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BSCnews -BSC通信- 春

株式会社ビジネスソフト社ニュースレター
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「働き方改革関連法対策／

消費税改正対策セミナー in 福山」

日本は少子高齢化によって労働力人口の減少が進んでいます。

労働参加率と労働生産性の向上が課題となっていますが、日本

の労働環境は長時間労働や有給休暇の未取得、正規・非正規の

待遇差など、多くの問題を抱えています。そして労働生産性は、

主要先進7カ国の中で最下位という状況です。

こうした課題を解決するため、昨年「働き方改革関連法」が

成立し、2019年4月1日から順次施行されます。長時間労働の

是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金、などの

実現のため労働諸法令の改正が行われます。 次ページへつづく

何が変わるの？働き方改革関連法

天皇陛下の譲位と皇太子の天皇即位に伴って元号が変わる。

４月１日に閣議決定され、同日中に公表されるようです。平成

もあとわずかです。様々な催し物やイベントはもちろん日常の

ことにおいても「平成最後の○○○」と謳われたり、「平成30

年の○○○」と表現されたり、平成を懐かしむのと同時に新た

な元号に何かを期待する面持ちが伺えます。皆さんにとって平

成はどんな時代だったですか。

ネットで検索してみると面白いです。朝日新聞社の世論調査

が載っていました。「平成とはどんな時代か」を８つの選択肢

から2つまで選んでもらうと、最多は「動揺した時代」で42％、

続いては「沈滞した時代」29％。また印象に残る出来事では自

然災害に次いで「オウム真理教 関連の事件」となっていました。

確かに失われた20年がすっぽり入る30年でしたし、余りいい

印象はないようです。しかし、事件や出来事からするとそうし

たことが上がってきますが、仕事や生活面からするといつの間

にかＩＴ・デジタル時代にどっぷりつかり、スマホやインター

ネットが当り前になって便利な世の中になっているのも事実で

す。30年前には考えられない超スーパーコンピュータをひとり

一人がポケットに入れて常時身につけているのです。会話に手

紙に写真に音楽に映画に辞典にショッピングにホテルや乗り物

の予約に…、そして仕事にも。平成は第４次産業革命の始まり

だったと言われるようになるのかも知れません。

元号が変わる

2019年4月1日から順次施行

2019

労働生産性

主要先進７カ国 1位 米国 2位 ドイツ …7位 日本

OECD３６カ国 1位 アイルランド …20位 日本

（日本生産性本部「労働生産性の国際比較2018」）

有給休暇取得率

世界１９カ国 １位 ドイツ、フランス等 100%（30/30日）

１９位 日本 50%（10/20日）

（エクスペディア・ジャパン「有給休暇国際比較調査2018」）
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RPAとは「Robotic Process Automation （ロボティック・

プロセス・オートメーション）」を略したもので、一般的には

オフィス業務の効率化・自動化の仕組み、概念のことです。簡

単に言ってしまうと、人間が行っている仕事をロボット（ソフ

トウェアロボット）にやってもらうということです。RPAを実

現するためのツールは、RPAツールと呼ばれています。

RPAツールの多くは先ず最初に、人間が行うパソコンでの業

務の操作手順を記録する必要があります。この操作手順をシナ

リオと言い、RPAツールを実行すると、このシナリオに従って

自動的に業務が行われるのです。

RPAツールは人間のように疲れて仕事が遅れたり、ミスをし

たり、あるいは休んだりはしません。人間が手作業で行ってい

た業務を、AI（人工知能）や機械学習などの技術を取り入れた

RPAツールが行うことで、大幅な業務の効率化を図ることがで

きます。

RPAツールの導入により、人手不足の解消や働き方改革を実

現できるかもしれません。

「RPA（アール・ピー・エー）」編

何が変わるの？働き方改革関連法

今回の改正は長時間労働を是正し、従業員の就労環境の改善

を求めるものです。しかし労務管理を行う部署や管理職に負荷

がかかってしまったり、長時間労働を改善して有給休暇をとれ

なくなったりでは本末転倒です。

今後、従業員の就労環境を改善しながら生産性向上を実現し

ていくためには、ITツールの活用が欠かせません。

弊社は業務効率アップに役立てるシステム導入を支援してお

ります。是非ご相談ください。

また、働き方改革関連法への対策のための無料セミナーを開

催しております。詳しくは最終面をご覧ください。

働き方改革関連法（抜粋）

①時間外労働の上限規制

月45時間、年360時間（原則）

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。

※大企業2019年4月1日~、中小企業2020年4月1日~

②年次有給休暇取得の義務化

毎年5日以上
※大企業、中小企業2019年4月1日~

③同一労働同一賃金

正規･非正規の不合理な待遇差を禁止
※大企業2020年4月1日~、中小企業2021年4月1日~

詳しくは… 厚生労働省 働き方改革特設サイト http://www.mhle.go.jp/hatarakikata/

☆RPAとは
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ご存じですか？Windows7のサポート終了期限

来年１月でマイクロソフトのサポートが終了します。

Windows7のパソコンをご使用の場合、今年中にWindows10のパソコンへ

の移行が必要です。

2020年1月14日にマイクロソフトによる、Windows7のサ

ポートが終了します。2014年4月のWindowsXPのサポート終

了時にWindows7のパソコンに買い替えた会社も多いかと思い

ます。あれから5年が経ちましたが、もしそのままWindows7

のパソコンをご使用の場合、今年中にWindows10のパソコン

への移行が必要です。

サポートが終了すると、マイクロソフトによるWindows

アップデートが行われなくなります。Windowsアップデート

によって定期的にセキュリティ更新プログラムが提供されてい

ますので、これが行われなくなるとセキュリティ上、たいへん

危険な状態になります。ウイルス感染や情報漏えい等のリスク

が高まります。

パソコンを買い替える場合、ご使用の業務ソフトの入れ替え

やデータ移行などの費用も必要となります。

先ずは早目に社内にWindows7のパソコンがあるかどうかを

確認することをおすすめします。

2020年1月14日

2023年1月10日

セキュリティ対策ソリューション

御社のセキュリティ対策、今のままで本当に大丈夫ですか？

UTM（統合脅威管理アプライアンス）

外部からの脅威と内部からの脅威、

どちらにも対応できます。

製品 PC同時接続推奨台数 無線LAN機能 参考リース料金（税別）

SAXA SS5000 Std 15台 なし 5年リース月額11,600円

SAXA SS5000 Pro 60台 あり 5年リース月額14,200円

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

●メール誤送信防止機能で誤送信による情報漏えいを防止

●メールの添付ファイルの自動暗号化機能も標準搭載

「何かあってから…」では手遅れです。今すぐセキュリティを強化しましょう。

パスワード付き暗号化メール

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

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。
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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。

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

◆奉行クラウドEdgeシリーズ 労務管理、勤怠管理など

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

電子フォーム作成ツール

業務システムソリューション（業種特化）

現在ご利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）

手書き帳票、手書き記録を簡単電子化！
基幹システムに連携可能で業務効率化を実現！

iPad/Android/Windows対応 ●電子フォーム作成

●ワークフロー

●トレサビ検索

● CSV出力

●他システム連携

●電子印作成

●内蔵カメラ連携

●手書きサイン

●OCR認識



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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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

Salesforceが日本における

「働きがいのある会社」ランキング１位に

Great Place to Work Institute Japan（GPTWジャパン）が実施した調査におい

て、Salesforceが2019年版日本における「働きがいのある会社」ランキング1位に

選ばれました。

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

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。

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/

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!!
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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: https://www.bscnet.co.jp

（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

セミナー情報

■会場：ビッグ・ローズ（広島県立ふくやま産業交流館）

広島県福山市御幸町上岩成正戸476-5 第5会議室（定員３０名）

■講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント

働き方改革

■日時：2019年4月18日(木)  13:40～16:30 受付13:30～

消費税改正

全ての企業に影響大！2019年度 法改正への備えは万全ですか!?

法改正対策セミナー in 福山

第１講座 13:40～15:00

働き方改革関連法対策セミナー

第２講座 15:10～16:30

消費税改正対策セミナー

まだ間に合う！

働き方改革関連法対策

最短・最速で法令遵守できる

実践方法を体感！

ここでしか聞けない消費税10%

軽減税率直前対策！

企業がやるべき実務のやり方と

具体的な対策方法を徹底チェック

4月
施行

10月
施行

参加無料

8%

10%

講師

株式会社オービックビジネスコンサルタント
シリーズ累計56万社以上の導入実績の業務パッケージソフト

「奉行シリーズ」を展開。法改正対策セミナーを全国で実施中。

このたび福山開催。

特典

専門家監修の実務対策ハンドブックをプレゼント!

第1講座 働き方改革関連法の実務対策（社労士監修）

第2講座 消費税改正の実務対策（税理士監修）

詳細･申込 https://www.bscnet.co.jp/topics/2019/3078/


