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（情報処理サービス業）

積極的に業務の話が交わされる、
明るい雰囲気の社内。
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地域密着型システムで地元に貢献。 独自の開発力でサービスを拡大。
県内Ｉ
Ｔ業界の先がけとして創業し、
40周年を
迎えた株式会社システムベース。
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ことを目指しています。
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代表取締役社長
青柳秀夫
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業務
（主にプログラム開発、
レビュー）

学生記者の企業リポート
仕事のやりがいは？

根田さんにとって現在の仕事は、以前から興味をもって
「こ
の道に進みたい！」
と希望していたもの。やりたかったことが
仕事になり、
自分が作るプログラムがだんだん形になっていく
過程には、
非常にやりがいを感じるとおっしゃっていました。
ま
た、県内シェアが90％を超え、地域の企業との関わりも深い
同社。根田さん自身も県内出身であるため、
地元のために仕
事ができることも、
やりがいのひとつだそうです。

職場の雰囲気は？

同社では、明るく・楽しくがモットー。パソコンに向かう時の社員の皆さんの様
子は、それぞれが集中しながら業務にあたっていて、まさに真剣そのものでし
たが、取材中の写真撮影や社員の方同士が話をしている姿は、どこも熱心で
かつ和気あいあいとした雰囲気を感じました。また、
「仕事で分からないことや
高い技術が求められる業務でも、先輩や上司が丁寧に教えてくれるから安心
して取り組むことができる」という根田さん。社内でのフォロー体制がしっかり
していて、のびのび働くことができることも魅力のひとつだと感じました。

会社のこれからは？

ＩＴに関わる技術もさることながら、県内出身者の採用に積極的なこと
や、地元企業を中心とした営業スタイルにも表れているように、地域に
根差した企業として事業を展開する同社。プログラムに携わる技術を
身につけるには10年程度の経験が必要といわれるなか、そ
のための教育にも熱心に取り組むことで常に優秀
な人材が育つ環境が整っています。地域の人材
を育て、地域の企業に還元していく循環が同社
のさらなる飛躍につながるのだと感じました。

企業への情報システム開発実績を誇る。
●データセンターを所有し、
クラウドビジネスを
拡大している。
●教育システムや福利厚生が充実。
育児休暇、

報処理サービスを提供。県内企業を中心に業種に

介護休暇の利用率が高い。

合ったシステム開発および提案を行っています。

事 業 内 容 クラウドサービス、
コンピュータ・システム機器
販売、個別ソフトウェア・パッケージソフトウェア
の設計・開発、
Ｉ
Ｔセミナーの企画・実施、
ソフト
ウェア・ハードウェアの保守サービス
資 本 金 3,000万円
従 業 員 数 173名
平 均 年 齢 34.6歳
設
立 1973年9月
売 上 高 20億3,000万円
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●県内屈指の開発スタッフ数、
有資格者数、
県内

www.systembase.co.jp

業という地域密着型の企業です。

合った独自の機能をサービスとして提供していく

がら、
目標達成に向かって仕事に励

企業の強み

株式会社システムベース

ステム開発案件の仕事を継続し、
スタッフを育

また、
これらのビジネスをつくり出す優れたシス

での行動倫理を備えていってほしい
ということです。
この二つを意識しな
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ネットワークを使ったサービス
「クラウド」
の普及に

用にこだわり、
社員の9割以上が県内出身者。
ま
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だと思います。

以上が岩手県内にある流通業、製造業、小売
企業コンセプトとするのは
「地域密着型のシス

業務
（主にプログラム設計、開発）

すが、学生のうちに友達
や趣味などを増や

企業コンセプト

して、組織に入る以上、集団のなか

仕事の内容

反応が直に感じられると
思い決めました。

多くの有資格者が確かな技術と知識で活躍。

事に臨んでいただきたいです。
そし

初

任

給

福 利 厚生
休 日・休 暇
県内事業所

198,000円
（大学院卒）
186,000円
（大学卒）
172,000円（短大・専門卒）
健康保険､厚生年金､雇用保険､労災保険､
財形貯蓄､中小企業退職金共済、安比高原
に保養施設完備
完全週休２日制、祝祭日、年末年始、有給
休暇
盛岡センター、大船渡センター

最近の採用者数（30歳未満の若年雇用者）
22年度

5名

23年度

6名

24年度

6名

24年度

2名

最近の離職者数（30歳未満の若年雇用者）
22年度

4名

23年度

4名

［本社所在地］
〒024-0004 岩手県北上市村崎野19地割116番地4 ［TEL］0197-71-1111
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