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人を呼べない
汚さ

恥ずかしい！



•「はじまり」をつくる会社
• デジタルでみんなを幸せ！

*

Digital Re-Creation Since1983

『「ワークライフバランスとテレワークの先駆者企業の
語る 採用、BCP、業務継承、子育て、地域活性化、若
者の定着を促進するテレワーク事例」

』



内容

• テレワーク先進事例
• どこでも働ける時代 色々な場所で 常時接続のバーチャル本社がリアル！

• ワークライフバランス 社員主導で就業規則などを変更！
• 「働きやすい職場づくりは 全員参加で」
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デジタルでみんなを幸せ！

事業内容

• 大規模な金融インターネットサービス
（ 20年超）

• デジタルをロジカルに利用して環境保護
と経済合理性を追求するSDGｓを実現す
る社会をつくる。

• いつでも、どこでも楽しく暮らせるデジ
タル環境を自ら利用し、提案する。

• 地域社会のさまざまな課題を多様な人々
との出会いの場 バザールバザールで

• Co-Learning



日本マイクロソフト株式会社

高知大学

取引先銀行

三井住友銀行 東京中央支店
三菱UFJ銀行 日本橋支店
みずほ銀行 神田支店

加盟団体

（社）日本ニュービジネス協議会連合会
（社）東京ニュービジネス協議会
（社）東京商工会議所
（社）日本テレワーク協会



十人十色でなく 一人 十色
自らデジタル（ペーパーレス）を徹底。 80年代から電子手帳から携帯で 予定表、電話帳は電子化
消しゴムは90年代から持ち歩く習慣はない。 21世紀になって利用したのは3日だけ。

1982年2月 Pascalからコンピュータを学び、M-Basic80でプログラミングス
タート NEC PC8801-9801でBasic アセンブラーを学ぶ
主としてワープロや教育用プログラムをフリーランスで開発。

1984年7月 有限会社デュアルシステム入社 マルチタスクOS全般、
IO,BIOS,DIAG,IPL、DEBUGGER MONITORなど全般に渡るデザインとプログラミ
ングを行う スーパーエンジニア
1986年9月 同年7月の創業者早逝に伴い、 株式会社デュアルシステム (現ダンクソフ
ト） 代表取締役就任
1986年 （社）ニュービジネス協議会入会 さまざまな役職を歴任 2003年より理事
1987年 通産省認定 特種情報処理技術者
1991年 ノベル社 ネットワーク管理者、技術者
1988年ー NEC BITINN秋葉原 アセンブラー、WINDOWSなどの講師
2000年ー ヴェリサイン社 セキュリティー管理者、技術者
 2011年ー 株式会社中央エフエム 社外取締役 就任 中央区への地域貢献（ものごころのついた場所） パーソナリティー

 2012年－ 徳島県 集落再生アドバイザー 委員

 2014年ー 日本パエリア協会 理事

 2015年ー 山口県サテライトオフィス誘致協議会 アドバイザー

 2017年ー 日本ニュービジネス協議会連合会 バザールバザール推進リーダー（１７）COPYRIGHT DUNKSOFT 2013



デジタルアーキテクト Profile

 1956年 日本橋小舟町で物心がつく （出生の本籍地は 千代田区北九段一丁目）

 1978年 亜細亜大学経済学部卒

 1984年 株式会社デュアルシステム（現 ダンクソフト入社）

 1986年 創業者 急逝に伴い 会社存続を遺族に請われて代表取締役に就任

 1986年 通産省認定 国家試験 特種情報処理技術者 （現在はシステムアナリスト技術者）

 1991年 Netware ネットワーク管理者 技術者

 1993年 Verisign セキュリティー管理者 技術者

 82年ー アマチュア時代に日本語、ロシア語のワープロ作成

 教育ツール CAI オーサリングツールなど作成

 84年にプロ 制御系開発 マルチタスクOS基本ソフト開発

 BIOS, DIAG IPL デバイスドライバー SIO,PIOなどをアセンブラー言語で開発

 気象庁 光化学情報配信システムや S銀行ATM端末の通信制御

 86年より 工場内の自動倉庫などアプリ開発のSEに

 NEC BITINN 講師 言語、OS（C,アセンブラー DOS,WINDOWS,OS/２など）

 90年代以降 自社開発システムで 主としてメディア、サービス業界の複雑多岐に渡る 売掛、買掛、経費など 人、モノ、金を統合する基幹業務をデザイン、構
築 （広告代理店、出版社、結婚式場などで利用されている。）

 2000年以降は インターネットとの連携でシームレスな業務モデルの運用、構築

 2004年以降 NBC IT委員長 事務局の合理化推進 WEB連動の会員システム
 現在はBazaarBazaarで全国ネット化 推進中

2007年以降 自社のデジタル化を手掛け ほぼ同じデータを二度入力することの
ない情報モデルをさらに進化



DUNKSOFT Strategy 重点課題
•１．デジタル・デバイドの解消
•２．より良いコミュニティへの活性化



定着による （継続）
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ダンクソフトのスマートオフィス



導入のメリット 課題

企業
 人材確保（採用、離職防止）
 BCP対策
 コスト削減
 ワークライフバランス
 生産性向上

従業員
 雇用
 子育て・介護との両立 ー 痴呆 難病
 アクティブシニア や 無業の若者
 居住地の選択
 通勤時間削減⇒余暇の有効活用
 やりたいことを諦めずに働くことができる（複業）

 インターネット通信速度
 空港などからのアクセス
 生活環境

（古民家利用時の水回り等）

社会
 環境保護（エコロジー） 300冊の書籍で 20年かかる大木の森林保護！

ダンクソフトのスマートオフィス



ダンクソフトのスマートオフィス

スマートオフィスに必要なもの・望ましいもの

地元
 部外者（よそ者）を受け入れることができる風土
 NPO法人などスマートオフィス支援団体

行政
 空港などからのアクセス方法の支援（レンタカー、駐車場）
 地元の方との橋渡し（人脈作り、仲介）
 物件支援

業種
 ほぼ全般

（製造業や農業など「定まった場所」でないと行えない業種以外）



みなさんの会社のデジタル度？ YES/NO
１．現金がない。

２．紙がない

３．引き出しがない。

４．複合機がない。

５．FAXがない。
６．社内サーバーがない。

７．電卓は使わない。

８．総務、経理、人事部門がない。



日本マイクロソフト 平野社長 2017年10月
ダンクソフトのペーパーレスオフィス視察！

「お金のために働くのではなく、目的
のために働くというダンクソフトの想
いに共感する企業は多いと思う」と言
葉をいただき、ダンクソフトの「楽（楽
しく）」働くというビジョンにも共感いた

だきました。





テレワークによるメリット

• 経営者の勉強会で知り合った 女性は 東京の空手着メーカーの
2代目

• ラーメン店の男性と遠隔恋愛の末に大分へ
• 猛反対だった母親（社長）は 星野と話してICTの未来を感じて
• ピンチをチャンスにと送り出す。

• 5年経過 お子さん2人連れて東京に戻り そろそろ 事業継承の
準備に！

• その他、男性社員が広島転勤で 営業所確立
• 沖縄転勤で退職？ の女性が1か月後にはテレワークで事務処理
を継続



―全員参加型の未来企業を目指してー



20年企業を変革するために
•就業規則を社員発案で改定

• 産休 3年
• 子育て、介護 有休 プラス20日間

•新入社員が採用担当
•クレームは一番下から ボトムアップで徐々に
•会社案内をつくる
•自社サイトも新人がリニューアル
•プライバシーマーク取得時に 引き出しのない 家具に
•金曜日は オフィス清掃！
•ロゴ変更が社員の発案で！
•伊豆高原にサテライトオフィス
•徳島県の田舎にサテライトオフィス



社員主導 いいだしっぺ制度で
Engagement
•全員が当事者意識の会社に



ダンクソフトのテレワーク経緯
2005 2006

在宅勤務 在宅勤務 + サテライトオフィス + モバイルワーク

売却！
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