
事業成果報告会
令和4年度 鹿児島県起業人材フリーランス育成・支援事業

NPO法人薩摩リーダーシップフォーラムSELF

<委託事業者>



事業報告の内容

１．事業概要

２．県内フリーランス支援事業実施自治体調査報告

３．セミナー実施報告

４．事業サイト「かごせん」の紹介

５．質疑応答および今後に向けたテーマ抽出



１．事業概要

事業に取り組んだ背景

人口減少が進む中，地域経済の活性化や持続可能な地域社会の形成を図るた
めには，各地域における起業する人材の確保が課題となっている。

IT技術の活用などにより，地方での働き方も多様化し，フリーランスといっ
た働き方の選択も可能となる中，特に，技術や技能を持つフリーランスの活
躍は，様々な地域課題の解決に資するだけでなく，地域起業との協業や新た
なプロジェクトの創出などにつながる。

起業の担い手と期待されるフリーランスの育成・支援を図る必要がある。



１．事業概要
フリーランスの現状

データ出所：【ランサーズ】新・フリーランス実態調査
2021-2022年版



１．事業概要
フリーランスの現状

データ出所：「フリーランス白書 2022」フリーランス協会



１．事業概要

実施内容

以下の内容の事業を実施する。

①鹿児島県内でフリーランス支援を行っている市町村の実態調査(奄美市,指宿市)

②フリーランスとして自立するための講座

（全4回/県内全域対応と時間に縛られない受講のためにオンライン配信)

第１回：フリーランスのセルフブランディング

第２回：フリーランスの仕事術（時間管理とITツール）

第３回：フリーランスの継続的経営のコツ、

第４回：県内事例紹介（先輩フリーランスの体験談等）

③「かごしまフリーランス支援」ホームページによる事業マッチングにつながるフリーランス紹介

④事業報告会：本事業の成果報告と今後に向けたテーマ抽出



１．事業概要

実施体制

NPO法人薩摩リーダーシップフォーラムＳＥＬＦ

Lancers
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

県内先行
自治体

県内先輩
フリーランス

講師紹介オンライン対談
集客支援

セミナー参加
アドバイス

指宿市
奄美市

県（新産業創出室）

委託



２．県内フリーランス事業
実施自治体調査報告

(1)奄美市 （現地ヒアリング R4/11/29）

平成27年1月より「フリーランスが最も働きやすい島化計画」を開始、「フリーランス支援窓口」を設置

→ 情報通信産業の振興

担当課：商工観光情報部 商工政策課 しごと政策係 （久保井係長、喜入主査）/ 運営形態：商工政策課から株式会社しーまに業務委託

事業内容：奄美群島成長戦略ビジョンの重点３分野のひとつ「情報（ICT）」を活用し、まち・ひと・しごと創生に資するため、フリーランス、小規模事業者を

支援することにより、奄美市における仕事誘致、定住促進、子育て支援（在宅ワーク支援）及びフリーランスのビジネス性向上につなげることを基本理念とする。

◆第１ステージ：H27～R1

⇒職種・スキルを複合化（ライター＋カメラマン＋HP作成）した方や、オンライン販売を行うハンドメイド作家からモデルケースとなる、成功事例が創出された。

⇒近年は働き方の多様化が進む中、フリーランスの業種の幅は拡がりを見せており、フリーランス同士がプロジェクト毎に共同体を形成し受注業務が多様化・高度化

することでビジネス性が高まる見込み。

⇒フリーランス予備群となる、新たな子育て世代の出現。

◆第２ステージ：R2～R6

➡「モデルケースの普及」と「コミュニティ形成支援」の推進拠点として、「WorkStyle Lab」に総合的な機能を整備し、フリーランス同士の共同体形成を支援することで、

仕事の創出、仕事誘致から更にビジネス性を向上する。



２．県内フリーランス事業
実施自治体調査報告

(2)指宿市 （現地ヒアリング：R4/7/7）

令和２年度より「フリーランスに優しいまちづくり」に取り組む → 移住定住促進と多様な働き方支援

担当課：指宿市役所 総務部 市長公室 政策推進係 （花木主査、田原迫主事）

運営形態：指宿市からD-Linxs社に業務委託

事業内容：①いぶすきフリーランス講座

②ホームページでのフリーランス紹介

③Freelance  Café: 毎月１回開催 19時～21時 会場：D-Linxs （業務委託）

④Freelance Café on-line交流会：毎月1回開催 19時～21時 オンライン：Zoom （業務委託）

⑤Freelance Cafe 2022～ つながろう、ふみだそう！いぶすきフリーランス祭り ～

2022年10月8日(土)開催 10時～15時 会場：指宿市民会館

イベントページ → https://www.d-linxs.com/147183.html

アンケート結果 → https://www.d-linxs.com/148822.html



３．セミナー報告

(1)研修動画の紹介

講師：桂 浩一氏（グロースフリー合同会社 代表）

クラウドソーシングの累計報酬1800万円超！ DXコンサルティング業務やWebディレクション、セミナー講師など実績多数

ビデオ講義概要：第１回：フリーランスのセルフブランディング

第２回：フリーランスの仕事術

第３回：フリーランスの継続的経営のコツ

閲覧方式：『かごせん』のホームページにリンクし、いつでもだれでも閲覧可能

セミナー方式：オンデマンド視聴とリアル会場での質疑応答の『反転学習』方式

実際の動画はコチラ



３．セミナー報告

(２)セミナーの内容

第1回： フリーランスのセルフブランディング (R4/9/11 キシャバリーにて開催)

商品やサービスは人に伝わって初めてその存在を知っていただけ、利用の機会がうまれます。

企業は宣伝広告や営業の部隊がその役割を担っていますがフリーランスは、自分でマーケットに対してアピール

しなければ誰も気づいてくれません。

この回では、フリーランスが自らをブランディングして売り出すセルフブランディングについて学びます。

第1章 セルフブランディングとは？

第2章 自己紹介の作り方

第3章 SNSの活用

第4章 ポートフォリオの活用

再生回数(2022/12/30時点)
137回

現地参加者 ８名（受講者３名，運営者【SELF】２名，
運営者【県】３名），オンライン参加者12名（受講者10
名，運営者【SELF】２名）



３．セミナー報告

(２)セミナーの内容

第2回 フリーランスの仕事術（時間管理、タスク管理、データ共有、コミュニケーション）

(R4/10/2 キシャバリーにて開催)

フリーランスは、毎回毎回の仕事の評価が次の受注につながります。良い仕事をすれば、他のお客様を紹介いただけ
るし、仕事のレベルが低いと悪い噂が広まります。

この回では、フリーランスがいかに仕事の質を高めて、依頼主から「あなたに頼んで良かった。」と言われるように
なるかの仕事術について学びます。

第1章 時間管理と納期

第2章 タスク管理

第3章 データ共有とコミュニケーション

第4章 その他便利ツール

再生回数(2022/12/30時点)
55回

現地参加者4名（受講者３名，運営者【県】１名），
オンライン参加者11名（受講者10名，運営者【ビデ
オ講師】１名）



３．セミナー報告

(２)セミナーの内容

第3回 フリーランスの継続的経営のコツ (R4/10/23 キシャバリーにて開催)

フリーランスと言えども、依頼主からは継続的なお仕事が望まれます。新しい関係を築くには多くのコミュニケー
ションコストと時間がかかります。

この回では、依頼主に安心して任せていただけるよう、自らの経営環境をどのようにして整えるかについて学びます。

第1章 for the customer の精神

第2章 事業の多角化に挑戦

第3章 税理士との付き合い方

第4章 メンタルと体調管理

再生回数(2022/12/30時点)
18回

現地参加者４名（受講者2名，運営者【県】２名），
オンライン参加者6名（受講者6名）



３．セミナー報告

(２)セミナーの内容

第4回 フリーランス意見交換会「実際やってきてどうです？」 (R4/11/14 県庁18階SOUU会議室にて開催)

県内のフリーランスの皆さんに、実際フリーランスとしてやってきて苦労したこと、よかったこと、気を付けている
こと、そもそもなぜフリーランスになったのか？などをお伺いして、これからフリーランスをめざす方の参考にして
いただきます。

現地参加者７名（受講者５名，運営者【県】２名），
オンライン参加者４名



３．セミナー報告

(3)セミナーの参加実績

告知の方法：SOUUのSNS(LINE,Facebook)、県の公式SNS（twitter）、フリーランス協会SNS(Facebook)等

リアル会場 8人 4人 4人 7人

オンライン会場 12人 11人 6人 4人



４．事業サイト「かごせん」
の紹介 お知らせ

「かごせん」の活用方法

フリーランス紹介

スキルアップ講座

「かごせん」のねらい

サイトURL

Https://kagosen.com

（１）各メニューの紹介



４．事業サイト「かごせん」
の紹介

（２）サイト活用のメリット

・データがアーカイブとして残る（特に3回の講座）

・24時間365日 利用可能

・リンクによる情報拡散

（３）サイト活用実績

アクセス解析(2022/9/1～12/30時点)
ページビュー：4,637 view
ユニークユーザー：856
ファイルダウンロード：88

鹿児島ICTel大賞 2022

情報発信部門

優秀賞 受賞！



５．質疑応答および
今後に向けたテーマ抽出
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