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I.平成２０年度事業報告書 
 

１．中小企業の情報化に係るセミナー開催等の事業（(財)JKA 補助事業） 

中小企業の情報化を促進するため、中小企業の総合的支援機関である都

道府県等中小企業支援センターにおける情報化支援や情報化を通じた経営

革新支援、相談・助言等の各種事業が中小企業に対して円滑に実施できる

よう、以下の事業を行った。 

 

（１）地域中小企業情報化促進セミナー開催事業（新規） 

当財団が日自振の補助金を受けて調査研究を行った成果物をベース

として、「情報セキュリティと個人情報保護」をテーマに、(独)中小企

業基盤整備機構の各支部と連携し、また、都道府県等中小企業支援セン

ターの協力を得て、地域の中小企業経営者、情報担当役員等を対象とす

る無料のセミナーを開催することにより、中小企業の情報化促進を側面

から支援した。 

   

   ① 地域中小企業情報化促進セミナーＩＮ博多 開催 

開催日：平成２０年１０月１０日（金） 

     開催場所：（財）福岡県中小企業振興センター「大ホール」 

     参加人数：６１名 

   ② 地域中小企業情報化促進セミナーＩＮ東京 開催 

開催日：平成２０年１０月２４日（金） 

     開催場所：虎ノ門パストラルホテル「しらかば」 

     参加人数：１０１名 

   ③ 地域中小企業情報化促進セミナーＩＮ名古屋 開催 

     開催日：平成２０年１１月２１日（金） 

     開催場所：ホテル名古屋ガーデンパレス「葵」 

     参加人数：１０２名 

   ④ 地域中小企業情報化促進セミナーＩＮ広島 開催 

     開催日：平成２０年１２月１２日（金） 

     開催場所：メルパルク広島「平成」 

     参加人数：８２名 

   ⑤ 地域中小企業情報化促進セミナーＩＮ大阪 開催 

     開催日：平成２１年２月６日（金） 

     開催場所：シティプラザ大阪「海（ＫＡＩ）」 

     参加人数：１２０名 

 

 



                               

（２）都道府県等情報支援機関ガイドの作成 

都道府県等中小企業支援センターが実施している事業概要等をとり

まとめ、情報化を支援していくための諸事業の基礎データとするため、

情報支援機関ガイドを作成し、都道府県等中小企業支援センター等関係

機関に提供した。 

 

発行日：平成２０年８月１８日（月） 

    （１１３先９７１冊送付） 

 

２．中小企業の情報化に関する情報収集・提供事業 

都道府県等中小企業支援センター等における情報化に関するタイムリー

な支援事例や中小企業の情報化の先進事例ならびに情報化施策の動向等、

中小企業の情報化支援に資する情報を調査･収集し、以下により提供した。 

（１）ＩＴ経営支援ヘルプデスクの設置(新規事業) 

８月→（財）やまなし産業支援機構 

    ・研修企画についての相談 

９月→（財）茨城県中小企業振興公社 

    ・個人情報に関する相談 

１２月→（財）石川県産業創出支援機構 

    ・ＩＴを利活用した事例集の提供等 

 

（２）中小企業地域資源活用マニュアル等の刊行・配付（新規） 

タイトル：「地域資源活用の売れる商品づくり」 

発行日：平成２０年１０月１日（水） 

 

タイトル：「中小企業の円滑な事業承継」 

発行日：平成２０年１０月１０日（金） 

 

（３）情報誌｢NIC ねっと｣の発行 

平成２０年 ６月２６日（木） ＮＯ．７５号（夏季号）発行 

平成２０年 ６月２７日（金） ＮＯ．７４号（臨時特集号）発行 

平成２０年 ９月３０日（土） ＮＯ．７６号（秋季号）発行 

平成２０年１２月２６日（木） ＮＯ．７７号（冬期号）発行 

平成２１年 ３月２６日（火） ＮＯ．７８号（春季号）発行 

「ＮＩＣねっと」主な掲載記事 

 

 

 

     ・ＩＴによる地域社会の活性化～平成 20 年度情報化推進トップセミナーより～ 
     ・情報化支援事例に学ぶ 
      ～信頼できる専門家とのコラボレーションによる生産管理システムの構築～ 
     ・都道府県等中小企業支援センターの事業紹介（山口県／熊本県） 
     ・低料率リース制度利用企業訪問／クロレラ工業株式会社 
     ・話題を追う～グリーンＩＴ～ 

冬
季
号
７
８
号 



                               

（４）ニックメールニュースの提供 

２３回配信（平成２１年３月末） 

 

（５）ホームページの運営 

会員の方々への情報提供を視点にリニューアルを行った 

 

３．中小企業の情報化促進フェアの開催事業（(1)及び(2)については(財)JKA補助事業） 

中小企業者及び都道府県等中小企業支援センター等中小企業支援機関の

担当者等を対象に、中小企業の情報化の促進を図るため、「2008 中小企業情

報化促進フェア」を以下により開催した。 

（１）情報化部会 

中小企業者及び中小企業支援機関の担当者等を対象に、中小企業の情報

化に関する実践的なテーマのもと、特別講演・情報化先端企業事例発表・

ディスカッション等を実施し、情報化に関する啓発を行うとともに情報交

流の場を提供した。 

 

開催日：平成２０年１１月６日（木） 

開催会場：虎ノ門パストラルホテル 

参加人数：１２７名 

 

（２）支援センター部会 

都道府県等中小企業支援センターの役職員を対象に都道府県等中小

企支援センターにおける情報化支援を中心とした支援活動事例発表及

び意見交換を行った。 

 

開催日：平成２０年１１月７日（金） 

開催会場：虎ノ門パストラルホテル 

参加人数：３１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

（３）中小企業情報化優良企業等表彰 

都道府県等中小企業支援センターが中小企業の情報化への取組みに

関し、助言・情報提供、専門化派遣等により支援したことにより、Ｉ

Ｔを利活用し成果をあげている企業および当該企業を支援した支援セ

ンターを一対で表彰した。        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．中小企業の情報化に関する研修・セミナー事業 

（１）都道府県等中小企業支援センター情報化支援担当職員研修 

都道府県等中小企業支援センターの情報化支援担当職員を対象に情

報化に関する知識・能力等の向上を図るための研修を行った。 

① 初任者研修 
情報化支援部門への新規配属者を対象に、情報化支援施策、情報化支

援活動の現状・課題、中小企業の情報化のあり方等について、知識の
付与と意見交換の場を提供した。 
 
開催日：平成２０年７月１７日（木）～１８日（金） 
開催場所：中小企業大学校 東京校 
 

② 実務担当者研修 
 実務担当者を対象に、情報化支援に関する重要なテーマについて、知
識の付与と、支援センターの支援における現状や課題を踏まえながら、
今後の支援のあり方等について意見交換を行った。 
 
 第１回実務担当者研修会 開催 
 開催日：平成２０年１０月１６日（木）～１７日（金） 
 開催場所：中小企業大学校 東京校 
 第２回実務担当者研修会 開催 
 開催日：平成２１年２月１８日（水）～２０日（金） 
 開催場所：中小企業大学校 東京校 

 
【最優秀企業賞】 【最優秀サポート賞】 

小規模製造業 EDI普及協議会 
代表 田中精工株式会社 
 

財団法人京都産業２１ 

【優秀企業賞】 【優秀サポート賞】 

スズキアンドアソシエイツ有限会社 
株式会社マツイ印刷 
株式会社岡村商店 

財団法人あいち産業振興機構 
財団法人ふくい産業支援センター 
財団法人やまぐち産業振興財団 

【奨励企業賞】 【奨励サポート賞】 

ニコフィー 
株式会社能登前・幸寿し 

財団法人三重県産業支援センター 
財団法人石川県産業創出支援機構 

 



                               

（２）中小企業の情報化に関するトップセミナー等の開催 

中小企業の情報化支援施策、中小企業の情報化の動向・課題に関す

るトップセミナー等を開催した。 

情報化推進トップセミナー 開催 

開催日：平成２１年１月２２日（木） 

開催場所：虎ノ門パストラルホテル 

 

５．中小企業向け戦略的情報化機器等整備事業(中小企業庁補助金事業) 

  （コンピュータ等の低料率リース事業制度） 

中小企業がリース会社から高度なＩＴ機器等をリースを活用し低料率で

導入することにより、中小企業の経営戦略に沿った高度なＩＴ化を支援す

るため、一定の要件を満した指定リース会社を通して、中小企業にＩＴ機

器及びプログラムを低料率でリースする情報化機器等整備事業を継続して

実施した。平成２０年度においては、指定リース会社更新審査を実施する

とともに、ＩＣタグやＩＣカード等事業対象機器の拡大に伴う制度ＰＲの

強化、管理システムの改善、事故防止等に努めた。 

 

６．その他 

（１）都道府県等中小企業支援センターの役職員表彰 

中小企業の情報化の促進に功労があった役員及び職員に対し、

（財）全国中小企業情報化促進センターの会長表彰を行った。 

 

優良表彰５機関５名 

審査会  平成 20 年 5 月 27 日実施 

表彰式  平成 20 年 11 月 7 日 

 

（２）都道府県等中小企業支援センター間の連携強化に資する事業 

当財団及び都道府県等中小企業支援センター間の連携強化及び中小

企業の情報化の促進に資する事業を中小企業関係機関等から積極的に

請負った。 

 

① 平成２０年度会計・啓発普及セミナー 

→８機関１１回 開催 

② 平成２０年度事業承継セミナー 

  →７機関１０回 開催 

③「なんでも相談ホットライン」の電話応答業務 

 

 



                               

II.庶務事項 
１．会員数 
(1) 第 1 号会員 

財団法人全国中小企業情報化促進センター賛助会員基準及び賛助会員
等に関する規程第１条第２項の規定による会員は４８センターである。 

                            ４８ 機関 
(2) 第 2 号会員 

     同規程第 1条 3項の規定による会員は      ４１ 機関 
(3) 第 3 号会員 

     同規程第 1条 4項の規定による会員は       ２ 機関 
                       （合計） ９１ 機関 
 

２．会議の開催の概要      
(1) 理事会 
開催年月日 開 催 場 所 議      案 出席者 

平成 
20.06.13（金） 

銀座フェニックスプ
ラザ 
3 階会議室（１） 

（第 1回通常理事会） 
第 1 号議案 平成 19年度事業報告について 
第 2 号議案 平成 19 年度収支決算報告書等につ

いて 
第 3 号議案 評議員の委嘱の同意について 
第 4 号議案 「事故交付預託金債権の整理等の取

扱基準」の一部改正について 
第 5 号議案 平成 20 年度財団法人 JKA 補助事業

を実施することの同意について 
第 6 号議案 運営強化資金を基本財産に繰り入

れることについて 
第 7 号議案 「役員の在任年齢に関する規程」の

制定について 
その他報告事項 平成 19 年度資産運用実績及び

平成 20 年度の資産運用方針につい
て          

理事 15名 
監事  2名 
来賓  3名 

平成 
20.06.13（金） 

銀座フェニックスプ
ラザ 
3 階会議室（１） 

（臨時理事会） 
第 1 号議案 理事長および副理事長の選出につ

いて             
 

理事 15名 
来賓  2名 

平成 
21.03.12（木） 

銀座フェニックスプ
ラザ 
３階会議室（２） 

（第 2回通常理事会） 
第 1 号議案 平成 2１年度事業計画書（案）及び

収支予算書（案）について 
第 2 号議案 「賛助会員に関する規程」の改正に

ついて 
第 3 号議案 評議員の委嘱の同意について 
 

理事 13名 
監事  2名 
来賓  2名 

 

 

 

 



                               

(2) 評議員会 
開催年月日 開 催 場 所 議      案 出席者 

平成 
20.06.13（火） 

銀座フェニックスプ
ラザ 
３階会議室（２） 

（第 1回評議員会） 
議案の 1 平成 19年度事業報告について 
議案の 2 平成 19年度収支決算報告等について 
議案の 3 理事の選任について 
議案の 4 運営強化資金を基本財産に繰り入れる

ことについて 
議案の 5 「役員の在任年齢に関する規程」の制

定について 

評議員 19名 
理事  4名 
来賓   3名 

平成 
21.03.12（木） 

銀座フェニックスプラ
ザ 
３階会議室（１） 

（第 2回評議員会） 
議案の 1 平成 21 年度事業計画書（案）及び収

支予算書（案）について 
議案の 2 理事の選任について 

評議員 19名 
理事   3名 
来賓   2名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 (3) ブロック代表幹事会 
開催年月日 開 催 場 所 議      案 出席者 

平成 
20.05.27（火） 

三幸ビル本館 
１１階会議室 

（第 1回） 
(1) 第 1 回通常理事会及び臨時理事会並びに第 1

回評議員会の議案について 
① 平成 19 年度事業報告について  
② 平成 19 年度収支決算報告等について 
③ 評議員の委嘱について 
④ 理事の選任について 
⑤ 役員の選出について 
⑥ 「事故交付預託金債権の整理等の取扱基準」

の一部改正について 
⑦ 平成 20 年度財団法人 JKA 補助事業を実施す

ることの同意について 
⑧ 運営強化資金の基本財産への繰り入れにつ

いて 
⑨ 役員の在任年齢に関する規程の制定につい

て 
 ⑩ 平成 19年度の資産運用実績及び平成 20年度

の資産運用方針について（報告） 
(2) 平成 20年度会長表彰審査について 
(3) その他  
① 平成 20 年度ＮＩＣ事業の当面のスケジュー

ルについて 

ブロック 
代表幹事 

6 名 

平成 
20.11.7（金） 

虎ノ門パストラルホ
テル 
新館４階「グレイス」 

（第 2回） 
(1) 平成 20年度事業進捗状況等について 
(2) 平成 21年度の新事業等について 
(3) 賛助会費について 

ブロック 
代表幹事 

6 名 

平成 
21.02.26（木） 

銀座フェニックスプラ
ザ 
３階会議室（６） 

（第 3回） 
(1) 平成 20年度事業進捗状況等について 
(2)  平成 21年度事業計画案等について 
(3)  理事、評議員の交代について 

ブロック 
代表幹事 

6 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

(4) ブロック会議への参加 
開催年月日 開催地 ブ ロ ッ ク 会 議 の 名 称 

平成 20.4.25（金） 沖縄県 
平成 20年度 九州ブロック中小企業支援機関連絡協議会 
第一回常勤理事会 

平成 20.09.11（木） 宮城県 平成 20年度 北海道・東北ブロック中小企業振興機関役員会議 

平成 20.12.05（金） 岐阜県 平成 20年度 中部ブロック中小企業情報センター連絡会議 

平成 21.03.05（木） 東京都 平成 20年度 第二回関東ブロック中小企業支援機関連絡協議会総会 

 

 (5) その他 
 

 ・大光監査法人による監査の実施（平成 20 年度計算書類） 
 

・財団法人 JKA 補助金監査  平成２１年１月６日（火） 
 

・業務及び財産状況の中小企業庁検査  平成２１年２月１０日（火） 
 

   ・監事監査  平成２１年５月２０日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


