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働き方関連改革法案」は他人ごとではない！

　昨今、誰しもが耳にする「働き方改革」は、先進的な取り組みをしている企業
や、大企業だけが関係することではありません。大規模な労働関係法令の改正
が30年7月29日に成立し、この法改正には、違反に対し強制力のある罰則が適
用される場合もあります。すべての事業者が他人ごとではなくなるため、正し
い理解と早急な準備が必要となります。

上記2点は、ITツールを使用し、システム化にすることで解決
するか？というと、それだけでは難しいと私たちは考えます。
ITツールを導入する前に、立ち止まって思い返していただき
たいのが、図2のECRSの順番と視点です。このECRSの視点な
しに、効率化を図るIT化を進めると、IT化された物が複雑・煩雑
で使いこなせないものになってしまう可能性が高くなります。
さらに、システム等のカスタマイズが多くなり、費用が大きく
なる傾向にあります。
次項以降にIT化のご紹介もいたしますが、ECRSの視点を持っ
て検討・導入する必要があります。
業務そのもののダイエットをして、その上で、便利なツール
（ITツール）を導入して、最大限の効果が発揮できるようにと
考えて頂ければと思います。

項　　目

(図1)

残業時間の上限規制

有給休暇の取得義務化

勤務時間インターバル制度

割増賃金の猶予措置廃止

産業医の機能強化

同一労働同一賃金

高度プロフェッショナル
制度の創設

時間外労働の上限を設定
原則的に月45時間・年360時間
臨時的な事情により労使の合意があった場合
年720時間・複数付平均80時間以内（年6ヶ月まで）
月100時間未満となる

10日以上の年次有給休暇は付与される労働者に対し、5日については、付与日
から1年以内に与えなければならない。

就業と始業の間に一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の普及
に努める
残業時間が月60時間を超えた場合にかかる割増賃金率について大企業も
中小企業もともに50％とする（中小企業は現在25％）
従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付ける裁量労働制が適用さ
れる人・管理監督者は等は対象外だったが、すべての人の労働時間の状況を適正
に把握する必要がある

高収入で専門知識を持った労働者について、本人の同意などを条件に労働時間
規制から外す。
勤務時間に縛られず働ける代わりに、残業代や深夜・休日手当が支払われない。

正社員と非正規労働者の待遇に不合理な差をつけることを禁ずる
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今すぐ取り組むべき内容

(図2)

①時間外労働の抑制と、有休取得の促進のための、「業務効率（=生産性）の向上」。
②適正な労働時間把握のための、「仕組み（＝ルール）の構築」。

業務改善の順番と視点

（Eliminate・排除)E

（Combine・結合)C

（Simplify・簡素化)S

•そもそも、その業務をなくせないのか？
•まず、業務の必要性を考える

•似た業務を別々の人（部署）が別々に
 やっていないか？

•やり方を変えて効率化できないか？
•作業の順番を変える、作業場所をかえる、
 担当者を変える等

•はしょれないか？
•過剰品質になっていないか？

（Rearrange・代替)R

※図1はすべての事業者が取組むべき内容を記載しています。



私たちの仕事は、大きく2つに分類できると思います。
１つは、アイデアを絞り出したり、意見を調整したり、意思決定をしたりと、「人」にしかできない業務。
もう１つは、受注処理や請求書の発行、帳票類の作成といった入力を中心とした「定型業務」です。
この定型業務は、単調な作業にもかかわらず、非常に時間を要するのが難点です。
入力⇒確認して、修正⇒再確認⇒……それでもなぜかミスがあり、後でその処理に追われる厄介なもので
す。
このような定型業務に追われた経験はございませんでしょうか？
そこで登場するのがRPA（Robotic Process Automation）です。
この定型業務をRPAロボット（※）が素早くこなしてくれます。

～定型業務はロボットに任せませんか？～ 01

定型業務でお困りの方、業務の洗い出し・見直し・点検からお手伝いさせて頂きます。

〈自動化できる業務の一例〉

RPA導入効果

※みなさんがイメージするロボットではなく、パソコン上で動作するソフトです

① 24時間休みなしで大量のプロセスを実行
② 担当者不在でも業務を滞りなく遂行
③ データ入力の自動化でヒューマンエラーを削減
④ 従業員はより付加価値を生み出す業務へ集中
⑤ 機密性が高い情報を含む処理のセキュリティー向上

WinActor フル機能版

908,000円／年（税抜）
WinActor 実行版

248,000円／年（税抜）



02
　現在の業務の中で、本業の新製品開発や営業活動、マーケティ
ング等、高度な業務が占める割合はどのくらいでしょうか？
本来業務にもっと経営資源（ヒト・モノ・カネ）を有効活用した
い時、関連業務をアウトソーシングすることが、コスト削減と
業務の効率化・品質向上をはかっていく一助となります。

ネットワーク・ハードウエアの障害対応から復旧までを一元管理し、トラブル発生からの復旧時間を短縮す
る安心の保守サービスです。障害コールの受付窓口を一元化し、各部門と連携して障害切り分けを実施す
るので、お客さまによる障害切り分けが不要。お客さま専用のシステム担当者を選任することで、お客さま
のITインフラや業態に合ったきめ細かな保守をさせて頂きます。

特殊な会計である社会福祉法人会計。
専門知識を持ったスタッフの採用・教育に時間と労力がか
かっているケースは多数あります。さらに、法改正も頻繁に
行われ、最新情報を集め、知識を業務に活かし、適切な会計処
理をすることも非常に困難な状況下にあるので、正しい仕訳
と必要な様式の把握はネックとなります。
アウトソーシングですが、「入力業務」という“作業”だけを委
託するため、資金使途等の意思決定の機能はもちろん法人内
にあります。また、単独の会計担当者に依存しないので、内
部統制機能が適切に働き、不正会計の防止にもなります。

～それは、あなたにしかできない仕事でしょうか？～

・自社の本来業務に集中
・ルーティーン業務の品質が向上

・外部の専門的ノウハウの活用ができる
・コスト削減 等々

アウトソーシングのメリット

阪南ビジネスマシンおすすめのアウトソーシング

ネットワーク・ハードウエア保守アウトソーシングネットワーク・ハードウエア保守アウトソーシングネットワーク・ハードウエア保守アウトソーシングネットワーク・ハードウエア保守アウトソーシング1

会計記帳業務アウトソーシング会計記帳業務アウトソーシング会計記帳業務アウトソーシング会計記帳業務アウトソーシング2

クラウド会計で同期

日々の金銭管理
出納業務

月に一度、必要書類を郵送

（社会福祉法人向け）

経営者様が経営数値を
閲覧可能

・現金出納
・預金通帳の
　コピー
・請求書
・給与台帳など

経理スタッフが
入力内容を
チェック！

試算表を印刷！

はんなん保守の場合

復旧まで障害
発生

障害
発生

短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短
復旧まで

長長長長長長長長長長長長長長長長長
メーカーサポートは
全て弊社で手配

弊社側で原因の
切り分け

障害の予兆を
日常的に監視

障害が起こる前に阻止

全てを事前に防ぐことはできませんが‥

一般的な保守サービスの場合

原因切り分け対応する保守ベンダーの確認
ベンダーとの連絡/調整

・たらい回し発生
・原因がなかなか判明しない
・長い調査期間

ベンダー

会計担当者

会計担当者

アウトソージング先

費用はすべて、お客様の環境によって異なりますので、お見積はお気軽にお問い合わせください。※基本、年間契約・自動更新です。
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労働時間の管理が義務化されたことで罰則が発生する可能性
もあり、管理ミスが許されない状況となります。煩雑で複雑な
管理による“心的負担”も増えるのではないでしょうか？
「有休5日取得義務化」を皮切りに、次々と迫ってくる改正内容
に対応するためには、「改正労働基準法」に対応した勤怠管理シ
ステムの導入が管理負担を軽減してくれます。

～労働時間、有休付与・取得の管理は
                                       適切にできていますか？～

222

126,000円／年（税抜） ※従業員数30名までの場合の年間利用料です。詳細は別途お問い合わせ下さいませ。
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受発注業務の多くは、“納期”があるため限られた時間内で処理しなければなりません。
それにもかかわらず、時間と手間を要することが多くなりがちです。下記のようなシチュ
エーションに心当たりはありませんか？

～顧客対応・受発注業務を効率化しませんか？～

・FAXが届いているか確認のため、何度も離席する
・FAXの文字が見えづらく、お得意先様へ連絡して内容の確認を行う
・FAX等で届く内容をシステムに手入力する際、入力ミスを起こす
・納期回答等、お得意先様からの連絡が入るたび、確認作業に時間がかかる
・営業社員に電話やメールで注文書が届いたことを知らせる必要がある

上記のような手間が解消され、なおかつミスが無くなります。さらには売り上げ向上に繋がる
可能性があるという、夢のような仕組みをご紹介させて頂きます。

料金については、都度お問い合わせください。
1

もしくは、
現状ご利用の販売管理システム



05～会計士とのタイムラグを減らしませんか？～

～会計ご担当の方～～会計ご担当の方～

かなりタイムラグがあるかと思いますが、もっとスムーズに自社の会計データを
修正することができればいいと思われませんか？

①自社の会計ソフトに会計データの入力
②バックアップを取る
③会計士の先生にお渡しする
④会計事務所の先生が自社の会計ソフトで
　バックアップデータを読み込む

⑤経理チェックをされる
⑥会計事務所から連絡が入る
⑦経理チェックした結果を元に自社の
    会計データを修正する

かなりタイムラグがあるかと思いますが、もっとスムーズに自社の会計データを
修正することができればいいと思われませんか？

①自社の会計ソフトに会計データの入力
②バックアップを取る
③会計士の先生にお渡しする
④会計事務所の先生が自社の会計ソフトで
バックアップデータを読み込む

⑤経理チェックをされる
⑥会計事務所から連絡が入る
⑦経理チェックした結果を元に自社の
    会計データを修正する

-通常の会計データ処理の流れ--通常の会計データ処理の流れ--通常の会計データ処理の流れ-

クラウドタイプの会計システムの場合

会計ご担当者会計ご担当者会計ご担当者 会計士会計士会計士

1

2

4

5

3 6

会計ご担当者会計ご担当者会計ご担当者 会計事務所会計事務所会計事務所

150,000円／年～（税抜）勘定奉行クラウド版 198,000円／年～（税抜）大蔵大臣NXクラウド版 13,500円／月～（税抜）PCAクラウド版
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オフィスのあらゆる「困った」をご相談ください。

Hannan Business Machine Co.,Ltd

〒599-8271堺市中区深井北町3275番地
TEL：072(277）0855 FAX:072（277）0866
URL:www.hbm-web.co.jp

【本社】

〒598-0021大阪府泉佐野市日根野3966-6番地
TEL：072(469）5252 FAX:072（469）5222

【泉佐野支店】

〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目1番24号
TEL：06-6767-3553 FAX:06-6767-3554

【大阪支店】

 I . T の 力 で お 客 様 の お 困 り ご と を 解 決 し ま す 。

担当営業

“HanNan通信”の定期購読（無料）もございます。
不定期になりますが最新号をメールにてお届け希望の方は下記の
弊社ホームページまたはQRコードよりお申込み下さい。

阪南ビジネス 通信 検索


