
聞き手：御社の歴史や転換期などをお聞かせください。

棚橋社長：当社は1987（昭和62）年12月1日、太平洋工業
㈱（以下、太平洋工業）の情報システム部門から分離独立
した会社です。1965（昭和40）年に太平洋工業が大手コン
ピュータ会社から大型コンピュータを導入し、自社の会計、
生産管理、販売など、さまざまな業務システムを開発してき
ました。システムを構築するスキルが整い、この地域の他社
のシステムも担当させていただこうということで独立し、29年
が経過しました。コンピュータ利用は50年を超え、様 な々経
験とノウハウを保有しています。一つの大きな転換期は、ソ
フトピアジャパンが完成した半年後の1997（平成9）年1月
に、ソフトピアに開発センターを開設したことです。製造業の
情報システム全般を扱うようになり、事業の幅が大きく広がり
ました。また、ソフトピアを中心に活動している西濃地方の会
社と連携を図り、協力関係を保ちながら、仕事を進めていく
ことになりました。現在では、大垣情報ネットワークに参画し、
岐阜県、大垣市、大学と産官学連携で研究会や情報交
換をしています。

聞き手：御社の業務内容、特徴を教えてください。

棚橋社長：業務内容の柱は情報通信事業で、長年、製造
業向けのシステム開発で培ったノウハウを活かし、システム
の企画、設計、構築、運用に至るまで、トータルサポートして

います。具体的には、業務系システム開発、制御系システ
ム開発および組込系システム開発があり、コンピュータ・ソフ
トウェアの開発、販売、コンサルティングなどを行っています。
その中でも弊社の一番の強みは、生産管理システムなど
メーカーのソフト開発です。例えば、生産管理およびライン
のデータを分析し、いざという時にいち早く不良を特定でき
るシステムを開発しています。生産性を向上させるためにど
うしたらいいのか、IoT（Internet of Things、モノのイン
ターネット）時代にも対応できるようなソフト開発につなげて
います。また、2005年から始めた「組込系システム開発事
業」では、圧力監視やモーター制御、空調設備制御システ
ムなどの組込システム開発に力を入れています。そのほか、
保険代理店事業も展開しています。

聞き手：新たなソフトウェアの開発にも力を入れています
ね。

棚橋社長：昨年9月に正式リリースを開始した「人事革新
21s」は、等級、人事評価、賃金など、人事制度を構築する
ソフトです。コンサルティング会社と共同開発し、これまで取
り組んできた人事制度の構築実績を基に、ソフト化すること
に成功しました。
　「PNEXTA（ピーネクスタ）」は、ICカードやICタグをタブ
レットのおもて面で読み取れるタブレット端末です。例えば、
セミナーや講演会、発表会などの受付は、これまでは手書
きで長蛇の列ができていましたが、社員証やICカードを活
用し、スムーズな受付や出席・欠席者の把握と後処理が簡

単にできるようにしました。「pmoni（ピーモニ）」は、サーバー
の定期目視点検を自動で連続して監視できる装置です。
異常が発生すると、即時にトラブルの発生状態もわかるよう
になっており、タイムリー且つ的確な復旧作業ができるように
しました。監視工数の低減効果もあります。また、長年の利
用実績を活用し、改良に改良を重ね、海外など遠隔地に
設置してあるサーバーをインターネット経由で国内の監視
ルームから監視できるようにしました。業界からの反響も大き
い商品です。「FDSP（ファクトリー・ディスプレイ・システム）」
は、製品のバーコードやQRコードを読み込むだけで、作業
手順書やマニュアルがコンピュータのディスプレイに表示さ
れるシステムです。製品や作業工程が増える中で、手順書
やマニュアルの容易なメンテナンスと、作業者が手順書類
を探すことなく確実に作業をすることができ、品質向上と生
産性向上に有効なシステムです。
　これらのシステムは、今後の新たな柱の一つとなることを
期待しています。

聞き手：専門性が高いだけに、人材を育てることにもご苦
労がありそうですね。

棚橋社長：弊社はSEが財産であり、まさに「人財」です。人
は宝であり、いかに宝に育てるかを大切にしています。採用
時は、工学系に限らず、コンピュータが好き、仕事が好き、物
事を考えることが好きな人に絞って採用しています。また、
採用後は、一から教えていきます。60人の従業員は全員が
ITの専門家です。管理や営業に配属される人も、一旦は
システムを知る必要があります。少なくとも3つのプログラム
言語を習得するため、最初の1年間は勉強です。先輩が言
語ごとに学習カリキュラムを作り、達成目標を設けます。6カ
月を過ぎると、OJTで進めていきます。お客様のニーズを聞
き、ソフトを作ることができるまでに5年、プロジェクトマネー
ジャーとなると10年はかかります。太平洋工業が1982年に
「マイコン教育モジュール」という教育キットを発表しました
が、そのノウハウや流れが今に生きています。また、良い

ソリューションを提案するため、先輩が経験して作り上げた
仕組みを共有化し、業務の引き出しや改善事例を覚えま
す。業務においては、複数担当制を確立し層を厚くしサー
ビス向上に努めています。

聞き手：今後の目標について伺えますか。

棚橋社長：現在の売上は、太平洋工業をはじめとした関連
会社が6割、外販が4割ですが、外販が関連会社を上回る
ようにしていきたいと考えています。そのために、これまでは1
社で取り組んできた事業も、その分野で強みを持った会社
と協業しながら、良さをアピールし、販売強化につなげていき
たいと思っています。その手段の一つが新商品です。幅広
いニーズに対応できるようなパッケージソフトを開発していま
す。また、海外の日系企業を中心に、海外展開も視野に入
れていきたいです。組込系、制御系、IoTはこれからますま
す伸びていきます。メーカーに強いソフトハウスとして力を入
れ、会社を大きく成長させたいと思っています。

聞き手：最後に休日の過ごし方はいかがですか。

棚橋社長：畑仕事をしています。土に触れると生きている実
感がわきます。ウォーキングやゴルフもします。

聞き手：今日はどうもありがとうございました。

●住　　所： 大垣市加賀野4丁目1-17
●Ｔ Ｅ Ｌ：0584－77－0560
●Ｆ Ａ Ｘ：0584－77－0570
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.pi-system.co.jp/
●事業内容：

●従業員数： 60人

情報通信のシステム開発を
トータルサポート
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①コンピュータ・ソフトウェアの開発、販売
②通信・情報処理機器の販売および賃貸
③情報処理に関するコンサルテーション
④損害保険の代理店業務

ピーアイシステム 株式会社
取締役社長

～IoT時代に対応したソフト開発を推進～

ソフトピアを拠点に業務拡張

生産管理システムの開発に定評

人事制度など新商品の開発を促進

棚橋 俊徳 氏
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が、そのノウハウや流れが今に生きています。また、良い

ソリューションを提案するため、先輩が経験して作り上げた
仕組みを共有化し、業務の引き出しや改善事例を覚えま
す。業務においては、複数担当制を確立し層を厚くしサー
ビス向上に努めています。

聞き手：今後の目標について伺えますか。

棚橋社長：現在の売上は、太平洋工業をはじめとした関連
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す伸びていきます。メーカーに強いソフトハウスとして力を入
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経営者インタビュー

▲ 「PNEXTA」 ICカードやタグを読み取る装置
▲ 「pmoni」 機器のLEDランプを常時監視し、障害を早期に発見する
　 機器監視装置

▲ 業務発表会
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外販強化を推進
他社との協業も視野に

SEは財産　
経験や実績の共有化を図る

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
西濃運輸株式会社 
コーポレート推進部課長 森 忠則 氏

聞き手
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【岐阜県の特定最低賃金の結審状況】

【卒業後3年以内の離職率は高卒で40％以上、大卒で30％以上】

　平成28年の中部3県の特定最低賃金の時間額が決定した。結審状況は下記の通り。なお発効日はい
ずれも平成28年12月21日（水）となっている。

　厚生労働省は平成25年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況を取りまとめた。こ
れによると、高校卒業者の40％以上、大学卒業者の30％以上が卒業3年以内に離職しており、大学卒で
は2年連続で減少しているものの、高校卒では4年連続で増加している。

資料出所：厚生労働省「新規学卒者の離職状況（平成25年3月卒業者の状況）を公表します」

資料出所：岐阜地方最低賃金審議会「特定最低賃金専門部会の審議結果」、
経団連労働政策本部「2016年度　特定最低賃金決定状況」
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（倍）（％）

労働行政レーダー
ヘッドライン

【岐阜県内における
　　　　高年齢者の雇用措置の実施状況】
　高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができ
る生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律」では、65歳までの安定した雇用を確
保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、
「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置（高年齢者雇
用確保措置）を講じるよう義務付けている。
　岐阜労働局の取りまとめによると、平成28年において、
岐阜県内企業（従業員31人以上の企業2,631社）のうち、
措置の実施済企業の割合は99.9％（対前年で変動なし）
で、未実施は1社のみ。実施済企業の内訳は下記の通り。
高年齢者雇用確保措置の内訳

日本の人口は大正9年の調査開始以降初の減少

資料出所：総務省「平成27年国勢調査 人口等基本集計結果」

　平成27年国勢調査によると、平成27年10月1日現在の
人口は1億2,709万5千人で、平成22年と比べると96万3
千人減少（0.8％減少）。東京都、愛知県等8都県では人
口が増加しているものの、岐阜県を含む39道府県が減
少となった。

母の就業状況の割合は10年で大きく増加

資料出所：厚生労働省「第14回21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）
　　　　　及び第5回21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）の結果」

　平成13年出生児の縦断調査によると、母が有職の割
合は出産半年後の25.0％から年々増加し、子どもが中
学2年生の時点で79 . 3％となった。4歳半の時点では
46.8％だったが、平成22年出生児の調査では同時期で
58.2％となり、11.4ポイント増加となった。

「フレックスタイム制度」導入は49.6％

資料出所：公益財団法人 日本生産性本部
　　　　　「『第15回 日本的雇用・人事の変容に関する調査』結果概要」

　正社員の働き方の多様化・柔軟化（時間や場所等）に
つながる制度の導入例について、「フレックスタイム制
度」の導入率が最も高く5割弱となった。それ以外の施
策は導入率が低く、「在宅勤務制度（18.8％）」、「専門業
務型裁量労働制（17.3％）」等となっている。資料出所：岐阜労働局「平成29年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況について」

資料出所：岐阜労働局「岐阜県内企業の平成28年『高年齢者の雇用状況』集計結果」

「女性の活躍推進企業データベース」の活用を

資料出所：厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」

　企業における女性の活躍状況に関する情報を一元的
に集約した当webサイトでは、2月の開設後、「女性の活
躍推進法」に基づくデータを6,500社以上が、行動計画
を7,000社以上が公表。随時情報を更新でき、企業研究
中の女性や学生へのPRにも利用できる。

えるぼし認定企業は公共調達で有利に

資料出所：厚生労働省・都道府県労働局「事業主の皆さまへ　女性活躍推進法に
　　　　　基づく認定企業（えるぼし認定企業）が公共調達で有利になります！」

　各府省等が総合評価落札方式または企画競争による
調達によって公共調達を実施する場合、「女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定企
業等を加点評価するよう定められた。府省では28年度
中に評価の仕組みを開始する予定。

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

【来春高卒予定者の就職内定率は61.4％】
　岐阜労働局の発表によると、平成29年3月に高校を卒
業する生徒について、平成28年9月末現在の就職内定状
況は61.4％となった。前年同期比で5.4ポイント増加とな
り、平成21年以降では最も高くなっている。
　求職者数は4,226人で前年同期より2.4％減少している
が、求人数については8,130人（同11.4％増）、求人倍率は
1.92倍（同0.23ポイント増）となった。

新規高卒者　求人倍率と就職内定率の推移
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助成金のご案内

【支給額】

【手続きの流れ】

【主な支給要件】

65歳以上への定年引上げ

100万円

事業主

問合せ・
申請先

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
（申請は主たる雇用保険適用事業所の所在する
  支部：高齢・障害者業務課）

①支給申請
定年引上げ等実施後2ヵ月以内に申請

※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。

②支給審査　　　③支給決定

120万円 60万円 80万円

66歳以上への定年引上げ
または定年の定めの廃止 66歳～69歳 70歳以上

　高年齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上
の継続雇用制度導入のいずれかを導入した事業主に対して行われる助成制度。

65歳超雇用推進助成金

○制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
○制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
○制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条の規
定に違反していないこと。
○支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者（※）が1人
以上いること。

※上記の他にも支給要件があります。

【注意事項】

・助成金の申請に関して、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が調査をしたり、報告を求める場合があります。期限ま
でに機構の求める書類が提出されない場合、助成金は支給しません。
・不正受給を行った事業主は助成金の返還を求められることがあります。また、不正を行った事業主名を機構のホーム
ページで公表し、悪質な場合は刑事事件として告発することがあります。
・機構に提出した書類や添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　岐阜県支部
〒500 －8842　岐阜市金町5－25　住友生命岐阜ビル7階　TEL  0 5 8 －2 65 －5 823

（※）短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇
用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
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【取り組みの手順と概要】

1　仕事と介護の両立のための職場環境整備

問合せ・
申請先

両立支援等助成金（介護離職防止支援助成金）

　厚生労働省が指定する様式（厚生労働省HPよりダウンロード可）を使用し て、以下①～④の全ての取組を行うこと
が必要
　①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握（社内アンケートの実施）
　②制度設計・見直し（介護休業関係制度（※）に係る就業規則の整備）
　　（※）改正育児・介護休業法（平成29.1.1施行）に沿った内容であることが必要です。
　③介護に直面する前の従業員への支援（人事労務担当者等による研修の実施及び介護休業関係制度の周知）
　④介護に直面した従業員への支援（相談窓口の設置及び周知）

2　介護支援プランによる介護休業の取得等の支援について明文化・周知

　以下を参考にして、就業規則や内部通知、介護休業等利用マニュアルなどに明文化し、社内報などにより労働者に周
知する。

（就業規則への規定例）
第○条　円滑な取得及び職場復帰支援
　会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援す
るために、当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実
施する。
　なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業又は介護休業中の職場に関
する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズ
を合わせて定め、これを実施する。

3　介護支援プランの作成

　介護に直面した従業員の方と面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、事業主が介
護支援プランを作成する。

4　介護支援プランに沿った介護休業の取得等

　介護支援プランに基づき、制度利用を支援する。
（介護休業） 業務の整理・引き継ぎ、介護休業の取得・原職等復帰
（介護制度） 業務体制の検討、介護制度の利用

岐阜労働局　雇用環境・均等室
〒500－8723　岐阜市金竜町5丁目13番地　合同庁舎4階　TEL  058 －245 －1550（代）

下記の取り組みを行い、要件を満たした事業主に支給される助成制度。
・仕事と介護の両立支援のための職場環境整備
・実際に介護に直面した労働者の「介護支援プラン」の作成・導入
　⇒「介護支援プラン」……介護に直面した労働者の状況・希望を踏まえ、事業主が作成する仕事と介護の両立のための働き
　　　　　　　　　　　　方等についての計画

・介護支援プランに沿って労働者の円滑な介護休業を取得・職場復帰させた場合、または仕事と介護の両立のための
介護制度を利用させた場合

※他にも要件あり


