ。




