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当NPOでは昨年度に引き続き、船橋市からの受託事業「船橋創業実践塾」を開講

しました。通常の集合型研修では学ぶことが難しい実践的な創業ノウハウを、少人数

限定の特別講座で学ぶことができるカリキュラムを提供しました。受講者は船橋地域

での創業を目指す方ですが、今回で卒業生は延べ13名となりました。この講座の特

長として「当地域で活躍している先輩経営者を訪問」する機会があります。活躍中の

経営者から “生きた”創業体験を学ぶことで、座学で学んだ体系的な知識を、より実

践的な視点から補強ができました。

当NPOでは、今後も船橋の地域経済活性化に尽力します。

講座卒業生の成功を継続支援しつつ、さらに新たな創業者

を支援してまいります。
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株式会社マネージ

代表者 ： 藤田 聡

所在地 ： 〒１１０－００１６

東京都台東区台東１－２２－４ 幸保第３ビル

事業所 ： 関西-大阪市浪速区 新大阪-大阪市東淀川区

創業 ： １９６４年（昭和３９年）

社員数 ： １１２名 資本金：４,８５０万円

URL ： http://www.manage.co.jp/company.html

事業内容 ： 業務系システムサービス、IT人材派遣サービス他

担当ＩＴＣ ： 荒木勝利
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ちば経営応援隊による企業支援事例ちば経営応援隊による企業支援事例ちば経営応援隊による企業支援事例ちば経営応援隊による企業支援事例

情報セキュリティ対策への取り組みは以下表の通りですが、本制度は、企業経営者自らが取り組むことが

ベースであり、同時に組織全体での意識高揚、ビジネス推進に於いて高い社会的信用維持を図るものです。

今回 ㈱マネージ様では、この価値をいち早く理解されて取り組まれました。

主なポイントは、IPA提供ツール「5分で出来る自社診断」を90％以上の社員の方々に実施いただき、実状の

調査・分析を行ないました。その結果は74.4点でIPAの調査28社平均70.4点を上回っており、予てよりセキュ

リティーに高い関心と研修を実践をされていただけに、高い評価点でありました。

今後に向けた展望今後に向けた展望今後に向けた展望今後に向けた展望

本プロジェクト一段落後、2件のプロジェクトが進んでいます。 １件目はSECURITY ACTIONの自己宣言

後の支援工程「コンサルティングフェーズ（NPO側メンバー、田中・徳永・山中）」に対するカリキュラム作りの

共同研究・推進で、現在「セキュリティ研修テキストづくり」が済み、次のステップについて企画中の段階です。

２件目は、これから「自己宣言」を目指される関係企業２社をご紹介して頂き、 (株)マネージ様のご協力のも

と支援活動中です。今後お客様とビジネス分野で新たなコラボレーションを模索する方向でも協議を続けて

います。

SECURITY ACTIONSECURITY ACTIONSECURITY ACTIONSECURITY ACTIONセッションのスケジュールセッションのスケジュールセッションのスケジュールセッションのスケジュール

プロジェクトの概要とご支援内容プロジェクトの概要とご支援内容プロジェクトの概要とご支援内容プロジェクトの概要とご支援内容

(株)マネージ様とは数年前より企業経営のご相談対応をさせていただく形でITC・情報セキュリイティの資

格を活かしたご支援をさせていただいていました。お客様では、IT系の企業様に対する派遣ビジネス等を

行っている関係から、2006年にプライバシーマークを取得されており、予てより「企業は一度社会的信用を

落とす事変等に巻込まれるとビジネスに多大な痛手を被る」と考えておられ、今後情報セキュリティの脅威が

益々増す環境を考えて、全社員への啓蒙・普及の重要性・強化を考えておられました。

当NPOでは、今回IPAを初め10団体での「SECURITY ACTION自己宣言」制度に伴い、本制度の普及活

動を推進するに当たり、モデルとしての協力企業の必要性を感じていました。

お客様に本件をご相談した処、自社の経営課題・ニーズとも一致するとして協力の快諾を得ました。そこで

当NPOで「推進チーム（浅井、東野、荒木、川名、田中）」を、同時にお客様にも「プロジェクトチーム（藤田

社長様、谷川様、柴田様）」を編成していただき３段階のステップで実施することになりました。

プロジェクト推進のきっかけプロジェクト推進のきっかけプロジェクト推進のきっかけプロジェクト推進のきっかけ

因みに、平均よりも低評価の６項目（基

本項目・組織的対応項目等）について、

具体的な改善・対応策を協議して、今

後の対応策に盛り込むためにドキュメ

ント化や実施具体策を立ていただきま

した。それを踏まえて全社員への啓

蒙・実施の徹底を図られることになりま

した。

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 藤田藤田藤田藤田 聡聡聡聡 様様様様

ビジネス拡大における社会的信用構築の強化

日程日程日程日程 セッションの内容セッションの内容セッションの内容セッションの内容

1111日目日目日目日目 ((((半日半日半日半日))))

[7[7[7[7月月月月2222日日日日]]]]

・NPOちばの活動、SECURITY ACTION自己宣言手順説明

・マネージ様のIT環境＆情報セキュリティ対策への取組み現状の説明

・IPA提供の「５分でできる自社診断」の実施手順説明と作業分担の協議

準備・ワーキング準備・ワーキング準備・ワーキング準備・ワーキング
・マネージ様:自社診断の実施、NPOちば:結果の集計分析と検討課題の整理

２日目（全日）２日目（全日）２日目（全日）２日目（全日）

[7[7[7[7月月月月30303030日日日日]]]]

・自社診断結果の分析結果に対する課題の共有

・分析結果・課題への対応策の検討

準備・ワーキング準備・ワーキング準備・ワーキング準備・ワーキング

・マネージ様にて、情報セキュリティポリシーを策定し、「二つ星」ロゴマーク

の宣言の申請と外部への宣言を準備

3333日目日目日目日目 ((((半日半日半日半日))))

[9[9[9[9月月月月27272727日日日日]]]]

・進捗確認と今後の継続的改善に向けての協議

・SECURITY ACTION自己宣言活動の有効性に関する意見交換
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ちば経営応援隊による企業支援事例ちば経営応援隊による企業支援事例ちば経営応援隊による企業支援事例ちば経営応援隊による企業支援事例

千葉県剣道連盟居合道部

代表者 ： 青木 薫弘（千葉県剣道連盟居合道部 部長）

所在地 ： 千葉県千葉市稲毛区（事務局）

担当者 ： 新井 将平（普及委員会副委員長

四街道支部 支部長）

創設 ： 昭和50年4月

URL ： https://www.chiba-iaido.jp/

活動内容 ： 居合道の普及

担当ＩＴＣ ： 徳永雅彦

プロジェクトの概要プロジェクトの概要プロジェクトの概要プロジェクトの概要

千葉県下21支部約350人が活動している居合道部ですが、これまでは一部の支部でホームページが運用

されているものの、居合道部としてのホームページはありませんでした。今回拡大普及活動の一環として、

居合道の普及・新規会員の獲得および事務連絡のWeb利用を目指してホームページの立ち上げを行うこと

になり、「HP制作プロジェクトチーム」が立ち上がりました。当NPOへは、元NPO会員（居合道部四街道支部

所属）を通して、普及委員会副委員長新井様から依頼があり、このプロジェクトをご支援することとなりました。

ご支援内容ご支援内容ご支援内容ご支援内容

2016年秋～2018年2月まで、7回の打合せおよび講習会、メールでの情報交換を重ね、2018年3月に理事

会承認を経て、公開に至りました。

プロジェクトでは立ち上げ（公開準備）チーム、運用（コンテンツ更新）チームが組織されました。立ち上げ

チームではページ構成の検討、初期コンテンツの準備が進められました。運用チームでは、ページ更新方

法の講習、更新体制（各ページの担当決め）の検討が進められました。

ツールは、できるだけ多くの方にホームページ立ち上げに関わっていいただけるよう、クラウド環境であり、

操作の容易なJimdo Pro（ジンドゥー プロ）を採択しました。

複数のメンバーによるホームページ運用管理となるため、ホームページ管理規定により各担当の役割の

明確化を行うなど体制づくりにも注力し、着実なスタートを切ることができました。

「審議機関である役員総会/理事会の年間開催回数が限られており、更に構成員は各地区の支部長なの

で全員が高齢者です。そのためITリテラシーが低く、一つの言葉を理解して貰うのにも多大な時間を要しま

した。徳永様にはその間お付き合いをいただき、大変に感謝をいたしております。」（新井様談）

新井将平様

ホームページ（ホーム画面）ホームページ（ホーム画面）ホームページ（ホーム画面）ホームページ（ホーム画面） ホームページ（年間行事予定画面）ホームページ（年間行事予定画面）ホームページ（年間行事予定画面）ホームページ（年間行事予定画面）

居合道の普及と事務の合理化に向けてホームページを⽴ち上げ



IT経営をリード、推進、支援できる人財を育成しています
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ITITITIT経営を支える人財の育成活動経営を支える人財の育成活動経営を支える人財の育成活動経営を支える人財の育成活動

ITITITIT経営を支える人財経営を支える人財経営を支える人財経営を支える人財

企業主導であったマーケティングや広告宣伝活動は、インターネットやソーシャルメディアというＩＴによっ

て生活者主導に変わり、経営者は、このような外部の経営環境とＩＴ環境の変化を洞察し、自社変革に結び

付けなければなりません。そのためには、積極的なＩＴの利活用と「情報」による経営の見える化を経営者が

率先して指揮することで、はじめて変化の激しい時代の「経営のＷｉｎ」を確実にすることができるといえます。

このような経営環境とＩＴ環境の大きな変化に対応するために、経営者は従業員と経営変革やイノベーショ

ンに対する「思い」を共有し、その「思い」を具現化する強力な武器としてＩＴを利活用する必要があります。

ＩＴコーディネータ協会では「ＩＴ経営とは、経営環境の変化を洞察し、戦略に基づいたＩＴの利活用による

経営変革により、企業の健全で持続的な成長を導く経営手法である」と定義しており、ＩＴ経営の実現に向け

て、ＩＴ経営をリードできる企業経営者や実際に活動するＩＴ経営推進者へ向けた「ＩＴ経営カンファレンス」や、

ＩＴ経営を外部から支援する専門家としての「ＩＴコーディネータケース研修」を実施し、ＩＴ経営を支える人財

の育成活動をしています。

ITITITIT経営カンファレンス経営カンファレンス経営カンファレンス経営カンファレンス2017201720172017

千葉県内のＩＴ経営実践事例の紹介を通じて、企業経営のスピード化や効率化を検討し、自社のＩＴ経営

の最適解を模索する「ＩＴ経営カンファレンス2017（企業経営者や業務管理者のための「ＩＴ経営」勉強会）」

を、2017年12月5日(火)午後、「船橋商工会議所大ホール」にて、 （社）経営パートナーズ・イースト東京との

共催で、関東圏では初めて開催することができました。

来賓あいさつ 「経済産業省のＩｏＴ・ロボット関連施策について」 経済産業省関東経済産業局 情報政策課長 濱田 豊 様

基調講演 「労働生産性向上と働き方改革」 杉浦社会保険コンサルティング 特定社労士 杉浦 美穂子 様

事例紹介１ 「もの作り技術の”幅を広げる”取り組み事例」 株式会社パール技研 代表取締役 小嶋 大介 様

事例紹介２ 「新規事業・地域でのバイオマスエネルギー製造」 大金興業株式会社 代表取締役 大野 光政 様

ITITITIT経営カンファレンス経営カンファレンス経営カンファレンス経営カンファレンス2017201720172017 東京東＆千葉東京東＆千葉東京東＆千葉東京東＆千葉 プログラムプログラムプログラムプログラム

杉浦社会保険コンサルティング杉浦社会保険コンサルティング杉浦社会保険コンサルティング杉浦社会保険コンサルティング 杉浦美穂子様杉浦美穂子様杉浦美穂子様杉浦美穂子様 ㈱パール技研㈱パール技研㈱パール技研㈱パール技研 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 小嶋小嶋小嶋小嶋 大介様大介様大介様大介様 大金興業大金興業大金興業大金興業㈱㈱㈱㈱ 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 大野大野大野大野 光政様光政様光政様光政様

ITITITITコーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ・・・・ケース研修ケース研修ケース研修ケース研修

経済産業省推奨資格「ＩＴコーディネータ」を取

得するために必要な「ＩＴコーディネータ・ケース研

修」を、毎年12月から1月にかけて、船橋情報ビジ

ネス専門学校（船橋市本町）にて実施しています。

ＩＴコーディネータ資格取得後は、企業に所属す

るＩＴコーディネータであれば自社のＩＴ経営推進

者として活躍し、独立したＩＴコーディネータであ

れば、製造業、小売業、サービス業をはじめ、自

治体、病院、学校、農業法人など多様な業種に

おいて「ＩＴ経営」を支援し、数多くの実績と成果を

上げています。

日数 研修内容

第１日目

ＩＴコーディネータ制度とＩＴ経営認識領域概説

変革認識プロセス演習

第２日目

ＩＴ経営実現領域概説

経営戦略プロセス演習

第３日目

経営戦略プロセス演習（続き）

第４日目

業務改革プロセス演習

ＩＴ戦略プロセス演習

第５日目

ＩＴ戦略プロセス演習（続き）

ＩＴ利活用プロセス（調達・導入）演習

第６日目

ＩＴ利活用プロセス（サービス利活用）演習

持続的成長認識・変革マネジメントプロセス演習

ITITITITコーディネータ・ケース研修内容コーディネータ・ケース研修内容コーディネータ・ケース研修内容コーディネータ・ケース研修内容



SECURITY ACTION制度を活⽤して情報セキュリティ対策を支援
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NPONPONPONPO内研究会内研究会内研究会内研究会

情報セキュリティマネジメント研究会情報セキュリティマネジメント研究会情報セキュリティマネジメント研究会情報セキュリティマネジメント研究会（（（（通称通称通称通称SGSGSGSG2222活動活動活動活動））））

１．地域の中小企業向け情報セキュリティ対策講習会１．地域の中小企業向け情報セキュリティ対策講習会１．地域の中小企業向け情報セキュリティ対策講習会１．地域の中小企業向け情報セキュリティ対策講習会

SECURITY ACTION宣言をしてセキュリティポリシーを策定した

企業向けに、ポリシーに沿った情報セキュリティ対策を、課題整

理・規程類整備・運用体制整備・教育研修・監査のステップごと

に整理し、各社情報セキュリティ環境に合わせたコンサルテイン

グ支援プランを提供することにしました。

教育・研修については、独自に、質問・回答・解説をセットにし

た従業員向けのコンテンツを作成して提供します。

県内の各商工会議所を中心に各種団体と協業して計10回の

講習会を開催し、延べ約150名の参加を得ました。 IPAが提供

するDVDを活用するなど、情報セキュリティの最新トピックス、対

策の事例、 SECURITY ACTION宣言などを紹介しました。

２．２．２．２．SECURITY ACTIONSECURITY ACTIONSECURITY ACTIONSECURITY ACTION宣言後の情報セキュリティ対策を支援宣言後の情報セキュリティ対策を支援宣言後の情報セキュリティ対策を支援宣言後の情報セキュリティ対策を支援

開催日 開催場所

11月7日 館山商工会議所

11月27日 成田商工会議所

12月6日 佐倉商工会議所

1月26日 野田商工会議所

2月6日 八千代商工会議所

2月14日 市川商工会議所

2月14日 千葉県指定団地協議会

2月16日 浦安商工会議所

2月22日 船橋商工会議所

3月27日 木更津総合卸商業団地

協同組合

中小企業向け情報セキュリティ中小企業向け情報セキュリティ中小企業向け情報セキュリティ中小企業向け情報セキュリティ

対策講習会開催実績（対策講習会開催実績（対策講習会開催実績（対策講習会開催実績（10101010箇所）箇所）箇所）箇所）

情報セキュリティマネジメント研究会は、情報処理推進機構（IPA）が2016年春から実施した情報処理技術

者試験の「情報セキュリティマネジメント試験」（試験区分：SG）の合格を目指した組織内研究会として発足

しました。受験者全員合格と当初目標は初年度にクリアしましたので、２年目の当年度は、知識・技術の研

鑽に加え知見を活かして、中小企業に対して実践的な情報セキュリティ対策の支援活動を展開しました。

３．情報セキュリティコミュニティ集会を開催３．情報セキュリティコミュニティ集会を開催３．情報セキュリティコミュニティ集会を開催３．情報セキュリティコミュニティ集会を開催

SECURITY ACTION宣言をするなど、情報セキュリティに関心

のある企業の方による情報セキュリティコミュニティを結成し、 IPA

からの参加も得て11月２2日に第１回集会を開催しました。
情報セキュリティコミュニティ情報セキュリティコミュニティ情報セキュリティコミュニティ情報セキュリティコミュニティ

第１回集会の記念撮影第１回集会の記念撮影第１回集会の記念撮影第１回集会の記念撮影

情報セキュリティ教育情報セキュリティ教育情報セキュリティ教育情報セキュリティ教育・・・・研修事例研修事例研修事例研修事例 吉永機械株式会社様
東京都墨田区に本社を構える吉永機械株式会社様から、講師としての

ご用命をいただき、全社員向け研修の一環としての情報セキュリティ研修

を7月1日に行いました。吉永機械（株）様は、主にクレーンなどの建設機

械の設計・製造・販売・レンタルの事業を展開している、社員数約50名の

製造業で、2017年に設立50周年を迎えました。吉永機械（株）様では、毎

年7月に、全経営者と本社と千葉県白井市にある工場の全社員を一堂に

集め、安全衛生とともに情報セキュリティに関する研修を行っており、社員

全員の安全衛生と情報セキュリティに対する意識向上に向けた取り組みを

意欲的、継続的に取り組んでいます。

研修日当日は、事前に実施した標的型訓練メール対応の評価などに真剣な眼差しで受講され、活発な質

疑応答があり、経営者・社員の全員の情報セキュリティに対する意識の高さが感じられました。今後も、引き

続き、研修を通して更なる情報セキュリティ意識向上と定着に向けた支援をしたいと 思います。

研修風景研修風景研修風景研修風景

活動メンバーは19人（2018年6月現在）、①情報セキュリティコミュニ

ティ結成、②情報セキュリティ対策講習会開催、③新規ビジネス開拓、

④SECURITY ACTION宣言支援、⑤情報セキュリティ対策支援コン

サルテイングの５チームに分けて取り組みました。

中小企業の自発的な情報セキュリティ対策を促す「SECURITY 

ACTION制度」の普及賛同団体として当NPOを登録し、その普及促

進を中心に活動しました。
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２０１７年度の活動を振り返って２０１７年度の活動を振り返って２０１７年度の活動を振り返って２０１７年度の活動を振り返って

昨年度も定期的に理事会・連絡会・研修会を開催し、会員の知識・経験・

技量の向上と情報の共有・徹底を図ってきました。

会員数の拡大にも努めた結果、正会員数は年度末時点で昨年度対比５

名増加して４５名となりました。今年度はさらに増加が見込まれます。

活動の面では既述の情報セキュリティ分野の活動に加え、当NPOも

「SECURITY ACTION制度」における２つ星の取り組み宣言を行いました。

また普及賛同団体の登録を行い、自らのホームページや提案資料などに

ロゴマークを表示し、中小企業の情報セキュリティ対策への支援活動をア

ピールしてきました。

1111．経営者向けセミナーと企業支援．経営者向けセミナーと企業支援．経営者向けセミナーと企業支援．経営者向けセミナーと企業支援

企業経営者との交流拡大とＩＴコーディネータの実践力強化を主眼として、

（社）経営パートナーズ・イースト東京と共同で、「ＩＴ経営カンファレンス ｉｎ

東京東＆千葉」を開催しました（ ４ページ参照）。

2222．ＩＴコーディネータ向けセミナー．ＩＴコーディネータ向けセミナー．ＩＴコーディネータ向けセミナー．ＩＴコーディネータ向けセミナー

ＩＴコーディネータの実践力向上のためのセミナーを2回開催しました。

① ちば経営応援隊第15回総会記念講演会 （2017年6月17日、於船橋市海神公民館、受講者30名）。

• 中小企業庁 鈴木勇人様 中小企業のＩＴ利活用に向けた支援策

• 千葉県商工労働部 曽田哲也様 平成29年度千葉県の中小企業支援策

• 千葉県警察本部サイバー犯罪対策課 星野和彦様 サイバー犯罪の実態と事例

② ＣＩＯ補佐官セミナー （2017年9月16日、於船橋市西部公民館、受講者３１名）。

• 青森県IT専門監 阿部一成様 都道府県のCIO補佐官の役割と業務内容

• 岐阜市情報統括審議監 進京一様 市町村のCIO補佐官の役割と業務内容

• （独）医薬品医療機器総合機構CIO補佐 石井稔様 官公庁外郭団体のCIO補佐官の役割と業務

• パネルディスカッション ＣＩＯ補佐官３名＋理事長浅井鉄夫 CIO補佐官を目指すITCに期待すること

講師はいずれも当ＮＰＯの会員で、「同時期に３名ものCIO補佐官

を輩出できたことは当ＮＰＯとしても大変誇らしいことです」

との理事長の浅井の挨拶で、和やかに 始まりました。

パネルディスカッションでは、満席に近く熱気あふれるなか、

参加者と講演者との内容の深いディスカッションとなり、

盛況のうちに終了しました。

3333．自治体支援．自治体支援．自治体支援．自治体支援

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に関し、自主運営組織「ワイがや

通り活性化委員会」への支援（ＨＰ運営、会計業務支援、各種助言）を継続して行っています。

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。 ２０１７

年度は、自治体職員や学校教職員のITリテラシ向上に役立つメルマガ「目指せIT力アップ！」の発行を

開始しました（2018年3月）。 専用Webサイトとメルマガ本文との組み合わせで、原則月2回の割合約2年間、

配信していく計画です。現在約10の市町村・教育委員会の約1万名を対象に配信しています。

ＣＩＯ補佐官セミナーＣＩＯ補佐官セミナーＣＩＯ補佐官セミナーＣＩＯ補佐官セミナー パネルディスカッションの模様パネルディスカッションの模様パネルディスカッションの模様パネルディスカッションの模様

昨年度の活動実績～２０１７年度事業報告昨年度の活動実績～２０１７年度事業報告昨年度の活動実績～２０１７年度事業報告昨年度の活動実績～２０１７年度事業報告

毎年継続して実施している（独）情報処理推進機構（IPA）主催の中小企業情報セキュリティ講習能力養

成セミナーを昨年度も受託・実施しました（2017年7月4日、於船橋商工会議所、受講者約90名）。

当ＮＰＯの会員も20名が受講し、セキュリティ・プレゼンターとなって、商工会議所等と連携して、千葉県

内の各地で情報セキュリティ対策をテーマとするセミナーを精力的に開催しました。（ ５ページ参照）。

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、会員個々が支援活動を行

いました。特に既述の「SECURITY ACTION制度」の取り組みは（２、５ページ参照） 、ＩＴコーディネータ協

会がコラムを掲載している「＠人事」のサイトに、支援事例として紹介されました。

＠人事の掲載ページ https://at-jinji.jp/expertcolumn/70
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これからの活動予定～２０１８年度事業計画これからの活動予定～２０１８年度事業計画これからの活動予定～２０１８年度事業計画これからの活動予定～２０１８年度事業計画

１．経営者向けセミナーの開催と企業支援１．経営者向けセミナーの開催と企業支援１．経営者向けセミナーの開催と企業支援１．経営者向けセミナーの開催と企業支援

主力事業である、会員の個別企業に対するＩＴ経営支援事業の強化のために、各種認定支援機関との

連携働きかけを強化します。さらに支援希望企業との接点機会を増やすべく、具体的には、ちばしんき

んコラボ産学官、県内各地商工会議所・商工会・団体中央会等と連携して、中小企業経営者向けのセミ

ナー（「情報セキュリティ」「ＩＴ経営実践」）を積極的に企画・開催し、セミナー受講企業からの個別相談の

件数拡大を目指します。

企業支援に際しては、国の「専門家派遣事業（ミラサポ）」、千葉県の「専門家派遣事業」（一部企業負

担）などの専門家派遣を活用するだけでなく、企業側の理解を得て全額企業負担の形に誘導する成功

事例の共有など、継続的に当該企業を支援する方策を研究します。

中小企業が自ら情報セキュリティ対策に取組むことを宣言する「SECURITY ACTION制度」に基づき、

セミナーおよび個別支援等を通じて中小企業にその普及を推進するとともに、情報セキュリティ対策

フォローアップ支援の事業化を図ります。

事業方針事業方針事業方針事業方針

当NPO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、２０

１８年度においても事業活動を活発に行います。具体的には、自治体案件への積極的応札などに取り組

み、事業機会の拡大を目指すとともに、情報セキュリティマネジメント研究会などの会員によるワーキング

グループ活動を積極的に進めます。

２．ＩＴコーディネータ育成のケース研修２．ＩＴコーディネータ育成のケース研修２．ＩＴコーディネータ育成のケース研修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のためのケース研修については、下期開催実現に向けて積極的な取り組

みを行います（１２月～１月、於船橋情報ビジネス専門学校）。

６．会員の知識・技量の向上６．会員の知識・技量の向上６．会員の知識・技量の向上６．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。 また適宜、先進事例等の見学会を企画実施します。

ＩＴコーディネータ向けのセミナーについては、総会記念講演とＩＴ経営実践力向上セミナーの２回の開

催を予定します。 自治体ＣＩＯ補佐の業務実態などと、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。

会員のスキル向上と支援ツールの整備、事業範囲の拡大などを目的に、情報セキュリティマネジメント

研究会などのワーキンググループ活動を積極的に進めます。

５．市町村との連携・協働と自治体支援５．市町村との連携・協働と自治体支援５．市町村との連携・協働と自治体支援５．市町村との連携・協働と自治体支援

浦安市などの自治体の競争入札案件に積極的に応札し、受託を目指します。また、要請があれば、本

年度も自治体職員向け研修を受託実施します。

千葉県地域IT化推進協議会「ＩＴリテラシ向上対策部会」を主宰し、昨年度に開始した自治体職員、学

校教員向けのメルマガの発行を続けるとともに、住民のＩＴリテラシ向上・情報セキュリティに関する意識向

上に関わる施策を検討します。

習志野市のワイがや通り活性化活動に関しても引き続き支援します。

７．広報７．広報７．広報７．広報

当ＮＰＯのホームページのさらなる充実を図ります。 また、当ＮＰＯの知名度拡大に向け、メディア取材

などには積極的に協力します。

３．創業実践塾３．創業実践塾３．創業実践塾３．創業実践塾

本年度も船橋市より創業実践塾事業の受託を目指します。

４．中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー４．中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー４．中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー４．中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー

千葉県内における本セミナー運営について、（独）情報処理機構（ＩＰＡ）からの受託を目指します。



理事長挨拶理事長挨拶理事長挨拶理事長挨拶

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コーディネータの支援実践と実践力向上を目指して当NPOを結成して早や

７年が経過しました。会員数も５０名になろうとしています。中小企業の皆様や

商工会議所・商工会等の支援機関、自治体/ITCA/IPAの方々にもご協力をい

ただき活動しています。近隣の届出組織とも連携を取り、共同プロジェクトも実

施できました。ご協力いただいた皆様方に感謝し、会員全員が自主的・積極

的に活動して、地域のIT利活用を進め、地域の発展に貢献できるように、昨年

度の活動をさらに発展させていきます。

ＮＰＯ法人ちば経営応援隊とはＮＰＯ法人ちば経営応援隊とはＮＰＯ法人ちば経営応援隊とは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。 会員数は約50名で、ＭＢ

Ａ、中小企業診断士、技術士、プロジェクトマネージャー（ＰＭＰ） 、情報セキュリティマネジメントを始め

とする様々な情報処理技術者資格保持者など、会員が合わせもつ資格・技能も他種多様で、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、信用金庫をはじめとする

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利活用の普及推進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（都県・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利活用事例等の広報活動を行い、

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 稲垣 実 事業・研修担当

理 事 諸戸 将人 会計担当

理 事 川名 正幸 事務局長

理 事 徳永 雅彦 ＨＰ担当・事業副担当

監 事 早田 和男

会員数： 正会員４５名 （２０１8年４月１日現在）

設立： ２００３年９月 （途中活動中断。 ２０１１年４月より本格活動を再開）

加盟団体： 特定非営利活動法人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

ちばしんきんコラボ産学官（運営：千葉信用金庫) 協力機関

法人紹介法人紹介法人紹介法人紹介

特定非営利活動法人

ちば経営応援隊

https://npo-chiba-keiei-oentai.org/ 

otoiawase@npo-chiba-keiei-oentai.org 

発行 ２０１８年８月

理事長理事長理事長理事長 浅井浅井浅井浅井 鉄夫鉄夫鉄夫鉄夫

8


