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企業は何を改革すべきなのか？

そもそも、なぜ働き方改革に取り組まなければならないので

しょうか？

日本の労働力人口は急速に減少しています。労働力不足は国

全体の生産力低下につながるので、このままでは、⻑く低迷し

てきた日本経済を立て直すことが難しくなってしまいます。そ

こで、働き方改革では、労働力人口減少に⻭⽌めをかけ、少な

くなった労働力を補うための取り組みが進められています。

いま企業に求められているのは、まず、子育てなどの家庭の

事情により離職する人をなくし、また離職してしまった人が仕

事に復帰しやすい環境を整えることです。次に、⻑時間労働を

是正し、そのような働き方をしなくても生産性を向上できる仕

組みを作ることです。また、多様な働き方を受け入れ、性別や

国籍などにとらわれず、みんなに働くチャンスがある企業を目

指すことです。今までどおりにみんなで力を合わせて頑張るだ

けではなく、少ない人数で、より生産性を向上させるために、

根本的な変革が求められています。

しかし、働き方改革で改革すべきポイントはたくさんありす

ぎて、実際には何から取り組めばよいのか分からない企業もあ

るのではないでしょうか。

次ページ「目的別ITツール」へつづく

働き方改革とITツール

前号で「2018年は『働き方改革』が問われる」と書きまし

たが、残業時間規制や裁量労働制などの仕組みをはじめ、現場

では人手不足を直接解決するAI（人工知能）、IoT、RPA（ロ

ボティクス・プロセス・オートメーション）など、その勢いは

ますます加速しています。ロボットというと人間型のものを想

像しがちですが、PC上で普段の業務を自動実行するソフト（ソ

フトウェアロボットと言います）もロボットです。

PCがビジネスで使われるようになって約35年、その後2007

年1月にスティーブ・ジョブスがiPhoneを発表し、瞬く間に世

界に拡がりました。あれから10年、たったの10年です。スマ

ホとして発展し、10年で世界の人と映像を見ながら話ができる

ようになり、調べたいことがあればスマホに向かって喋ればい

いのです。「今日の天気は？」と。悩みさえ聞いてくれるスマ

ホAIも出てきました。何もかもインターネットにつながるとい

うIoTの世界、まさに革命が起きています。

「未来の年表」「未来の年表２」という本が出版されていま

す。少子高齢化から人口減少へと向かう日本の近未来予測です。

あくまでも予測だからと思いつつも、“茹でガエル”にならない

ように周囲に気を配りながら、AIやIoT、RPAにも関心を持ち

つつ自社の自分の未来を真剣に考える必要があるかもしれませ

ん。

「働き方改革」にRPA（ロボティクス・プロセス・オートメーション）

アジサイ（隅田の花火）
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働き方改革とITツール

☆仮想通貨とは

仮想通貨とは、通貨としての機能を持つ電子データで、主に

インターネット上での取引に使われます。

電子データという点では、非接触型ICカードのSuica（スイ

カ）などに代表される電子マネーと似ていますが、電子マネー

は、円やドルを基準にした電子的なデータであり、現金をカー

ドやスマホにチャージ（入金）して使います。これに対して仮

想通貨は、円やドルと同様の新たな通貨であり、国や地域に限

定されずに利用することができます。買い物などにしか使えな

い電子マネーとは違って、仮想通貨は、使っている人同士の間

で送金したり受け取ったりすることができます。国境を超える

取引の際に手数料が安くすみ、手間もかからないことから急速

に利用が拡大しました。

仮想通貨の代表格はBitcoin（ビットコイン）ですが、その他

にも600種類を超える仮想通貨が存在するそうです。また、イ

ンターネット上だけでなく、家電量販店などの実店舗でも利用

できるお店が増えてきています。

☆ブロックチェーンとマイニング

仮想通貨は、円やドルと違って国家が価値を保証しておらず、

お金のやり取りを管理する機関がありません。そこで、データ

の不正や改ざんが無いように、すべての取引履歴が公開され、

みんなで監視する仕組みになっています。この技術はブロック

チェーンと呼ばれていて、ビットコインに採用されています。

世界中のコンピューターがこの取引履歴の記録作業に参加する

ことで、もしも一部の取引履歴を改ざんされても、他の取引履

歴と一致しなくなるため不正を発見できる仕組みになっていま

す。

でも、そもそも世界中の人々がこの記録作業に参加してくれ

なければ、ブロックチェーンの仕組みは機能しません。そこで、

記録作業に参加してくれた人には、報酬が支払われるように

なっています。例えば、ビットコインの記録作業に参加すると、

報酬としてビットコインがもらえるようになっています。ブ

ロックチェーンの記録作業のことはマイニング（採掘）と呼ば

れ、世界中の人々が報酬欲しさにマイニングに参加しているの

です。

「仮想通貨」編

目的別ITツール

生産性を向上させたり、業務を効率化して時間を短縮したり

するために、いろいろなシステムやサービスが利用できますの

で、その一例をご紹介します。

○総務部門と従業員の働き方改革に

「労務管理・就業管理システム」

勤務時間の集計作業をパソコンで行うことで時間短縮になり

ます。時間外労働や割増賃金などの計算も効率化されて、総務

部門の働き方改革になります。また、従業員の残業時間をリア

ルタイムに把握でき、残業抑制や業務の負荷分散にも役立てら

れます。

○間接業務にかかる時間を短縮

「経費精算システム」

スマートフォンで撮影した領収書を経費精算システムに登録

して申請を行うことで、従業員が申請書を記入して提出する手

間がかからなくなります。承認手順や進捗状況も可視化される

ため、申請業務が円滑に進められます。また、登録されたデー

タは会計システムと連携し、総務部門で仕訳伝票を再入力

する必要がありません。

○会議にかかる時間を短縮

「コミュニケーションツール・会議システム」

会議をするにあたって、出席者のスケジュール調整や場所の

確保、場合によっては出席者の移動が必要になるなど、会議以

外の時間やコストにムダが発生していることがあります。Web 

会議で移動のコストを削減する、コミュニケーションツールを

活用して本当に必要な人だけに出席者を絞る、リアルタイムに

情報共有をして不要な会議はやめる、といった方法で会議を効

率化することができます。
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ＩＴ導入補助金 平成29年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業

IT導入補助金とは、生産性向上を目的にソフトウェアなどの

ITツールを導入する経費の一部に補助金が交付される制度です。

補助金の対象となるITツールは、様々な業種・組織の様々な

課題・ニーズに対応したものが登録されています。

補助金の交付申請（代理申請）やITツールの導入などは、予

め認定を受けたIT導入支援事業者、またはIT導入支援のコン

ソーシアムに加入しているITベンダー・サービス事業者が行い

ます。

中小企業・小規模事業者が活用できる補助金情報

二次公募 交付申請期間：2018年6月20日(水)～8月3日(金)まで

●補助金対象経費

ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等

※IT導入補助金サイトに公開されているITツールが対象

※ハードウェアは対象外

●補助金額

上限額：50万円 下限額：15万円 補助率：1/2以下

⑤

補助金

交付

④

ITツール

導入

③

補助金

交付決定

②

補助金

交付申請

①

ITツール

導入検討

●流れ

①IT導入支援事業者、またはIT導入支援のコンソーシアム

加入のITベンダー・サービス事業者に相談し、導入する

ITツールを決めます。

②IT導入支援事業者が補助金交付申請（代理申請）をします。

③補助金交付が決定します。

④IT導入支援事業者と契約し、ITツールを導入します。

⑤補助金が交付されます。

※交付決定前に契約･導入したものは補助対象になりません。

三次公募は8月中旬に交付申請開始の予定 詳細はIT導入補助金のホームページをご確認ください。 https://www.it-hojo.jp/

IT導入補助金の対象のITツール情報

奉行シリーズ（オービックビジネスコンサルタント）

☑支払の消込作業や仕分入力に

時間がかかっている

☑支払予定をExcelで作成している
面倒な支払予定管理や消込業務がかんたんに行えるよう

になります！

☑Excelで毎月、報告書を作成

している

☑変更、修正に時間がかかる

『勘定奉行』+『管理会計オプション』

☑残業時間などの勤怠集計に時間

と手間がかかる

『奉行Edge勤怠管理クラウド』

☑入金照合に手間と時間がかかっ

ている

『商奉行』+『入金消込オプション』

経理業務

の効率化、

スピードアップ

勤怠管理

の自動化

回収業務

の時間短縮

会計ソフトの『勘定奉行』をはじめ、「奉行シリーズ」はIT導入補助金の対象製品です。

IT導入補助金と奉行シリーズに関するお問い合わせは、ビジネスソフト社にお申し付けください。

ビジネスソフト社は「奉行シリーズ」の販売代理店で「奉行IT導入支援コンソーシアム」に加入しています。

ITツール

導入費

100万円
実質負担額

50万円

補助金

最大50万円

（例）100万円分のソフトウェアを半額で導入できます。

奉行で補助金 検索

『勘定奉行』+『支払管理オプション』

手間のかかる月末の報告資料をボタンひとつで自動作成

できるようになります！

勤怠管理を自動化し業務時間の9割を削減します！

入金処理や消込の手間をなくして、精度の高い回収予定

・消込を実現します！



ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス
導入からアフターフォローまでサポート致します。
ビジネスソフト社にお申し付けください。

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。
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業務システムソリューション
お客様のニーズに合わせたシステムを開発
オーダーメイドシステム開発

カスタマイズできる業務パッケージソフト
ＷinWinきゅうよ・はんばい・ざいむ

（給与計算・販売仕入管理・財務会計）

●販売開始から30年

●パッケージでありながらお客様のニーズ

に合わせカスタマイズ対応

●様々な業種、業務の開発実績

販売仕入管理、財務会計、給与計算、

生産管理、工程管理、在庫管理など

●販売仕入管理＋EDI連携システムなど

勘定奉行のOBC
オービックビジネスコンサルタント

会計ソフトはピーシーエー
PCA（ピー・シー・エー）

◆奉行i10シリーズ、奉行クラウドシリーズ

商・蔵奉行（販売・仕入管理）、勘定奉行（財務会計）など

◆労務管理サービス、勤怠管理サービスなどクラウドサービス

弊社はOBC奉行iシリーズ指導認定パートナーです。

◆PCA DXシリーズ、PCAクラウドシリーズ

PCA商魂・商管（販売・仕入管理）、PCA会計、PCA給与など

弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。

美容･理容業様向けソフト
サロンマジック （エクシードシステム）

土地家屋調査士様向け報酬額計算ソフト
福太郎21 Ver5.0.3

●報酬額計算書の作成

●見積・請求・領収書の作成

●年間集計表などの作成

ご提供価格30,000円

牛乳販売店様向け牛乳宅配管理ソフト
Milware ミルウェア

●顧客と配達を簡単登録

●品揃表を簡単印刷

●請求書も簡単発行

ご提供価格250,000円

建設業様向け原価管理システム
どっと原価ＮＥＯ（建設ドットウェブ）

●個別プロジェクト原価管理を徹底管理

●全国3,000社以上の導入実績

●会計、給与ソフトとデータ連携可能

①案件管理 → ②予算計画 → ③原価管理 → ④支払・請求

●日報・担当別売上・月次集計まで一括管理

●予約表、来店時カルテ、会計伝票など

●美容･理容業専門ソフトで20年以上の実績

顧客来店動向の分析から、売上UPの答えが見えます。

ＯＡ機器

●A3/A4対応デジタル複合機

●A0/A1/A2対応広幅デジタル複合機

デジタル複合機
リコー・キヤノン

◆PCサーバ PRIMERGY

◆デスクトップパソコン ESPRIMO

◆ノートパソコン LIFEBOOK

◆タブレット ARROWS Tab

サーバ・パソコン・タブレット
富士通 法人向けシリーズ

●A3/A4対応プリンター/スキャナー

●A0/A1対応大判プリンター/スキャナー

ビジネスプリンター・スキャナー
エプソン・キヤノン・PFU

Office365
利用シーンの多様化に対応する、新しいOffice
Office365（マイクロソフト）

インストール版
Office

ブラウザ版
Office

メール/予定表

情報の共有 個人用ストレージ
リアルタイム

コミュニケーション

Office365 料金プラン Business（1年契約）１ユーザあたり

●Office365ProPlus/OfficeOnline/OneDrive 月額900円

●OfficeOnline/OneDrive/Exchage/SharePoint/Skype

月額540円

Office365
ProPlus/Business

Office Online Exchange Online

SharePoint Online
OneDrive for 

Business
Skype for Business 

Online

業務システムソリューション（業種特化）



ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス
導入からアフターフォローまでサポート致します。
ビジネスソフト社にお申し付けください。 表示価格は税別です。また、セットアップ料

を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。
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電子フォーム作成ツール

セキュリティ対策ソリューション

現在ご使用の帳票をタブレットでそのまま再現！

FormPat フォームパット（トスコ） おもな機能

●電子フォーム作成機能

●ワークフロー機能

●検索機能（トレサビ検索）

● CSV出力機能

●データ連携機能

（他システムと連携）

●電子印作成機能

●カメラ機能

（タブレットの内蔵カメラ

に連携）

●手書きサイン、メモ機能

●OCR認識機能
手書き帳票や手書き記録を簡単電子化､効率化！

さらに基幹システムに連携可能で生産性アップ！

ランサムウェアや不正送金、情報漏えいなど、さまざまな脅威に対応するセキュリティ対策

SS5000（サクサ） 新製品！
●見える化ツールで導入効果を簡単で視覚的に把握

●欧米でトップシェアのアンチウイルスエンジン採用

●ヒューリスティック検知やサンドボックスでゼロデイ攻撃対策

●メール誤送信防⽌や添付ファイル自動暗号化機能も搭載

インターネット

事務所 ルーター

パソコン

UTM

セキュリティソフト/情報漏えい対策･IT管理ツール

インターネットの
出入口に設置

外部からの
攻撃に対応

内部からの
漏洩に対応

サーバ

情報漏えい対策･IT資産管理ツール
LanScoap Cat（エムオーテックス）

●市場シェアNo.1！ ●金融機関で3社に1社の導入実績

●操作ログ管理,Webアクセス管理,デバイス制御,メール管理,

不正PC遮断,IT資産管理など

セキュリティソフト
ESET（イーセット）シリーズ

情報セキュリティ対策支援アプライアンス
SOXBOX NX（ミロク情報サービス）

日経コンピュータ顧客満足度調査2017-2018

ウイルス対策製品部門5年連続1位！

●高いウィルス検出力●軽快な動作●コストメリット

専任管理者不要のカンタン導入･カンタン運用

●操作履歴確認●不正接続検知･遮断●データ持出禁⽌･制限など

ＵＴＭ（統合脅威管理）

盗まれて困るような情報はないから大丈夫？

危険なのは盗まれることだけではありません。

侵入されるということが危険なのです。

パソコンを乗っ取られ遠隔操作の被害にあったり、取引先

を攻撃するプログラムを仕込まれたり、ウイルスを発信する

「加害者」にされる事案も起きています。

UTM（Unified Threat Management・統合脅威管理）

ウイルス対策、スパム対策、ファイアウォール、Webフィ

ルタリング、不正侵入防御など複数のセキュリティ対策機

能と自動アップデート機能により最新のサイバー攻撃に対

応します。

FortiGate（フォーティネット）
●ハイエンドモデルから中小規模の企業向けのミッドレンジモデ

ル、小規模拠点やSOHO向けのデスクトップモデルまで豊富な製

品ラインアップ

◆SS5000Pro （PC同時接続推奨台数：60台）

参考5年リース月額14,200円

◆SS5000Std （PC同時接続推奨台数：15台）

参考5年リース月額11,600円

※5年間のライセンスと標準設置設定費を含む

iPad/Android/Windows対応
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TEL: 084-923-7522 FAX: 084-923-7647

URL: http://www.bscnet.co.jp

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール）

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成

「みやしい」とは

●専門知識が無くても簡単操作でホームページを作成・更新できるサービスです。

●ページの追加、テキストの編集、画像の貼り替え、レイアウトの変更も思いのままです。

●ブログやメールフォーム作成、スマホサイト自動生成、スライダー機能など機能満載です。

●そのうえご利用料金は初期費用なしの月額8,000円（税別）です。

（営業内容）

■クラウドサービスの提供・サポート

■オーダーメイドソフトの開発・販売・サポート

■パッケージソフトの開発・販売・サポート

■OA機器及び流通ソフトの販売・サポート

デザイン選択 パーツ配置 テキスト編集 できあがり!!

お好きなデザインを100種類

以上のテンプレートから自由

に選択！

作成の途中でも、完成した後

でも変更可能です。

各ページにコンテンツパーツ

を自由に配置！

画像系、テキスト系、表組系

等々、いろんなパーツが用意

してあります。

テキストはホームページの画

面上をクリックし、見たまま

即編集！

画像の貼り付け、差し替えも

簡単操作です。

あっという間に完成！

そのうえスマホ向けのホーム

ページは自動で生成！

難しい専門的な知識がなくて

も大丈夫です。

みやしい 検索

「使ってみたいけれど、最初からすべて作成する時間はとれない…」といったお客様にはリーズナブルな

『ホームページ制作パック』をご用意しております。ぜひご相談ください。

◆ライトプラン（５ページ）…90,000円（税別）

◆スタンダードプラン（10ページ）…150,000円（税別）

詳しくはWebで！

http://miyasii.com/

みやしい 30日間無料お試し受付中!!
難しい知識がなくても
今日から簡単ホームページ作成!!

クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援）

営業活動を強力に支援する、世界No.1のCRMソリューション

salesforce セールスフォース

●顧客を起点とした情報の一元化

●リアルタイムの「見える化」

●最低限の負荷で、最大限の情報を

●ノウハウの共有・蓄積

●社内コミュニケーション・コラボレーションの強化

お客様の導入成功事例はこちら

http://www.salesforce.com/jp/customers/

セールスフォース 事例 検索

世界 No.1 のCRMで営業改革

売上を劇的に伸ばそう

見込み客を発掘、すばやく成約。

営業改革はここから始まります。

顧客情報▶

担当者､商談､問合わせ､

活動予定､活動履歴など

あらゆる情報を一元管理


