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新たな人事労務システムの選定に際しては、5
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正を行う必要がありました。」

の検討を行った。

システムのポイント
●業種業態と雇用区分ごとに分かれる複雑な勤務体系の管理を実現

●勤怠に関する各種管理帳票の出力を効率化

●夜間勤務や連続勤務、複雑な日替わりについても正確な就業管理を実現
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●15分単位で分かれる勤務体系の管理を実現

●休日出勤の振替取得状況が確認できる集計を一部カスタマイズで追加

例えば、夜間に加工品をつくり、朝に店舗に納

舗や、高齢者介護施設、子育て支援施設運営な
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最終的に奉行V ERPを選定したポイントにつ
いて清水氏は次のように振り返る。

労務管理全体に対する将来の展開提案でした。

導入効果

勤怠確定までのスピード化を実現

今後の展望

人財育成へとつながる人事情報活用を目指す
清水氏に、同社の今後の展望を次のようにお
話しいただいた。
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変更等の修正業務が管理者の大きな負担となっ

をもらい、導入後の展開についても意識するよう

ERPが本稼働を迎えた。従来のシステムから一
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欠かせない存在となっている。
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乱もなくスムーズに利用を開始することができた。
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の構築に向けた論議を進めています。教育履歴

たのが2010年、事業の拡大により多様化する

就業管理システムのセミナーに参加したことが
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選定ポイント
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ような環境を構築したいと考えています。それが、
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くすことができています。」
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清水 貢氏

現場の所属長が、部下の資格情報や研修履歴を

確定までのスピード化も実現できました。本社で

必要がありましたが、これらの加工業務全てを無

プロジェクトの開始にあたっては、所属長など
各部門の代表者を集め、まずは就業管理の仕組

に考えて欲しいという想いがありますし、また、

とんどありませんでしたが、このような将来の展

上での大きな決め手となりました。」

導入後の人事労務基盤の活用展開が決め手に

にように話す。
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