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2018 年 9 月号
～ごあいさつ～
９月となりました。
夜は鈴虫の鳴き声もちらほら聞こえ、秋の気配を感じますが、日中はまだまだ
暑く、残暑厳しい日が続きます。どうぞ熱中症等にはお気をつけてください。
今月も先月に引き続き、皆様のお役に
立てる情報を配信させていただきます。
M&C ビジネスサポートサービスを宜しく
お願いいたします。
（M&CBSS 事務局）

９月号のもくじ
☆ BSS コラム
１）ＩＴ ／ 偽のセキュリティ警告による
「ソフトウェア購入」「サポート契約」にご注意ください
エムアンドシーシステム株式会社 佐々木宏幸

２）経営 ／ 連載 企画 その 1
株式会社 M.M.C 金廣利三氏

３）労務 ／ パートタイマーの通常の労働者への転換
倉敷社会保険労務士法人 山口哲司氏

☆ M&C 主催セミナーのご案内
「社内で情報共有を始めよう!!
クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー」
☆ 経営・ＩＴ特別講座のご案内
～ビジネススキルのアップを目的とした講座のご案内～
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BSS コラム（IT）
偽のｾｷｭﾘﾃｨ警告による「ソフトウェア購入」「サポート契約」にご注意ください。
Windows10 への移行が徐々に進んでいる影響もあり、偽のセキュリティ警告による、不必要な「有償ソフトの購入」や
「有償サポート契約」への誘導手口が最近増加傾向にあるようです。
インターネット利用中にブラウザ上に表示される警告
画面は、偽物の可能性が非常に高いです。画面の指
示には従わず、すぐに「×」ボタンでブラウザを閉じましょ
う。「×」で閉じられない場合は、パソコンの再起動など
を試みましょう。
【被害に遭わない為の対策】
・警告メッセージに疑いをもつ
・不用意にインストールをしない
・相手と連絡(TEL、メールなど)を取らない
・購入、契約しない

画像の出典元： IPA (情報処理推進機構 HP) より

【もし、インストールしてしまったら・・・】
指示に従ってソフトウェアをインストールした場合は、アンインストール(削除)する必要がありますが、インストールしてしまっ
たことによる影響の有無は不明です。推奨される手段としては、「システムの復元」などで、ソフトをインストールする前の状
態に戻すことです。
（エムアンドシーシステム株式会社 佐々木 宏幸）

※BSS
Windows
8 の場合は、8.1 へアップデートが必要。
コラム（経営）

企画 その 1
経営層の意向を汲取り、経営戦略の立案から各事業部の実践を推進するのが経営企画です。また、経営戦略に則
り、商品の開発から販売までをフォローするのが営業企画（プロダクトマネジャ－）です。共に、マーケティングによる市場
分析から戦略立案の能力や、６領域に渡る社内調整能力が求められます。
このように企画は経営者の右腕とも言われ、全
体の動きを視野に入れて目標達成への指揮を
司ります。企業によって呼び名は区々ですが、本
来の戦略立案と６領域に跨る業務推進及び調
整は、企業運営を効果的効率的に展開するに
必須といえます。中小企業では、企画部署を配
置している処もあれば、社長自らが陣頭指揮を
行っていたりします。
一方、経営者を悩ませる事柄に人の問題があ
り、仕事の約半分の時間と労力を費やすと言わ
れています。共に重要な検討課題ですから、企
業がそこそこ大きくなると、企画・推進・全体最適
化の調整役である経営企画や営業企画の配置
は必須といえます。また、企画が人事評価制度
の策定・予算の配分・執行状況の確認など、兼
務を強いられるケースも散見します。このように企画は、全体を推進する立場から見た、全体をスムーズに運用する仕組
み作り（システム化）の能力が求められます。
（株式会社 M.M.C 金廣利三氏）
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BSS コラム（労務）

パートタイマーの通常の労働者への転換

Q．パートタイム労働法では、通常の労働者への転換を推進するための措置としてどのようなことが事業主に義務付け
られているのでしょうか。

A．①通常の労働者を募集する場合の募集内容の周知

②通常の労働者を新たに配置する場合の希望申出の

機会付与 ③通常の労働者への転換のための試験制度などの措置のいずれかを講じることが、事業主に義務付けられ
ています。
１.通常の労働者への転換の推進措置
パートタイム労働法の１３条は事業主に対し、パートタイマーを通常の労働者へ転換することを推進するための措
置を講ずることを義務付けています。
これは、通常の労働者として働くことを希望するパートタイマーに対し、通常の労働者になる機会を付与することを目
的とするものです。
事業主に義務付けられているのは通常の労働者への転換措置を講ずることであって、その結果としてパートタイマー
を通常の労働者に転換することまで義務付けられているものではありません。
２.①の措置について
①は、企業外に通常の労働者の募集をする場合についてのものです。パートタイマーがその募集対象者の要件に
合致しないことが明確な場合を除いて募集について常にパートタイマーに周知することが必要になります。周知につい
ては、応募機会の付与を伴うものでなければならず、周知のみで実際には応募を受け付けないという場合は、①の措
置を講じたことになりません。
３.②の措置について
②は、事業場内に通常の労働者の新たなポストを作る場合や、通常の労働者の退職等により空きポストができた
場合に、新しく通常の労働者を配置しようとするケースについてのものです。このようなケースで、企業外に通常の労働
者の募集を出す前に、企業内のパートタイマーに配置の希望を申し出る機会を与えること、つまり企業外で募集をか
ける前に企業内から優先的に募集をしようというものです。
４.③の措置について
③の試験制度などの措置とは、一定の資格を有するパートタイマーに通常の労働者への転換のための試験制度を
事業場内に設けることです。ここでいう、「一定の資格」とは、例えば勤続年数やその職務に必要な資格等をいいま
す。
その他の③の措置としては、通常の労働者として必要な能力を身につけるための教育訓練の機会の付与が例とし
てあげられます。
（倉敷社会保険労務士法人

山口哲司氏）

経営者・総務担当者必見!! M&C 主催無料セミナーのご案内
社内で情報共有を始めよう!!

クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー

～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～

こういった方にオススメです。
開催のご案内プ

・「各メンバーの進捗報告を Excel で共有しているけど、上書きなどのトラブルが頻発！」
・「案件進捗、顧客データ、 ToDo 管理など複数のツールを使っているので、情報がバラバラ！」
・「外出先から営業資料へアクセスしたい！」
・「社外とのプロジェクトでメール + Excelデータが多くなり、管理が大変！」
今回のセミナーでは機能紹介に加え、実際にkintoneを用いてアプリの構築、
情報共有、運用のデモンストレーションを行います。
Kintoneの活用で企業が抱える問題解決の方法をご紹介します。

とは
チーム・グループで必要な
「データベース」、「プロセス」、「コミュニケーション」
の３要素で構成されたクラウド型ソフトウェアです。
「顧客管理」「案件管理」「クレーム管理」「業務日報」など
現場の欲しいシステムが簡単につくれるソフトウェア、
それが「kintone」です。

●開催日 ： 2018 年 9 月 21 日（金）（受付 13：15~）
13：30～ 第一部 M&C ビジネスサポートサービスの紹介
14：00～ 「kintone」活用セミナー～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～
●講 師
：エムアンドシーシステム株式会社 笹井 正己
●開催場所 ：エムアンドシーシステム株式会社 2F セミナールーム （倉敷市沖 255-11）
●参加費
：無料（BSS 会員の方優先） ●定員 ： 10 名
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経営・IT 特別講座
～ビジネススキルのアップを目的とした講座のご案内～
講座No.
I
T
系
講
座

IT102

演題

Excel基礎研修
（2ｈ×5回）

内容

講師

ビジネスに必要なEXCELの基礎知識の習得
図形やグフィックの活用、表の作成、数式の入力、
複数シートの操作、グラフの作成を行います。

【ITｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】
岩井大治郎

開催日

締切

9/7(金)・11(火)・
13(木）・19(水)・
21(金) (5日間）

8/31
（金）

各回18：00～20：00

10/5(金)・10(水)・
11(木）・12(金)・
15(月) (5日間）

9/28
（金）

各回18：00～20：01

女と男のおもしろ心理学 仕事とプライベートでチャ
女と男のおもし ンスを掴むには、女性と男性の心理の理解力アップ
BZ603
ろ心理学講座 と特性の違いを受け止めあう柔軟性を身につけるこ

9/3（月）

【経営士】
本城 稔

18：00～20：00

【経営士】
金廣 利三

18：00～20：00

9/7
（金）

9/12(水)

9/5
（水）

8/27
（月）

とで、可能性は広がっていきます。

ビ
ジ
ネ
ス
系
講
座

BZ203

営業力向上
講座

BZ900

決算書
読解講座

営業力を高める、営業システムの構築と営業訴求力
の向上講座。。営業効果を高めるには３つの要素が
あります。選択と集中と差別化です。これらを具現
化する手法を、営業スキルも交えて分かり易く紹介
します。

決算書が読めれば経営がみえてくる。
【税理士
そもそも決算書とは？損益計算書（P/L)の仕組み、貸借対照
事務所】
栩本泰輝
表（B/S）の仕組み、キャッシュフロー計算書（C/S）の仕組
税理士事務所
みを学び、会計情報を経営に活用することを目的とします。

全9回任意の受講日設定が可能な講座です。
第１回～４回：簿記入門～基礎編
日商簿記３級
簿記の考え方から始まり、基本的な帳簿付け・会計仕訳ができ
取得講座
BZ902
る力を養成します。
(任意日コース全
第５回～９回：応用編 日商簿記３級の試験問題を解く力
9回）
を養成します。
ゴールとして、日商簿記３級試験合格を目指します。

【税理士】
田邊 一平

9/14（金）

13：30～15：30

受講開始前にスケ
ジュールを講師と打ち
合わせ
※全9回実施

-

場 所：エムアンドシーシステム㈱ セミナールーム
定 員：各講座 10 名まで
料 金：各講座 10,500 円（税抜）1 社 3 名まで受講可能
※BZ902 のみ 全 9 回 63,000 円（税込）別途ﾃｷｽﾄ代 5,000 円（税込）
＜お申込みはこちら＞

<お申込み方法>
別紙お申込み書を FAX いただくか、お電話にて受講したい講座番号
と日時をお伝えください。お申込み後、受講証を送付させていただきま
す。料金については受講日（複数回講座は初日にまとめて）お支払
いただきます。
※最低受講人数に満たない場合は講座が中止となる場合がございます。あらかじめご了承願い
ます。また複数回講座の場合、途中で受講を中止される場合、料金の返却はございません。

電話番号：086-421-5378
FAX番号：086-421-5379
締切日を過ぎていても受講可能な場合があ
ります。また、翌月以降の講座のご案内も可
能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせ下
さい。

あらかじめご了承願います。

皆さまからのご意見、ご要望をお待ちしております！
「こんな話を聞いてみたい！」「最近のＩＴ事情ってどうなの？」「働き方改革を簡単に教えて」
等々、ちょっと相談してみたい、ちょっと話をきいてみたい、こんな講座を開いて欲しい、など、皆さまか
らのご意見、ご要望を承っております！是非お気軽にお問い合わせ下さい。
ＢＳＳ通信のバックナンバーあります！連載コラムなど「見逃した！」と思ったらご連絡下さい！

制作・企画：M&C BSS 事務局
発行：エムアンドシーシステム㈱
〒710-0836 倉敷市沖 255-11
TEL:086-421-5378
FAX:086-421-5379
http://www.mandc.co.jp/

