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長年にわたり、数多くの経営改革支援を行っている実
績豊富なITコーディネータ。経営者の思いをじっくりと聞
き、会社の進むべき方向性に沿った経営改革、IT活用戦
略のサポートを行っている。
フードケアとの出会いは2005年にさかのぼる。IT経
営成熟度診断を経て中長期戦略を策定し、「IT活用に
よる業務変革プロジェクト」をスタート。第1フェーズでは
「Access」での受発注管理と「Excel」による営業活動
管理の仕組みを構築。
「第1フェーズで様々な支援を得て
一定の成果が出たことでIT経営の重要性と次へのステッ
プが見えました。また公平な目で意見をもらえるので、ITベ
ンダーの話をうのみにすることなく良い選択ができました。
ありがたいことです」と竹内社長は振り返る。
第2フェーズではクラウド上で運用する基幹システムの検
討にあたり、田中氏がプロジェクトマネージャー、東京IT経
営センター・パートナーの中野丈太郎氏が基本設計を行う
など、踏み込んだ支援を展開した。
田中氏は、
「実現されたいことが明確でしたので、要件
定義もスムーズに行えました。また、プロトタイプができたと
ころで画面を見てもらい、より良いものができるようご支援
しました」と話している。
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