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2018年6月29日、「働き方改革関連法案」が参議院本会議

で可決・成立しました。労働基準法を中心に、8つの法律にま

たがる幅の広い大改正です。その内容は、時間外労働（残業）

に初の罰則付き上限規制を導入したほか、正規と非正規の労働

者の待遇格差を改善する「同一労働同一賃金」など、労働者を

保護する施策が多く盛り込まれています。これらの法律は、20

19年4月から順次施行されます。

次ページへつづく

違反したら懲役！？働き方改革はいつから？

２０１６年に安倍首相が提案した、労働環境を改善し、誰も

が働きやすい社会にするための「働き方改革」ですが、どのく

らい社会に浸透してきたのでしょうか。労働環境の見直しをコ

ンプライアンスとして掲げているような大企業はともかく、中

小企業においては長時間労働によって何とか業務をこなしてい

るような企業も少なからずあり、おいそれと改革とまでは手が

回らないのが現実です。しかし、新卒の就活解禁日が釈然とし

ないところですが、求人難を追い風とするように求人募集要項

には時間外労働時間規制や年次有給休暇取得など雇用管理項目

の記入が必須となっています。

①長時間労働の改善、②非正規雇用処遇の改善、③高齢者の

就業の促進、④柔軟な働き方の勧め、などの検討が問われます。

求人用の条件は既存従業員の雇用管理の見直しと実施が必要で

すし、従業員のメリット・デメリット、経営者のメリット・デ

メリットを上げ、バランスを取りながら、大変なことですが、

変えていかなければなりません。

人手不足の深刻化、求人難、少子高齢化、人口減少、後継者

難など問題山積みな上に、「働き方改革」においては、更に下

の記事のような罰則規定が設けられ施行されます。これからは

経営においても、従業員、経営者共に知恵を出しながら対処し

なければならない時代なのかも知れません。

動き出しているのか？「働き方改革」

働き方改革関連法案が成立
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違反したら懲役！？働き方改革はいつから？

①時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則と

し、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100

時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含

む）を限度に設定する必要があります。

違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が

科せられます。

②年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働

者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要が

あります。

取得させなかった場合は罰則の対象となり、30万円以下の罰

金が科せられます。

③月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50％に

引き上げ

大企業はすでに実施済みですが、2023年4月からは中小企業

でも適用されます。

残業代が正当に支払われない場合は労働基準法違反ですので、

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

成立した法案 施行時期（大企業） 施行時期（中小企業）

時間外労働の上限規制 2019年4月 2020年4月

年次有給取得の義務化 2019年4月

勤務間インターバル制度の普及促進 2019年4月

60時間を超える時間外労働に対し、割増率5割以上

※中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止
2023年4月

産業医の機能強化（労働時間の適正把握義務） 2019年4月

同一労働同一賃金の義務化 2020年4月 2021年4月

高度プロフェッショナル制度の創設 2019年4月

フレックスタイム制の清算期間延長 2019年4月

働き方改革関連法案の概要

気になる罰則の内容

働き方改革関連法が施行されると、これまでと違って違法となり罰則が科されるケースがあります。

相談窓口①よろず支援拠点

「よろず支援拠点」は中小企業、小規模事業者の皆様からの、

経営上のあらゆるご相談にお応えするために、国が全国47都道

府県に設置した無料の経営相談所です。生産性向上や人手不足

への対応などについて、専門家が相談に応じます。広島県では

福山市、三原市での出張相談会や平成30年7月豪雨災害の被災

企業等への特別窓口もあります。

相談窓口②働き方改革推進センター

「働き方改革推進センター」は、就業規則の作成方法、賃金

規定の見直し、労働関係助成金の活用など、「働き方改革」に

関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目的

として、全国47都道府県に設置されています。労働時間管理の

ノウハウなど、労務管理に関する課題について、社会保険労務

士等の専門家が相談に応じます。出張相談会やセミナー等を実

施しているほか、出張所を設置している地域もあります。（相

談は何度でも無料です。）

どうすべきか分からないときは

厚生労働省では、働き方改革関連法に関する周知を行ってい

ます。また、働き方改革や人手不足について、どうすべきか悩

んでいる方に向けた専門家による無料相談窓口もいくつかあり

ます。生産性向上、業務改善に関する助成金・補助金制度や、

人材育成に関する助成金も複数あり、働き方改革にかかる費用

の援助を受けられる場合もあります。
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「働き方改革」をテーマに無料セミナーを開催しました。

生産性向上や長時間労働の是正を目的とした「働き方改革」

の取り組みを支援するため、春・夏２度にわたり無料セミナー

を開催いたしました。

講師にはクラウドソリューションを展開されている株式会社

ECSと、業務パッケージソフト「奉行シリーズ」を展開されて

いる株式会社オービックビジネスコンサルタントをお招きし、

生産性向上や働き方改革の具体的な取り組み事例のご紹介や、

業務効率化のためのITツールのご紹介をさせて頂きました。

セミナーにご来場くださいました皆さま、誠にありがとうご

ざいました。

今後も皆さまのお役に立てるセミナーを企画してまいります。

日々の業務を効率化する！新時代の働き方セミナー

ビジネスソフト社は、セミナーでご紹介しました業務の効率

化に役立つソフトウェアやクラウドサービスの導入支援を行っ

ております。

訪問デモもいたしますのでご依頼ください。

業務改善に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わ

せください。

４/13 ビジネスソフト社3Fセミナー会場

●営業効率をアップし、売上増と残業削減を

実現する方法をご紹介

●人材の定着率を向上させる”働き方改革”の実現手法

7/20 まなびの館ローズコム4F小会議室2

●紙をなくせば業務が変わる！

総務業務のムダを見直す『新時代総務業務クラウド』

導入のススメ

●Excel管理はもう限界？

税制改正前に経理業務の見直しを！

『債務・未払管理システム』導入のススメ

業務の効率化に役立つITツール

セールスフォース（顧客管理・営業支援） 顧客情報や商談状況を社内で共有。見える化し営業効率アップ。

OBC奉行・勤怠管理クラウド 勤怠管理を自動化し業務時間を大幅削減。法改正やリスクに対応。

OBC奉行・労務管理クラウド 社会保険等の手続き業務にかかる手間を劇的に削減。電子申請も簡単。

OBC勘定奉行+支払管理オプション Excel管理を不要にし、消込業務や支払仕訳、FBデータ作成業務を大幅削減。

来年度(2019年度)のパソコンやソフトウェアに関連するニュース

2019年5月1日 新元号に改元
現在業務でご使用のソフトウェアの新元号対応には、プログラ
ム改修が必要です。対応には年間保守加入、バージョンアップ、
その他の費用が発生する可能性があります。

2019年10月1日 消費税10%改正・軽減税率導入（予定）
現在業務でご使用のソフトウェアの消費増税・軽減税率対応に
は、プログラム改修が必要です。対応には年間保守加入、バー
ジョンアップ、その他の費用が発生する可能性があります。

2020年1月14日 マイクロソフトWindows7サポート終了
パソコン用のOSです。マイクロソフトのサポートが終了する
と、定期的なセキュリティ更新プログラムの提供が無くなり、
セキュリティ上たいへん危険な状態になります。

2020年1月14日
マイクロソフトWindowsServer2008/R2
サポート終了

サーバー用のOSです。マイクロソフトのサポートが終了する
と、定期的なセキュリティ更新プログラムの提供が無くなり、
セキュリティ上たいへん危険な状態になります。

来年度は、パソコンやソフトウェアを使った業務に影響を及

ぼす様々なことが予定されています。

対応には手間や時間、費用がかかることが考えられます。来

年度に向けて、早目の準備で業務の混乱を防ぎ、スムーズに対

応できるようにしましょう。



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。

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）
●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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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）

新オプションサービス登場！

WinWinきゅうよWEB給与明細オプション

・給与(賞与)明細書の電子化

●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）
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〒720-0072 広島県福山市吉津町5番8号

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

夢を現実に変える人々 “Trailblazers” が集まるイベント

イノベーション、インスピレーションを体感！

Salesforce World Tour Tokyo 開催！
セールスフォース・ワールド・ツアー・東京

会期：2018年12月5日（水） 会場：東京ビッグサイト

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


