
パーソルグループの新型コロナウイルス感染症に関する情報・取り組み 

2020 年 10-12 月 

 

10/1（木） 

転職サービス「doda」、 大阪府の「OSAKA 求職者支援コンソーシアム」に参画 

『新型コロナウイルス感染症に伴う「再就職・転職」応援企画』 特設ページを公開 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/service/2020/20201001_02/ 

 

10/7（水） 

「TECH PLAY」と「eiicon company」、 

仙台市と共同で「SENDAI X-TECH Innovation Project 2020」を開始 

先端 IT 技術を活用し、「新しい生活様式」に対応する仙台発の新規事業創出を目指す 

https://persol-innovation.co.jp/news/2020/1007/ 

 

10/9（金） 

パーソルグループ、グループ社員約 1 万人が新しい生活様式に対応 

通勤交通費廃止 リモートワーク手当支給開始 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201009_6606/index.html 

 

10/9（金） 

パーソルテンプスタッフ、「在宅勤務スタッフ専用サポート窓口」を開設 

派遣スタッフの在宅勤務における不安などへの相談に対応 

https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2020/20201008_4790.html 

 

10/22（木） 

アパレル専門の転職支援サービス「クリーデンス」、 

アダストリアとアパレル企業の新たな採用戦略、「服業プロジェクト」開始 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/service/2020/20201022_02/ 

 

10/22（木） 

【パーソルプロセス＆テクノロジー】複業（副業）に関する意識・実態調査 

with コロナ時代を乗り切るのは 複数の仕事やキャリアを持つ“パラレルワーカー” 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/10/22/4651/ 

 

10/27（火） 

【経産省・UiPath 代表ご登壇】日本企業の DX を考える 

オンラインセミナー開催のご案内 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201027_6699/index.html 
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10/27（火） 

【パーソルキャリア】キャリアの可能性を拡げるアプリサービス「マイポテ」 

「もしも」を想定した、より詳細な年収比較が可能に 

～コロナ禍でのキャリア形成・不安解消の糸口に～ 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/service/2020/20201027_01/ 

 

10/28（水） 

【パーソルプロセス＆テクノロジー】 

『組織力を高める テレワーク時代の新マネジメント』出版記念、テレワーク組織マネジメント向上 WEB セミナー開催 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/10/28/4673/ 

 

10/30（金） 

「POS＋（ポスタス）」×「ebica（エビカ）」無料オンラインセミナー11/17(火)開催、 

売上・予約データから読み解く活用ポイントとは 

コロナ禍で迎える年末商戦をどう乗り切るか 飲食店を対象に「Go To Eat」キャンペーンの活用方法を解説 

https://www.postas.co.jp/news/2020/3029/index.html 

 

11/2（月） 

パーソルチャレンジとパーソルプロセス＆テクノロジー、 

障害者の RPA 人材を育成する「障害者雇用 × RPA サービス」の提供を開始 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/11/02/4722/ 

 

11/4（水） 

パーソルワークスデザインとオンサイトが LINE と連携したリファラル採用システム「リファ楽」を共同開発 

～LINE で求人紹介から入社手続きまで完結できる～ 

https://www.persol-wd.co.jp/news/20201104-01.html 

 

11/6（金） 

アパレル・ファッション業界専門の転職支援サービス「クリーデンス」、 

アパレル・ファッション業界の「転職活動状況」を調査 

平均転職活動期間は、前年+0.9 カ月と長期化／ニーズが高い「EC 関連職種」は短縮傾向 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2020/20201106_01/ 

 

11/10（火） 

パーソル『勤労感謝の日に、これからの “はたらく” を考える』 無料オンラインカンファレンス開催 

～より良く生き、はたらくために必要なものとは？ 

登壇者に石川善樹さん、前野隆司さん、平野啓一郎さん、前田有紀さんなど～ 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201110_6795/index.html 
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11/16（月） 

転職サービス「doda（デューダ）」 

2020 年 10 月 転職求人倍率 1.65 倍（前月比＋0.04 ポイント） 

～求人数は緩やかに増加。来期を見据えて事業拡大のための採用を始める動きも～ 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2020/20201116_01/ 

 

11/17（火） 

副業・フリーランス等の外部人材管理・活用システム「エクスチーム」がサービスサイトをリニューアル 

With コロナで増加する外部人材活用企業のお問い合わせニーズに対応 

https://persol-innovation.co.jp/news/2020/1117/ 

 

11/18（水） 

パーソルテクノロジースタッフ、場所に縛られない派遣就業を実現へ 

出社を前提としない「完全リモートワーク派遣」サービスを全国で提供開始 

～リモートワーク可案件への応募はコロナ前の 5 倍増。人材不足に悩む全国の企業へのエンジニア派遣が可能に～ 

https://persol-tech-s.co.jp/corporate/news/release/20201118.html 

 

11/19（木） 

転職サービス「doda」、コロナ禍による共働きの“はたらく”と暮らしに関する変化を調査 

いい夫婦の日＆勤労感謝の日企画 「共働きのニューノーマルな“はたらく“と暮らしの実態調査」 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2020/20201119_01/ 

 

11/19（木） 

パーソルプロセス＆テクノロジー、セキュアで快適なリモートワーク環境の実現に向けて 

「セキュアリモートワーク PoC for Microsoft 365」提供開始 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/11/19/4756/ 

 

11/19（木） 

【2020 年 11 月】POS データ定期レポート 

～「Go To Eat」キャンペーン開始前後の飲食店の売上動向を調査～ 

https://www.postas.co.jp/news/2020/3066/index.html 

 

11/24（火） 

これからの“はたらく”は個人が主役！「はたらく未来図構想」を発表 

～データ・サービスの連携で“これまでの仕事選び”を超え、多様なパートナーとの協創を開始～ 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201124_6859/index.html 

 

11/25（水） 

パーソルテクノロジースタッフ IT＆モノづくりエンジニアへの意識調査 

テレワーク可能な求人は半年間で約５倍 エンジニアの 1/4 はフリーランス希望、「はたらく価値観」は柔軟志向へ 

一方で正社員志向も高まり、安定と自由度を両立する副業型フリーランスエンジニアの活躍期待 

https://persol-tech-s.co.jp/corporate/news/research/20201125.html 
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11/30（月） 

【パーソル総合研究所】 

新型コロナの影響により、在宅勤務手当の新設が加速 

在宅勤務手当を新設した企業の割合は 12.5％。検討中と併せると 23.9％ 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202011300002.html 

 

12/7（月） 

【パーソルイノベーション】 

～移住・転職せずにリモートでも貢献できる“地方副業”～ 

地方特化型副業マッチングプラットフォーム「Loino」 本日よりオープン β 版サービス開始 

https://persol-innovation.co.jp/news/2020/1207/ 

 

12/8（火） 

【パーソルテクノロジースタッフ】 

業界初！リモートワーク中の派遣エンジニア 3,000 人に在宅勤務手当を 2021 年 1 月から支給開始 

～月額最大 2,000 円を支給し、通信・光熱費やワークスペースの構築などにかかる負担を軽減～ 

https://persol-tech-s.co.jp/corporate/news/release/20201208.html 

 

12/9（水） 

【パーソルテンプスタッフ】人材サービス 3 社協業プロジェクト「ActivateHR」イベント 

HR の「これから」 ～テレワーク時代において人事がアップデートすること～ 

https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2020/20201130_4837.html 

 

12/10（木） 

パーソルプロセス＆テクノロジー、テレワーク中の評価に関する意識・実態調査 

管理職は、自分の評価の妥当性よりも 部下の評価が正しくできているかを不安に感じている 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/10/4814/ 

 

12/15（火） 

パーソル総合研究所、マネジメントにおける無意識な偏見（アンコンシャス・バイアス）の測定調査結果を発表 

上司との対話頻度が人事評価に大きく影響。テレワーク下で注意すべき 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202012150002.html 

 

12/16（水） 

パーソル総合研究所、テレワーク実施率について、４回目となる２万人規模の調査結果を発表 

新型コロナ第３波におけるテレワーク実施率は全国平均で 24.7％ 

５月下旬の緊急事態宣言解除直後は 25.7％で１ポイント減少 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202012160001.html 
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12/17（木） 

パーソル総合研究所、テレワークによる組織の求心力への影響に関する調査結果を発表 

テレワーカーが抱く組織への愛着は出社者の約 1.3 倍であることが明らかに 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202012170001.html 

 

12/17（木） 

パーソルプロセス＆テクノロジー、業務のデジタル化に関する意識・実態調査 

 デジタル化が進んでいるのは「Web 会議の導入」 コロナ前後で 3 割から９割に迫る 

「FAX の撤廃」の動きは他よりも遅れている 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/17/4841/ 

 

12/17（木） 

パーソルプロセス＆テクノロジー、副業制度の設計・運用で悩む企業のために適切な導入をサポート 

「副業チャレンジプログラム」を提供開始 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/17/4852/ 

 

12/18（金） 

2020 年パ・リーグは、スタッフ・ファンの皆さまも MVP！ 

パーソル、スペシャルメッセージ『全員 MVP』新聞一面広告を実施 

～未曾有の一年間、すべてのはたらく人へ感謝の気持ちを込めて～ 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201218_6953/index.html 

 

12/18（金） 

パーソルプロセス＆テクノロジー、「とちぎお試しサテライトオフィス設置推進事業」支援業務を受託 

～東京圏企業の地方移転・分散化を後押しする栃木県の取り組みを推進するプロジェクトが始動～ 

https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/18/4859/ 

 

12/21（月） 

転職サービス「doda（デューダ）」2020 年 11 月 転職求人倍率 1.79 倍（前月比＋0.14 ポイント） 

～求人数は徐々に回復。新型コロナウイルス再拡大も採用活動への影響は少ない見込み～ 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2020/20201221_01/ 

 

12/21（月） 

パーソル、多様な「はたらく」を発信する Web メディア 『はたわらワイド』をオープン！ 

～「はたらいて、笑おう。」を目指して、はたらく選択肢と未来の可能性を広げる～ 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201221_6978/index.html 

 

12/22（火） 

【2020 年 12 月】POS データ定期レポート 

～「勝負の 3 週間」の飲食店売上動向～ 

https://www.postas.co.jp/news/2020/3276/index.html 

 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202012170001.html
https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/17/4841/
https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/17/4852/
https://www.persol-group.co.jp/news/20201218_6953/index.html
https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/12/18/4859/
https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2020/20201221_01/
https://www.persol-group.co.jp/news/20201221_6978/index.html
https://www.postas.co.jp/news/2020/3276/index.html


12/22（火） 

パーソルグループ、新しいはたらき方に対応しオフィスリニューアル 

動画配信スタジオ開設やフリーアドレス化、フォンブース設置も 

国内グループ社員 4 万人が利用できるサテライトオフィスも順次開設予定 

https://www.persol-group.co.jp/news/20201222_7011/index.html 

 

12/23（水） 

パーソル総合研究所、コロナ禍における新入社員の受け入れや定着・育成に関する調査結果を発表 

在宅勤務の新入社員の課題 1 位は同期とのコミュニケーション。51.4％が課題抱える 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202012230001.html 

 

12/23（水） 

アパレル・ファッション業界専門の転職支援サービス「クリーデンス」 

アパレル・ファッション業界の「求人動向」および 2021 年予測を発表 

新型コロナウイルスにより落ち込んだ求人数は、回復傾向に 

2021 年は「DX」をキーワードに各社が採用を強化 

https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2020/20201223_01/ 

 

12/23（水） 

パーソルテクノロジースタッフ、IT＆ものづくりエンジニア意識調査 

「現在の職種以外で、はたらく可能性がある」およそ 80％ 

ものづくりからコトづくりへの変化により、IT エンジニア⇔ものづくりエンジニアの境界線はあいまいに 

https://persol-tech-s.co.jp/corporate/news/research/20201223.html 

 

12/23（水） 

【パーソルワークスデザイン】コロナで増えるオンライン需要、人による厳格なリアルタイム監視を実現 

IBT（インターネット検定試験）サービス提供開始 

https://www.persol-wd.co.jp/news/20201223-01.html 
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