
セミナー・アンケート
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アンケートについて

アンケート構成
事業者の基本情報、労働生産性について
ITインフラについて
情報共有、コミュニケーション関連領域について
業務システム領域について
IT人財領域について

注意事項
原則、未記入部分がないようにしてください。わからない場合は事
務局にお問い合わせください。
アンケート回答済みであることが、申請支援のコンサルタント派遣、
補助金申請の条件となります。



労働生産性について

なぜ、労働生産性なのか

大企業との競争力格差
大企業との賃金給与格差
本来のはたらき方改革にならない

労働生産性とは

従業員一人当たりが生み出した付加価値（儲けの源泉）

労働生産性 ＝ 付加価値額 ÷ 従業員数

材料
仕入

売上

付加価値額 ここの部分が、
給料や投資の源泉になる

つまり、
“労働生産性が低い”

ことがこれらの現象の要因



企業規模別 労働生産性

・製造業は、設備投資による生産
性向上しやすく、その投資を行っ
ているか否かで差が歴然である。
・サービス業はIT化による効率化
の余地が大きいが全般的にこれか
らである



都道府県別 労働生産性
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沖縄県は、
全国で最下位の労働生産性！

出展：県民経済計算 2013年より

単位：百万円



生産性を向上させるには

【事例１】自社の事業領域を明確にし、設備投資や研究開発を行って生産性を向上
（株式会社Ａ電機製作所）

特注のコイル巻きロボットを導入し、従来作業員が手作業で1か月間かけて行ってい
た作業が、作業員1名で数日で終わるようになった。
次年度は、モーターの試験設備を導入し、外注していた性能試験まで一貫して行う
ようになった。
余力で、事業内容を拡大させるとともに、新製品の研究開発もおこない、得意分野
をベースにした新分野への進出にも手掛けている

【事例２】自社製品の研究開発やＩＴ導入による業務効率化に取り組み、生産性を
向上（株式会社Ｂ製作所）

受注データを製造工程まで一気通貫して流すシステムを導入。1日がかりで手入力し
ていた受注データの入力から図面の設計までを30分で、誤りなく行えるようになっ
た。
製造現場の生産管理はＩＴ導入を慎重にすすめている。責任者曰く「業務にはＩＴ
化すると自らの頭で考えなくなり、柔軟な対応ができなくなる可能性がある。速や
かにＩＴ化すべき部分と慎重に行うべき部分があると思う」



現在の
業務

典型的な生産性向上策

現在の
業務

効率化
可能な
部分 残った

業務

効率化
した部分

ＩＴによ
る効率化
業務その
ものが不
要となる

残った
業務

あらたな
業務

(研究開発
・営業等)

さらな
る売上
の増加



アンケートの記入方法 付加価値額の計算

労働生産性 ＝
付加価値額 ÷ 従業員数

労働生産性 ＝
付加価値額 ÷ 従業員数

科目 金額（千円）

営業利益

人件費

減価償却費

付加価値額＝
営業利益（29,900）

＋人件費（32,000）
＋減価償却費（100）

＝62,000千円

29,900
役員報酬、
法定福利費も

32,000
100



アンケートの記入方法 生産性の計算

従業員とは、正社員のみならず常時雇用のパート等（前出の人件費に含ま
れている人数）

労働生産性 ＝ 付加価値額（62,000千円） ÷ 8人 = 7,750千円
= 775万円

労働生産性 ＝
付加価値額 ÷ 従業員数

労働生産性 ＝
付加価値額 ÷ 従業員数

労働生産性 ＝
付加価値額 ÷ 従業員数

労働生産性 ＝
付加価値額 ÷ 従業員数

例）事例企業は、
実務を行っている社長（1人）、正社員（5人）、定常的に雇用しているパート（2人）である

※アンケート回答の際は、金額の単位は“万円”です。間違え
ないように気ををつけてください！



アンケート記入方法

47都道府県の中で、沖縄県の労働生産性は最下位となっており、全国平均の7割
程度であることをご存知ですか?

□ はい □ いいえ

※前出の説明を聴講する以前の認識でご回答ください。



アンケート記入方法
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貴社の事業内容は?（主たる事業を１つ選択

□農業／林業 □漁業 □鉱業／採石業／砂利採取業 □建設業
□製造業（食品加工等) □製造業（食品加工以外）
□電気／ガス／水道業
□情報・通信業（IT関連含む）
□運輸業／郵便業
□卸売業 □小売業
□金融業／保険業 □不動産業 □物品賃貸業
□学術研究／専門・技術サービス業（士業、コンサルティング含む）
□宿泊業 □飲食業 □生活関連サービス業 □娯楽業
□教育／学習支援業 □医療／福祉
□その他（上記に含まれないもの）
※その他を選択した場合、具体的な事業内容を簡単に記入してください

※製造業は、食品製造・加工業と“食品加工以外”にわけています。
※情報・通信業には、ソフトウェア開発やソフトウェア販売業も含みます。



アンケート記入方法

IT化されている業務や導入されているシステムは?（複数選択可）

□会計・経理 □顧客管理 □販売管理
□人事給与 □勤怠管理 □営業支援
□ネットバンキング□決済（クレジット、銀行）
□購買管理 □仕入 □在庫管理
□受注管理 □配送管理 □広告宣伝
□e-mail □グループウェア
□共有フォルダー／ファイル共有 □データ分析
□その他（ ）

※何に当てはまるかわからない場合は、その他へ具体的に記入してください。
例）その他（事務用備品を登録し減価償却期間や額等を管理している）



アンケート記入方法

新たにIT化したい（予定している）業務やシステムがあればご記入ください（複数選択
可）

□会計・経理 □顧客管理 □販売管理
□人事給与 □勤怠管理 □営業支援

ITシステムの導入に関して補助金や専門家の活用を希望しますか?

□はい □ いいえ
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情報端末（パソコン、タブレット等）の普及状況は?

□1人に1台 □1人に2台 □複数人で共用 □特定業務用が数台
※特定業務用とは、経理（弥生会計専用）端末やＰＯＳレジ等の特定用途に使用するパソ
コン等をいいます

※「はい」と回答がある場合は、本事業の応募に係る申請支
援等のコンサルタント支援が受けられます。

※何に当てはまるかわからない場合
は、その他へ具体的に記入してくだ
さい。



アンケート記入方法

1年間にかけるIT関連予算はどのくらいですか?（月額払い等の場合は12か月分）

□予算化していない □～50万 □51万～100万 □101万～500万
□501万～1000万 □1001万以上

経営においてITをどこまで活用したいとお考えですか?

※平均的に年間に費やす費用です。例えば、昨年1000万円のＩＴ投資を行い今年は行わな
い場合は、（減価償却費相当の）昨年の投資費用の5分の1の200万円とみなしてください。
※クラウドサービスのような月額制の場合は、1年分を記入してください。例えば、月額
5000円の場合は、6万円となります。

※経営者のＩＴの利活用に対するお考え（どこが課題でどのようにしたいのか等）を自由
に記述してください。
例）「わが社は、協力会社との受発注が未だに紙ベースが多くを占めこの部分が生産性を大きく低
下している要因だと思われる。今期は、受発注システムの電子化を行い、その後蓄積された受発注
データを営業活動にまで活用したいと考えている。」



ITインフラの重要性

特定非営利活動法人ITコーディネータ沖縄



インフラストラクチャー

省略して ：インフラ

インフラとは、生活や経済活動を行う上で
不可欠な社会基盤と位置づけられている。

代表的な社会インフラとして：道路、上下
水道、電気、電話網、通信網、あるいは学
校、病院、空港等のような施設も社会イン
フラである。

昨今、インターネットも、一つの社会イン
フラとして位置付けられている。
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ITインフラ

一般的にITインフラは、コンピュータや通信機器
などの装置や機器、その中で稼働する基本ソフト
ウェアであるOS（代表的にWindows）やアプリ
ケーションソフトウェア、機器間を結ぶ通信回線
やネットワークなどはITインフラと言われている。

機器を設置する施設やデータセンター、運用管理
要員、運用ルールもITインフラとして含める考え
方もある。

ITインフラを交通インフラに例えると、車
の種類（情報端末）、燃料（OS）、車の機
能（ソフトウェア）、運ぶ物（データ）、
走る道（ネットワーク、通信網）、交差点
（通信機器）、交通ルール（運用ルール・
セキュリティ）とイメージができる 3

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA のライセンスを許諾されています
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日常的に、ITインフラは我々の生活や仕事を支えている、そのテクノロジーは急
速に進化する（ハードウェア、ソフトウェア、通信）。
適時にその進化を認識し、我々にどのような影響を与えるか、確認することは重
要である。

スタンドアローン ⇒  LAN ⇒  WAN ⇒  INTERNET

ITインフラ

処理能力や通信スピードが速くなる、利用できる容量が大きくなる

ローカル クラウド



ITインフラの重要性 ①
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目的に見合ったITインフラの整備
が適切である。

• どこで、何を、何のため（情報端末、
ソフトウェア、ネットワークを選定
する）

• 全体的な整合性を確認する（情報端
末の性能とネットワークの速さが違
いがないか確認する）

• 不要なソフトウェアはゴミと同じ
（最低限は何か、業務に必要なソフ
トウェアだけをインストールする）



ITインフラの重要性 ②
ITインフラ整備後でもメンテナスや管理が必要
とする。

• 何を使っているか把握する（特にセキュ
リティ関連）、危険なソフトウェアがな
いのか、定期的にアップデートされてい
るか

• 誰が、何を利用しているか管理する、勝
手に業務に不要なソフトウェアをインス
トールされていないか

• バックアップは予定通りに行われたのか
• ID/PASSは組織的に管理されているか
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ITインフラの重要性 ③

不適切な運用はコストがかかる。

• 運用とリスク管理を結びつく（コスト、時間、品質）、運用ルールを
決める。

• 例１：システムが壊れた時、バックアップや修理からどれだけの時間
で通常の業務に戻せる、ビジネスチャンスの機会を失わないのか

• 例２：ウイルスに感染した場合は被害者から加害者になる可能性があ
る（損害賠償、企業イメージダウン、感染状況からの復旧）

• 例３：機器は動作条件に合わない場合の頻繁的な故障の原因
• 例４：機器に電源を供給するコンセントはほこりが溜まっていないか、

全体に必要なアンペア数（電源容量）に耐えられるか
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ITインフラの重要性 ④

セキュリティは機密性、完全性、可用性の維持とバラン
ス。

• どのような情報を守るべきか、正しい情報であるか、
必要な人は必要性に応じてアクセスできるかという
ことは大事である

• セキュリティは100%がないが、ツールと教育で近
づけることができる

• セキュリティの見える化（安全性を確認できるか）
• 無線ネットワークは便利ですが、。。。誰でも接続

できるか、どういう目的で利用するか

8



ITインフラの重要性 ⑤

ITインフラがなければ

• 仕事に時間がかかる
• 正確性が劣れる
• 競争に負ける
• 淘汰される
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適切なITインフラを整えると

• 入力が間違えなければ正確な
結果を得られる

• 新たな付加価値の創造が生ま
れる

• 生産性が向上する



アンケートについて

質問１、２

メーカーからのサポート対象外のハードウェアやソフトウェアを利用していな
いか

その場合はセキュリティに関するリスクが高まる
万が一の修理はできなくなる
買換えやバージョンアップの時期を把握しているか

【IT資産管理】とはパソコンやサーバーなどの「ハードウェア」、システムや
ライセンスなどの「ソフトウェア」、印刷機などの「周辺機器」、USBメモリ
の「記憶媒体」、そしてケーブルや無線LAN、ネットワーク機器などの「ネッ
トワークインフラ」といったIT関連の資産を台帳管理すること。
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アンケートについて

質問３ パソコンの利用時のセキュリティについて

パスワードは誰でもわかるとセキュリティを守れるか

パスワードで情報を守る仕組みがなければ安心ですか

Active Directory はPCやネットワークにログオンできるユーザーとその
パスワードを一元管理するWindows Serverの標準機能である
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アンケートについて

質問４、５ 社内ネットワークの接続環境（LAN、WIFI）について

無線LANの場合、各情報端末を接続するためのネットワークケーブルの配線が
不要となる。

無線に接続するためのパスワードは設定されていないか、パスワードを共有している
場合は各個人のスマートフォーンの接続も可能です。
各個人のスマートフォーンのセキュリティーは大丈夫ですか？
どんなパソコンでもLANに接続すればすぐ社内ネットワークと通信できる

従業員が退職した場合は無線の電波が拾えるところに居たら、社内にも接続できる。

【MACアドレス制御】登録した各情報端末が持っている固有の番号以外は社内のネッ
トワークに接続できないこと
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アンケートについて

質問６ 社内ネットワークとインターネット接続について

インターネットはビジネスで欠かせないインフラですが、多くの脅威が
存在する。適切な利用方法が大事です。

社内はインターネットに接続されている。接続の方法は安心ですか、イ
ンターネットからの侵入はないですか

社内から外部の特定のポイント（サイト）に常時に不審な通信がないで
すか
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アンケートについて

質問７ 社外からの社内ネットワークへのアクセスについて

一般的にVPNは（Virtual Private Network）遠隔地から暗号化技術を利
用して、インターネット経由で専用回線のように社内のリソース（デー
タやシステム）にアクセスする。

この間テレワークなどで採用する企業が増えている

VPNは対応している機器やソフトウェアで構築する

ネットワーク的に接続するか、限定的な端末にするか、様々な方法があ
る
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アンケートについて

質問８ ウイルス対策について

ウイルス対策は最新脅威に対応するために最新状態である必要がある

誰かウイルスに感染した時に、管理者がわかりますか

ウイルス感染した時の対策が明確ですか

ウイルスの被害者から加害者になりかわることを認識する
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アンケートについて

質問９ 電子ファイルなどのデータのバックアップについて

どの時点までのデータを戻すか、その必要がある場合は世代管理を行う
（1日前、1週間前、1か月前）

バックアップは別の媒体に行わないと意味がない

盗難や災害時（火事、地震、等）の事業継続の観点から物理的に離れた
ところにバックアップする場合もある（異なった事業所、データセン
ター、クラウドなど）
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アンケートについて

質問１０ クラウドのご利用について

システムの所有者から利用者になるため資産計上する必要がない

殆どのクラウドサービスではセキュリティやバックアップが対策されて
いる

バリエーションが多く、様々な主要業務（会計、給与、売上、仕入等）
や支援業務（営業管理、カレンダー共有、進捗管理等）がある

比較的に安価で、月額や年間払いであるため、気軽に始めることができ
る。
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アンケートについて

質問１１ タブレットやスマートフォンの活用について

現在、モバイル端末として利用し、社内のネットワークやクラウドサー
ビスを利用する。

社内のデータも保存できるので紛失した場合の対策も整える必要がある。

業務で個人の持ち物を利用した場合のルールを決めて、退職した場合の
ことも想定する。

通信費が過剰にならないように適切な通信プランや運用方法を検討する
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情報共有・コミュニケーション関連領域
と

業務システム領域について

特定非営利活動法人ITコーディネータ沖縄



情報共有・コミュニケーション関連領域と
業務システム領域について
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「コンピューターが無かったころ」想像してみてください。



情報共有・コミュニケーション関連領域と
業務システム領域について
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電話の取り次ぎ



情報共有・コミュニケーション関連領域と
業務システム領域について
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スケジュールや行き先などの
予定、カレンダー



情報共有・コミュニケーション関連領域と
業務システム領域について

24

書類の整理や共有



情報共有・コミュニケーション関連領域と
業務システム領域について
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報告書や各種書類の作成、
データ入力



中小企業のＩＴ活用状況

26
（出所）中小企業庁 2018年中小企業白書より



問いかけてみてください。

月次、週次、日次の売上、利益を“今すぐ“確認できますか？

季節変動や利益率の異なる商品の“適正在庫”把握できていま
すか？

間接業務や移動時間で実労働時間が削られていませんか？
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アンケート記入方法
情報共有・コミュニケーション関連領域について
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アンケート記入方法
情報共有・コミュニケーション関連領域について
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アンケート記入方法
情報共有・コミュニケーション関連領域について
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アンケート記入方法
情報共有・コミュニケーション関連領域について
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アンケート記入方法
情報共有・コミュニケーション関連領域について
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アンケート記入方法
情報共有・コミュニケーション関連領域について
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アンケート記入方法
業務システム領域について
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アンケート記入方法
業務システム領域について
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アンケート記入方法
業務システム領域について
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アンケート記入方法
業務システム領域について
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IT人財領域

特定非営利活動法人ITコーディネータ沖縄



IT人財活用の現状

40

IT人財が「十分確保されて い
る」、「おおむね確保されてい
る」と回答した企 業の割合は、
いずれの業種についても3割程度。
他方で、「やや不足している」、
「とても不 足している」と回答
した企業の割合は、いずれの 業
種についても約5～6割。

全体的にIT人財が
不足している傾向



ITスキルをもった人財の必要性

41

中小企業庁ではクラウドや各
ツールを使って情報システム
の導入、推進、運用する人財
を広義の「IT人財」と指して
います。

このようなスキル
を持つ人は情報部
門だけでなく、総
務や営業など組織
のいたるところで
必要性が高まる

従来よりも取引先と
の商談をスムーズに
進行させ、社内業務
の効率化を実現でき
る人財



例：これもIT人財

42

取引先ともこのようなツールを利用して、情
報や進捗状況の管理を共有することができれ
ば、プロジェクトを円滑に進行することが可
能です。また、社内においての利用価値も高
く、スケジュールや情報の管理がわかりやす
くなります。

複数の社員が同じシートを同時に編集する
ことも可能になり、従業員の負担を軽減さ
せて会社全体の業務効率を向上させること
ができるのです。

Googleが提供するグループウェアサービス

Gmail機能
カレンダー機能
ドライブ機能

複数の人が同時に編集できる
ドキュメント、スプレッドシート、
スライド機能

無料ツールのスキルも立派なITスキル



43

「IT人財採用」から「IT人財教育」へ

出典：IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果
経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課



IT人財不足のためには既存社員の努力も必要

44経済産業省が発表したIT人財の調査結果



45

小規模事業者では、ホーム
ページの更新の担当者が
「経営者」「経営者の家
族・親族」の企業が4割を
超えており、専門性の高い
ホームページ管理担当者が
おらず、インターネットジ
ネスを十分に活用できてい
ない可能性があります。

参考例：中小企業のホームページ担当者
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IT化の進む現代では

新たな価値を創出し続
ける人財が求められる

求められるIT人財（社会人基礎力）
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目指すべき「IT人財」のイメージ
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目指すべき「IT人財」のイメージ

1.創造的活動による新製品開発

2.新生産方法の導入

3.新マーケットの開拓

4.新たな資源（の供給源）の獲得

5.組織の改革
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T型人財の育成のしかた

ステップ1

専門性の高い人財を育
てる研修制度の導入

ステップ2

他部署へのジョブロー
テーションで幅広い

知見を養う

ステップ3

経営者目線で見渡せる
視野を持つ人財を

育てる
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アンケート設問（人財）



人財領域について

51

ここでいう「IT担
当」とは、明確な職
種として配置してい
ないくても、その役
割を担っている要員
がいれば、
「IT担当者がいる」
を選択してください。
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人財領域について

社内実施による受講、
外部講座の区別はあ
りません。また、教
育内容も問いません。

当てはまるものを選
択してください。
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人財領域について

本事業に伴い、現段
階で計画中の場合は
「明確なものはない
が、都度経営判断を
している」を選択し
てください。
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人財領域について

ITスキルそのものは
幅広い領域がありま
すが、各企業様が捉
えている「ITスキ
ル」の範囲で選択く
ださい。
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人財領域について

就業時間内での学
習を想定して選択
してください。

企業が従業員に対
して「学ぶ時間に
投資をしている
か」がポイント！
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