
事業承継は、会社存続にかかわる大きな問題であり、多くの経営者の頭を悩ませています。
コムデックでは、初代社長の増川氏の時から家業にしない、社内承継と決めており私も38才の時に血縁関係なく実力で社長を承継しました。

経営者が考える「継がせたいタイミング」と、後継者が考える「継ぎたいタイミング」を合致させることは難しいのですが、幸い弊社では双方の合
意が得られましたので、25期を終えたタイミングである8月1日付で「生田専務」に禅譲することにいたしました。

弊社では新卒採用を開始してから6年が経過し、若手が育ち、業務は彼らと生田新社長を中心とした若手メンバーで回っておりますので、私は
バックオフィス全般（総務・経理）の運営と採用業務になります。
明るく、元気な平均年齢 30歳のメンバーからすると、50歳になる私が会社にいると少々煩い存在かもしれませんが、これまでと変わらず会社
におりますのでこれまで通り、お気軽にお立ち寄りください。

コロナ禍により生活だけでなく、働き方、そして多くの価値観の変化が加速し、また弊社ではDX（デジタルトランスフォーメーション）が進んだこ
とで、長年積み重ねてきた多くの紙にまつわる知識、ノウハウが一気に色褪せてしまいました。
それでもまだまだ年長者が持つ知識、ノウハウが役に立つ場面も多々あろうかと思いますので、今まで前から支えてくれたメンバーを今後は後ろ
から私が支えられるように、今後も頑張って参ります。

これまでにない強力なメンバーで26年目を迎えたコムデック、生田新社長をはじめとしたスタッフ一同をよろしくお願いいたします！

社長交代します

コムデック　取締役会長　樋口 雅寿
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6 月の IT 活用戦略セミナーでは、昔からお付き合いのあるお客様も、
ごく最近コムデックを知ってくださったお客様も、多くの方にご来場い
ただきました。
そこで様々な方からお伺いしたのは「知らない顔が増えた！」「担当者
以外わからない！」というお声。
例年であれば Imadoki5月号で社員紹介を行っているのですが、昨年
度は「従業員の自己紹介コーナー」として毎月一人ずつのご紹介でした。
新社長に世代交代し、新たな顔ぶれも増えてまいりました。直接かかわ
りのある担当者以外の顔も是非覚えていただきたいということで、今月
の Imadoki は久しぶりの社員紹介号です！

社員紹介

長きに渡りコムデックの発展に尽力してこら
れた樋口社長からバトンを受け取り、この度
代表取締役となりました生田です。日々のサ
ポートやオウンドメディア、YouTube 等様々
なところで、「伊勢から IT で日本を元気に」し
ていきたいと思っておりますので、何卒ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

生田 智之

年齢：38 歳
出身：奈良県
一条高校→
三重大学工学部
分子素材工学科

いくた    ともゆき

第 25 期をもって社長業を生田専務に引き継
ぎました。Imadoki のトップページコラムは変
わらず私が担当しますので（笑）、今後ともよ
ろしくお願いいたします。業務としては、今後
は経理・採用等、バックオフィス全般の統括、
そして趣味のボート釣りも頑張ります！

樋口 雅寿

年齢：49 歳
出身：伊勢市
鳥羽商船高専
制御情報工学科

ひぐち　まさとし

８年目となり、社歴は長いほうになってきまし
た。YouTube デビューもしましたので、ぜひ
kintone 芸人のチャンネル登録お願いします！

佐田 薫士
年齢：29 歳
出身：多気町　鈴鹿高専専攻科

さた　くんじ

主に kintone/Dropbox/LINEWORKS 等の
クラウドサービスを活用した生産性向上への取
り組みを各社様に合わせてサポートさせていた
だいております。
古株になりましたが、初心を忘れず精進してま
いります！

西道 涼
年齢：29 歳
出身：松阪市　三重高校→広島大学

さいどう　りょう

主にネットワークや PC、Microsoft365 の担
当をしております。
ハードウェアに関するお困りごとは、なんなりと
ご相談ください！
今年 4月に第二子が誕生し、日々子育てに奮闘
中です。

濱口 裕汰
年齢：27 歳
出身：松阪市　三重高校→中京大学

はまぐち　ゆうた

今では当たり前になったリモートワークです
が、実はコムデックのリモート社員第一号で
す！家＆会社のハイブリッド勤務で、主にライセ
ンス管理と総務を担当しています。
入社時には 1 歳だった息子が早いもので 5 歳
になりました。

平石 理子
年齢：36歳
出身：松阪市
　　　三重高校→鈴鹿大学 養護教諭専攻

ひらいし　みちこ

就職を機に地元である伊勢に U ターンして参
りました……と言っていたのがもう三年前、気が
付けば社歴も割と長い方になってきました。
社内ではシステム開発を中心に担当させて頂い
ております。

齋藤 和輝
年齢：26歳
出身：伊勢市　宇治山田高校→名城大学

さいとう　かずき

kintoneや KING OF TIME、MoneyForward
等の導入をしつつ、ちょっと総務をやったりオウ
ンドメディアの記事を書いたり、最近はTikTok
の動画も撮影したりしています。伊勢から遠く
離れた静岡の地でも変わらず皆様のサポートを
させていただきます！

徳田 幾美
年齢：29 歳
出身：静岡県　静岡大学

とくだ　いくみ

主にYoutube の撮影やHP、ラボ、SNS 等の
広報を担当しています。
趣味はネイル、お酒、ツーリングです！最近は山
登りもはまってます！

河井 由紀
年齢：25歳
出身：伊勢市御薗町

かわい　ゆき

kintone の対面開発や、販売管理システム、
Coopel という RPAツールの導入などを担当し
ています。プロ野球チームである東京ヤクルトス
ワローズのファンです。ネットと球場以外で仲間
に出会ったことがありませんので、もし同志がい
らっしゃいましたら是非お声がけください！

島上 雄介
年齢：34 歳
出身：明和町　松阪商業 (情報処理科 )→
名古屋情報メディア専門学校→北海道情報大学

しまがみ　ゆうすけ

kintone、KING OF TIME、MoneyForward
の導入や IT導入補助金申請など、
多方面でお客様の業務改善を支援させていた
だいています。
最近ハマっていることは筋トレです。全国のエニ
タイムでお会いしましょう！

前村 拓哉
年齢：28 歳
出身：伊勢市　伊勢高校→神戸大学

まえむら　たくや

1月に入社したばかりの新人です！
主にライセンス発注と営業、オウンドメディアの
アシスタントを担当しています。
趣味は、PCゲーム・ボードゲーム・サバイバル
ゲーム・etc...○○ゲームが趣味です！

西 一樹
年齢：24 歳
出身：伊勢市　松阪商業高校→名城大学

にし　いつき

今年 3月に中途入社いたしました。
前職でのシステムエンジニアの経験を活かしな
がら kintone 案件を中心に担当していく予定
です。
お客様のご要望にプラスワンのご提案をさせて
いただけるよう頑張りたいと思います。

山本 裕也
年齢：30 歳
出身：旧美里村（現 津市）
　　　津高等学校→名古屋大学

やまもと　ゆうや

大学進学からずっと愛知県に出ておりました
が、地元が恋しくなり伊勢市に戻ってきました。
3 月からの入社でまだまだ未熟ですが、IT サ
ポート部のアシスタントとしてフットワークの軽
さを活かし、頑張って参りますのでよろしくお願
いいたします！

岸 怜奈
年齢：29 歳
出身：旧南島町（現 南伊勢町）
　　　宇治山田高等学校→愛知学院大学

きし　れいな

弊社では、年間約200万円の採用費用を使っており、マッチングミスによる早期
退職は採用、教育コストの無駄になるため慎重に選考を行っています。
 　　　　　　　　　　は、社員との性格的なマッチング、人材MAPから行動・
思考の多様化が図れるか確認するため必須ツールとなっており、1 回 2,000 円
と安価なこともあり皆様にもオススメ採用ツールです！

コムデックの採用ツール

COMDEC
新社長 取締役会長



5 月の Imadoki でご案内した IT 導入補助金 2022、コムデックでは続 と々申請いた
だき、採択結果も出始めております。
7月中旬現在、A・B類型は2次締切、デジタル化基盤導入類型は4次締切分まで
の結果が発表されました。今のところコムデックから申請いただいたお客様
の採択率は88%！
A・B類型、デジタル化基盤導入類型共に、お申込みいただいた皆様のほとんどが採
択となっています。

今年度の IT 導入補助金は、1次締切の結果発表時から「申請数」と「交付決定数」が
公表されています。この申請数と交付決定数を確認したところ、A・B 類型は採択率
55%、デジタル化基盤導入類型はなんと採択率 87%でした。
以前お伝えした通り、デジタル化基盤導入類型は会計・受発注・決済・ECに係るツー
ルのみ補助金申請を行える実質「インボイス型」です。

追加のスケジュールも発表されましたので、特にまだインボイスに対応して
ない請求書発行ソフトをご利用されている企業さまは、是非この機会に IT
導入補助金の活用をご検討ください。

サテライトオフィスランキング　全国 1位「osoto Hitoyoshi」熊本県人吉市を訪
問してきました！
運営されている株式会社システムフォレスト様は、弊社がクラウドビジネスを始める
きっかけを頂くなど、同じく地方で頑張るIT企業として目指してきた存在でもあります。

ご記憶されている方も多いと思いますが、熊本県人吉市（人口約３万人）は、暴れ川
と云われる“球磨川”の大氾濫によって、令和 2年に4m近い浸水地区が出る激甚
災害に遭遇しました。
激流と浸水で空き地だらけになった街の様子は余りに酷く、災害から回復の途上で
あることを体感させるだけでなく、実際に災害から２年を経過した今も約 673世帯
1358人が仮設住宅で暮らされているなど、復旧作業は長期化しています。

人吉市の希望となる施設でもある「osoto Hitoyoshi」は、システムフォレスト 富山
社長の地域愛の結実であり、新しい働き方を体現する場でもあります。
人吉市の皆さんのお役に立ちたい思いもあり、生田新社長の方針で早速「osoto 
Hitoyoshi」でのコムデック合宿が決定しました！
合宿後にまた詳細なレポートをお届けいたしますが、ご興味ございます方は是非
QRコードからホームページをご覧ください。

「Camping Office osoto」は、コワーキングスペース、イベ
ントスペース等としてキャンプ用品で有名なスノーピークが
提唱する「osoto」のノウハウを活かし、新しいワークスタイル
が体感できる場です。
また、自然と社員がワクワク・イキイキ仕事に取り組み、企業
同士やフリーランスの方々が交流し、仕事が創出され、地域
の方 と々も気軽に繋がれる場所となっています。
人・事業・地域間の「コミュニケーション」「コラボレーション」
「イノベーション」が自然と創出、促進、発展する未来に向けた
地域の拠点となっています。

株式会社コムデック
〒516-0007　三重県伊勢市小木町484-1
TEL 0596-31-1100　HP www.comdec. jp
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IT 導入補助金 2022速報

IT 導入補助金 2022 スケジュール

A・B類型

終了済

終了済
終了済
終了済

8月8日 ６月１３日４次

９月５日 6月２７日5次
１０月３日 7月１１日6次
未定 7月２５日7次

未定 ８月８日8次

未定 ８月２２日9次

未定 ９月５日10次
未定 ９月２０日11次
未定 １０月３日12次

デジタル化
基盤導入類型

デジタル化
基盤導入類型

A・B類型

87%54506266

55%35356434

採択率採択数申請数

ワーケーション施設全国No.1　osoto HitoyoshiImadokiアイテム


