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今後は人口減少とともに、GDPも減少を始めます

日本をとりまく環境①



求人難が業績の大きな要因になる時代にはいりました

日本をとりまく環境②

※. 2019年2月 朝日新聞



国策としてのワークスタイル変革

政府は2013年に発表した「世界最先端IT国家創造宣言」で「2020年まで
にテレワーク導入企業数を2012年度の3倍にし、雇用型在宅テレワーカー数
を10%以上に高める」という数値目標を打ち出している

• 介護離職ゼロ

• テレワークにかかわる設備導入時の助成
職場意識改善助成金
在宅勤務(サテライトを含む)における助成金

• ふるさとテレワークの推進

• 女性活用推進法(2016年4月から実施）

テレワーク関連省庁：総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省



【参考】 テレワークICT協議会とは？

設立

活動目的

2016年1月設立(活動拠点：東京・大阪）
74社(98名)の会員で活動中

テレワークの導入を検討している企業に対して、導入のための支援をワンストップ
で提供する民間企業で構成されている非営利団体

育児中の女性活用 介護離職の防止 障がい者の雇用 地方の優秀な学生を採用



テレワークICT協議会 活動イメージ

・ 会員企業や加入団体の協業促進のための “場” の提供と、会員のビジネス拡大の機会を提供します。
・ 関連省庁や地方自治体/ テレワークに関する外部団体との連携も行います。
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働き方改革推進コンソーシアム（WIC）とは
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制度 / 文化

事業モデル



働き方改革推進コンソーシアム（WIC）の背景

労働力人口の減少

働き方改革をベースとした事業のありかた”も”考える

労働生産性 経済活動の成熟化

・ 少子高齢化、労働生産性を前提とした働き方改革とは？
・ 2020年以降のモデルの検討と適用手法の検討

働き方改革推進コンソーシアム
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地方都市分の人口が年間減 OECD加盟諸国中位以下 人口減による経済規模縮小



会員事例①

株式会社マッハ五十

東京都墨田区石原4-12-11
バイク便を始めとして軽四輪貨物車での緊急輸送、地方都市へのハンドキャリーサービス、全国緊急配達による高品質な運輸サービスを展開

【システムを検討した背景】

1. 会社貸与の端末に加え、電池切れを想定してBYODも含めた情報
漏洩防止の仕組みが実装できること

2. 個体認証によるアクセス制御ができ、端末に情報を残さないこと
3. 短い時間でもすぐにシステムにアクセスできるようSSOが利用できること
4. 電波状況が悪い中でもパフォーマンスよく利用できること

【ご利用イメージ】

IT武装化に人員をそれほど割けない中、勉強会も開催せず利用をスタートでき、かつ短期間で全ライダーへの
配布と運用開始をスタート

【お客様で設定した要件】

24時間対応の運輸サービスを展開される中で、自社社員、委託社員等への
スピーディな情報共有と、正確な時間に配達できるための情報武装化を検討。
特に社歴の浅いメンバーには本部との密なコミュニケーションが必要なため、ス
マートデバイスからの自社システムアクセスや、GPS連携による仕組みづくりを
検討されていた。
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本システムはシステック株式会社様（神奈川県川崎市）が開発され、デバイス/回線周りは株式会社ルーク様
（東京都新宿区）との共同プロジェクトのもとサービスリリースされました。

Torque
X1（au回線）

MDM

BYOD
（緊急時）

SafeGate
（EXGATE OEM）

ライダー向け配送情報システム



働き方改革推進コンソーシアム（WIC）の位置づけ

エンドユーザー

WIC運営事務局（東京）

定例会
（4半期/回） 会員間活動

報告書ライブラリ セミナー開催支援

分科会 分科会 分科会

分科会 分科会 分科会

販社/ インテグレータ

ISV/SaaSベンダーコンサルテーション

・チーミング
・進捗発表
・会員間情報
交換

働き方改革をベースとした分科会

公共団体

テレワークICT協議会

（姉妹団体）

“ルール”と”ツール”
の整備をご支援
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分科会活動の種別

11

特定テーマにおける研究 セールスアライアンス

これから本格的に到来する少子高齢化社会や
社会事象、また新しいテクノロジーも含めた業種
別/ 業務別の特定のテーマにおける情報交換や
モデルの検討を行います。

社会事象やトレンドに基づいた新しいテクノロジー
やソリューションなどをアライアンスに基づいた啓もう
活動や情報交換などを行います。

ホワイトペーパーなどのドキュメント
ソリューションマップによるアライアンス、
セミナーなど

分科会は幹事会社が運営を行い、会の性格により公募、クローズドにて活動を行っています



分科会活動

人工知能適用研究分科会

（セールスアライアンス）

少子高齢化社会を見据え、知見の継承という日本型の人工知能テクノロジー
の適用検討を行う分科会。適用における協業各社の知見共有と社内適用
の啓もうを行う
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次世代保守サービス事業分科会 労働集約産業である保守サービス事業において、少子高齢化社会を前提と
した次世代保守サービスの事業モデル、企業活動を超えた共通的なKPI設
定などの研究を行う（特定テーマにおける研究）

シニア活用研究分科会 事業の方向性の相談や、行うべき方策への支援できる人材の紹介。また人
脈形成の一歩として、経営者の経験があるシニアが売上に関わる相談以外
の事業者の相談に乗る分科会（特定テーマにおける研究）

認知症に関わるモデル検討 7人に1人の割合で発症する認知症の方を家族が支える上で、職を持ってい
る方のサポートをAIを活用したモデルができるかの技術検討を行う。私鉄にお
いた沿線価値増大の仕組みづくりと連携を検討（特定テーマにおける研究）

製造業ICT研究分科会 親会社が製造業の情報システム子会社で構成された分科会。会員間で新し
い技術の適用等について情報交換やコミュニケーションを行う

（特定テーマにおける研究）

RPA研究分科会（大阪） 各社のRPA製品の機能差を理解し、お客様に最適なRPA製品の提供
とRPAを勧めるための技術者のシェアを実現し、お客様の働き方改革を
進める。

（セールスアライアンス）



会員各社における本団体加入のメリット

（定例会：非会員も参加可能です）

・ 4ヶ月/回にて働き方改革推進コンソーシアムの定例会を実施いたします。（東京）
・ こちらは非会員、会員各社がご参加いただけます。
・ こちらにて事例発表、分科会活動の進捗報告や、参加者同士がコミュニケーションを行えます。

（分科会活動：会員のみ）

・ 業種業態等、働き方改革をベースとした特定テーマにおける研究や知見の集約を行います。
・ 2社以上が前提で、かつ4ヶ月を1タームとした活動で実施します。
・ 分科会の成果物は以下となります。

a. 働き方改革を前提とした特定テーマにおけるホワイトペーパー
b. セミナー等の活動履歴

※. 本活動において作成した資料については、本会員が利用できるものといたします。

（報告書ライブラリ：会員のみ）

・ 分科会活動において発表されたホワイトペーパーを社内で利用いただくことができます。
・ 自社の営業活動にて利用する際には分科会規則、ないしは許諾が前提となります。

（セミナー開催支援：会員のみ）

・ 分科会活動においてセミナー等を実施する際には、協賛団体として本団体の名称が利用できます。
・ また運営事務局からも集客のご支援を行います。
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本コンソーシアムの構成メンバーについて
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顧問 ： 株式会社クラスキャット 代表取締役 佐々木規行

会長 ： 株式会社XEENUTS 代表取締役 西田泰彦

役員 ： 横河ソリューションサービス株式会社 執行役員 ERPビジネス本部長 川崎信幸

日本ヒューレット・パッカード株式会社 エンタープライズアカウント営業統括本部
統括本部長 佐藤真人

日本アイ・ビー・エム株式会社 パートナー事業・アライアンス事業本部 事業開発推進
事業開発営業部 専任ビジネス・ディベロップメント・マネジャー 宮木 昌幸

株式会社福岡情報ビジネスセンター 代表取締役 武藤 元美

副会長（関東） ： 株式会社XEENUTS 代表取締役 西田泰彦（兼任）

（中部） ： コニカミノルタジャパン株式会社 中日本営業統括部 MA営業グループ MA2チーム
新実義和

理事 （関西） ： 株式会社ミライト情報システム エンタープライズ事業本部 エンタープライズ営業部
岩宮伸幸

（中部） ： 株式会社hersell 代表取締役 本林早苗

（札幌） ： 株式会社INPROS 取締役 横澤恵司
※. 運営支援 日本ヒューレット・パッカード株式会社 西本武夫

姉妹/ 協賛団体 ： テレワークICT協議会、働き方改革支援コンソーシアム

89社/ 110名
（2019年11月時点）



日本企業の置かれている状況

求められる要求 抱える人員

- 年単位に地方都市分の人口が減少
- 既存事業の知見継承の問題

- 成熟化による付加価値競走
- 商圏拡大による競合増加

日本企業が抱える課題
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フラットな組織 新しい人材/ 
パートナーシップ

ワークスタイル変革 テクノロジー



中小企業におけるICT活用の現状と課題
（人工知能適用分科会）

Workstyle Innovation Consortium（WIC）



本分科会の構成メンバーについて

発起人： 株式会社クラスキャット：佐々木 規行

分科会メンバー

株式会社アイ・ピー・エス ：渡辺 寛

アウトオブボックス株式会社 ：森 孔宏

株式会社インフォマート：中村 俊雄

株式会社ウェブサービス·ディベロップメント：小川 恒生

株式会社コンピュテーションアンドイメージングJ.C.：荒 孝一

株式会社BAISOKU ：吉沢 和雄

株式会社BAISOKU ：牧 貴子

株式会社XEENUTS ：西田 泰彦



本セミナーの背景

出典：日本の将来推計人口（平成29年推計） | 国立社会保障・人口問題研究所
（http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_gaiyou.pdf）

【本分科会で定義した法人層】

製造業： 従業員３０～１００人
売上規模３０億～１００憶

サービス業： 従業員５０～１００人

生産年齢人口が1995年の8726万人
から比較すると、23年で14.3％減少

大企業は乗り越える資金と体力がある可能性がある
が、国内の大半を占める中小企業は？

新しいテクノロジー（AI）を活用して
これからの中小企業を支援できないか？



分科会活動の経緯

人工知能研究分科会（東京） 2018年5月~

11名のメンバーが中小企業における
AIの活用についてディスカッション

7回のディスカッション後にICT化を進める
ホワイトペーパーを作成いたしました

http://workstyleinnovation.org/2018/05/16/workinggroup-ai/

しかし現状はAIなどの新しいテクノロジー
活用の前にICT化が急務と判明

http://workstyleinnovation.org/2018/05/16/workinggroup-ai/


分科会活動の経緯②

http://workstyleinnovation.org/2019/07/12/aisubwhitepaper/

http://workstyleinnovation.org/2019/07/12/aisubwhitepaper/


本日のセミナーについて（第一部）

第一部では以下の内容を
ご紹介いたします

・ 本分科会の趣旨
・ 政府の働き方改革の支援
・ 次世代の制度、投資の考え方



本日のセミナーについて（第二部）

第二部では以下の内容を
ご紹介いたします

・ ICT化を検討する上で、実際に
ビジネスを行っている企業から
各分野のトレンドを紹介

・ 政府によるクラウド活用の支援



ありがとうございました！


