
 

第 2号議案 平成 29年度事業計画及び活動予算 

 

平成 29年度事業計画書 

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

 

 

ビジネスや社会のあり方そのものを根底から揺るがす「第 4次産業革命」とも呼ぶべ

き大変革が着実に進みつつあります。IoT、ビッグデータ、AIの時代が到来し、昨年は

シェアリングエコノミー、Fintech、ロボット、および AR/VR における元年だとも言わ

れました。進化する IT はあらゆる本業を破壊し、ビジネスモデルを抜本的に作り変え

ていくとも言われています。 

中小企業においても IT を真に経営の力に活用できない企業は生き残れない時代とい

われるなか、これからの IT 人材には、既存の垣根にとらわれずにビジネスモデルやサ

ービスのアイデアを発想し、これを IT で具現化し、サイバーセキュリティで信頼性を

確保するというスキルが求められており、IT コーディネータに寄せられる期待も大き

くなっています。 

日本再興戦略では、地域単位の生産性向上のために中小企業支援機関の活用に論及し

ていますが、当該機関のひとつとして ITコーディネータ協会が明記されています。 

また日本商工会議所の三村会頭が東京商工会議所創立 140 周年に向けたメッセージ

のなかで、生産性向上とイノベーションへの挑戦による中小企業の成長力強化に触れて

いますが、必要なものは経営者の意識改革と IT コーディネータ等の専門家による支援

であると述べておられます。 

昨年受託した次世代企業間データ連携調査事業も、中小企業における受発注業務のデ

ジタルデータ連携実現による大幅な生産性向上を目指し、大規模な実証実験を現在展開

しています。 

今年度も協会は全国の IT コーディネータや関係機関の皆様と連携しながら、中小企

業の IT経営支援へ積極的に取り組んでまいります。 

 

 

１．事業方針と重点施策 

平成 29 年度は 3 ヶ年計画の最終年度であり、上述の機運を踏まえながら、基本

的には一昨年度に掲げた下記を重点施策として更に強力に推し進めていきます。 

 

重点施策－１．ITCビジネスの拡大支援 

（１）ITCA研修（実践力強化、有用人材育成）の展開 

（２）国の施策との連携 



 

（３）ビジネスマッチングの更なる推進 

重点施策－２．ITC支援基盤の強化 

（４）会員向けサービス強化と会員拡大 

（５）スポンサー制度の推進 

（６）知的資産の刷新 

重点施策－３．ITCA運営体制の改革 

（７）委員会、部会、コミュニティ活動の活発化 

（８）ITC＋の徹底活用による業務品質、生産性の更なる向上 

 

 

 

重点施策－１．ITCビジネスの拡大支援 

（１） ITCA研修（実践力強化、有用人材育成）の展開 

平成 28 年度から体系を再整理した ITCA 研修の 2 年目になりますが、本年度

も基本方針どおり「稼げる ITC」になるための研修を推進していきます。また IT

経営に関心あるユーザー、支援機関職員、ベンダーなど、ITC以外の方にも価値

ある研修を推進していきます。 

 

「A研修」 

・ビジネスの獲得につなげるための「ビジネス研修」、ITの進展と共に求められ 

  る「使える知識研修」そして各団体や機関向けに「対象別研修」と体系化し 

  ワークショップ型研修コンテンツの充実を図ります。 

 

・ビジネス研修では特に昨年度新たに開発した支援機関連携ビジネス研修、金融 

機関連携ビジネス研修の拡大に取組みます。更に実務経験の無い ITCがユーザ

ーとのコンタクトを学んでいただくための OJTを本格的に実施します。 

昨年度開発に多くのリソースを要した OJT研修ですが、ワーキンググループ

メンバーや多くのトレーナー希望者の方々に支援いただき、今年度いよいよス

タートできる目処が立ちました。 

画一的なトレーニングメニューではなく、トレーナー色が盛り込まれたメニ

ューにしていきたいと考えています。 

 

・使える知識研修では AI、IoT、セキュリティ、Web、クラウド、データ分析、な

どの技術をどのようにビジネスに活かすのか、そのために何を学び、経験すれ

ばよいのかをテーマにコンテンツを増やして行きます。 

特に “触れること”ができる研修を重視し、例えば AI では Watson に実際



 

に触れてみることで、顧客により説得力を持った話ができるようにと考えてい

ます。 

 

・対象別研修では、産業の有り方が Connected Industriesへと大きく変わる中

で人材育成が重要課題となってきています。ベンダー企業は勿論、ユーザ企業

には攻めの IT 投資を担える人材の育成の必要性が論じられています。更に専

門職大学設立の取り組みも進められており、大学との連携も含めて提案活動の

推進を図りたいと思います。    

 

「B研修」 

・A研修への導入として 

昨年度さまざまな試行錯誤を繰り返すなかで、セミナーを受講した皆様

のニーズをヒヤリングし、同テーマの更に深い研修を望む声が多いことが

わかりました。 

本年度は、B研修（セミナー）を A研修の概要としても活用することと

し、セミナーで概要を講演し、さらに知識・実践力を進めたい方は、A 研

修で稼げる力を身に付けていただくという流れにしたいと思います。 

 

・ライブストリーミング配信と、コンテンツの 2次利用 

平成 29 年 1 月から開始したセミナーのライブストリーミング（同時配

信）を更に推進し、全国の方に受講して頂きたいと考えています。ライブ

ストリーミング配信をする際に作成される動画データを、2 次利用として

C研修（eラーニング）として受講頂けるようにも進めていきます。 

 

・各地の届出組織で開催されているコンテンツの公募 

全国各地の届出組織、ITCがすでに実施しているコンテンツの普及を進

めます。全国には高い評価を得ている研修、講演を行っている ITCの方が

多くおられます。それらの方々にご協力をいただきながら研修コンテンツ

を増やして行きます。第 2四半期以降で公募し、いくつかのコンテンツは

今年度内に ITCA研修として開催したいと思います。 

 

「C研修」 

・B研修（セミナー）2次利用でコンテンツ増 

先述のとおり B 研修の e ラーニング化希望の声も多くいただいており、

その声にもお応えしたいと考えております。 

 



 

・ITトレンド、中小企業向けの ITツール 

これまで同様、IT トレンドやスポンサー企業の IT ツールについては、

できるだけ安価な動画情報としてお届けしたいと考えています。 

 

「D研修」 

・A研修の外販促進 

       主に A研修のコンテンツが対象になりますが、個別企業向けにご希望に

応じてカスタマイズした内容で、出張研修を実施します。 

コンテンツ増に伴い、様々なニーズに応えていけますので、A 研修の推

進とシンクロして外販を展開します。 

 

ITコーディネータ協会が行う研修は、主な受講者が ITCであり ITC向けのコ

ンテンツがほとんどですが、今年度初めに行った A研修の“IT導入補助金研修”

では、本補助金制度の支援事業者登録をしている IT ベンダーが多数受講され、

全体の 9割が ITC以外の受講者でした。これら受講者から ITC制度、資格取得、

ITC活用の相談をいただき、認知度向上の面でも効果があったと思います。この

ような可能性を持った研修の開発、展開にも引き続き取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 



 

 

（２） 国・支援機関との連携 

（２）－１．次世代企業間データ連携調査事業 

平成 29年度は、事務局として、昨年度審査委員会で採択した 12のコン

ソーシアムの活動支援に全力を注ぐことになります。 

それぞれのプロジェクトの進捗・課題を確実に把握して、最大限の成果

が出るように支援、運営することが必要になります。 

そして、これらの実証プロジェクトによって、中小企業共通 EDIの適用

による企業の生産性向上を検証し、この事業で立ち上がったビジネスデー

タ連携基盤が自律的に維持・運用されるビジネスモデルの確立を目指すこ

とになります。 

また、2018年度から立ち上がる「金融 EDI」との連携や中小企業にも広

がりつつある「インダストリー4.0」への対応も今回の実証プロジェクトで

確認して、中小企業がそれらの流れに乗り遅れないような準備を行うこと

も大きなポイントになると考えています。 

本事業は、IT コーディネータ協会としては中小企業庁から受託した初

の大型事業であり、同庁からの期待の大きいプロジェクトです。同庁にと

っても本事業の成果は、IT経営の基盤となるインフラと関係省庁から期待

されています。協会一丸となって成功に導くよう取り組んでまいります。 

 

（２）－２．プラス ITフェア 

“IT 導入補助金制度”を広報する場として、プラス ITフェアが全国 10

か所で開催されました。 

協会はフェア事務局の協力要請に応じて、10 か所各地の届出組織と連

携しながら、講演、相談会、出展など協力しました。 

今回のフェアは、ITCの認知度向上、ITCのビジネスマッチングの場の

拡大、支援機関への PR効果など多々ありました。今後も各施策事務局と

連携して ITCの活躍の場を積極的に作って行きたいと思います。 

 

（２）－３．プラス ITセミナー  

プラス IT フェアに続き、中小企業庁が掲げる IT 導入による生産性向

上、販路拡大の促進を目的として、5月～9月にかけて全国 47 都道府県 100

箇所でセミナー（最大 5 回）を開催する「にっぽん全国 IT 経営力強化塾

（プラス ITセミナー）」事業に参画します。 

当協会は日本商工会議所と緊密に連携し、中小企業・小規模事業者が IT

導入のための具体的なノウハウや手順を習得できる「課題解決ワークショ



 

ップ（5 つのテーマ）」の教材開発と、中小企業・小規模事業者の IT 化支

援経験豊富な IT コーディネータ講師の支援協力を行い、セミナー開催後

は実際の IT 導入支援活動に繋がる企画を各所で提案・推進していけるよ

うにします。 

 

（２）－４．経営指導員向け ITスキル向上研修  

昨年度、中小企業庁が全国の商工会議所・商工会の経営指導員を対象と

して、全国 47都道府県で初めて実施した「ITスキル等向上研修（1日間）」

を、今年度も実施することが計画されています。経営指導員が中小・小規

模事業者を指導する上で必要なスキルを向上させるとともに、情報関係の

新しい制度内容等の習得を目的としています。 

協会では、昨年度の実施結果を踏まえ、教材の適切な見直しをはじめ効

果的で円滑な研修実施を全国の ITCの方々と検討・準備し対応を進めてい

きます。 

 

（２）－５．中小企業の情報セキュリティ対策普及活動   

2017 年 2 月に、IPA が事務局となり、中小企業や情報セキュリティの

関係団体（10 団体）が中小企業における IT の利活用拡大に向け、中小企

業における情報セキュリティへの意識啓発や自発的な対策の策定、実践を

促進するための連携した活動を 4月から開始することを、共同宣言として

発表しました。 

当協会は、中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組み、外部に公

開したことを宣言する制度「SECURITY ACTION」の普及・拡大や全国で開催

するセキュリティセミナーや相談会、ツールの紹介等に関して関係団体と

連携し、全国の ITコーディネータ組織や ITコーディネータと共に推進し

たいと考えています。 

 

 

（３）ビジネスマッチングのさらなる推進 

「信用金庫連携」 

他地域と比べて遅れている九州地区、四国地区、東北地区、北海道地区の

連携推進には、信金中央金庫の協力を得て、今年度も働きかけて行きます。 

目標：九州地区、四国地区での新規連携 

信金フェア出展 10か所（うち新規 2か所） 

平成 25 年から着実に進んでいる信用金庫連携ですが、キーマンの異動に

より改めてテコ入れをする必要のある地域も出てきています。これまでの連



 

携が途切れないように、協会は地域 ITC と密に連携しながら、信金連携の継

続・発展に関わっていきます。 

 

「金融機関以外」 

昨年度、ミラサポ事務局、地域未来投資促進事業事務局（団体中央会）、

軽減税率対策事務局、プラス IT フェア事務局、ICT 経営パートナーズ、愛

媛県東京事務所、中小機構、中小企業庁、よろず支援拠点（栃木、茨城、福

井）、各公益団体、ITベンダー等と新たな連携や関係の深堀で、ITCビジネ

スの拡大に繋がってきました。 

これら連携への入口は多様化しており、電話、メール、関係者の紹介、SNS、

ホームページ、DM への返信、交流会の場などに広がっています。今年度も

積極的に活動の場を広めるよう努めます。 

 

「経営と IT化相談窓口」（協会 HP） 

毎年 ITコーディネータ協会に 30～40件の直接ご相談をいただく「経営と IT

化相談窓口」は、現場の IT ニーズを感じる重要な窓口になっています。IT

コーディネータのビジネス拡大という目的と同時に、ニーズを素早く捉えて、

ITCA研修のコンテンツ作りにも役立てて行きます。 

各種連携や ITCA 研修、経営と IT 化相談窓口から出てきた成果や事例は、

ITコーディネータ協会機関紙「架け橋」やホームページ等で積極的に発信し

てまいります。 

 

 

重点施策－２．ITC支援基盤の強化 

（４） 会員向けサービス強化と会員拡大 

今後入会者を増加し、退会者を減少させるために、入会目的の上位である情

報収集、人脈拡大、会員相互のコミュニケーション拡大を推進すべく、会員向

け特別セミナー、会員交流会、書籍のダイジェスト提供等を継続するとともに、

会員向けサービス強化の検討に引き続き努めます。 

また、法人・団体向けに、試験、ケース研修、フォローアップ研修、ITCA研

修、スポンサー制度のご案内と一緒に会員の勧誘を進めていきます。 

研修事業では会員割引を活用することで、受託事業では会員が優先的に参

画できることで、それぞれ会員のメリットを実感いただき、各 ITCA 事業との

シナジー効果による会員拡大を図っていきます。 

 

 



 

（５） スポンサー制度の推進 

始めて 3年目に入りますが、今年度もプラチナ 2社、ゴールド 4社、シルバ

ー4社、計 10 社 1,000万円を目標にして活動していきます。 

スポンサー毎にそれぞれ目的・狙いが異なっており、事務局として多様な対

応が必要ですが、満足度向上に資すべく取り組みます。 

新規スポンサー候補のリストアップが大きな課題となっており、理事・会員

の皆様の支援を踏まえて、目標達成に取組んでまいります。 

 

（６）知的資産の刷新  

本年度も経営研究所を中心として ITCA の保有する知的資産（ガイドライン

類）の改訂作業を継続していきます。ITコーディネータの実践力はどうあるべ

きかについて記述している「ITコーディネータ実践力ガイドライン」の改訂と、

企業の経営者向けに IT経営の効用を啓蒙する「IT 経営のススメ」を改訂して

いきます。 

 

   ・ITコーディネータ実践力ガイドラインの改訂 

第 4 次産業革命と言われる変革が IT 経営にも大きくかかわることを視野に

入れ、3～5年後を見通した IT コーディネータの人財像を明確にする必要があ

ると考えています。 

経済産業省において「新産業構造ビジョン」策定に向けた中間整理によると、

我が国の具体的戦略として、①データ利活用促進、②人財育成・獲得、③イノ

ベーション、④ファイナンス、⑤産業構造・就業構造転換、⑥中小企業、地域

経済への波及、⑦経済、社会システムの高度化が展開される見通しとなってい

ます。これらを踏まえ、デジタルビジネスに対応できるスキルや、イノベーシ

ョン、セキュリティに関わるスキルセットの追加を行います。 

また、IT コーディネータのスキルレベルを客観的に評価できるようスキル

体系の再整備と研修体系との整合性を図ります。そのために、情報処理推進機

構（IPA）のスキルスタンダードなどと平仄を合わせていく必要があり、IPAの

協力を得ながら活動を進めていきます。 

更に IT コーディネータの実践力を的確に評価するスキルアセスメントの仕

組みの構築にも取り組みます。これにより、IT コーディネータの実践力の強

み・弱みが把握でき、ITコーディネータが目指すビジネス分野に必要なスキル

の強化目標が分かります。 

ITコーディネータを目指す方にとっては、どんなスキルが身につき、どんな

活動ができるかが明確になり、資格取得の動機につながるようにしたいと考え

ています。 



 

 

   ・「IT経営のススメ」の改訂 

特に中小企業の経営者にとって IT経営、ITの利活用はハードルが高いと

思われています。IT経営に対する経営者の意識の障壁を診断し、経営戦略、

IT化企画書、IT利活用などのやり方と効用を平易に説き、IT経営を進めて

みたいと考えていただけるよう導きたいと思います。 

 

今後これら知的資産の改訂が継続的に実施できる体制と仕組みの確立が急務

と考えています。  

 

 

重要施策－３．ITCA 運営体制の改革 

（７）委員会、部会、コミュニティ活動の活発化 

（７）－１．事業企画委員会 

昨年度に引き続き、重点施策を中心に事業計画の進捗をチェック、フォ

ローし、適宜アドバイスや対応策の検討を行い、必要に応じて研修・制度

委員会委員長との会議を設けるなど、業務の執行状況を精査します。 

また長期的な視点で IT コーディネータ制度、協会のあるべき姿の検討

を深めながら、次期中期計画の策定に協会とともに取り組みます。 

 

（７）－２．研修・制度委員会 

研修事業の新たな展開や、国が唱える「デジタルビジネス人材」への

対応など時代に即した ITC の役割・業務の再考、必要なスキルや研修等

の検討、新 PGL によるケース研修・試験実施状況のフォロー等を、委員

会の下に ITCA研修部会、試験問題作成部会、ケース研修 WG、マイナンバ

ーWG、 ITC実践力 WGを置き活動していきます。 

ITCA 研修部会では、今年度はコンテンツ作り、市場拡大、計画達成、

の推進のために、引き続き委員会＝部会＝ワーキンググループの体制で

臨みます。 

また今年度新設する ITC 実践力 WG では、知的資産の項で述べたこれ

からの ITC の人財像、ITC のスキルレベルの客観的評価のためのスキル

体系再整備、ITC の実践力を的確に評価するためのスキルアセスメント

の構築について、経営研究所とともに取り組んでいきます。 

 

 

 



 

（７）－３．つなぐ IT推進委員会  

今年度は、中小企業庁の委託事業を根幹に据えて、本委員会の活動を

新たな段階にしていく必要があります。委員会の下部組織である３つの

部会は、そのまま残しますが、「つながる町工場部会」については、現在

の製造業中心の活動を拡張して、今年度の「次世代企業間データ連携調

査事業」の検証で集まった企業群を中心に据えた部会へと形を変えてい

くことになります。 

即ち中小企業庁から指摘されているように、自走化のための原動力と

して、今回の企業群を中核に据えて、それぞれが開発したいくつかの「ビ

ジネスモデル」を拡大する「ユーザー部会」としての活動を行うことを

計画しています。 

また、中企庁 PJ の委員会・部会に対して、事務局案を提出する場合

の原案を作成する活動が「共通 EDI 標準部会」及びその下部にある「ク

ラウド通信分科会」の役目になります。 

 

 

 

（８）ITC＋の徹底活用による業務品質、生産性の更なる向上 

引き続き安定稼働に努めるとともに、各業務推進に関わるデータ、状況の見

える化を充実していきます。 

また初期開発時には投入リソースの観点で見送った幾つかの業務プロセス

のシステム化について検討し、費用対効果を検証しながら実施していきます。 



 

 

２．主要事業の諸指標の実績と目標 

 

   

 

 


