
働き方改革×ＤＸ推進セミナー 

 

令和４年１０月２７日(木) 午後２時００分～ 

丹波市商工会 

 

兵庫働き方改革推進支援センター 

特定社会保険労務士 田村 博 



本日のテーマ 

1) 職場環境の改善方法について 

 （業務効率化、労働生産性向上） 

 

 

2) ＩＴツール及び導入事例の紹介 
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その目的は？ 

 

ＤＸ推進セミナーということですが， 

ＤＸやＩＴ化のためにやるわけではありません。 

 

ＤＸ化やＩＴ化はあくまでも手段です。 

 

単に記録をとるため とか 残業代を計算するため 

というような目的にとどまらず， 

1) 職場環境の改善方法について 
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会社として 

従業員の管理・業務の効率化 

 

更には 

会社防衛のため，会社の成長発展のため， 

他社や役所との付き合いのため 

と考えて下さい。 



製造業 ・・・ 工程管理・在庫管理 

建設業 ・・・ 工程管理 

小売業・飲食業 ・・・ 受注管理 

 ・・・・・・ 

1) 職場環境の改善方法について 
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業種によって利用できるツールは異なり
ますが，今回お話しするもの以外でも 
多種多様なツールが簡単に利用でき，か
つ安価に提供されるようになりました。 
助成金と合わせて上手に利用していただ
きたいと思います。 
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1) 職場環境の改善方法について 

(1) 社内イントラネット，ビジネスコミュニケーション 

 

従業員数が多い会社様，事業所が複数に分かれている会社様， 

外回り営業・テレワークの方が多い会社様 

 

コミュニケーションツール 

   Chatwork 

   Slack 

   line works 

 

web会議 

   zoom 

   teams 

 

外回りの営業の方であっても，裁量労働制
は現状，法の趣旨にあわない，といわれて
います。 

 

会社で，労働時間や勤務状況を正確に把
握できるようにしておくためにも便利です。 
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1) 職場環境の改善方法について 

Chatwork 

https://go.chatwork.com/ja/ 
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1) 職場環境の改善方法について 

Slack 

https://slack.com/intl/ja-jp/features 

ラインなどと似ていますね。 
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1) 職場環境の改善方法について 

(2) 給与計算ソフト 

 

① 給与計算ソフト（アプリ）とは 

 

  毎月の給与計算 

  年末調整 

  健康保険料や厚生年金額など社会保険等 

     の業務を自動化するソフトウェア 

 

  勤怠データとの連携、 

  複雑な税の計算、 

  給与明細のデジタル化、 

  マイナンバー管理機能 

     を備えたソフトもあります。 

 

税理士・会計士・社労士等に 

給与計算を委託していない 

事業所様にはおすすめです。 
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1) 職場環境の改善方法について 

 給料自動計算・各種手当の自動計算 

 

スマホやＰＣから給料の計算に必要な勤怠データをソフト（アプリ）にまとめ、 

自動で計算。 

 

  → 担当者が手動でデータを転記したり、計算を行なったりする必要なし。 

 

 

社会保険料・所得税等の自動計算 

 

勤怠情報を入力するだけではなく、保険料や税の計算も自動計算。 

 

  → クラウドでは，毎年の保険料や税額の変更にも自動的に対応。 

 

 
自社でエクセルマクロを作成している会社も多いのですが， 

毎年，保険料率や税額表の確認が必要ですね。 
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1) 職場環境の改善方法について 

Web明細書の発行 

 

給与明細書も紙で発行する必要なし。 

        ↓ 

 

Webブラウザやアプリから閲覧、あるいはダウンロードができる。 

 

銀行の通帳やカードの引き落と
し明細などもどんどんｗｅｂ明細
になってきましたね。 
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1) 職場環境の改善方法について 

なので 

給与計算ソフトを導入すると、次の問題を解決、効率化できることが多いのです。 

 

 基本給に加え諸手当・各保険料・各税金の計算 

 時間外労働や休日労働の割増賃金、不就労分は欠勤控除 

 雇用形態が異なる社員の給与体系の違い 

  （アルバイトと社員など。特に短時間社員や育休後短時間など。） 
 納税や保険料の納付 

 期日の厳守と正確さ 

 法改正に対応 

 

また、クラウド給与計算ソフトなら、 

 導入やシステムアップデートの手間が掛かりません。 

 

これにかかっている時間を従業員の時間給で換算すると，
大多数の会社様で，コストメリットがあります。 
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1) 職場環境の改善方法について 

法令順守について 

給与計算ソフトは、法令に準拠しています。また、クラウド型のソフトは、保
険料率や源泉所得税率の変更などの法改正にもサービス側で自動でアッ
プデートされるため、担当者が対応する必要がありません。 

 

 

サポート 

電話やメールなど、カスタマーサポートが充実しているサービスも多いため、
ツール操作に慣れていない担当者でもより安心して利用できるでしょう。 

 

 

リモートワークの導入を検討している際にも、積極的に導入を検討したいと
ころです。 
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1) 職場環境の改善方法について 

製品名 
保険料の自動計

算 
Web明細 勤怠管理 他サービスとの連携 年末調整 

freee人事労務 〇 〇 〇 〇 〇 

Forcus U 給与明細 × 〇 × 〇 × 

Doreming 〇 〇 〇 要問い合わせ 〇 

スマレジ・タイムカード 〇 〇 〇 〇 〇 

Gozal 〇 〇 〇 〇 〇 
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1) 職場環境の改善方法について 

(3) 勤怠管理＋給与計算 

 

  勤怠管理システムとは？ 

 

 主に出勤怠勤などを自動的に集計するソフトとされています。 

 

   ↓ 最近のソフトはほとんど以下のような機能があります。 

 

 打刻機能（PCやスマホ、Web画面、ICカード、静脈認証など） 
 有給休暇や残業の申請・承認機能 

 勤怠情報の自動集計、給与計算システムへのデータ連携 

 長時間労働や打刻漏れのアラート機能 

 シフト管理 

 GPSや顔認証による不正打刻防止機能 
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1) 職場環境の改善方法について 

労働時間・残業時間管理 

 

 勤怠管理システムでは、ｐｃ や スマホで 

 

出退勤時間  → 打刻，集計して労働時間や残業時間の管理 

            外出先からの直行直帰でも対応。 

 

自動集計機能により、設定した残業時間に近づいたら、メールなどでアラー
トを出すことも可能。 

集計された従業員の勤怠データから自動的に給与計算が可能。 

 

 

休日・有給休暇の取得状況 

  有給休暇手当の金額計算なども自動化。 
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1) 職場環境の改善方法について 

法定帳簿の連携 

 

法定三帳簿 

  労働者名簿 

  出勤簿 

  賃金台帳 

 

と自動で連携することができます。 
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2) ＩＴツール及び導入事例の紹介 

きりがないので ・・・  

 比較表をつくってくれている ｗｅｂ上のＵＲＬを紹介しておきます。 

 

出展 

ｂｏｘｉｌ 
https://boxil.jp/mag/a172/ 

 

 

スマータス 

https://k-tsushin.jp/topics/pe-time-and-attendance-system-

recommended/ 

おすすめの勤怠管理システム10選の比較表 
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2) ＩＴツール及び導入事例の紹介 

ジンジャー（jinjer）勤怠 

ジョブカン勤怠管理 

タッチオンタイムtouch on time 

キングオブタイム 

マネーフォワードクラウド勤怠 

kinnosuke（キンノスケ）キンノスケ 

kincone(キンコン） 
バイバイ タイムカードリシテア/就業管理クラウドサービスLYSITHEA 

CLOUZAclouza 

 ・・・・・・ 
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2) ＩＴツール及び導入事例の紹介 

工程管理ソフト（アプリ）の例 
 
AnyONE 
https://www.any-one.jp/lp/anyone 
 
 
 
ANDPAD 
https://page.andpad.jp/adlp01_form/?utm_source=google&utm_medium
=cpc&utm_campaign=brand&utm_content=brand&gclid=Cj0KCQjwhsma
BhCvARIsAIbEbH6eqA_Vof9ftTKvCIZcSq2RMnLb1p-
Gn9PIxKBfGzZE_XF6nxdd8q8aAj3QEALw_wcB 
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2) ＩＴツール及び導入事例の紹介 

在庫管理ソフト（アプリ）の例 
 
ZAICO 
https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico?gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAI
bEbH6hJaDPP3Ze6mk198QuKCl394dbvAcrbPEBI3dqyZp57veTzWGb5f
QaArdAEALw_wcB 
 
 
 
ロジクラ 
https://logikura.jp 
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2) ＩＴツール及び導入事例の紹介 

この他お役立ち 

 

ＱＲ（二次元）バーコード 無料作成 

https://www.cman.jp/QRcode/ 

 

独自web アンケート 

Ｓｕｒｖｅｙ ｍｏｎｋｅｙ 

https://jp.surveymonkey.com/survey-

thanks/?sm=euDvaQOu4VYyMtYb_2FUqJNBhd_2F7WtHmiraM

WXuQRWKzDmNMbydpZsPAbSKyK5mUY_2Fghl2YniJ_2BD_2F

YE3u9K1QmE3OQRc1GXwkUvZ6OHakqABw_3D 

 

会議の日程調整 

調整さん 

https://chouseisan.com/ 

 



・兵庫働き方改革推進支援センター相談員が，直接皆様の会社へ３回程度までのご訪
問，またはお電話にて無料でご相談を承っております。 
・自社の状況把握や課題の分析，取組目標や取組内容の設定など，皆様の労働関係法
令への対応を幅広くご支援してあります。 
・働き方改革関連について無料でご支援可能なので，ぜひお気軽にお申込みください。 
 
 
    兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル6F 
    TEL・0120-791-149      FAX・078-515-6757 
    Mail・hyogo-hatarakikata@lec-jp.com 

兵庫働き方改革推進支援センターについて 

ご静聴，ありがとうございました。 
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