
士業事務所の収益化をご支援

White Consultant Community
ホワイト財団 認定コンサルタント

ご紹介



WHITE COMMUNITY 運営団体（ホワイト財団認定コンサルタント制度）

世の中から愛される強い組織へと導く。

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）は、“次世代に残すべき素晴らしい企業”を発見し、ホワイト企業認定
によって企業の取り組みを評価・表彰する組織です。また、社内のホワイト化を目指す企業を、世の中から愛される“強い組織”へと
導くべく、道標となる様々サポートサービスを提供、実施しております。

ホワイト財団が考える
ホワイト企業とは

私たちが考える「ホワイト企業」とは、いわゆる世間で言
われる「ブラック企業ではない企業」ではなく「家族に入
社を勧めたい、次世代に残していきたい」企業を指します。

2007年会計事務所在籍中に社会
保険労務士、中小企業診断士に同
年度合格。会計事務所内にて社内
ベンチャーで社労士事業を立ち上
げ、その後独立。ダブルライセン
スを活かして人事・労務設計を行
う際に、ビジネスモデルそのもの
の改善をサポートを実施、数多く
の企業の働き方改革を実現してい
る。

代表理事 五味田匡功

ソビア社会保険労務士事務所
代表社労士

財団概要



ホワイト企業認定とは？

ホワイト企業の要件について、1000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき項目70設問を
作成しました。この70設問を7つの項目に分け総合的に判断・評価しています。

企業のホワイト化を総合的に評価する国内唯一の認定制度です。



ホワイト企業認定が解決できること

会社の安全性と安定性のPRに非常に大きな効果があります。

採用サイトや求人メディアでの活用

求職者にとって最低限の心理的安全性を提供
することができ、エントリーが集中します。

社内向けへの周知での活用

従業員にとって自社の良さの客観視につなが
り、優秀な人材の定着につながります。



ホワイト企業認定の実績

ホワイト化に成功した多くの企業が活用しています（一部抜粋）



WHITE COMMUNITY とは？

コミュニティの理念・目的

１.
会員ビジネスの繁栄

競争ではなく共創の実現へ

２.
市場規模の拡大

新たなビジネスモデルの創出

3.
ノウハウの共有

成功モデルのシェア

皆さんと一緒に実現したいこと



WHITE COMMUNITY に加盟すると

ホワイト財団認定のコンサルタントとして
ツール提供・広報支援を受けることができます。

財団HPでの広報 認定コンサルタントロゴの提供



WHITE COMMUNITY とは？

・ホワイト企業認定を取得
・ホワイト企業アワード挑戦

・認定を目指す企業の紹介
・事例／ノウハウを提供

・ホワイト企業認定を取得支援
・コンサルティングの実施

ホワイト企業認定を起点に、
コンサルタントにも認定を目指す企業にも価値があるコミュニティの創出へ

②

③

①



WHITE COMMUNITY がご提供するもの

１. サービス設計支援

3. マーケットの開拓

2. 最新事例の情報共有

4. ツール提供

士業事務所として
収益化に成功して
いる事例をパッ
ケージにして提供
します。

最新事例を持つ企
業を招待し、今後
のサービス設計に
有益な情報を提供
します。

ホワイト財団にお
声がけいただく実
案件を会員全体で
分かち合う仕組み
を設計します。

ホワイト財団が作
成する収益化が実
現でき、すぐに使
えるツールを提供
します。



１、サービス設計支援

※既に財団にご加盟の方には共有しておりますので、ご確認ください

コロナショックに対応できるパッケージを作成しました。

雇 用 調 整 助 成 金 申 請 パ ッ ク



― パッケージ内容 ―

雇 用 調 整 助 成 金 申 請 パ ッ ク

１、サービス設計支援



雇用調整助成金 シミュレーションシート
「どれくらい助成金が支給されるか」を、必要事項を入力するだけで自動的に計算・表示できます。

雇 用 調 整 助 成 金 申 請 パ ッ ク

１、サービス設計支援



人事・労務領域でのサービス設計を支援

収益化の高い代理店サービスの導入支援 各種サービスの導入支援をツール提供

ツール提供の一例

〇支援ツール活用動画
・労務DD（デューデリジェンス）ツール
・人事評価設計ツール「育てるくん」
・賃金テーブル・制度設計ツール「納得くん」
・有給休暇導入パッケージ

〇経営マネジメント研修
【事業計画】【提携営業】動画

（今後予定）
〇営業導入・コンサルティング導入
・労務コンサルティング営業編
・評価制度営業編
・賃金テーブル営業編
・ホワイト企業認定営業編

１、サービス設計支援



ホワイト財団への問合せ案件を通じたご紹介

１．WEB審査を受け
る WEB審査

お客様からの
問い合わせ

１．WEB審査を受け
る 結果

不合格

１．WEB審査を受け
る 改善要望

ご紹介へ

※ ホワイト財団へのお問合せ多数 ※

・コンビニ大手チェーンから一括労務管理のご相談

・社内制度代行会社を通じた、

会員企業のからの労務管理・雇調金申請のご相談

・歯科業界から士業を活用した健康経営推進のご相談

３、マーケットの開拓



４．ツールの提供

支援ツールは、会員サイトからすべてダウンロード／視聴できます。

法令遵守件編 解説動画

育てるくん解説 動画

ホワイト企業研究会 動画



４．ツールの提供

人事評価制度設計ツール労務DD分析ツール

ツール例



その他

ニーズに合わせ、士業事務所向け研修も実施していきます。



WHITE COMMUNITY コンテンツまとめ

WHITE COMMUNITY コンテンツのポイントは

① 新しい売上が短期間で獲得できるもの

② 工数削減につながるもの

③ 士業の新しいサービス開発につながるもの

この3点を中心にサービスを開発／提供していきます。



加盟事務所数 加盟都道府県数

110社 30 都道
府県

※2020年2月末時点

2019年4月より全国の士業事務所さまにご案内をスタート
多くの事務所さまのご賛同・ご加盟

ご加盟実績



支援ツール活用事例

・これは自社の新たな提案で使える！
・今後の事業の柱になる
コンサルティング業務の提案ができる

・関心を持つ企業は労務改善にも前向き

成功事例ご紹介

認定コンサルタントお申込みの経緯

・自分でまとめるの手間が省けた
・労働局に聞けなかった情報が
まとめられていたのでありがたかった

・ツールが豊富で提案ができるのが嬉しい

その他

・研修にて事業成長のヒントがもらえた
・同業との連携ができ相互紹介が生まれた
・従業員の教育に活用できた

・認定取得を目指す企業に成約した
・取り組み自体が新規顧問への提案に使えた
・最新事例が大手企業に喜んでもらえた

コンサルタンティング制約事例

様々な企業様がツールや研修をご活用いただいています。



WHITE COMMUNITY へのご加盟について

月額 30,000円 ※加入月から1年契約

今までの内容に加え、以下内容を標準パッケージとして提供します。

＜労務パッケージ＞

・事務所経営テキスト
・営業活動テキスト
・提案書
・法令チェックシート
・有給管理パック
・労務DD基本設計ツール

＜人事パッケージ＞

・提案書
・評価制度作成ツール
・賃金テーブル作成ツール
・給与手続き内製化支援
・コーチングツール

＜ホワイト化パッケージ＞

・提案書
・コンサルティングガイド
・認定マーク使用
・各社事例提供

２年目以降の更新 月額 15,000円（予定）



雇用調整助成金 申請パッケージ：ご料金

申請パッケージのみのご提供開始

特典：ご契約より3ヶ月間、ホワイトコミュニティ無料体験



WHITE COMMUNITY への事務局

会社名 株式会社ソビア（ホワイト財団事務局）

所在地
〒541-0052 
大阪府大阪市中央区安土町2丁目2-15 ハウザー堺筋本町駅前ビル7階

電話番号 06-6282-7416

FAX 06-6282-7417

Mail info@sovia.jp

運営事務局



ご興味のある方は、お気軽に問い合わせください

【お問合せ先】

担当：ホワイト財団事務局 森川

TEL：0120-514-461

Mail：y.morikawa@sovia.jp



おわりに

AIやテクノロジーの発展により、

社労士業務は79.7％
税理士業務は92.5％
代替可能な業務と言われています。
※2015年12月発表野村総研・英オックスフォード大共同研究より

さらに最近ではいままで私たちの守備範囲であった業務に
数多くのベンチャー企業が参入してきています。
ホワイト企業認定が社会にとって役に立つだけではなく
士業のビジネスの新たな一手になることを私たちは願っています。

自分たちが次世代で活躍できる、次世代に残る事業となるためにも
我々の取り組みに参加し、そして成果を出して頂ければ幸いです。

- 士業の未来の働き方に向かって -


