IT活用支援の動き
（2011年10月）

● 金融機関の支援活動 福井県・敦賀信用金庫

北海道地域の動き
平成 年度の情報政策は﹁北海
道 I T ア ジ ャ イ ル 戦 略﹂の ア ク
ションプランとして︑
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平成 年度は︑クラウドの活用に
よって中小企業のＩＴ利活用推進と
地域ＩＴベンダーの競争力強化を図
る事業が各地域で実施されている︒

を重点にクラウドコンピューティ

産業︑食関連産業︑観光関連産業

﹁北海道が優位性を持つ農林水

略に基づいて展開する︒

事業︶も展開している︒

連産業等高度IT利用モデル創出

事業︵平成 年度北海道地域食関

の高度IT利用モデルを支援する

を踏まえ︑重点分野に属する企業

の啓発・個別支援・マッチング支

ング推進に向けコミュニティ作り

﹁ビジネスモデル構築や新規事業

チャー輩出の促進﹂を柱に据えて

を進めていきます﹂と北海道経済

創出など革新的な取り組みにおい

援をトータルで推進してきた実績

産業局情報政策課課長補佐の渋江

は対応できない高度・専門的な課
れる予定である︒

ダー向け研修会が各地域で開催さ
各ワーキンググループの内容と

題を﹁巡回対応相談員﹂が支援機
関と一緒に解決する事業︵最大３

巡回対応相談員の名称も地域に
よって異なるので︑詳細は各地域
の案内を参照のこと︒

関東地域の動き
関東地域クラウド推進事業では︑
７月 日に事業のキックオフとな
る﹁第一回ネットワーク推進会議﹂
を開催︒今年度の具体的な事業展
開について説明を行った︒支援機
関︑自 治 体︑
ＩＴベンダー 団 体︑
Ｉ
Ｔコーディネータ︑大 手ＩＴベン
ダーなど約１００名が参加した︒
８月からは︑３つのワーキング
グループが活動を開始し︑テーマ
に即し実証開発︑研修会︑クラウ
ドアプリコンテストなどの事業を
企画している︒また︑クラウド時
代 へ の 対 応 を 意 図 し たＩＴベ ン

中部地域の動き
主力産業であるものづくり企業
を中心に︑クラウド活用を推進す
る︒事業は︑名古屋ソフトウェア

堀明人氏︶
Ｗ· Ｇ２ 人
…材育成・制度普及
︵静岡情報産業協会
櫻井俊秀氏︶
Ｗ· Ｇ３ 地
…域自律化サポート
︵にいがた産業創造機構・
星野雅博氏︶
また︑活動状況を広報するホー
ムページを開設した︒
なお︑本事業は﹁ＣＯＭＰＡＳＳ﹂
編集企画室が事務局を務めている︒

業と︑企画公募による２つの研究

究会﹂と﹁トリプルSaaS研究会﹂

研 究 会 活 動 で は︑
﹁EDI普 及 研

センターが事務局を務める全体事
会から成る︒
研修会︑
﹁情報化サミット2012﹂

レス工業︑八幡ネジなど取引先と

EDI普及研究会では︑小島プ

が活動を開始した︒
セミナーに代表される普及促進︑

のＥＤＩシステムを実践している

前者は︑ITベンダーの人材育成

調査研究などが展開される︒

す︒過去の事業では中部IT経営

盤を有効活用して事業を展開しま

構築してきた地域ネットワーク基

ア︑サポート︑サービスの３つを

ベンダーが協力して︑ソフトウェ

では︑
ＩＴコーディネータとＩＴ

また︑トリプルSaaS研究会

企業や業務アプリ販社等の異なる

力大賞受賞企業の事例集が好評で

組み合わせて提供するサービスモ

中部経済産業局情報政策課の山

したので︑今年は調査研究事業を

デルの構築を目指している︒

業種の企業が参加してビジネスモ

通じてクラウド活用事例の掘り起

﹁いずれの事業においても中小

田昌子課長補佐は︑
﹁IT経営応

こしに努めていきます﹂と計画を

企業にとって使いやすい実証モデ

デルの構築に取り組んでいる︒

語る︒ITベンダー支援に力点が

ルを構築するとともに︑セミナー

援隊︑地域イノベーション事業で

置かれる事業でありながら︑ユー

等の開催によって普及拡大を図っ

催︑ITベンダー向け研修会︑調

記3分野でのクラウド研究会の開

ウドビジネス協議会﹂の設立と上

具体的には︑
﹁北海道地域クラ

件発掘を目指している︒

香織氏は話す︒年度内に 件の案

てほしい﹂と情報化推進係の清水

には次の一歩を踏み出す機会にし

いきます︒ユーザー企業の皆さん

てITを活用したものを支援して

ザー側へのアプローチがうまく組

査︑地域ITコミュニティ実証的

新司氏は説明する︒

進めば︑道内ITベンダーにとっ

ていくことが大切﹂と情報政策係

事業などが計画されている︒分野

い農林水産・観光分野で利活用が

渋江氏は﹁まだIT導入率が低

長・佐藤陽子氏は説明する︒

み合わされている印象だ︒
と市場拡大への期待を語った︒

一方︑公募により2件採択した

ても大きな市場となるでしょう﹂

15

別 の ク ラ ウ ド 研 究 会 で は︑ユ ー
ザー企業も参加する︒
これまで︑ITコーディネータ
のサポートのもと︑ユーザー企業

済産業局単位で実施されており︑

リーダー︵
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平成23年度 中小企業支援ネットワーク強化事業の担当課と巡回対応相談員の呼称
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第一回ネットワーク推進会議開催風景
写真は関東経済産業局地域経済部長 増田仁氏
中部経済産業局 情報政策課
課長補佐 山田昌子氏
（写真右）
（中央）
情報政策係長 佐藤陽子氏
情報政策係 浅井俊行氏
（左）

北海道経済産業局 産業部
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巡回対応相談員の呼称
担当課
部
名
局

● 商工会議所の活動 大阪商工会議所
● 経済産業省のクラウド推進事業
一 関東、北海道、中部 一

−

四国経済産業局
九州経済産業局

北海道経済産業局 情報政策課
課長補佐 渋江新司氏
（写真左）
（右）
情報化推進係 清水香織氏

─クラウド推進事業をはじめとした支援情報、
および支援機関の紹介─
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公的支援・行政情報
クローズアップ

http://www.kanto-cloud.jp/

IT活用支援の動き
（2011年10月）

会社概要

商工会議所の活動

大阪商工会議所
ＩＴ経営分野に専門の支援部署
を持っているのが大阪府大阪市の
大阪商工会議所である︒同会議所
の﹁経営情報センター﹂は︑元シ
ステムエンジニアなど︑ＩＴに精
通する 数名の職員が配属されて
み込み︑
ＩＴを活用した解決策の
大阪商工会議所経営情報セン

おり︑幅広い課題に対応している︒
導入してシステム関係のサービス
ター所長の松田聡氏は同センター

提案を行っています﹂

を提供していた生い立ちから︑会
の 様 子 を こ の よ う に 説 明 す る︒

経営情報センター
（写真左）
所長 松田聡氏
竹内和也氏（右）

す﹂
機能は大きく２つある︒
まず︑事業内容や会社の強みを
発信できる簡単なホームページ機
能︒
﹁ザ・ビ ジ ネ ス モ ー ル﹂は
ページビューが多く検索サイトで
も上位に表示されるので︑ここに
情報を出せば見つけてもらう率が
高くなる︒さらに︑
﹁会社の営業
マンであるホームページに何を書
くかを考えるきっかけになれば﹂

る︒大阪商工会議所が事務局とな

場﹁ザ・ビ ジ ネ ス モ ー ル﹂で あ

示され︑該当する業種︵約 のカ

い手が案件を示すとサイト上に表

２つめは商談モールの機能︒買

と竹内氏は言う︒

り全国３５２の商工会議所︑なら

中小企業の社長の「視点」で経営の効率化をサポート

企業は無料で活用できる︒現在︑登

加盟する会議所・商工会の会員

るビジネスマッチングサイトだ︒

びに商工会と連携して運営してい

募金箱の提供といった案件もあっ

日本大震災後は︑飲料水の運搬や

品から食材まで幅広く︑また︑東

が配信される︒内容は製造業の部

テゴリー︶の登録企業にはメール

スは月間２５０万ＰＶを数える︒
年間の案件数は６５０件にのぼ

連携している会議所・商工会と

り︑
﹁受注できた﹂という喜びの

引先開拓に関するものが非常に多
は年に２回会合を持ち︑活用方法

セプトを次のように話す︒

いことから生み出されたサービス
の共有や新サービス企画を検討し

声が多数寄せられている︒

です︒ＩＴの苦手な企業の方でも

サイトの価値向上に努めている︒

うところに共感しました︒意識改

に取り組む先にＩＴがある︑とい

く︑企業が気づきを得て経営改革

牧野氏は︑
﹁ＩＴありきではな

で敦賀信用金庫との縁ができた︒

支援をして初めて金融支援がくる

﹁これからは︑企業の意識を変え︑

ても目が向いてしまう︒しかし︑

標である融資や預金獲得にどうし

摘する︒営業店では当面の数値目

敦賀信用金庫では目利きとして

という考え方が求められる﹂
︒
です︒セミナー後のサポートが準

の力を上げるため職員向けの研修

支援によって経営改革を進める支

をかけ︑セミナー↓研修会↓個別

敦賀信用金庫が融資先企業に声

長期スパンでの新しい評価基準も

めているという︒職員に対する中

資先企業の経営内容を知るよう努

はできるだけ担当者が同席して融

を実施しているほか︑個別支援に

援スキームを構築︒今年度で５年

必要になってくるかもしれない︒

びつつある︒

のできる経営者の育成︑そして地

ちである︒危機感を持ち自助努力

敦賀は原子力発電の町であるが

﹁初期は黙っていても手を挙げ︑

元金融機関としてのさらなる支援

利益がアップする企業も出るな

前に進む企業が参加の中心でし

力の向上が期待されている︒

ゆえ︑地元産業はここに依存しが

た︒現在は前向きに努力し続ける

ど︑意識改革からの支援が実を結

目となる︒経営計画立案の段階で

と説明する︒

備されていることも魅力でした﹂

革・醸成はまさに金融機関の役割

変える必要がある﹂と牧野氏は指

一方で︑
﹁金融機関側も意識を

職員の目利き力アップも

今後の中心課題になりそうだ︒

層﹂の企業をどう引き上げるかが

野氏は現状を語る︒いわば﹁中間

で分化していく状況です﹂と︑牧

企業と止まってしまう企業に途中

使っていただけるようにしていま

﹁会議所への経営相談内容に取

運営責任者の竹内和也氏はコン

た︒

録企業は 万社︑サイトへのアクセ
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﹁かつて汎用コンピューターを

員向けにＩＴサービスを提供する
﹁ＩＴベンダーから提案を受けた
ものの判断がつきかねて相
談に来られる方もある﹂と
のことで︑地域での認知度
も高いといえる︒
サービスメニューは︑Ｉ
Ｔ無料相談をはじめ︑ホー
ムページ作成支援︑データ

ザ・ビジネスモール
新規取引先開拓

人事制度
給与計算・労働管理
メンタルヘルス

公的機関や金融機関と連携し支援企画を立案。
地域企業のIT経営推進に奔走している。福井は支
援体制作りのモデル地域の１つでもある。
今秋からは、
グーグルのWebサイト構築サービス
「みんなのビジネスオンライン」
を活用したホームペー
ジ入門支援にも力を注いでいる。

センターなど幅広い︒

大阪商工会議所
経営支援センターの
サービス

先織久恒氏

なかでも特徴的なのが︑

ホームページ作成
ネット通販支援
流通ネットワーク
EOS・EDI 支援

福井県情報化支援協会

インターネット上の商談の

連携からだ︒担当者である敦賀信
用金庫融資部・部長代理の牧野巧

りました︒新しい支援方針を検討

県情報化支援協会の先織久恒氏︒

IT・通信ネットワーク
導入相談・指導
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ようになりました︒業務内容に踏

金融機関の支援活動
氏は︑次のように振り返る︒
﹁金融庁が提唱する地域密着型
金融の取り組みに︑平成 年度か

地域企業の身近な相談相手であ
している際に︑地元のＩＴコーディ

敦賀信用金庫 ︵福井県︶

る信用金庫は︑ＩＴを活用した経
ネータから提案を受けたのです﹂

庫では︑ＩＴコーディネータ組織

先織氏は︑当時すでに福井県中小

声をかけたのは︑
ＮＰＯ法人福井

と連携しながら︑公的支援制度等

いる︒福井県敦賀市の敦賀信用金

営支援の推進役として期待されて

らは〝選択と集中〟の視点が加わ
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戦略企画書策定

企業団体中央会との連携支援実績

顧客

の支援メニューを活用して地元企

（平成22年度の事業スキームによる）

があり︑中央会担当者からの紹介

敦賀信用金庫の中小企業IT経営支援の流れ

ITコーディネータ

ザ・ビジネスモール
http://www.b-mall.ne.jp/
敦賀信用金庫 融資部
（写真左） 部長代理 牧野巧氏
（右）
部長 竹内雅晴氏

業の意識改革と育成︑経営改革へ

金融支援

敦賀信用金庫

の後押しを行っている︒

福井県情報化支援協会 等

意識改革をサポートする

紹介
連携

〈実践〉
個社別サポート
〈気づき〉
セミナー
敦賀商工会議所
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〈学び〉
経営者研究会

経済産業省事業

スタートは平成 年度の経済産

本店営業部：敦賀市本町1丁目11-7
設立：1932年
主な営業エリア：福井県敦賀市、
美浜町、
若狭町
http://www.tsurushin.co.jp/

大阪商工会議所
〈目利きUP〉職員研修会

10

業省事業﹁ＩＴ経営応援隊﹂との

敦賀信用金庫

