
聞き手 ： 御社の歴史についてお聞かせください。

田中社長：昭和42年に地元の銀行と主要企業の共同
出資により「㈱岐阜電子計算センター」として設立された
のがスタートです。
　それから間もなく、ガソリンスタンドの情報処理を手掛
けました。特に地方部では掛け売りで盆暮れに集金とい
う店も多く、大きな負担となっていました。そこで毎月の集
金を口座振替でできないかと、現会長の宮地が粘り強く
金融機関と交渉を重ね、ようやく昭和48年にサービスと
して開始することができました。結果的には、これが金融
機関以外の民間企業としては全国初で、当社の「収納
代行」という決済系ビジネスのスタートともなりました。
　昭和52年には全国で事業を展開できるように、社名
を現在の「株式会社 電算システム」に変更しました。計
算センターとして受託計算のためにソフトを作り、運用し
てきた技術力を活かして、ソフト開発を受託したり、オフ
コン、つまりオフィスコンピューターが普及し始めた頃でし
たから、それらを企業に導入するSI（システム・インテグ
レーション）といった業務へと拡大していきました。

聞き手 ： 転換期もあったのでしょうか。

田中社長：大きな転換期は平成9年です。全国で初め

て、コンビニを窓口とした決済代行システムをスタートさ
せました。通販で買った品物の代金や税金、電気代な
どを支払うことができるサービスです。この際、当社独自
でシステムを開発できるということが大きな強みとなりまし
た。その後、このネットワークを基盤として、海外から働き
に来ている人がコンビニを利用して自国へ簡単に送金
できるような仕組みを作りました。ウエスタンユニオンとい
う世界200ヵ国以上で展開している企業とつないだシス
テムですが、ようやく軌道に乗ってきたとも感じています。

聞き手：銀行のような機能を果たしていらっしゃるのですね。

田中社長：決済というのは業界を問わず重要なもので、
代金の回収には苦労されていた方も多かったことと思い
ます。よって、最初は広野を行くようなもので、ご提案すれ
ば興味を持ってもらえる仕組みでした。便利なサービス
は、世の中の仕組みを変える力を持っていることを痛感し
ましたし、蓄積してきた技術力があったからこそのものだと
思っています。

聞き手：決済代行などのクラウド化により、データセンター
の重要性がますます高まっていますね。

田中社長：コンビニの収納代行にしても、1年間で1億5
千万件程度は処理しています。データセンターが落ちな
い、止まらないことが重要ですね。

●住　　所： 岐阜市日置江1-58
●Ｔ Ｅ Ｌ：058－279－3456
●Ｆ Ａ Ｘ： 058－279－5848
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.densan-s.co.jp
●事業内容：

●従 業 員： 連結690名（単体569名）

全国初のサービスで、日本の「決済」をスムーズ＆スピーディーに
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情報サービス事業（SI・ソフト開発
情報処理サービス、商品販売）
収納代行サービス事業

株式会社 電算システム

田中  靖哲
代表取締役社長執行役員COO

氏

～チームワークと技術力で開発・提供する“日本品質”のサービス～

「コンビニで決済ができる」
画期的な取り組み

「電子計算センター」としての出発

「落ちない」データセンターを活用した
新しいサービスの展開



　東濃にデータセンターを作る少し前に、東日本大震
災がありました。そこで津波が来ない場所で岩盤が強
固であること、そして交通の便などもよく考えた上で選
びました。
　コンビニ決済のシステムが知名度にもつながりました
ので、国際送金を含めたいろいろなオファーが来るよう
になったのがありがたいですね。物流もどんどんスピー
ディーになっていて、システムも「日本品質」を保証する
必要があります。海外でも、国のインフラが整いつつあ
るタイミングを狙いながら、培ったノウハウを展開してい
ければと思っています。
　現在はソフトを開発してもすごいスピードで陳腐化し
てしまう時代で、無料化の波にも呑まれてしまっていま
す。そこで今後は、ストックビジネスとして、新しいサービ
スをどんどん提供していきたいと考えています。業務の
一部を代行するBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシ
ング）サービスであったり、データセンターを利用したク
ラウドサービスであったり。特にGoogle Appsは当社
が販売店として導入した先が昨年末までに775社にの
ぼります。当社としてはサポートを一生懸命しています
ので、毎年のライセンス更新も99%以上で、大きく成長
している分野となっています。

聞き手：人材育成の面はいかがですか。

田中社長：人材をいかに採用して教育するのかが非常
に重要ですね。IT業界は、人の働きによって価値が決
まってしまいます。プログラミング言語などはいろいろな研
修を利用して学んでもらいますが、やはり実際の仕事に育
てられる部分も多いように思います。

聞き手：システム開発というのは、プロジェクトチームを組ん
で取り組まれるのでしょうか。

田中社長：そうですね。そのため、チーム運営、管理の仕方
についても学んでもらう必要がありますので、仕事の中に人
を育てる仕組みを組み込んでいます。例えば1人が仕事を
抱え込んで周囲が把握していない状況であれば業務の遅

れにつながります。朝会を行ってチーム全員で情報を共有
したりするなど、属人的になることなく、より良く進められる方
法を考えて工夫してもらうようにしています。

聞き手：ところで、ご趣味についてはいかがですか。

田中社長：最近はなかなか出かけられませんが、以前
から古代史が好きなんです。よく「空白の4世紀」などと
言われますが、まだよく分かっていない時代について、
文献も参考にしながら各地へ旅行するのが楽しみで
すね。いろいろな考え方にふれたり、思わぬ発見から
固定観念が変わってしまうこともありますしね。

聞き手：玄関には立派なお御輿が飾られていますね。

田中社長：実際に4月の「岐阜まつり・道三まつり」で出
場する本御輿です。毎年100名くらいが参加して交替し
ながら担ぐのですが、新入社員には電算システムの一
員になるという意味も込めて、全員に参加してもらってい
ます。会社の行事が減りつつある中で、先輩とも触れ合
える良い機会だと思っています。仕事のチームワークに
もつながりますからね。

経営者インタビュー
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（一社）岐阜県経営者協会

事務局長 舟渡 克行

聞き手人材がサービスの価値を決める

電算システムiDC（インターネットデータセンター）

　㈱電算システムでは、社員の親睦を深めるため、バレー
ボール大会、ソフトボール大会、ボーリング大会など、一年を
通して様々なイベントが行われています。
　岐阜市内で毎年4月の第一土曜日に開催される「岐阜まつ
り・道三まつり」では、自社で保有する450kgにおよぶお御
輿を社員一同で担ぎ市内を練り歩きます。御輿は一人では成
り立たず、大勢の力を結集する必要があります。社員同士の
絆の深め合いや地域社会との一層の調和を図るため、伝統行
事として引き継がれています。

【表紙写真】
㈱電算システムの伝統行事である企業御輿
（岐阜まつり・道三まつり）

チームワーク力を培う「御輿文化」
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資料出所：厚生労働省「労働基準法等の一部を改正する法律案の概要」

資料出所：厚生労働省「労働者派遣法の改正案について」

【労働基準法の改正  一部を除き平成28年4月1日施行】
　厚生労働省は、「労働基準法等の一部を改正する法律案」を国会に提出。主な内容は以下の通りで、
平成28年4月1日に施行となる。（Ⅰの（1）のみ平成31年4月1日施行）

【労働者派遣法　改正案のポイント】
　厚生労働省は、労働者派遣法の改正案を国会に提出した。主な内容については以下の通り。

Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
（１）中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し（3年後実施）
（２）著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設 
（３）一定日数の年次有給休暇の確実な取得

1. 特定労働者派遣事業

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定
して与えなければならないこととする。

（４）企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

Ⅱ 多様で柔軟な働き方の実現
（１）フレックスタイム制の見直し（「清算期間」の上限を1ヵ月から3ヵ月に延長）
（２）企画業務型裁量労働制の見直し

（３）特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設

対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加。対象者の健康確保措
置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

2. 期間制限

＜26業務及び業務単位での期間制限＞

施行予定日：平成27年9月1日

＜26業務か否かに関わりなく適用される共通ルールへ＞

● 一般労働者派遣事業（許可制）
● 特定労働者派遣事業（届出制）

● 26業務

● すべての労働者派遣事業を許可制へ
※小規模事業主への暫定的な配慮措置
　現在の特定労働者派遣事業の許可制への移行に際し
　ての経過措置

※無期雇用の派遣労働者等は上記2つの期間制限の例
　外とする

・期間制限なし
● 個人単位の期間制限
・派遣先の同一の組織単位における上限3年
・派遣元は上限に達する派遣労働者に雇用安定
  措置（派遣先への直接雇用の依頼等）を講ずる

● 派遣先単位の期間制限
・同一の事業所における継続した派遣労働者の
  受入れの上限を原則3年
・過半数組合等への意見聴取により延長可能
・過半数組合等が反対意見を表明した場合に対応
 方針を説明する等適正な意見聴取の手続き

● 26業務以外の業務
・原則上限1年
・過半数組合等への意見聴取により
 上限3年まで延長可

現行 見直し後

労働者派遣法の改正案について（一部抜粋）
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資料出所：岐阜労働局「平成27年3月新規大学等卒業者の就職状況（岐阜県）」　
　　　　　同　「新規高卒者 求職・就職内定状況の推移(各年度3月末現在)」

資料出所：岐阜労働局「岐阜県における労働災害発生状況」

労働行政レーダー
ヘッドライン

【県内大卒・高卒者の内定率が改善】
　岐阜労働局は3月末現在の県内大学生と高校生の就
職状況について発表した。求人倍率の上昇に伴い、それ
ぞれで内定率が改善している。

【県内 平成26年労働災害は昨年を下回る】
　岐阜労働局は平成26年における死傷災害発生状況を
発表した。業種別では、製造業、商業等の事業で多く
なっている。

資料出所：(公財)日本生産性本部「2015年度 新入社員 春の意識調査」

　新入社員が自身の考えに近いものを選択する設問で、
「管理職になりたい」に対し、「そう思う」と応えた男性は
76.3％、女性は53.5％。一番の理由は男女ともに「様々な業
務に挑戦したい」が多かった。

「管理職になりたい」女性新入社員は53.5%

資料出所：中小企業庁「2015年版 中小企業白書」

　中小企業・小規模事業者の動向分析に加え、より中長期
的な観点からの経済・社会構造の変化、収益力を向上させ
る上で課題となる「イノベーション・販路開拓」、「人材の確
保・育成」についてまとめられている。

2015年版中小企業白書まとまる

〈大学生（短大生除く）〉

96.1%

94.3％

＋1.8㌽

3,066人

3,016人

＋1.7%

3,191人

3,199人

－0.3%

就職
希望者数 内定者数 就職

内定率
平成26年度

（平成27年3月卒）

　外国人（特別永住者等を除く）の雇入れ及び離職の
際、その氏名、在留資格等をハローワークへ届け出てく
ださい。
　外国人労働者の適正な雇用の推進及び不法就労の防
止を図ることについて、事業主をはじめ皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
お問合せ：岐阜労働局職業対策課
（TEL 058-263-5650）又は最寄りのハローワークへ

お知らせ
岐阜労働局より
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

　障がい者の就労指導に携わった経験を持つ専門ス
タッフが、障がい者が活躍できる仕事づくりの提案や、
障がい者雇用に向けた受入体制整備に関するアドバイ
スなどの支援を行っています。
　障がい者雇用に関し、社内でお困りのことがござい
ましたら、当センターまでご連絡ください。

岐阜県商工労働部労働雇用課より
「障がい者雇用企業支援センター」を開設しました

　夏の時期に、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」の
推進等、企業の実情に応じたワークライフバランスの
取組にご理解とご協力をお願いします。

「夏の生活スタイル変革」に関する要請

設置場所：県シンクタンク庁舎２階
　　　　　（岐阜市薮田南5-14-12　TEL 058-215-0582）
利用時間：9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

平成25年度
（平成26年3月卒）

対前年度比

〈高校生〉

〈署別　死傷災害発生件数〉

99.7%

99.6%

＋0.1㌽

4,099人

3,885人

＋5.5%

4,111人

3,900人

＋5.4%

求人者数 内定者数 就職
内定率

平成26年度
（平成27年3月卒）
平成25年度

（平成26年3月卒）

対前年度比

署別

岐阜

大垣

高山

多治見

関

恵那

岐阜八幡

合計

663人
（7人）
339人
（2人）
193人
（0人）
327人
（3人）
246人
（2人）
139人
（0人）
56人
（0人）
1,963人
（14人)

692人
（4人）
349人
（3人）
179人
（0人）
355人
（2人）
224人
（5人）
164人
（2人）
56人
（0人）
2,019人
（16人)

－29人
（＋3人）
－10人
（－1人）
＋14人
（0人）
－28人
（＋1人）
＋22人
（－3人）
－25人
（－2人）
0人
（0人）
－56人
(－2人)

※（）内はその内の死亡者数

平成26年 平成25年 対前年比
増減率
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　厚生労働省や各機構では、各要件を満たした企業に対して、奨励金や助成金を支給しています。ここでは、平成
27年度における雇用関係助成金の一部をご紹介します。

平成27年度の雇用関係助成金について

高年齢者・障がい者・母子家庭の母などの就職
困難者を雇い入れる

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発
助成金）

他企業の定年退職予定者などを雇い入れる 高年齢者雇用安定助成金（高年齢者労働移動支援
コース）

65歳以上の高年齢者を雇い入れる

障害者トライアル雇用奨励金障がい者を試行的・段階的に雇い入れる

障がい者を初めて雇い入れる 障害者初回雇用奨励金（ファースト・ステップ奨励金）

特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別
奨励金）

施設整備をして10人以上の障がい者を雇い入
れる 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 

職場支援員を配置して障がい者などを雇い入
れる 障害者雇用安定奨励金（障害者職場定着支援奨励金）

働きやすい職場作りを行い精神障がい者を雇
い入れる

精神障害者等雇用安定奨励金（精神障害者雇用安定奨
励金）

発達障がい者や難治性疾患患者を雇い入れる 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 

雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置
整備して従業員を雇い入れる 地域雇用開発助成金（地域雇用開発奨励金）

安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い
入れたい トライアル雇用奨励金

１.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の
職場定着を支援する
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、
メンター制度を整備する

職場定着支援助成金（中小企業団体助成コース）

職場定着支援助成金（個別企業助成コース）
介護労働者のために介護福祉機器の導入を
行う

キャリアアップ助成金

有期契約労働者など（契約社員・パート・派
遣社員など）の正規雇用などへの転換、人
材育成、賃金テーブル改善、法定外の健康
診断制度導入、または短時間正社員制度の
導入、短時間労働者の所定労働時間延長を
行う

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備を
図る 高年齢者雇用安定助成金

建設労働者の雇用管理改善や魅力ある職場作
りをする 建設労働者確保育成助成金 

季節労働者を通年雇用する 通年雇用奨励金

２. 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金

※1

※1

※1

※2

※1

※1
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障がい者のための作業施設を整備する 障害者作業施設設置等助成金

障がい者のための福祉施設を整備する 障害者福祉施設設置等助成金

障がい者の雇用管理上必要な介助措置を実施
する

障害者雇用安定奨励金（訪問型職場適応援助促進助
成金）
障害者雇用安定奨励金（企業在籍型職場適応援助促
進助成金）

ジョブコーチに障がい者を雇う事業所を訪問
させる
障がい者の援助を行うジョブコーチを職場に
配置する

障害者介助等助成金

障がい者の通勤を容易にさせる措置を実施
する 重度障害者等通勤対策助成金

障がい者のための事業施設を設置する 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

中途障がい者などを職場復帰させる 障がい者職場復帰支援助成金

３．障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金

※2

※2

※2

※1

※1

※2

※2

※1

労働時間などに関する職場意識の改善を図る 職場意識改善助成金

最低賃金の引上げの影響が大きい業種が業界
をあげて賃金底上げのための環境整備を図る

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業種別
中小企業団体助成金）

事業所内の最も低い時間給を計画的に800円
以上に引き上げる

受動喫煙防止対策助成金

キャリアアップ助成金

職場での受動喫煙を防止するための対策を行
う

退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成新たに中小企業退職金共済制度に加入する・
掛金を増額する
すべての有期契約労働者等（契約社員・パー
ト・派遣社員など）の基本給の賃金テーブルを
改定し、2％以上増額させた場合

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改
善助成金）

５．労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

※1

※4

※1

※1

※3

※1

※1＝お近くの都道府県労働局
※2＝（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
※3＝（独）勤労者退職金共済機構
※4＝厚生労働省労働基準局労働条件政策課

事業所内保育施設を設置・増設・運営する 両立支援等助成金（事業所内保育施設設置・運営等支
援助成金）

育児のための短時間勤務制度を整備し、利用
させる

両立支援等助成金（子育て期短時間勤務支援助成
金）

育児休業代替要員を確保する

両立支援等助成金（中小企業両立支援助成金（期間
雇用者継続就業支援コース））

両立支援等助成金（中小企業両立支援助成金（育児
復帰支援プランコース））

期間雇用者の育児休業取得者を原職などに復
帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に
関する研修を行う

「育児復帰支援支援プラン」を策定・導入し、労
働者に育児休業を取得させ、原職などに復帰
させる

両立支援等助成金（中小企業両立支援助成金（代替
要員確保コース））

４.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金

※1

※1

※1

※1

※1

（平成27年3月31日までに数値目標を掲載した事業主が対象）

お問合せ先について


