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【はじめに】

本手引書の活用について

1. 本手引書の位置づけ
– 本書は応援コーディネーターが小規模企業等に対し、経営課題に対する解決策としてIT活用を
推奨するときに活用する手引書です。

– 応援コーディネーターは経営課題とITをつなぐところが主な役割です。したがって、本書はITの
導入方法の解説に重点を置くのではなく、経営課題に対してどのようにITを活用することが効果
的かという点に重点を置いています。

2. 本手引書のレベル
– 応援コーディネーターによってITに関する知識レベルが異なりますが、本書では基礎～中級レ
ベルを想定して作成しています 。

3. その他の留意事項
– 応援コーディネーターが小規模企業等の経営者にIT活用の効果などを説明するときの提示資
料としてもご活用いただけるように考慮して作成しております。

– 本書はIT活用のための全体像やポイント整理に重点を置いて纏めています。さらに詳しい内容
をお調べになりたい場合は、次の参考書籍、ガイドをご活用ください。

【サイト】

●IT経営ポータル（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/it_keiei/）
●ＩＴ経営応援隊 ＩＴ経営教科書（http://www.itouentai.jp/kyoukasyo/index.html）
【書籍／ガイド】

●IT経営ガイド（中小企業庁）
●IT経営のススメ （ITコーディネータ協会編）
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【Ⅰ. ITの有効性と応援コーディネーターの役割】

１．ITの有効性
既に大企業を中心に多くの企業で経営にＩＴが導入されていますが、これは次のような点でＩＴを活用することが有効だからです。

1. 顧客のニーズが直に伝わってくる！！
– 近年、消費者ニーズが多様化するとともに、“モノを言う消費者”が定着しつつある中、企業として消費者(又は

ユーザー）の意見を取り入れた商品・サービスを提供することが求めれています。

– ホームページを立ち上げることで、消費者から直接、要望やクレームを受けることができ、迅速に対応できます。

2. ネット販売で“安く”、“早く” 商品販売ができる！！
– 「楽天」に代表されるようなネット販売は既に“モノの買い方”として一般に定着してきています。

– ネット販売では一般に中間業者を省いた直販になり、また物理的な店舗の維持費用もかからないため、店頭よ
りも安く、また早く商品を提供できます。すなわちサービスの質向上につながります。

3. ネットを活用して企業間取引を拡大する！！
– 大企業等では、効率性だけでなく戦略的な経営を実践するために、ＩＴを駆使した経営を行っています。これは、
社内だけでなく取引企業にも影響してきています。

– 例えば、これまでのＦＡＸによる注文などは、全てインターネット上で処理するように、取引先企業にも求められて
きています。

4. 経営効率化、スピード経営が可能になる！！
– ＩＴの活用はＯＡ化といわれた省力化の時代から、さらに進んで戦略的にＩＴを活用する時代になっています。

– 例えば、電子メールという連絡手段の導入により、いつでも簡単に大勢に連絡できる、グループウェアを導入す
ることで、これまで把握していなかった社員のスケジュールを共有できる、など経営効率化、経営のスピードアッ
プを実現するためのツールとして利用されています。
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【Ⅰ ITの有効性と応援コーディネーターの役割】

２．IT導入における応援コーディネーターの役割

応援コーディネーターに求められる役割は、「経営課題に適したIT活用の方向性を示すこと」です。
したがって、具体的なIT導入の支援については専門家（ITコーディネータ等）に任せてください（もし、応援コーディ
ネーターがITに詳しければ引き続き支援してください）。但し、専門家に紹介したから終わりというわけではなく、そ
の後の活動状況のフォローを行い、必要に応じて小規模企業等の相談役となってください。
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【応援コーディネーターの主な対応範囲】
小規模企業等が持つ経営課題に対し、

IT活用による解決の可能性を示し、専門
家紹介や情報収集（注）、公的支援施策
の活用方法なども含めたアドバイスを実
施する。

【ITコーディネータ等の主な対応範囲】
経営課題に対するＩＴソリューションの
選択や調達、ならびにＩＴ導入後の活用
を支援する。

【事務機メーカー／ITベンダーの主な対応
範囲】
独自アプリケーションの導入、ＳａａＳの
導入、ＩＴインフラの運用・保守などを支援
する。

（注）情報収集は、各地のＩＴ経営応援隊、商工会議所、商工会、行政機関などで実施しているセミナーなどが利用できる
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

３．小規模企業等における経営課題とＩＴ活用の例
以下に小規模企業等に考えられる経営課題とＩＴ活用を示します。

1. 経営状況が把握できてない／会計管理が不十分
– ＩＴを活用した財務会計管理により経営状況を把握する。

2. 顧客対応が不十分／顧客ニーズをつかんでいない
– ＩＴを活用して販売情報を管理し、売れ筋商品を把握する。

– ＩＴを活用して顧客情報を管理し、効率的な顧客サービスを実現する。

3. 広報宣伝が不十分／自社の特徴をアピールできていない
– ホームページやブログを立ち上げて、自社の商品・サービス・技術をアピールする。

4. 販路が限られている
– ネットショップを立ち上げて、直接消費者に販売する。

– 支援機関等が実施しているB2Bサイトに参加して、取引先を見つける。

5. 人材確保が困難
– ホームページやブログで仕事の面白さ、やりがいをアピールして、優秀な人材を確保する。

上記はあくまでも代表的なIT活用の例であって、実際には企業ニーズにあわせて検討してください。経営課題全般に対応する
IT活用の関係性は次頁に示します。
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

４．【参考】経営課題とＩＴ活用の関係性

経営課題に対しするIT活用方策は一つではない。企業の状況や業界動向などを踏まえて検討すること
ＩＴ活用法 ITによる経営課題　解決策

事業領域の変換 自社Webによる技術PR
高付加価値の確立 多言語でのPR
グローバル化への対応 B2B,B2Cサイト等利用
外部経営資源との連携・活用 自社Webでの各種販促
環境ビジネス・環境問題への取り組み ２．企業の社会的貢献 グループウェア
インターネットによる直接販売 図面情報共有
営業情報共有による営業効率向上 ノウハウ等共有
顧客サービス向上による顧客維持 PCでのTV電話等の利用
企業ブランド確立による売上拡大 巨大ファイル等のやりとり
インターネットによる新規開拓 電子メールの活用
魅力的な新商品開発 経営情報の共有
魅力的な新サービスの開発 ３次元CAD活用
商品品質の向上 強度解析・振動解析
サービス品質の向上 デザイン力強化
納期短縮 ハード等への組込みソフト
開発期間短縮 生産設備への組込みソフト
多品種・少量生産 財務会計
ＳＣＭへの対応 管理会計
電子調達への対応 販売・在庫・調達管理
顧客サービスのスピードアップ 生産管理
業績の月次把握から日次把握へ EDI電子受発注対応
実績情報の即時フィードバック PC導入・更新
業務プロセス変革 ネットワーク整備
社内業務の効率化 セキュリティ確保
製造生産性の向上 災害対策
在庫圧縮 アクセス権等の整備
物流効率化 法的対抗策の整備
調達コスト削減 内部統制（SOX法）対応
経営課題の共有によるやる気向上 一般社員のITリテラシー向上策
企業戦略との総合的な人事や評価基準 情報化リーダー育成
ＩＴリテラシーの向上 特殊分野社員の教育
リスク管理の強化 社内での委員会体制
情報セキュリティ管理の強化 情報活用と評価の連動

社内
イン
フラ
整備
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・
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Web
販促

情報
共有

固有
技術
系

基幹
系

６．コスト削減

７．組織・社員のやる気
と能力向上

８．リスク管理の強化

経営課題

１．既存事業の転換・新
規事業進出

３．売上げ拡大・新規開
拓

４．商品化・サービス力
の強化

５．工期短縮・スピード経
営（経営の見える化）

新ビジネスモデ
ル構築へのIT活

用

営業・マーケティ
ングへのIT活用

経営意思決定の
合理化・スピード

化へ

仕事の仕組み変
革と連携・統合化

コミュニケーショ
ン高度化

人材活用高度化

（注：網掛けしている部分が比較的小規模企業等に多いと想定される課題） 出典：IT経営応援隊（経済産業省）
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

５．【オンライン財務会計管理サービスを活用した経営管理】

1. 課題／ニーズ
– 財務状況のタイムリーな把握ができていないため、経営判断が遅れ、業務上の問題が生じる。
– 金融機関、取引先の信用が得られない。

2. ＩＴ活用の方向性
– 財務会計管理サービスを利用する。

3. 目標
– 財務会計管理サービスを利用した伝票入力や決算、各種申告書・納税データ作成を行う。
– 自社の経営状況を常に把握できるようにする。

4. 成功のポイント
– 確実なセキュリティが確保されており、手厚いサポートが受けられるサービス提供事業者を選択すること。
– できるだけ操作が簡単で、見やすい画面のサービスを選択すること。

5. 具体的アクション
– 財務会計管理サービスの選択

財務会計管理サービスは多数存在するので、各サービス内容をよく比較し自社にあったサービスを選択する。
– 財務会計管理サービスへの登録

登録はインターネット経由で行うことが多い。利用規約をよく確認のうえ、画面表示にしたがって登録を行う。
– 財務会計管理サービスの活用

財務会計管理サービスを利用して伝票入力や決算、各種申告書・納税データ作成を行う。
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

５．①【事例：オンライン型財務会計管理サービスで財務状況を
明確化】

【概要】
A工務店は従業員６名の建築会社で、以前は30分以上離れた商工会ま
で行き、記帳指導を受けていた。

【ネットde記帳活用のきっかけ】
商工会の経営指導員は、移動時間の無駄をなくすためにもネットde記帳
の活用が有効と考え、商工会で開催される体験セミナーへの参加を薦め
た。経営者の妻が体験セミナーに参加して、ネットde記帳の活用を決めた。

【ネットde記帳の内容】
ネットde記帳は、事業者自らが財務状況を的確に把握して経営判断の迅
速化や体質改善を図るために、記帳の電子化をASP方式で提供している
サービスである。比較的安価で利用できる。

A工務店の場合は、商工会経営指導員がセキュリティソフトの導入など
利用するための環境準備の支援、さらにはネットde記帳の使い方などを丁
寧に指導をおこなった。

【効果】
商工会に来所する必要がなくなり、時間短縮が可能になったとともに、
ネットde記帳から出力された帳票を活用した原価管理など経営指導に活
用して、経営改善につながった。

【成功のポイント】
経営指導の一環としてネットde記帳の利用を薦めるとともに、経営指導
員が導入時にきめ細かな支援を行っているため、円滑に導入された。

出典：全国商工会連合会ホームページ
（http://www.shokokai.or.jp/kicho/index.html）

メニュー画面

貸借対照表出力イメージ

参考：全国商工会連合会資料及びホームページ
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

６．【市販ソフトを活用した顧客管理・販売管理】

1. 課題／ニーズ
– 顧客ニーズに対応するために、顧客情報と購買行動履歴を一元管理してマーケティングに活用したい。

– 販売データを管理して、売れ筋商品などを把握し、効率的な在庫管理を行いたい。

2. ＩＴ活用の方向性
– 市販あるいは無料のソフトを活用して顧客管理・販売管理を行う。

3. 目標
– 顧客ニーズに対応した商品・サービスの提供により売上向上につなげる

– 在庫管理、各種書類発行（請求書、納品書等）の作業の効率性をあげる。

4. 成功のポイント
– 簡単に利用できるソフトで、サポートがしっかりしているソフトを選択すること。

– まずは無料のソフトを導入して使い勝手を試してたうえで、本格的にソフトを選択すること（ほとんどの無料ソフト
が簡単に他の市販ソフトにデータ移行できる ）。

5. 具体的アクション
– ソフトの選定、購入

必要な機能（顧客管理で十分、分析は不要など）を見極め、自社に合ったソフトを選択し購入する。販売管理ソ
フトでは様々な商品があるので、商品説明をよく読んだうえで選定する。

– ソフトの導入

マニュアルにしたがってソフトをインストールし、自社の商品情報登録などの初期設定を行う。また、ソフト販売
メーカーからのサポートを確実に受けられるよう、ユーザー登録も忘れずに行う。

– ソフトの活用

顧客管理、販売管理などを行い、マーケティングなどに活用する。
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

６．①【事例：顧客管理ソフトにより顧客重視サービスの実現】

【概要】
株式会社B社は従業員９名の家電製品販売、修理を行っている会社で、「顧客重視」のサービスに積極的に取組もうとしている。

【顧客管理パッケージソフトの導入】
顧客ニーズに対応したサービスを提供するために、顧客管理パッケージソフトを導入した。顧客管理パッケージソフトでは、顧客
に関する情報や販売履歴、対応履歴などを管理することができ、必要に応じて簡単に情報を抽出することができる。また、顧客か
らの電話を受けると電話番号から該当する顧客情報を検索して画面に表示するＣＴＩ機能もついている。
顧客情報入力画面は、顧客の住所や電話番号をはじめ、家族構成、誕生日、販売履歴など必要な情報をユーザー自身が検討
して、画面を設計している。さらに、「～月に売り上げがあった顧客」、「～区在住の顧客」など、必要に応じて検索できるような機能
もユーザーが設計した。

【効果】
顧客管理パッケージソフトを導入したことで、過去の販売履歴を把握しながら対応することが可能になり、よりきめ細かいサービ
スを提供できるほか、特売セールなどもＤＭの宛先ラベルも簡単に出力でき、業務効率化につながっている。

【成功のポイント】
まずは、“顧客重視のサービスをしたい”という意識が強かったこと。さらにそのような視点から必要な画面を自分で設計したこと
がポイントである。一般に市販の顧客管理パッケージソフトは自由に画面設定できるため、“どのような情報を把握できれば顧客
サービスを充実させることができるか”という意識を持つことが重要である。



11

【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

７．【ホームページによる自社技術・サービスのアピール】

1. 課題／ニーズ
– 既存顧客との取引が少なくなっており、売上が下がっている。既存顧客以外の新しい顧客を開拓したい。
– 業界全体の景気が悪く、先が見込めない。当社の技術を活用して新しい分野に進出したい。
– 自社技術には自信があるが、その有効な活用方法がわからない。異業種企業と情報交換したい。

2. ＩＴ活用の方向性
– 自社ホームページを立ち上げて会社及び自社技術をアピールする。

3. 目標
– インターネット経由による新規の引き合い案件を獲得する。
– インターネット経由による企業からの問合せを増加（提携交渉等）させる。

4. 成功のポイント
– 見る側の立場に立った魅力的なホームページを作成すること（飽きないような工夫）。
– ホームページは必ず定期的に更新すること（更新しないホームページは見てもらえない）。
– 検索エンジンにヒットしやすいように工夫すること（キーワードを挿入／他からのリンクを拡充等）。

5. 具体的アクション
– ホームページの企画

極力、様々なサイトを見て、自分で企画を検討する。市販のホームページ作成ソフトを利用すれば比較的簡単
に作成することができる。

– ホームページの立上げ
一般のプロバイダーサービスもしくは商工会や商工会議所等が実施しているホームページ掲載サービスなど
を利用する。

– ホームページの更新
ホームページは更新が命。定期的な更新を必ず行う。そのためにも更新しやすいように、「新着」、「日記」など、
新しい情報を簡単に書き込める構造にしておく。
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

７．①【事例：ホームページによる顧客拡大】

【概要】
有限会社C社は若手社長が率いる企業で、内装工事業からスタートして、現在は設計や施工管理に留まらず、デザイン力とプロ
デュース力をいかした『店舗コンサルティング』を実施している。主な顧客層は飲食店や個人である。

【ホームページ活用のきっかけ】
新規顧客を開拓するにはお客様に信頼してもらうことが必要で、そのためにはインターネットの有効活用が欠かせないと考えた
社長は、ホームページの本格的なリニューアルを決断。導入にあたっては、業者への丸投げでは自社のコンセプトが正しく伝わら
ないことや新鮮な情報をタイミングよく発信することができないと考え、ウェブ担当者の雇用を決断した。

【コンテンツの内容】
主なコンテンツは、「仕事の内容」、「従業員の顔」、「ニュース・コラム」、
「ブログ」で、仕事の内容については、施行実績の紹介の他、設計にあた
ってのコンセプトなどを掲載している。さらに施行した店がオープンする
ときはその紹介も行っている。またブログでは実際の現場の施行過程を
見てもらうなど、見た人にインパクトを与えるように工夫している。
また、検索エンジンに引っかかるように集客力のあるサイトからリンクを
張ってもらうなどのSEO対策にも力をいれている。

【効果】
具体的な効果としては、売上の増加 （ホームページをきっかけとする受注
額は1年間で１億円を突破）、優秀な人材の確保（技術者やデザイナーから
の応募が増加）などがある。

【成功のポイント】
小規模企業等にとってウェブ担当者を雇用するのは負担が大きいが、これを経費ではなく投資だと考えて雇用に踏み切ったこと
が第一の成功要因。投資だからこそ、結果を得るために努力する。 さらに、ウェブ担当者はデザインだけでなく、「楽しく仕事をする

会社・信頼できる会社」というコンセプトを重要視して、全体のコンテンツを組み立てている。伝えるメッセージを明確化していること
が、ホームページが効果を生み出している大きな要因と言える。 出典：中小企業基盤整備機構ホームページ（J-net21）
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

８．【インターネットによる販路拡大】

1. 課題／ニーズ
– 既存の販路、販売地域における取引、売上げが伸び悩んでおり、新しい顧客・販路を開拓したい。
– 業界内でもインターネットショップが大きな販路となっており、この流れに置いていかれたくない。

2. ＩＴ活用の方向性
– インターネットショップを開設し、ネット経由で商品を販売する。

3. 目標
– 売上げを拡大する。

4. 成功のポイント
– きれいな商品写真、丁寧な商品説明により商品をアピールすること。
– 通常の価格より安い値段設定を検討すること。
– こまめなWebサイト更新、メール問い合わせに対する迅速な回答など、きめ細かい対応を心がけること。
– 決済方法の充実や納期の短縮など、お客様の満足度向上につながる対策を行い、リピーターを確保すること。
– フィッシングサイト（本物を装ってカード番号などを盗むサイト）や詐欺ではないことをきちんと示し、お客様の不
安を取り除く工夫をすること。

5. 具体的アクション
– インターネットショップを開設する場所の選定

インターネットショップを開設する場合、ショッピングモールなどのサービスを活用する方法と、自社で独自に作
る方法の2種類がある。両者のメリット・デメリットを考慮し適切な方法を選定する。

– インターネットショップの開設
インターネットショップへ掲載するコンテンツ作成の他、決済手段、配送方法など商品を販売する際の一連の
処理が行えるよう手続き、準備を行う。

– インターネットショップの運営
インターネットショップは開設しただけでは売上げは伸びない。検索エンジンへの登録やSEO対策によるアク
セス数の確保、こまめな情報更新など活気のあるページであることの演出も重要である。
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

８．①【事例：インターネットショップによる新規顧客の獲得】

【概要】
有限会社Ｄ社は、こんにゃく関連商品卸売りを行っている従業員６名の会社である。

【ネットショップを作ったきっかけ】
こんにゃく加工品を売る計画を検討する中で、新しい販売方法として
インターネットショップに挑戦した（平成８年頃）。当初専門家にホーム
ページの構築を依頼して、デザインの良いネットショップを構築したが
あまり売れなかった。そこで、ITコーディネータの助言もあり、総花サ
イトから「ダイエット」にテーマを絞ったサイトを自前で構築した。

【コンテンツの内容】
ヘルシー、ダイエットをテーマとしたこんにゃく関連商品の紹介と販売を
行っている。

【効果】
当初ネット販売開始３年で月商100万円にまで拡大。その後、「ダイエ
ットの花道」を開始してからは、B2Cで250万円、B2Bで250万円と売上
を拡大した。

【成功のポイント】
当初よりインターネットショップに取組み、その特に蓄積したノウハウを
活用して、自分でホームページを構築したことにより、商品のよさを伝え
ることができた（他人任せでは良さを伝えることはできない）。また、総花
的なサイトからテーマをヘルシーに絞ったことも成功の要因となっている。
さらに、お客とのコミュニケーションを大事にしており、お客からの問合せ
や叱責のメールにも真摯に対応している。

出典：IT応援隊 「IT経営気づき事例集」
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

８．②【事例：企業間取引支援サイトの活用】

【企業間取引支援サイトとは】
各地の支援機関や業界団体などが、企業間取引の活性化を目指して立ち上げているサイトで、一般的には地域の企業が登録し、
会社概要、商品、保有する技術などを情報発信して、新しい取引先を探している。Ｂ２Ｂサイトでは地域や業種などで参加を限定し
ているものが多いことから、自社にあう企業間取引支援サイトを探して、参加を検討することが必要である。地域の企業間取引支
援サイトについては、周辺の支援機関などにご相談してください。

【主な企業間取引サイト】
●商工会ビジネス倶楽部 (http://www2.shokokai.or.jp/bsquare/）
全国商工会連合会が実施している商工会会員向けのビジネス
モール。製造業、建設業、サービス業、農林水産業など様々な業
種の参加している。4234社の商工会会員が参加している（2008年
3月19日現在）。

●ザ・ビジネスモール（http://www.b-mall.ne.jp/）
全国の商工会議所・商工会が運営している商取引支援サイト。
全国30万件の企業情報データベースを検索し、取引先を探すこと
ができる。

●風林火山ビジネスネット
山梨県内の優良な製造業者・ものづくり業者を紹介するＢtoＢ
仮想工業団地のポータルサイト 。県内の137社が登録している
（2008年3月19日現在）。

●ＮＣネットワーク（http://www.nc-net.or.jp/）
製造業の取引を支援するサイトで中小企業によるＢ２Ｂサイトの
草分け的存在。現在15,000社以上が登録している。

商工会ビジネス倶楽部
ホームページ

ザ・ビジネスモール
ホームページ
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

９．【ホームページを活用した人材確保】

1. 課題／ニーズ
– 新規事業を展開したいが、人材が不足している。
– 優秀な社員が退職するため、新たな人材を確保したい。

2. ＩＴ活用の方向性
– ホームページを活用した人材募集を行う。

3. 目標
– 必要とする人材を確保する。

4. 成功のポイント
– 必要とする人材像だけでなく、社風、経営者や他の社員の意識などを積極的に発信すること。
– 検索で引っかかるような工夫（ＳＥＯ対策）を行うこと。

5. 具体的アクション
– ホームページの作成

ホームページの作成については、必要とする人材及び能力を明確に示すことが重要である。さらに募集する
人が面白いと思ってもらえるようなコンテンツを取り入れたり、社風を伝えるなどの工夫を行うことが重要である。

– ホームページの掲載
応募者からの問合せには迅速に対応することが好印象につながる。したがって、きめ細やかなサイト運営が
必要である。
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【Ⅱ 経営課題とＩＴ活用】

９．①【事例：社長ブログで人材確保】

【概要】
株式会社E社は、WEBサイトの構築／インターネット広告／セキュリティ対策など、インターネットに関するコンサルティング、IT系
営業支援を行っている会社である。2000年に創業してから、規模を拡大し、現在はアルバイトも含めて35名もの従業員を抱えてい
る。

【社長ブログを立ち上げた経緯】
E社では、単に要望を聞いてWEBサイトを制作するのではなく、実際に導入企業の現場を体験し、その経験から利便性の高い
ホームページを提案・制作してきたが、そのようなE社としての考え方を伝えるために社長ブログを始めた。したがって、もともとは
営業面での活用を想定して社長ブログを立ち上げた。

【効果】
営業効果を期待して立ち上げた社長ブログであるが、それと同じぐらい人材確保の面でも効果をあげている。社長ブログを立ち
上げる前は、様々な人が面接に訪れるため、採用業務の負担も大きかったが、現在は社長ブログを見て社長の考えに共感できる
人が面接を受けに来る（社長に考えに共感できない人はあまり面接に来なくなった）ため、効率的な採用活動が実施されている。さ
らに、入社時から社長の考えに共感しているため、就職後の定着率が高くなった。
その他、従業員やその家族も社長ブログを閲覧しており、従業員の意識向上にもつながっている。

【成功のポイント】
大企業が採用を拡大する中で、小規模企業等にとって人材を確保するためには、経営者が積極的に考え方を発信していかなけ
れば、優秀な人材を確保できない。そのためのツールとしてブログは有効である。
ブログの活用においては、単なる日記というのではなく、経営者としてのメッセージを伝えることに重点を置いていることがポイン
トである。また、人材紹介会社を活用する際にも必ず社長ブログに目を通してもらえるようにリンクを張っている。新卒中途に関ら
ず、最近は昔のような大企業志向ではなく、仕事の内容や経営者の考え方を重視して職を探す人が増えており、小規模企業等に
おいても積極的に情報発信することが人材確保につながる。
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【Ⅲ IT導入を行う前に】

１０．現状のIT活用度チェック
以下に、小規模企業等が社内でどの程度ＩＴ活用が進んでいるかを簡易チェックするリストを示します。応援コーディネーターは、
以下のチェックリストを活用して相談企業のＩＴ活用度をチェックしてください。特に項目によってレベルが異なる場合は、弱いとこ
ろを補強するようにアドバイスしてください。

ＩＴ人材の視点ＩＴインフラの視点経営者の視点

□社内にIT担当をおいて、IT
を活用する体制を構築して
いる

□外部の専門家と提携してい
る

□ほとんどの社員が基本的な
パソコンの使い方は理解し
ている

□ITに詳しい社員がいる

□個人的にパソコンを使うこと
ができる社員がいる

□ＩＴを活用する担当が決まっ
ていない

（パソコンを使う人はいない）

□独自の業務システムを導入し
ている

□経営課題に対して ITを有効に
活用している。

□ＩＴ活用における情報セキュリ
ティに関する意識を持っている。

ＩＴ活用度 ３
（ＩＴを駆使して業務を実施

している）

□社内にＬＡＮが整備されてい
る

□ほとんどの社員がメールアド
レスをもっている

□業務において市販ソフト、
ASP、SaaS等を活用してい
る

□ホームページを開設している

□効率化の観点から、組織的に
ＩＴを活用している

□経営にITを活用しようとする意
思を持っている

□経営者自身がインターネットや
電子メールを利用している

□IT導入を従業員任せにせず、
目的と効果を意識している

ＩＴ活用度 ２

（簡単ではあるがＩＴを活
用している）

□スタンドアローン（単体利用）
のパソコンがある

□社内にインターネットを利用で
きる環境がある

□ITに興味があるが、よくわから
ない

□パソコンは使っているが、経営
との関係性を意識していない

ＩＴ活用度 １

（意識はあるが活用して
いない）

（会社にパソコンがない）（ITに関する知識は全くない）ＩＴ活用度 ０

（意識も設備もない）
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【Ⅲ IT導入を行う前に】

１１． “経営課題解決にITを活用しよう”と思ってもらうために

小規模企業等が抱える経営課題に対してITの活用が効果的と判断される場合であっても、経営者に全くその意識がない、
ピンとこないということであれば先に進みません。そのような経営者に“気づき”を与えるためには、一般に次のような方
法が考えられます。下記を参考にして、小規模企業等経営者にあった方法を薦めてください。

1. 身近な事例を紹介する
– 「ITを知らない」、「ITを利用したことがない」という方にとっては、ITのことをワープロと同じように認識しているか
もしれません。ビジネスの中でITを活用して効率化、情報発信力の強化につながっているような身近な事例を紹
介して、世の中の動向を伝えることが“気づき”につながります。

– 相談企業がおかれた状況（前項のステージ）にあわせて、適当な事例を紹介してください。

– 事例については、本手引書のほか、「IT経営気づき事例集（経済産業省：IT経営応援隊）」を参考にしてください。

2. セミナー等に参加させる
– 経営者向け等のセミナーに参加して、同じようにビジネスにITを活用しようと考える小規模企業等経営者に触れ
て刺激を受けることが“気づき”につながります。

– 特に、地域の身近な小規模企業等経営者が参加するセミナーの方が効果的です。

3. ＩＴの便利さを伝える
– ＩＴを活用していない多くの経営者は“パソコンを使ってみたことはあるがその利便性がよくわからない”というレ
ベルであると想定されます。最近では会計やホームページ作成など、簡単で便利なソフトが安く販売されており、
昔とは環境が大きく異なってきました。

– 電子メールを使ってみる、グループウェアを使ってみる、会計ソフトを使ってみるなど、まずは経営者にＩＴの便利
さを伝えて、“これは使える”と思ってもらうことが重要です。
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【Ⅳ IT活用の流れ】

１２．【IT導入手法】

IT導入方法には主に下表の３つがあります。求める機能、投資規模などにより適切な手法を薦めてください。
一般に、生産管理や受発注管理等は各企業の業務プロセスに密接に関係するため独自開発を行うことが多く、会計管
理やグループウェア等は企業にどの企業でもあまり内容が変わらないため市販ソフトやASP・SaaSを活用すること多く
あります。

また、投資の観点からみると、一般に独自開発はコストが高くなり、市販ソフトやASP・SaaSはコストを低く抑えることが
できます。但し、IT活用に成功している企業では明確な目的意識のもと積極的に投資していることが多く、目的を明確に
したうえで、それに必要な投資規模を考えるようにして下さい（投資規模だけを見て判断しないで下さい）。

・未だサービスの種類が少ない。

・インターネット回線に接続していないと
利用できない（回線状況が悪いと利用
しにくい）

・サーバ管理などの運用負担がない

・ブラウザーがあれば他にソフトを導入
する必要はない

・専門事業者がサービス提供しているた
めセキュリティレベルが高い

ASP・SaaSの利用

・自社の業務に完全に適するかわからな
い。

・財務会計など一部の分野に限られる。

・導入コストが低い

・導入時間が短い

市販ソフトの購入

・導入コストが高い

・導入時間が長い

・自社運用になる場合は社内の運用体
制が必要

・開発者と相談しながら、自社に最も適し
たシステムを導入できる（競争力の向
上）

独自アプリケーションの開発

デメリットメリット導入方法
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【Ⅳ IT活用の流れ】

１３．【参考：SaaSとは】

SaaS（Software as a Service）とは、ネットワークを通して顧客に必要なアプリケーショ
ンソフトのサービス機能を提供する仕組み。利用者はインターネットブラウザのみ必要とし、
サーバ、アプリケーションはサービスを提供する事業者が準備する。

財務
管理

顧客
管理

サービス
ベンダー

社内

財務
管理

顧客
管理

社内

【SaaSの特徴】SaaS従来のシステム
【従来の課題】

●全て自社環境で運
用するため運用負担
が大きい

●全て自社運用のた
め、セキュリティ対策
など専門的な知識が
社内に必要となる

●一度投資したら、シ
ステム変更がしにくい

●毎月の利用料金を
支払うのみ。システム
の更新などイニシャル
コストは発生しない

●専門のベンダーの
環境で運用するため
高いセキュリティが確
保できる（自社で管理
するよりもプロに任せ
たほうがセキュリティ
が高い）

●必要なくなればシス
テムを変更できる

インターネット

【参考】
経済産業省では、平成20～22年に小規模企業等を対象としたSaaS活用基盤
の整備を進めている。関係省庁と連携し、財務会計や給与計算などのオンラ
イン型のソフト、及び、それらと一体となったオンライン申告・申請サービスを
開発し、低廉な価格で提供することを計画している。

参考：小規模企業へのSaaS展開に向けて（経済産業省、平成19年12月5日）
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【Ⅳ IT活用の流れ】

１４．【IT導入プロセスとポイント（１）】
Ｐ４にＩＴ導入におけるプロセスを示しましたが、ここではさらに詳細に各プロセスで実施すべきこと及び成功のポイントを
示しています。なお、Ｐ４の「経営課題の明確化」、「解決の方向性」については、応援コーディネーターの基本的業務とし
て総論編で示していますので、ここでは「ＩＴの効果及び特徴の把握」から示します。応援コーディネーターは特に「ＩＴの効
果及び特徴の把握」、「ＩT活用の方向性」について適格なアドバイスを提供することが求められます。
なお、実施事項には必ず実施が必要なものにⓜ（must）、できれば実施してほしいものにⒸ（can）を付けています。

ＩＴコーディ
ネータ等
（又は応
援コー
ディネー
ター）

応援コー
ディネー
ター

応援コー
ディネー
ター

アドバイ
ス担当

・経営課題を明確にして共有すること

・できるだけ身近な事例を参考にすること

→ 本手引書のＰ５～Ｐ１７を参照

・経営課題に対してＩＴの活用の可能

性を検討 ⓜ

・ＩＴ活用の方向性を策定 ⓜ

ＩＴ活用の
方向性検
討

・ＩＴ活用には多くの可能性やメリットがあることを把握
すること

・メリットだけでなく各種負担についても念頭において
置くこと

→ 本手引書のＰ３、Ｐ１９を参照

・ＩＴの特徴を把握

・多くの企業でＩＴ経営が実践され、

効果を上げていることを把握 ⓜ

ＩＴの効果
及び特徴
の把握

・課題と目標を明確に設定すること

・無理のない戦略を策定すること

・技術の進展があることを前提に、柔軟に対応できる
仕組みを検討すること

・情報セキュリティ対策も十分に検討すること

・現状の課題の明確化 ⓜ

・IT活用の目標設定 ⓜ

・投資予算の検討 ⓜ

・IT導入手法の決定 Ⓒ

・アクションプランの作成 Ⓒ

・公的支援策の活用検討 Ⓒ

ＩＴ活用戦
略策定

成功するポイント実施事項フェーズ
プ

ロ

セ

ス
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【Ⅳ IT活用の流れ】

１５．【IT導入プロセスとポイント（２）】

ＩＴ
活
用

IT導入

IT調達

・利用者の支援体制をきちんと構築して、業務に
大きな支障が生じないようにすること

・IT活用を社員の自主性に任せるのではなく、
ルール化し守らせること

ＩＴコーディネー
タ／ベンダー
等

・バグ（プログラムの欠陥）の洗い出し

ⓜ

・ヘルプデスクの設置 Ⓒ

・社内におけるIT活用の推進 Ⓒ

初
期

・定期的な運用状況のチェックを行うこと（特にセ
キュリティ対策がきちんとなされているか確認す
る）

ＩＴコーディネー
タ等／ベンダ
等

・セキュリティ対策 ⓜ

・モニタリング Ⓒ

活
用
期

・もう一度ベンダーと協議して、導入システムの内
容を確認しておくこと(調達段階で意思疎通がで
きてないことがある）

・ベンダーとコミュニケーションを密に取り、進捗を
把握しておくこと（ ベンダーに任せきりにならな
い）

ＩＴコーディネー
タ／ベンダー

等

・導入計画の管理（納期の管理）ⓜ

・ユーザー教育 ⓜ

・仕様どおりの機能か確認 Ⓒ

・ユーザーの意向を十分考慮して更新を考えるこ
と

ＩＴコーディネー
タ／ベンダー
等

・システム利用の効果を測定 Ⓒ

・現行システムの改善点を洗い出し
Ⓒ

更
新

期

ＩＴコーディネー
タ等

アドバイス担
当

・必ず複数社から見積を貰って比較すること

・導入コストだけでなく運営コストについても十分
に検討すること

・発注仕様書（RFP）は目的の羅列でも構わない
が、できれば専門家の意見も求めること

・必要な環境整備（PC購入等） ⓜ

・システム要件の明確化 ⓜ
・発注仕様書の作成 Ⓒ

・業者選定 Ⓒ

成功するポイント実施事項フェーズ

プ

ロ

セ

ス

IT活用フェーズにおいては、「Plan－Do－Check－Action」を繰り返すことIT活用フェーズにおいては、「Plan－Do－Check－Action」を繰り返すこと
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【Ⅳ IT活用の流れ】

１６． ITコーディネータに引き継ぐポイント

1. 目的を明確に伝える
– 例えば、新規顧客を開拓するためにホームページを立ち上げることを検討する場合、ホームページを立ち上げ
ることしか伝えなければ、ホームページを作ることが目的化して、本来の目的が達成されない事例もあります。

– この場合、あくまでも目的は新規顧客の獲得であるということを明確に伝えることによって、ITコーディネータの
経験やノウハウから、もっと効果的な別なソリューションを提案することも考えられます。

– したがって、企業の置かれた状況と経営課題を明確に伝えることがまずは重要です。

2. 相談企業の身の丈にあったIT投資を検討するように伝える
– 一般にITの専門家はIT活用を推進するスタンスであり、一部の事例ではITの専門家が求めるレベルに達してい
なかったり、ITの専門家が先に走りすぎて失敗しているケースも見受けられます。

– したがって、相談企業の現状に見合った提案をおこなうように専門家に伝えて下さい。
– 応援コーディネータは当該企業の現状（運用体制、知識レベル等）を十分に考慮したうえで、もし大規模なIT投
資を行う時期ではないと感じれば、その旨をITコーディネータに伝えることが重要です。

3. ITの専門家と経営者との間をつなぐ
– ITをあまり活用していない小規模企業等の経営者にとって、ITコーディネータは敷居が高い存在かもしれません。
– したがって、小規模企業等の経営者とITコーディネータのコミュニケーションが円滑にいくまで、必要に応じて会
合に同席するという対応も必要になってきます。

応援コーディネーターの重要な役割はIT活用の方向性と示すことと共に、円滑にITコーディネータなどの専門家に引き継
ぐことです。次に、ITの専門家に引き継ぐ時のポイントを示します。
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【Ⅴ 情報セキュリティ対策】

１７．【情報セキュリティにおいて留意する点】

ITを活用するにあたって情報セキュリティ対策に関する理解が不足していれば、自社の経営に甚大な影響を及ぼすだけ
でなく、他人・他社まで被害を広げる可能性があります。情報セキュリティ事件の多くは内部要因により起こっています。

多額のコストを投入しなくても、日頃の心掛けである程度の対策を講じることができます。以下に具体的な対応方法を示し
ます。

【個人情報保護などの重要情報の管理】

2005年に個人情報保護法が制定されて以来、個人情報の取り扱いに対する社会の意識が大きく変わりました。個人情報
を漏洩するような事態になれば、企業の信頼を大きく損ねることになります。具体的には、

・個人情報データはパスワードを掛けて保存する。個人情報が記載された紙媒体は鍵のついたキャビネに保管する（関係
者以外がアクセスしないようにする）。

・個人情報は電子メールで送らず、手交を基本とする（ネット上の盗聴の対策）

・個人情報が記載された各種媒体は外部に持ち出さない（盗難や置き忘れなどの対策）

・フェイル共有ソフトなどの流出の危険があるソフトを利用しない。

などの対策が必要です。また、個人情報を取扱う際には、「目的を伝える」、「他の目的では利用しない」など、法律に定めら
れた一定のルールに従って取扱うことが必要です。

【事業継続】

経営がITに依存すればするほど、システムに障害が起こったときのことを考えておく必要があります。すなわち事業が継続
して実施できるように日頃から対策を講じておくことが必要です。大企業などでは事業継続計画（BCP：Business
Continuity Plan）を策定して、いざという時に備えている企業も増えてきました。具体的には、
・システム障害によりデータを紛失しないように定期的(最低一週間に一回）にデータバックアップをとる。
・システム障害が発生したときのために連絡するヘルプデスク、早急に連絡すべき取引先などを明確にしておく。

・システムが動かなくても、その代替方策を予め検討しておく。

などが必要です。

詳しい情報は、内閣府の個人情報保護ページ（http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/）、中小企業庁BCP策定運用指針
（http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/）などを参考にしてください。
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【Ⅵ 関連施策】

１８．【ＩＴ導入関連の支援施策】

・国税庁、国税局（事務所）または税務署の税務相談窓口

・経済産業省商務情報政策局情報処理振興課

情報関連の設備投資
を行った場合の税制
措置について知りたい

産業競争力のための情報基盤強化
税制

・（独）中小企業基盤整備機構比較的長期に亘り
CIOを派遣してほしい

戦略的CIO育成支援事業

・中小企業金融公庫（東京相談センター、大阪相談セン
ター）

・国民生活金融公庫（東京相談センター、名古屋相談セン
ター、大阪相談センター）

・商工組合中央金庫（本店お客様サービス相談センター）

・各都道府県等中小企業支援センター

中小企業の情報化（Ｉ
Ｔ）投資に対する融資
制度はないか

政府系金融機関の情報化投資融資
制度（ＩＴ活用促進資金）

・（財）全国中小企業情報化促進センターＩＴ機器を安価で導入
する方法を知りたい

戦略的情報化機器等整備事業

・経済産業省 情報処理振興課

・各経済産業局情報政策課

※東北は情報・製造産業課、中国は地域経済課、四国は
情報政策室、沖縄は地域経済課

ＩＴを活用した経営革
新を支援して欲しい

ＩＴ経営応援隊

・各経済産業局情報政策課

※東北は情報・製造産業課、中国は地域経済課、四国は
情報政策室、沖縄は地域経済課

・中小企業庁経営支援部技術課

システム開発に対す
る委託支援をして欲し
い

中小企業IT経営革新支援事業

問い合わせ先概要（ニーズ）施策名
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