
2021年２月10日 (水)開催日時：

OBC 新春デジタル化フェア2021
専門家が語る『経理・総務業務』の未来予想図

10:30~16:30 [受付 10:00-]

JPタワー名古屋3F Hall ＆ Conferenceセミナー会場：

申込方法
10:30～11:45

いよいよ4月1日には中小企業にも改正法が施行され、同一労働同一賃金の対応が求められます。昨年10月に新たな最高裁判決が言い渡され、いよいよ
具体的な対応を進めることができる環境が整いました。しかし、法改正まで残された時間はあまりありません。そこで今回は同一労働同一賃金に関し
て、4月までに最低限行っておきたい対応を具体的に解説します。 また、同一労働同一賃金以外にも、社会保険のパートタイマーへの適用拡大や70歳
までの就業機会確保など、企業経営に大きな影響を与える人事労務関連の法改正が複数予定されています。そこでセミナーの後半では、今後、数年間
で対応が求められる重要テーマについてお話しします。経営への影響をコントロールしながら計画的に対応するための基礎情報としてご活用ください。

(1)今春の法改正において最低限必要な同一労働同一賃金対策の最低限
(2)週20時間以上のパートタイマーにも適用拡大される社会保険のインパクト
(3)努力義務化される70歳までの就業機会確保と高齢者の雇用賃金管理
(4)男性育児休業の取得促進と今後予想される法改正
(5)新型コロナによるワークライフバランス意識の高まりと人事管理
(6)急増が予想される副業兼業とフリーランスなど多様化する働き手の活用
(7)労働時間制度改革から１年、現在の労基署調査の傾向と対策

13:30～14:45

[講師]
株式会社アタックス・エッジ・コンサルティング

代表取締役公認会計士 酒井 悟史 氏

新春特別基調講演①

15:15～16:15

【講師】
立岩 優征 氏（社会保険労務士）
ワークウェア社会保険労務士法人代表社員
全国社会保険労務士会連合会デジタルガバメント対応部会部会長

★来場者様向け申込Webサイト ▶ https://www2.obc.co.jp/evt/NY0350/210210/?p=AICH2001

規模の大小を問わず、企業の存続・成長のために取り組むべき課題となったデジタルトランスフォーメーション（DX）。
中でも経理・税務は制度対応の側面があるため、デジタル化の推進においては、現行制度あるいは今後の制度改正について、正しく理解しておかなけ
ればなりません。具体的には、先日発表された令和3年税制改正大綱では、電子帳簿保存法・スキャナ保存法の要件が緩和がされ、ペーパーレス化を大
きく後押しすることが予想されます。また、令和5年10月のインボイス制度の開始に先立ち、我が国の電子化の標準規格が決定し、令和4年秋以降にデ
ジタルの請求書をオンラインで円滑に授受できるようになる他、業務の自動化も期待されます。
本講演では、このような制度改正の内容を交えつつ、備えるべきITに対する洞察や、推進の要諦について解説致します。

〒450-6303 名古屋市中村区名駅１ｰ１-１ ※展示会場は「ホワイエ」にて開催致します。

※オンラインでのセミナーのご受講、相談会への参加も可能です。

事前申込制
参加料無料

LIVE配信

会場
定員50名

『経理・総務責任者様向けセミナー』

[講師]
大津 章敬 氏（社会保険労務士）
社会保険労務士法人名南経営代表社員
全国社会保険労務士会連合会働き方改革関連法対応部会部会長

同一労働同一賃金【直前対策】と今後大きな影響が予想される人事労務関連法改正のポイント
～社会保険適用拡大、70歳雇用など今後の事業計画に「影響大」の事項をコンパクトに解説～

新春特別基調講演②

新春特別基調講演③

デジタル時代における経理・税務の未来像
～制度改正の内容を交えつつ、経理・税務の在り方、変化への対応について～

20年ぶりのIT基本法改正とデジタル庁発足による我が国のデジタルガバメント構想のポイント
～官の働き方改革であるデジタルガバメント構想とデジタル化による民の働き方の再改革方法の解説～

「これから」の総務人事を真剣に考える人事労務業務のデジタル化に必要なこととは？

【講師】株式会社オービックビジネスコンサルタント

デジタル化が実現する「これから」の経理業務のカタチ

【講師】株式会社オービックビジネスコンサルタント

コロナ禍で明らかになった我が国のデジタル化後進国状態を平井担当大臣は「デジタル敗戦」と称しています。13年に渡り毎月、社労士会を代表し霞
が関の定例会議に出席し、また複数の政府のデジタルガバメントに関する委員会等に参加・提案を行ってきた数少ない民間人として、政府のデジタル
化対応の根本的課題と、それがデジタル庁構想でどのように変化していくかを予想・解説します。また、自ら海外にソフトウエア開発会社を設立し、
自社業務を抜本的に変えている手法を交え、デジタル化、特にデータを起点として新しい働き方改革の再構築法を解説いたします。

(1)この20年間行われてきた電子政府のアーキテクチャ的課題構造
(2)IT基本法の改正のポイント
(3)デジタル庁は今までの行政機構と何が違うのか？
(4)日本の労働生産性が50年先進国最下位になる職業構造の問題とは？
(5)デジタル化とは？「働き」の本質的意味合いと人間と機械の働き方
(6)DXブームで終わらない、データベースとPDCAマネジメント中心の働き方
(7)ホワイトカラー不要論と準ITエンジニア化の鍵

「ノーコード・ローコード・RPA」

★ライブ配信視聴者様向け申込Webサイト ▶ https://www2.obc.co.jp/evt/NY0351/210210/?p=AICH2001



勘定奉行クラウド・勘定奉行11
申告奉行クラウド・申告奉行11
固定資産奉行クラウド・固定資産奉行11
給与奉行クラウド・給与奉行11
総務人事奉行クラウド・人事奉行11
法定調書奉行クラウド・法定調書奉行11
商奉行クラウド・商奉行11

勤怠管理を自動化し業務時間を9割削減

勤怠管理クラウド
労務手続きにもう時間をかけない

労務管理電子化クラウド
年末調整の残業にさようなら

年末調整申告書クラウド
毎月の明細書配布が驚くほど早く終わる

給与明細電子化クラウド

身上異動手続きのプロセスが3分の1に

身上異動届出クラウド
人材情報を整備し「見える化」できる

人材情報化クラウド
育成プランの作成を支援

人材育成クラウド
目標管理の運用を「仕組化」できる

目標管理クラウド

経理向けデジタル化ソリューション

■今の運用が簡単にフィット！全社員の経費精算業務が“楽”に！！
経費精算システム『楽楽精算』株式会社ラクス
対応製品：勘定奉行クラウド

■ダッシュボード＋業務ナビ機能で直感的な操作・情報の視える化を実現！！
経費精算システム『ManageAC』株式会社ITCS
対応製品：勘定奉行VERP

■Web口座振替受付サービスに対応、集金業務の合理化クラウドシステム
『KCS自動会計サービスクラウド』共立コンピューターサービス株式会社
対応製品：勘定奉行クラウド・商奉行クラウド

■社会保険・労働保険の電子申請を効率よく簡単におこなえるソリューション
電子申請e‐Gov連携ソリューション『Chalotte』株式会社ユー･エス･イー
対応製品：給与奉行VERP・給与奉行11

■工数管理機能が標準搭載・バイリンガル対応 きめ細かな要件に対応可能な勤怠管理システム
勤怠管理システム『Rocotime』株式会社ロココ
対応製品：給与奉行VERP・給与奉行11

労務人事向けデジタル化ソリューション

経理・販売・情報管理デジタル化ソリューション

■請求書の印刷・封入・発送の手間をゼロに！！
請求書電子化ソリューション『楽楽明細』株式会社ラクス
対応製品：商奉行クラウド

■受注・出荷業務をデジタル化、１クリック！スマート連携！
『Ecochange』株式会社グローバルワイズ
対応製品：商奉行クラウド

■自社の業務に必要なシステムをかんたんに作れ、円滑な情報共有を実現！
『Kintone』株式会社サイボウズ
対応製品：商奉行クラウド

■アプリケーションの操作手順を学習し,自動化･実現できるソフトウェア型ロボット
『WinActor』ヒューマンリソシア株式会社
対応製品：奉行シリーズ

奉行クラウドシリーズ・奉行Edgeシリーズ奉行11シリーズ

※コロナウィルス感染拡大防止の為、奉行シリーズ以外の製品は会場よりオンラインで製品のご紹介・相談をさせていただきます。予めご了承ください。

出展一覧 デジタル化ソリューション

来場者様向け申込Webサイト ▶ https://www2.obc.co.jp/evt/NY0350/210210/ 

【セミナー会場の新型コロナウィルス対策について】
参加者の皆さま、講師、スタッフの感染リスクをできる限り抑えるため、以下の対策を実施いたします。
1、セミナー会場の消毒実施。2、受付・セミナー会場入り口に消毒液をご用意いたします。3、セミナー会場は、空調の運転で換気を行います。
4、ソーシャルディスタンスの観点より、参加者と講師、参加者間の距離を保つ配置にいたします。5、セミナーの開催あたりの定員数を、収容人数の約半数に制限いたします。
6、感染予防のため、講師、スタッフはマスク着用にて対応いたします。
＜新型肺炎感染予防におけるご協力のお願い＞
弊社では、コロナウイルスの感染拡大に伴う予防策といたしまして、ご参加いただく皆様へ以下のご協力をお願いしております。
●マスク着用や参加前の手洗い/うがい/手指の消毒●渡航歴に関係なく、微熱・発熱・せき等の症状がある場合、参加をお控えいただく大変恐れ入りますが、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※また今後の感染拡大の状況によっては、開催中止/見送りする場合がございます。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

★来場者様向け申込Webサイト ▶ https://www2.obc.co.jp/evt/NY0350/210210/?p=AICH2001

★ライブ配信視聴者様向け申込Webサイト ▶ https://www2.obc.co.jp/evt/NY0351/210210/?p=AICH2001



貴社名

フリガナ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

該当する業種に
チェック☑をしてください

□小売業 □サービス業 □卸売業 □製造業 □ＩＴ・情報通信業 □建設業 □飲食業 □運送業
□不動産業 □金融・保険業 □アパレル業 □出版・広告 □医療・介護 □その他（ ）

ご住所

〒 －

E-mail
[必須]

ＴＥＬ ＦＡＸ

ご芳名

フリガナ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

所属部署 役職

該当するご担当業務にチェック☑をしてください。 □経営者 □管理責任者 □実務担当者 □システム担当者 □その他（ ）

お客様
区分

該当する区分にチェック☑をしてください。

□お客様（奉行シリーズのユーザー様） □お客様（奉行シリーズのユーザー様でない） □販売パートナー様

【 売上高 】 □5億円未満 □5億円以上～20億円未満 □20億円以上～50億円未満 □50億円以上～100億円未満 □100億円以上～300億円未満
□300億円以上～500億円未満 □500億円以上～1,000億円未満 □1,000億円以上

【従業員数】 □1～30名 □31~100名 □101～300名 □301名～500名 □501名～1,000名 □1,001名以上

本セミナーを何でお知りになりましたか？該当するものにチェック☑をしてください。

□郵送DM □OBCホームページ □FAXDM □新聞 □テレビ □奉行EXPRESS □メールDM
□OBC営業からの紹介 □販売代理店からの案内 （代理店名： ）□その他（ ）

FAX

参加希望 時間 セミナータイトル

□ 10:30～11:45

□ 13:30～14:45

□ 15:15～16:15
20年ぶりのIT基本法改正とデジタル庁発足による我が国のデジタルガバメント構想のポイント

～官の働き方改革であるデジタルガバメント構想とデジタル化による民の働き方の再改革方法の解説～

システム相談会

□ 10:00～16:00 OBCシステム個別相談 ※お申込後、ご相談時間帯についてご連絡をさせていただきます
□ 展示会のみ参加

※ 当セミナーは事前予約制です。「展示会のみ」「OBCシステム個別相談」もしくはご希望のセミナー欄にチェック☑ をつけてください。

ご紹介代理店

〒450-6325 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋25F
TEL：052-589-8930 FAX：052-589-8939

展示会入場登録時の混雑緩和の一助として事前
登録制を行っています。ＦＡＸにてお申し込み
ください。お申し込み後、「受付票」をE-mail
にてご返信いたしますのでE-mail アドレスは
必ずご記入ください。

同一労働同一賃金【直前対策】と今後大きな影響が予想される人事労務関連法改正のポイント
～社会保険適用拡大、70歳雇用など今後の事業計画に「影響大」の事項をコンパクトに解説～

デジタル時代における経理・税務の未来像
～制度改正の内容を交えつつ、経理・税務の在り方、変化への対応について～

【セミナー会場の新型コロナウィルス対策について】
参加者の皆さま、講師、スタッフの感染リスクをできる限り抑えるため、以下の対策を実施いたします。
1、セミナー会場の消毒実施。2、受付・セミナー会場入り口に消毒液をご用意いたします。3、セミナー会場は、空調の運転で換気を行います。
4、ソーシャルディスタンスの観点より、参加者と講師、参加者間の距離を保つ配置にいたします。5、セミナーの開催あたりの定員数を、収容人数の約半数に制限いたします。
6、感染予防のため、講師、スタッフはマスク着用にて対応いたします。
＜新型肺炎感染予防におけるご協力のお願い＞
弊社では、コロナウイルスの感染拡大に伴う予防策といたしまして、ご参加いただく皆様へ以下のご協力をお願いしております。
●マスク着用や参加前の手洗い/うがい/手指の消毒●渡航歴に関係なく、微熱・発熱・せき等の症状がある場合、参加をお控えいただく大変恐れ入りますが、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※また今後の感染拡大の状況によっては、開催中止/見送りする場合がございます。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

【個人情報の取り扱いについて】
本セミナーは㈱オービックビジネスコンサルタントと共催企業により運営されております。ご入力いただく個人情報は、弊社とお客様が指定した当フェアを運営する共催企業でそれぞれ管理されます。
弊社および共催企業はこの申込書に記入いただいたお客様の個人情報を、以下の目的でのみ利用いたします。
１．当フェアに関するお客様へのご連絡
２．個人情報を特定できない形式での統計資料としての利用

弊社の個人情報保護に対する取り組みは弊社ホームページ個人情報保護方針をご覧ください。（http://www.obc.co.jp）
共催企業に関しましては各共催企業へお問合せください。



ライブ配信も実施いたします！

基調講演① 10:30～11:45
同一労働同一賃金【直前対策】と今後大きな影響が予想される人事労務関連法改正のポイント
～社会保険適用拡大、70歳雇用など今後の事業計画に「影響大」の事項をコンパクトに解説～

基調講演② 13:30～14:45
デジタル時代における経理・税務の未来像
～制度改正の内容を交えつつ、経理・税務の在り方、変化への対応について～

基調講演③ 15:15～16:15
「失われたIT化20年」の問題点と20年ぶりのIT基本法改正とデジタル庁発足による問題解決の行方
～官の働き方改革であるデジタルガバメント構想がもたらす民の働き方の本質的な再構築の解説～

当日はWEBでも
ご視聴いただけます！

会場にお越し頂けない方は
ぜひご参加ください

ＯＢＣウェビナーご視聴までの流れ

https://www2.obc.co.jp/evt/NY0351/210210/?p=AICH2001

Zoomウェビナー接続テストはこちらのサイトより実施頂けます。ご視聴前にお試しください ➡ https://zoom.us/test/

ライブ配信専用申込サイト▶


