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事例紹介事例紹介
福井県厚生農業協同組合連合会
（JA福井県厚生連） 様

詳しくは
03ページを参照KAIZENクラウドってなに？

　私たちは、お客様と一緒に業務の

効率化と改善に向け知恵を絞りま

す。そのために、「KAIZENエージェ

ント」と呼ばれる IT による業務効率

化の専門家をお客様ごとに配置しま

す。

お客様の立場で01

　私たちは、クラウド（Google Apps）

によってお客様とつながることで、シ

ステムの効率的な開発と安定した運用

をご支援します。毎月 2回までの機能

改修が可能な保守サービスにより、継

続的な改善をお約束します。

継続的に02

　私たちは、無駄に機能を作らず、お

客様の手になじむ道具としてのシステ

ムをご用意します

Google Apps の持つ特徴・機能をフ

ル活用することによりリーズナブルな

業務効率化を実現します。

リーズナブル03

KAIZENクラウドってなに？

営業業務の効率化 たとえば、営業パーソンの情報共有をもっと簡単に

棚卸業務の効率化 たとえば、棚卸にかける時間をもっと短く

秘書業務の効率化 たとえば、役員のスケジュール管理をもっと手軽に

社内情報共有の効率化 たとえば、社内ポータルとグループウェアのフル活用

手書き、Excel、2重入力…これまで当たり前だ（これでいい）と思っていた作業を

リーズナブルにクラウドで。

お気軽にお問い合わせください。

お客様の業務効率化に貢献するために、 私たちの持つ効率化ノウハウと開発パワーを、
クラウドを通じて継続的かつリーズナブルに提供します。
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福井

株式会社永和システムマネジメント

TEL:0776-25-8495 IT サービス事業部担当　谷川、羽根田

東京 TEL:03-6206-0880 IT サービス事業部担当　谷川、羽根田

サービスブログで情報を発信中
Kaizen Cloud Blog
GoogleAppsScript でハッピーワークライフ

GoogleApps をフル活用してお客様の業務効率化に日々邁進する
エンジニアによるブログです。GoogleAppsScript にこだわらず、
幅広くゆるいテーマでお届けします。

http://blogs.kaizen-cloud.jp/ブログはこちら

Google Apps Script で過ごすラクラク事務ライフ
GoogleAppsScript で目の前の事務担当者の困りごとを解決していくブログ

Google Apps を導入したのに誰も使ってくれないという導入担当者、
いまの時代もうちょっとうまく仕事やれない？と思っている担当者の
方に向けた自動化のヒントを提供します。

http://rakujimu.blogspot.jp/ブログはこちら
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『シャドーIT』

事例紹介

これまで２０年間悩んでいたことが
解決できました。



　今回は、県下 JA組合員並びに地域住民や企業向け健康診断 (以下、
健診 )や健康教室を行っている福井県厚生農業協同組合連合会（以下、
JA福井県厚生連）様の導入事例をご紹介します。

今回インタビューさせて頂いた笹島様（右）、山下様（左）です。

KAIZENクラウドサービス

事例紹介

福井県厚生農業協同組合連合会
（JA福井県厚生連） 様

住        所     〒910-8564   福井県福井市大手 ３丁目2番18号（福井県農業会館６階）
　　　　　　   TEL 0776-27-8292  /  FAX 0776-27-8294

̶まず、お二人の業務内容について
　お聞かせください。
　わたしたちは、県内の JA、企業や自治体に伺って、
従業員の方や各地域住民の皆さんに対して健診を
行っています。そのために、毎月、健診に行くため
のシフト割当て（以下、シフト）を作成しています。
つまり、「いつ・どこに・だれが・どのバス（健診バス）
に乗って訪問するか」を決める作業です。スタッフ
（職員・パート）も多く、健診バスも複数台保有し
ていることもあり、このシフト割当て作業には毎回
苦労していました。
　また、割り当てたシフトと実際の稼働実績に基づ
いて、パート職員の給与計算も行っています。こち
らも、間違いが許されず、大変な作業でした。

̶具体的に、これまでどれくらいの日数をかけて作
　業をされてたんですか。
　正確に時間を測ったわけではありませんが、日数
にすると毎月のうち１週間はこれら作業に携わって
いたと思います。

̶作業に１週間かかった主な理由はなんだったんで
　しょうか。
⑴ 確認作業に時間がかかっていた
　シフト作成やパートさんへの依頼簿をはじめ、手
作業で Excel ベースの書類を作成していたため、間
違いがないかの確認作業が必須でした。万一、スタッ
フや健診バスを同時に別の場所へ割当ててしまって
いると大変なことになってしまいますから。そのた
め、作成した書類を毎回４人で読み合わせをして、

http://www.ja-fukui.or.jp/kouseiren/

20年間悩んでいたことが
解決できた！

作業時間が 10分の１に！

現場が混乱しないように！

KAIZENクラウドは、
とても「やわらかい」！

こちらでは、企業向けだけでなく、自治体（市町）
からの委託で地域の住民のみなさんへの健診も
行っており、地域に根差した活動をされています。 
今回インタビューさせていただいたのは、健康福
祉部健康診断課 課長補佐の笹島さんと、師長の山
下さんです。笹島さんは、技術スタッフのリーダー
としてシフト割当てをされています。また、山下
さんは、パートの給与計算他、事務作業全体の取
りまとめを行っています。

これまで２０年間悩んでいたことが
解決できました。
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Google Appsユーザー会
第27 回 Google Apps ユーザー会＠東京で発表してきました !（担当：羽根田）

セミナーのご案内
第1回GoogleApps ハンズオンセミナー開催

（担当：谷川）シャドー IT

前回、企業が管理していないＩＴツールを業務で勝手に利用する「シャドーＩＴ」についてご紹介し
ましたが、今回は、そのサービスが引き起こす問題点についてお話させていただきます。一般的にシャ
ドーＩＴの代表ともいえる利用方法は「ファイル共有サービス」です。
これは、インターネット上のサーバにドキュメントや画像などのファイルを置くことによって、イン
ターネットを通じて、どこからでもそのファイルにアクセスでき、他のユーザーと共有できるサービ
スのことです。たとえば、仕事量が多くて会社で終わらすことができない場合、必要なファイルをこ
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1. Google Apps ユーザー会員のGoogle Apps 最新情報の入手と共有。

2. Google Apps ユーザー会員同士の相互の親睦、研鑽。

3. 会員間の Google ソリューション利用の情報収集と意見交換。

4. サポーター企業から独自ソリューションについての情報提供を目的
　 としたコミュニティで、弊社もサポーターとして参加しています。

というタイトルで、サービス事例を紹介させて頂いたので、その紹介をさせて下さい。
GoogleApps には、メール、カレンダー、ドキュメント、ハングアウト、などのたくさんのサービスがセットになっています。単体で使っていくことでも十分
にメリットはありますが、弊社はそれらのサービスを繋げることで、簡易的なシステムを作り上げることをサービスにしています。ドキュメントに書かれた情報
を基に、メールを配信する、とかカレンダーに予定を登録する、とか決められた形式の書類を作成する、とか人手でやっていることを自動化するイメージです。
ただ、システムを使う方からすると、作るまでよりも作り終えて実際に使い始めてから、本当のやりたかったことや、思い違いが見えてきます。我々は、システ
ムを手になじませていくことを念頭に、使い始めてからKAIZENしていくことをメインのサービスとしています。発表では、使い始めてから毎月10以上あった
改善項目を約半年間継続的KAIZENすることで、5件以下 /月まで持っていった話や、あるある話をどのようにプログラムで乗り越えてきたのかを紹介させても
らいました。まさに、手になじませるまでのいい話・悪い話含めて発表できたかと考えています。
このようなサービスを行っている企業はあまりないらしく、発表終了後には、いくつかのユーザー企業様からお声掛け頂き、GoogleApps の普及状況や、現場
で起きている生の問題を聞くことができ、大変有意義な時間を頂けました。
今回は、サポータセッションの内容を紹介させてもらいました。今後も引き続き、ユーザー会からの最新情報を皆様にお伝えしていきます！

　永和システムマネジメントの羽根田です。事例新聞では、初めて記事を書かせて頂き
ます。今後、ユーザー会の参加報告や、弊社の活動報告などを寄稿できれば、と考えて
います。よろしくお願いします。
　9月 29日に開催された、第 27回 GoogleApps ユーザー会に参加してきました。
GoogleApps を導入されている企業の担当者やヘビーユーザーが100名ほど、参加さ
れていました。Google 社からの、最新アップデータ情報や導入企業の方からの普及啓
蒙活動が紹介されました。最後に、 社内外向けの新しいコミュニケーションプラット
フォームであるデジタルサイネージ (ディスプレイを媒体とした映像などの情報を表示
する装置 )の活用法について参加者でディスカッションし、大盛り上がりの中で終了し
ました。2時間はあっという間で大変有意義な時間です。
　その中でサポータセッションとして、「継続的KAIZENで手になじむ業務システムを！」

【これから始める人向け】Google Apps Script ハンズオン
～ラクラク事務ライフを目指す！定型作業・2重入力は、
Google さんにやってもらいましょう～

日　時：  2 月 5日（金）16:00 ～ 18:00
場　所：  株式会社永和システムマネジメント
定　員：  10 名

https://esminc.doorkeeper.jp/events/37545
お申し込み

株式会社永和システムマネジメント　IT サービス事業部

tel：03-6206-0880　担当　羽根田

お問い合わせ

Google Apps ユーザー会とは？

第1回
GoogleApps ハンズオンセミナー開催

日　時：  2 月 23日（火）14:30 ～ 16:30
場　所：  株式会社永和システムマネジメント
定　員：  10 名

https://esminc.doorkeeper.jp/events/38846

お申し込み

株式会社永和システムマネジメント　IT サービス事業部

tel：0776-25-8495　担当　谷川、羽根田

お問い合わせ

第3回
KAIZENクラウドサービス事例紹介セミナー開催

日　時：  2 月 24日（水）14:30 ～ 16:30
場　所：  株式会社永和システムマネジメント
定　員：  10 名

https://esminc.doorkeeper.jp/events/38847

お申し込み

株式会社永和システムマネジメント　IT サービス事業部

tel：03-6206-0880　担当　谷川、羽根田

お問い合わせ

第3回
KAIZENクラウドサービス事例紹介セミナー開催

のサービスにアップロードすることにより、自宅や外出先でも仕事を進めることができます。そのため、悪意を持ってではなく、むしろ仕事を効率よく
こなす（片づける）ために、このサービスを利用する方もいらっしゃると思います。
しかし、Ｗｅｂサービスの世界はあまりにも進化が早く、こうした個人向け（無料）ツールでは頻繁に仕様変更が行われます。
極端な場合には、利用し始めの段階ではアップロードしておいた業務用のファイルを非公開設定にしていたにも関わらず、いつの間にか、仕様変更によ
り公開設定になってしまっていることも起こり得ます。そのため、会社の機密情報がネット上に流出してしまい企業として多大なる損害を被るというこ
とも考えられます。
こういったことから、企業としては、会社内にひそむシャドーＩＴ問題について対策を講じなくてはいけません。

次回は、企業側の「シャドーＩＴ対策」について考えていきたいと思います。

間違いがないかダブルチェックを行っていました。
⑵ ひとつの修正が全体を見直すことになる
　また、何か変更があった場合に、全体的に見直し
が必要な場合もあります。例えばシフトを変更する
場合、他の職員の休日・夜間・早朝の割当も再度考
慮しなくてはいけないこともあり、とても気を使う
作業でした。

̶これまで、システム化しようとはされなかったん
　ですか。
　実は２０年前から、システム化しようと何度か検
討しています。パッケージソフトの利用を検討した
り、オーダーメイドでシステム開発をお願いしよう
としたり。でも、パッケージソフトはそのままでは
業務にマッチしないため、業務のやり方をパッケー
ジソフトに合わせないといけなくて無理でした。ま
た、オーダーメイド開発についても、なかなか業務
にマッチしたシステムにならなくて…。

－今回、弊社のKAIZENクラウドサービスを選ん
　でいただいた理由はなんですか。
　これまでのシステム開発では、最初に全ての仕様
（要望）を打合せして、一気に開発してもらうよう
な流れだったんですが、それだと出来上がったシス
テムが思っていた内容と違っていた時の変更や追加
修正がなかなか大変だったんです。でも、KAIZEN
クラウドの場合は、少しずつ開発してその都度確認
できるということだったので、その点が安心でした。
また、開発しながら確認できるので、業務にあわせ
た変更や追加修正をお願いできることがいいと思い
ました。また、今回Google Apps をベースにして
開発してもらったこともあり、何かわからないこと
があったときに、来ていただかなくても、永和さん
と同じ画面を見ながらネット越しに相談できるとい
うことも魅力でした。
 
 
̶稼働してからおよそ半年。ここまで、利用されて
みていかがですか。
　まず、劇的に作業効率がアップしています。これ
まで数人がかりで１週間かかっていた作業が、一人
で半日あれば出来るようになりましたから。今まで
Excel やWord で作成していた、パート職員への作

業依頼簿や、月次の計画、他には給与明細もシステ
ムが自動的に作成します。
　あと、細かな便利機能も作っていただきました。
例えば、スタッフの稼働状況の一覧や、健診会場へ
の到着時刻を予測（自動計算）することもできます。
これって、今まで結構大変だったんです。
　もう一つ、これまでは毎月２０日締めの翌月１０
日払いだったんですが、システム化することによっ
て、月末締めの翌月１０日払いにすることができた
のも大きな改善です。

̶システム化にあたって注意した点はありますか。
　システム化することにより、現場のスタッフが混
乱して、健診を受ける皆さんにご迷惑をかけないよ
う、特に書類については見た目をあまり変更しない
ようにしました。これにより、現場スタッフは混乱
することなくこれまで通り作業することができてい
ます。

̶今回、KAIZENクラウドサービスについて何か感
じたことはありますか。
　開発がスタートする時点では、正直不安もありま
した。でも実際に開発がはじまってみると、毎週打
合せに来ていただき、顔を見ながら話しが出来まし
たし、話した内容をちゃんと理解していただけてる
かどうかも確認することができ、日を追うごとに安
心感が増しました。
　なにより、短期間でこんなにしっかりしたものが
出来たことに正直びっくりしています。
　今回作っていただいたシステムを、今まで利用し
ていたスプレッドシート（Excel）に、似せた作り
にしていただいたのも良かったです。使い勝手はス
プレッドシートなので、例えば項目を増やしたり、
色を変えたりといったことが、私たちにも可能です。
例えが適切かはわかりませんが、とても「やわらか
い」システムになりました。

これまで２０年間悩んでいたことが解決できまし
た。とても満足しています。

in FUKUI in TOKYO

あなたの健康づくりをサポートします！
皆さまの事業所に健診車でお伺いします

健康診断は JA 福井県厚生連に
おまかせ下さい !

JA 福井県厚生連に
おまかせ下さい !


