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「創業スクール」8月開講！

昨年度に引き続き、平成２７年度も地域創業促進支援委託事業を受託し、千葉県
船橋市で「創業スクール」を開講しました。 この事業は産業の新陳代謝をもたらす新
規開業率を高め、地域の持続的な経済発展に結び付けるという成長戦略に基づくも
ので、その名の通り、地域に特化して創業を活性化することを目的としています。



高度人材育成実地研修をきっかけに、ものづくり補助金申請をご支援

株式会社永光自動車工業
代表者 ： 木俣 博光

所在地 ： 千葉県千葉市若葉区小倉町１３０１

社員数 ： ３６名

URL ： http://www.ea-net.co.jp/

事業内容 ： 自動車整備業

担当ITC ： 浅井鉄夫、杉浦敬三、飛田宏紀、島村康人
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ちば経営応援隊による企業支援事例１

木俣 博光 代表取締役

これまでの支援内容

平成２６年１月より、高度実践型支援人材育成研修にて島村を主担当として永光自動車工業を訪問
しました。経営課題抽出から経営戦略策定までのプロセスを、経営戦略策定ツール（TNMS）に沿って
計３回の訪問で実施しました。研修を進める中で、強みが多く弱みが少ない会社であることが明らかに
なりました。研修結果として経営戦略をご提案するには至りませんでしたが、研修終了時に「心理学等
を応用した選挙カーを開発し利用者毎カスタマイズによる立候補者支援事業」をテーマとする「ものづ
くり・商業・サービス革新補助金」申請をご支援させて頂くことになりました。

NPO内部にてプロジェクトチームを発足し、主担当浅井、事務担当島村、連絡係を飛田が担うことを
決定しました。平成２６年３月より補助金申請のためのヒアリング・資料作成を開始し、同年５月に申請
書を完成させました。６月末に採択通知を受領し、木俣社長からお礼の言葉を頂くことができました。
採択後も、浅井を中心に事業報告書の作成実務などを補助させて頂き、本年４月には完成した選挙
カーが日刊工業新聞の記事に取り上げられました。

きっかけと当初の経営課題

千葉県中小企業家同友会にての知人である木俣社長に、平成２５年度高度実践型支援人材育成
研修へのご協力をお願いしました。同実地研修において、杉浦、飛田、島村がSWOT分析から経営
課題・戦略案を文書化させて頂きました。その中で、木俣社長が新規事業の構想をお話しになり、そ
の新しい事業の資金として、ものづくり補助金申請を行いたいというご要望を伺いました。
理事長 浅井をリーダーに、高度実践型支援人材育成研修でヒアリング担当をした島村が、ものづく
り補助金の申請書作成ご支援を行なうことになりました。



ホームページを立ち上げ、地域のステークホルダーへ情報発信

株式会社木更津魚市場
代表者 ： 三上 和俊

所在地 ： 千葉県木更津市新田3丁目3番12号

社員数 ： ２６名

URL ： http://www.kisarazu-uoichiba.jp/

事業内容 ： 鮮魚介類および一般食料品卸売業

担当ITC ： 坂本 ゆみか
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ちば経営応援隊による企業支援事例２

三上 和俊 代表取締役

これまでの支援内容

ホームページ制作にあたり、専門的な知識・技術を持つ部署や人員の確保が難しかったため、日頃
から業務でパソコンを使い慣れている総務・経理の担当者を中心に進行することになりました。また、事
業規模やコンテンツボリュームから「Jimdo Pro」をベースにしたホームページ作成支援ツール「はじめ
てWEB」を採択いたしました。
当NPOからの支援として、ツールの導入と基本操作の習得サポート、長期的かつ継続的に運用する
ためのコンテンツ制作や運用体制づくりを行いました。また、ホームページの公開にあたりアクセス解
析ツール（Google Analytics）を導入し、定期的な見直しと改善活動に取り組めるよう利活用の環境を整
えました。
公開後は、市場で取り扱う魚介類の情報や花火大会などのイベント情報を積極的に発信し、地域と
共存・共栄する市場の魅力づくりに取り組んでいるとのことです。

きっかけと当初の経営課題

千葉信用金庫木更津支店のご紹介で経営相談をいただきました。消費者の魚離れが進む中で、魚
介類の消費拡大や事業の活性化が課題でした。また、県南地域唯一の魚市場として、市場を利用す
るお客様をはじめ地域の皆さまへ「木更津魚市場」を知ってもらうためにプロモーション活動の必要性
を感じておられました。
そこで、情報発信をするためのホームページを開設し、社内で運用・管理する仕組みを整えるという
方針のもと、当NPO会員の浅井、坂本が支援を開始しました。



オープンソースソフトウェア導入によりコスト削減を実現

四街道市
ご担当者 ： 経営企画部情報推進課 海老原康一

所在地 ： 千葉県四街道市鹿渡無番地

URL ： http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/

総人口 ： ９１，４０１人

世帯数 ： ３８，２０８世帯

担当ITC ： 徳永 雅彦

これまでの支援内容

研修は2014年4月に第1回入門編研修を行い、2015年2月に同内容で第2回目の研修を行いました。
研修は半日コースで開催し、第1回、第2回合わせて10日間全20回、各回約20人ずつを対象に、延べ約
400人に参加していただきました。
研修は、LibreOfficeの機能のうち文書ドキュメント作成（Writer）および表計算（Calc）を対象としました。
また、できるだけ日常業務での活用方法をイメージしていただけるように、機能だけ説明するのではなく、
実際にいくつかのドキュメント（セミナー案内状、統計シート）をゼロから作成からする手順を追って説明を
行いました。
研修内容は先行して導入を実施している自治体の情報を参考にしましたが、導入バージョンによって
従来ソフトとの互換性に差異があったり、機能が拡張されていることもあるので、基本操作だけでなく、従
来ソフトとの比較や互換性、移行ポイントなどを交えてオリジナルのテキストを作成し研修を行いました。
日頃文書作成や集計作業を工夫して行っている参加者の方々からは移行に関する質問が多く寄せられ
ました。また、当日質問しきれなかった点や、あとから気が付いた疑問点などをフォローするために質問
票を配布し、後日回答する形式をとったことで、操作理解がより深まったとの声が多く聞かれました。

きっかけと当初の経営課題

NPOちば経営応援隊のメンバーによる四街道市様とのお付
き合いの中で今回の相談を受けるに至りました。
アプリケーションソフトのライセンスに要するコストを削減す
るため、市役所内のオフィス統合ソフトをオープンソースソフト
であるLibreOffce（リブレオフィス）に移行することが決定され
ましたが、多くの職員がLibreOfficeに慣れていないため、基
本操作研修を行うことが必要となりました。

海老原康一様

「 LibreOfficeを運用するにあたり、操作方法を解説した市販の書籍が少ないことや、今までのオフィス統合
ソフトとの互換性・ファイル移行方法といった課題がありました。研修で使用したテキストは初心者でもわか
りやすいもので、実習を通じ研修を進めることで、これら課題の解決につなげることができました。また、研
修中に出た質問も、講師の方にご協力をいただきQ&Aとしてまとめ、活用させていただいております。」

（海老原様談）

大変多くの方々にご参加いただいた上に、効果的かつ実践的な研修を行うことができましたのも、
ご担当者様をはじめ関係部署の方々のご協力のお蔭と感謝いたしております。ありがとうございました。

（ITC徳永雅彦）

ちば経営応援隊による自治体支援事例紹介
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活動事例：高度実践型支援人材育成事業

平成２５年度に引き続き、独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成２６年度「高度実践型支援人
材育成事業に関わる委託業務」を受託し、関東経済産業局管轄区域内の主に企業内ＩＴコーディネータ
に対して、企業支援の座学研修ならびに実践研修を行いました。

２. 研修生ならびに訪問先企業の評価

研修生の多くから、「経営者と真摯に意見交換する機会を得られたことは大変貴重な経験になった」と
コメントが寄せられました。 経営者へのヒアリングに基く企業支援の手順を理解し、少なからず自信をつ
けたと考えられます。 訪問先企業からは、「ヒアリングや意見交換を通じて経営課題などを見える形に
文書化できた。社員とこれを共有し、さらに経営課題の解決に向けて行動を起こすきっかけとなった。」と
いう評価を頂くこともできました。

1. 高度実践型人材育成研修の概要

(1) 目的

ＩＴコーディネータは企業のＩＴ経営力強
化を支援する担い手となることを期待されて
いますが、必ずしも実務経験を積んでいな
い人材も多く存在します。そのような人材の
中から希望者に、企業支援の実践経験を
積む機会を与えることによって、新たな支援
人材を育成することが本研修の狙いです。

(2) 実施内容

応募者の中から１０名の研修者を選抜し、
まず３日間の座学研修を行いました。

続いて指導者と事務局が同行して、研修
生一人２社（主担当1社、副担当1社）の実
地研修を行いました。

１社につき各３日間の実地研修では、経
営者へのヒアリングによって課題を整理し、
経営者とともに課題解決に向けた戦略案を
検討しました。

適宜、Ｓｋｙｐｅ会議を挟んで指導者がアド
バイスしつつ、経営戦略策定プロセスツー
ルを用いて、経営課題および戦略案を文書
化し、経営者へプレゼンテーションを行い
評価して頂きました。

実地企
業支援
の
実践

経営戦略策定からＩＴ経営戦
略策定までの体系的な理解

コミュニケーション
能力の向上

マーケティング、
プロモーション
の知識習得

ITコーディネータの経営支援能力を強化・育成し、
地域支援活動の活性化を図る

【高度実践型人材育成研修の狙い】

所在地 研修先企業 業種

江東区 Ｊ社 建設業（建設施行管理）

千葉市 Ｋ社 サービス業（その他専門サービス）

千葉市 Ｉ社 建設業（建築・リフォーム）

足立区 Ｇ社 製造業（日用品製造販売）

船橋市 Ｍ社 製造業（理化学機器製造販売）

大田区 Ｎ社 製造業（機械部品加工）

船橋市 Ｋ社 製造業（印刷）

鎌ヶ谷市 Ｈ社 獣医業

鎌ヶ谷市 Ｅ社 サービス業（自動車整備）

船橋市 Ｙ社 サービス業（司法書士）

計１０社

研修内容

座学研修

経営戦略策定プロセス研修（1日）

コミュニケーション研修（1日）

マーケティング&プロモーション研修（1日）

経営支援
研修

実地研修による中小企業支援能力強化（6日）
研修生は1社3日間×2社の企業訪問
1社あたり研修生2名で実施

経営支援に取り組む新たな人材の育成

座学風景



1．経営者向けセミナーと企業支援
各地の商工会議所と連携して、千葉県内８ヶ所で中小企業向け情報セキュリティセミナーを開催した

ほか、コラボ産学官千葉支部(千葉信金様)のIT経営実践セミナーの講師を務め、合わせて延べ約120
名の経営者等の参加を得ました。
個別企業に対しては、ミラサポや千葉県の専門家派遣制度などを活用して、会員個々が精力的に

支援活動を行っています。

平成２６年度の活動を振り返って
平成２６年度は、前年度に引き続き、中小企業基盤整備機構より高度実践型人材育成事業を受託し、

１０名のＩＴコーディネータに企業支援の経験を積む機会を提供しました。 またＩＴコーディネータ資格
取得のためのケース研修事業をＩＴコーディネータ協会より受託し、第１期、第２期合わせて１３名の研修
修了生を輩出しました。 さらに、新たな取り組みとして、地域創業促進事業を受託して、７名の創業予
定者を対象に「創業スクール」を開講しました。
会員の知識・経験・技量の向上と情報の共有・徹底を図るために、平成２６年度も定期的に理事会、連
絡会・研修会を開催しました。 会員数の拡大に努めた結果、正会員数は年度末時点で昨年度対比７
名増加し４０名に達し、今年度はさらに増加が見込まれます。
中小企業向けのセミナー開催や支援活動に加え、県や一部の市町村と連携・協働に向けた取り組み

を積極的に進めました。 四街道市からは約４００名の職員へのＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃｅ研修を受託するなど、自
治体向けの活動も精力的に行いました。
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昨年度の活動実績～平成２６年度事業報告

2．ＩＴコーディネータ向けセミナー
ＩＴコーディネータを対象に、『営業力強化を事例に学ぶ』というテーマでセミナーを開催（平成２７年１

月１７日、於船橋情報ビジネス専門学校３号館）し、約４０名が受講しました。 講演者はいずれも会社を
代表して経営にあたっておられる方々で、営業力のみならず会社経営に関わる見識と経験に裏打ちさ
れた熱のこもった講演で、受講者からは大変好評でした。
アスクラボ（株） 川嶋謙様 「普通の人」が成果を出せる営業組織を作る
（株）ファソテック 竹内淳一様 AM技術と生体質感モデリングによる医療ビジネスへのチャレンジ
浅草中屋 中川雅雄様 「挑戦する老舗」～ネットビジネスの考え方とその進化～

3．自治体支援
千葉県の「平成２４年度連携・協働による地域課題の解決モデル事業」として採択されて始まった、津

田沼商店街（通称「ワイがや通り」）を中心とする地域の活性化活動を、引き続き支援しました。 地元商
店会、連合町会、住民有志が主体となって活性化活動を行う組織と拠点ができ、活性化活動はますま
す活発化しています。
千葉県地域ＩＴ化推進協議会に参画し、ＩＴリテラシ向上対策部会を主幹として運営しています。 平成
２６年度は、芝山町の小中学校の先生方へのＩＴ利活用に関するアンケート調査を行いました。

1/27 館山商工会議所
情報セキュリティセミナー風景

開催日 開催場所 テーマ
1月16日 袖ヶ浦市民会館 IT経営実践セミナー
1月20日 佐倉商工会議所 情報セキュリティ
1月27日 館山商工会議所 情報セキュリティ
2月3日 八千代商工会議所 情報セキュリティ
2月5日 船橋商工会議所 情報セキュリティ
2月10日 佐原商工会議所 情報セキュリティ
2月12日 市川商工会議所 情報セキュリティ
2月24日 茂原商工会議所 情報セキュリティ
3月2日 浦安商工会議所 情報セキュリティ



ケース研修風景

１．経営者向けセミナーの開催と企業支援
情報処理推進機構（ＩＰＡ）、コラボ産学官千葉支部(千葉信金様)、各地商工会議所・商工会、千葉県

地域ＩＴ化推進協議会と連携して、中小企業経営者向けのセミナーを積極的に企画・開催します。 今
年度は「マイナンバー制度への対応」を加味した内容とする計画です。 セミナー後の個別相談を通じ
て、当法人の会員がご支援する企業を増やします。

事業方針
NPO法人ちば経営応援隊は、豊かで暮らしやすい地域社会の創出と質の高い市民生活の実現に一
層貢献するべく、前年度事業を踏まえつつ平成２７年度はさらに事業活動を強化します。
また法人としての組織基盤を強固なものとするために、法人の活動内容について積極的な広報活動
を行い、会員数の増加と会員の活動領域の拡大を図ります。

２．ＩＴコーディネータ育成のケース研修
ＩＴコーディネータ資格取得に必要なケース研修
を、本年度も船橋情報ビジネス専門学校との共催
の形で予定し、開催実現に向け積極的な取り組み
を行います。
第1期 7月～ 8月 船橋 （開催断念）

第2期 1月～ 2月 船橋

５．会員の知識・技量の向上
会員間の情報共有と企業支援の専門家としての知識・技量の向上を目指す目的で、本年度も月次
で会員研修会を実施します。 研修においては持ち回りで講師を務めるほか、時には外部講師による
研修も予定します。 また中小企業支援実践研修として、企業支援のベテランが経験の乏しい会員を
ＯＪＴ指導育成する施策を実行します。

ITコーディネータ向けのセミナーについては年間２回の開催を予定します。 ２回目のセミナーでは会
員による企業支援の事例等を中心に発表する予定です。

４．市町村との連携・協働と自治体支援
県民のさらなるＩＴリテラシ向上を目指し、千葉県地域IT化推進協議会のもとに設けられた「ITリテラシ
向上対策部会」を通じて、住民や企業における「マイナンバー制度への対応」をテーマとした啓蒙活動
を推進します。また、小中学校の先生方を対象に、ITリテラシレベルの向上策と学校現場でのIT利活
用促進に向け、集合研修の実証実験を行います。
昨年度に引き続き、習志野市並びに地域住民が進めている「ワイがや通り活性化」活動に協力します。
また、この活動のためのホームページ等の運営をご支援します。
平成２７年度は、自治体の各種情報システム構築の調達支援に積極的に取り組みます。

６．広報
当法人ホームページのさらなる充実を図るほか、新たにフェイスブックページを開設し、企業経営者
や各種支援機関とのコミュニケーションを強化します。また、「みんビズちばオンライン」サイトを発展的
に再構築して、企業支援の有効なツールとして活用する計画です。
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３．創業スクール
本年度も地域創業促進事業に基づく創業ス
クールを開催します。



理事長挨拶

ITコーディネータ千葉ネットワークの中小企業支援プロジェクトを発展さ
せ、ITコーディネータの実践力向上と支援実践を目指すNPOを結成して４
年が経過しました。 ４０名超の仲間が集い、千葉県内のみならず東京都
の一部でも活動を展開できるようになりました。 多くの企業の方々や自治
体・関連団体、さらに県内の商工３団体などと一緒に活動しています。
昨年度は中小企業基盤整備機構からも事業を受託できました。 皆様に
厚くお礼申しあげます。 今年度も活動をさらに発展させ地域企業のＩＴ経
営のさらなる実現を目指します。

ＮＰＯ法人ちば経営応援隊とは

私たち「ＮＰＯ法人ちば経営応援隊」は、ＩＴコーディネータ資格を有し、企業支援活動を実践して
いる会員が集まった、経営全般とＩＴ分野に明るい経験豊富な専門家集団です。 会員数は４０名を
超えており、ＭＢＡ、中小企業診断士、技術士、プロジェクトマネージャー(PMP)を始めとする様々な
情報関連資格保持者など、会員が合わせもつ資格・技能も多様で、それぞれが得意分野を生かして
互いに協力して企業の課題解決に臨む体制が整っています。
千葉県産業振興センターや商工会議所・商工会などの中小企業支援機関、金融機関などと連携
して、主に千葉県内にて、①各種セミナーの企画開催・運営受託、②個別企業の支援（各種の専門
家派遣あるいは訪問相談等を活用）、③ＩＴ利活用の啓蒙、を当法人の事業の柱としています。 さら
に、国（中小企業基盤整備機構など）や自治体（国・県・市町村）からの要請に基づき、地域の活性
化や住民のITリテラシの向上、支援人材の育成にも取り組んでおります。
現代は、企業経営においてもまた個人の生活においても、ＩＴの利活用抜きでは済まない時代です。
私たちは企業の経営者・従業員のみならず一般市民も対象に、ＩＴに関する啓蒙活動を行い、豊か
で暮らしやすい地域社会の創出と質の高い市民生活の実現に寄与して参ります。

【法人概要】
正式名称： 特定非営利活動法人 ちば経営応援隊
所在地： 千葉県船橋市
役員体制： 理事長 浅井 鉄夫

理 事 齋藤 謙一郎 事務局・広報担当
理 事 増澤 實 会計担当
理 事 川井 久 事業担当
理 事 稲垣 実 研修担当
監 事 早田 和男

会員数： 正会員４５名 （平成２７年７月１日現在）

設立： 平成１５年９月 （途中活動中断。 平成２３年４月より本格活動を再開）

加盟団体： 特別非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会 届出組織
千葉県地域ＩＴ化推進協議会 特別会員
コラボ産学官千葉支部(千葉信金様) 協力機関

法人紹介

特定非営利活動法人

ちば経営応援隊
http://npo-chiba-keiei-oentai.org/ 

otoiawase@npo-chiba-keiei-oentai.org 
発行 ２０１５年９月

理事長 浅井 鉄夫


