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１．事業目的

ＩＣＴ活用地域産業振興事業の目的と概要

⑴ 今後、ますます需要が高まるＩＣＴ技術を活用できる人材育成を通して、既存企

業・事業者の生産性・収益性の向上、販路拡大などの推進を図るとともに、ＩＣＴ人

材による新しいアイデア・ビジネスの発現を促し、その取組みを支援します。また、子ども

を対象としたＩＣＴ教育を通じ、長期的なＩＣＴ人材の育成と、地元地域に対する

愛着形成の醸成を図ります。

⑵ これまで子育てや家族の介護など、様々な理由により就労に結び付かなかった人

材の活用のため、ＩＣＴを活用した新しい働き方の浸透を図ります。

⑶ 上記の目的を実現するため、新たなアイデア、ビジネス発現の拠点となるコワーキン

グスペース、働き方改革の拠点となるテレワークオフィスを整備します。

また、企業のサテライトオフィスの併設、誘致を行い、地域産業の振興・雇用の促進を

図ります。



3 (C) 2019 TOPPAN PRINTING CO.,LTD. All Rights Reserved.

２．事業一覧

1. 中小企業社員のICTスキル向上のための研修会の実施

2. 中小企業のICT活用やバックオフィスセンターなどのニーズ把握

3. 塩尻市との連携によるテレワーク業務受発注システムの構築

4. テレワーカーの募集、登録

5. サテライトオフィス誘致に向けたプロモーションの展開

6. 拠点施設整備に関する支援

7. 事業発現、起業・スタートアップにつながるイベントの開催

8. 地元中小企業をメインターゲットとするバックオフィスセンター機能の立ち上げ、運用

9. 独自の営業によるテレワーク業務の受注

10. 小・中学生を対象としたICT教室
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３．実施内容・結果

３－１．中小企業社員のICTスキル向上のための研修会の実施

内容 対象 日時

第1回

事例紹介で理解しやすい‼
先進のコミュニケーションツールで
あらゆる業務をスピードアップ！

従業員・
経営者

6/26（水）
14時～16時

第2回

貴社の人手不足をRPAで解決!!
ゼロからはじめるRPA（基本か
ら操作体験まで）

従業員・
経営者

8/28（水）
14時～17時

第3回
機械の稼働率をIoTで見える化
自社でもできるIoT構築ノウハウ

経営者
9/18（水）
14時～16時

第4回

なぜ、ウェブで売上アップできる会社と
できない会社に分かれるのか？
大きな違いがでるたった1つの考えと
明日から使えるSNS集客テクニック
集

従業員・
経営者

2/19（水）
14時～16時

6月から2月にかけて計4回実施した。3月に5回目を企画していたが、コロナ感染予防のため開催延期となった。

2022年 2027年

●ICTの活用方法に関するセミナーの開催回数 10回 20回

●経営者向けセミナーの開催回数 10回 20回

●情報提供に係るセミナーの開催回数 10回 20回

目標値（累計）
◎成果指標　/　●活動指標 2019年度実績

計4回
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３．実施内容・結果

３－１．中小企業社員のICTスキル向上のための研修会の実施

＜実施概要＞

参加者数 ２２名

内容
⑴ 講演
・森田氏による講演を2時間強程度
・社内コミュニケーションを活性化に役立つツールの紹介と活用ノウハウをレクチャーした。

⑵ 参加者、センターCDからの質疑

＜実施風景写真＞

第1回 事例紹介で理解しやすい‼先進のコミュニケーションツールで
あらゆる業務をスピードアップ！

A4チラシ配布資料（抜粋）
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３．実施内容・結果

３－１．中小企業社員のICTスキル向上のための研修会の実施

＜実施概要＞

参加者数 １６名

内容
⑴ 西村氏による講演兼実演

RPAツールの紹介とUiPathを使用した体験講義を実施した。

⑵ 参加者、センターCDからの質疑

第2回 貴社の人手不足をRPAで解決!!ゼロからはじめるRPA（基本から操作体験まで）

A4チラシ配布資料（抜粋）

＜実施風景写真＞
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３．実施内容・結果

３－１．中小企業社員のICTスキル向上のための研修会の実施

＜実施概要＞

参加者数 1２名

内容
⑴ 堀田氏による講演

自社開発のIoTシステムの製作事例を紹介し、実際に導入している工場にて現物を見学した。

⑵ 参加者、センターCDからの質疑

＜実施風景＞

第3回 機械の稼働率をIoTで見える化 自社でもできるIoT構築ノウハウ

A4チラシ 配布資料（抜粋）
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３．実施内容・結果

３－１．中小企業社員のICTスキル向上のための研修会の実施

＜実施概要＞

参加者数 １０名

内容
⑴ 草間氏による講演

ブランディングの重要性やwebサイト立ち上げに伴うマーケティング事例を紹介した。

⑵ 参加者からの質疑

＜実施風景＞

第4回 なぜ、ウェブで売上アップできる会社とできない会社に分かれるのか？
大きな違いがでるたった1つの考えと明日から使えるSNS集客テクニック集

A4チラシ 配布資料（抜粋）
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３．実施内容・結果

３－２．ICT拠点施設を核とした新たなビジネスの創出、起業創業の支援

参加者数 ２５名

令和元年11月1日のサザンガクオープンに先立ち、プレオープンイベントを7月10日に開催した。

松本で起業し成功している起業家や名古屋、東京からスタートアップ企業の若い経営者を招き、

トークセッションをおこなった。

＜実施風景＞

＜実施概要＞

参加者数 １４名

A4チラシ アイキャッチ
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３．実施内容・結果

３－２．ICT拠点施設を核とした新たなビジネスの創出、起業創業の支援

11月1日サザンガクオープニングイベント実施。3名の起業家に登壇いただき、講演会を行った。

参加自由としたことで、多くの方に参加いただけた。

＜実施風景＞

＜実施概要＞

A4チラシ
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３．実施内容・結果

３－２．ICT拠点施設を核とした新たなビジネスの創出、起業創業の支援

11月13日企業創業支援イベントを実施。

サザンガクサテライトオフィス入居企業3社の代表者に登壇いただき、起業時の話や自社の思いを語ってもらった。

＜実施風景＞

＜実施概要＞

A4チラシ
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３．実施内容・結果

３－３．テレワーク業務受発注システムの構築、運用

♯ 案件名 案件内容 対応期間 受託金額

1

デリシア店頭キャン

ペーン応募用紙のデー

タ入力

当選応募はがきに記入さ

れた内容を項目ごとにエ

クセルで入力し当選賞品

の送付先リストのベース

データを作成する。1090

件。

2019/4/1～4/23 ¥122,275

2
アンケート回答のデー

タ化

手書きのアンケート回答

をエクセルに入力
2019/5/1～5/2 ¥23,280

3
アンケート回答のデー

タ化

手書きのアンケート回答

をエクセルに入力
2019/7/3～7/4 ¥50,000

4

デリシア店頭キャン

ペーン応募用紙のデー

タ入力

当選応募はがきに記入さ

れた内容を項目ごとにエ

クセルで入力し当選賞品

の送付先リストのベース

データを作成する。600

件。

2019/8/8-8/9、

8/19-8/23
¥74,500

5
世界健康首都会議来場

者アンケート入力
アンケート入力。739件 2019/11/5-11/8 ¥55,425

6 社史データの画像整理

インデザインの社史デー

タから画像を抽出し、

ページごとにまとめて

jpg書き出しで整理。176

点。

2019/11/5-

11/12
¥59,136

7
社史のテキストデータ

化

社史の本文をテキスト入

力。24万文字

2019/11/5-

11/20
¥178,560

8 お土産レポート作成 調査分析資料 2019/11/20- ¥140,000

9 DMデザイン
イラレによるデザイン業

務
2019/11/21-25 ¥30,000

10 パッケージデザイン
イラレによるデザイン業

務
2019/11/25－ ¥0

11 資料作成 パワポ提案資料 2019/11/22ー ¥5,000

12 アプリテスト
端末をレンタルしての動

作テスト
2019/11/26-29 ¥177,000

13 アンケート入力
簡易アンケート5000件

（個人情報含まず）
2019/11/27-29 ¥186,000

14 テープ起こし

インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。9

時間。

2019/11/27- ¥120,000

15 調査 NPO法人リストの作成 2019/12/2-18 ¥20,000

16 アンケート入力
簡易アンケート3000件

（個人情報含まず）
2019/12/10-13 ¥113,450

17 調査 社内資料のバックデータ 2019/12/13-17 ¥19,500

18 調査
長野県内のSDGs認定企

業のリスト化
2019/12/16-20 ¥35,640

19 テープ起こし
行政の会議記録のテープ

起こし
2019/12/13-18 ¥9,100

20 アンケート入力
セミナーアンケート1500

件
未定 ¥45,000

21 SNS更新
webサイトの画像をSNS

にアップ
2019/12/13 ¥10,000

22
バナー制作（トライア

ル）

FM長野のブログサイト

バナー2種
2019/12/17-20

23 調査 アノテーション市場調査 2019/12/23－ ¥55,900

24 SNSレポート作成 SNSのアクセス解析
2019/12/20-

2019/12/23
¥20,000

25 ワードデータ修正
赤字原稿を元にワード

ファイルを修正

2019/12/23－

2020/1/29
¥140,000

26 調査
長野県内のSDGs認定企

業リストの分析

2019/12/25－

2020/1/14
¥100,000

ブログパーツデザイン 松本検定のブログパーツ ¥32,000

27 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/1/16- ¥120,000

28 調査 AI OCR調査 2020/1/16- ¥7,150

29 アプリテスト
端末をレンタルしての動

作テスト
2020/1/23-24 ¥95,500

30 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/1/23- ¥25,000

31
社史のテキストデータ

化

社史の本文をテキスト入

力。
2020/1/24- ¥52,000

32 アプリテスト
端末をレンタルしての動

作テスト
2020/2/17-19 ¥65,200

33 SNSレポート作成 SNSのアクセス解析 2020/1/27 ¥20,000

34
ネスレ全プレハガキ入

力

キャンペーンはがきの入

力（300件想定）
2020/2/5～25 ¥19,500

35 ルビ振り
パワポデータのテキスト

のルビ振り
2020/2/5～7 ¥11,850

36 チラシデザイン
和田のセミナーチラシの

デザイン
中止 ¥10,000

37 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/2/13～28 ¥120,000

38 エクセル入力
カタログ商品の情報をエ

クセルへ入力
2020/2/14 ¥10,400

39 マップのプロット
ネットで施設を調べマッ

プにプロット
2020/2/17 ¥20,000

40 画像のリネーム 画像ファイルのリネーム 2020/2/17-20 ¥35,000

41 大学の年史入力
500ページのテキスト入

力
2020/2/19- 見積もり中

42 FB更新 商品写真と説明の登録 2020/2/19 ¥2,000

43 POPデザイン ラフを元にデザイン 2020/2/21- ¥6,000

44 SNSレポート作成 SNSのアクセス解析 2020/2/25 ¥20,000

45 調査資料作成
webで情報収集し、パワ

ポにまとめる
2020/2/20-25 ¥20,000

46 テープ起こし
行政の会議記録のテープ

起こし
2020/3/2-4 ¥10,176

47 調査資料作成
AIチャットボットの市

場・ツール比較
2020/3/3- ¥30,000

48 調査資料作成
マイナンバーを活用した

新たな市場の可能性
2020/3/3- ¥30,000

49 調査資料作成
バイタルデータを活用し

た新たな市場の可能性
2020/3/3- ¥30,000

50 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/3/2- ¥200,000

51 SNS記事作成
SNSの投稿記事の原稿作

成
2020/3/3-31 ¥60,000

52 エクセル入力
カタログ商品の情報をエ

クセルへ入力
2020/3/4 ¥15,000

53 テキスト入力 社史の数字を拾って入力 2020/3/6 再見積もり

54 ライティング web記事の作成 2020/3/3-3/13 ¥6,000

55 概要書のデザイン 2020/3/4- ¥8,000

56 アンケート入力 300票入力のみ 2020/3/9- ¥12,000

57 マップのプロット
ネットで施設を調べマッ

プにプロット
2020/3/6-9 ¥35,000

2019年度　受託合計金額 ¥2,917,542

※2020年3月27日時点

2022年 2027年

●ICT拠点施設のテレワーク業務受注額 1500万円/年 3000万円/年 296万円

◎成果指標 / ●活動指標
目標値（累計）

2019年度実績
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３．実施内容・結果

３－３．テレワーク業務受発注システムの構築、運用

20 アンケート入力
セミナーアンケート1202

件
2020/3/16-27 ¥40,000

21 SNS更新
webサイトの画像をSNS

にアップ
2019/12/13 ¥10,000

22
バナー制作（トライア

ル）

FM長野のブログサイト

バナー2種
2019/12/17-20

23 調査 アノテーション市場調査 2019/12/23－ ¥55,900

24 SNSレポート作成 SNSのアクセス解析
2019/12/20-

2019/12/23
¥20,000

25 ワードデータ修正
赤字原稿を元にワード

ファイルを修正

2019/12/23－

2020/1/29
¥140,000

26 調査
長野県内のSDGs認定企

業リストの分析

2019/12/25－

2020/1/14
¥100,000

ブログパーツデザイン 松本検定のブログパーツ ¥32,000

27 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/1/16- ¥120,000

28 調査 AI OCR調査 2020/1/16- ¥7,150

29 アプリテスト
端末をレンタルしての動

作テスト
2020/1/23-24 ¥95,500

30 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/1/23- ¥25,000

31
社史のテキストデータ

化

社史の本文をテキスト入

力。
2020/1/24- ¥52,000

32 アプリテスト
端末をレンタルしての動

作テスト
2020/2/17-19 ¥65,200

33 SNSレポート作成 SNSのアクセス解析 2020/1/27 ¥20,000

34
ネスレ全プレハガキ入

力

キャンペーンはがきの入

力（300件想定）
2020/2/5～25 ¥19,500

35 ルビ振り
パワポデータのテキスト

のルビ振り
2020/2/5～7 ¥11,850

36 チラシデザイン
和田のセミナーチラシの

デザイン
中止 ¥10,000

37 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/2/13～28 ¥120,000

38 エクセル入力
カタログ商品の情報をエ

クセルへ入力
2020/2/14 ¥10,400

39 マップのプロット
ネットで施設を調べマッ

プにプロット
2020/2/17 ¥20,000

40 画像のリネーム 画像ファイルのリネーム 2020/2/17-20 ¥35,000

41 大学の年史入力
500ページのテキスト入

力
2020/2/19- 見積もり中

42 FB更新 商品写真と説明の登録 2020/2/19 ¥2,000

43 POPデザイン ラフを元にデザイン 2020/2/21- ¥6,000

44 SNSレポート作成 SNSのアクセス解析 2020/2/25 ¥20,000

45 調査資料作成
webで情報収集し、パワ

ポにまとめる
2020/2/20-25 ¥20,000

46 テープ起こし
行政の会議記録のテープ

起こし
2020/3/2-4 ¥10,176

47 調査資料作成
AIチャットボットの市

場・ツール比較
2020/3/3- ¥30,000

48 調査資料作成
マイナンバーを活用した

新たな市場の可能性
2020/3/3- ¥30,000
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３．実施内容・結果

３－３．テレワーク業務受発注システムの構築、運用

49 調査資料作成
バイタルデータを活用し

た新たな市場の可能性
2020/3/3- ¥30,000

50 テープ起こし
インタビュー音源を聞い

てテキストに起こす。
2020/3/2- ¥160,000

51 SNS記事作成
SNSの投稿記事の原稿作

成
2020/3/3-31 ¥50,000

52 エクセル入力
カタログ商品の情報をエ

クセルへ入力
2020/3/4 ¥15,000

53 テキスト入力 社史の数字を拾って入力 2020/3/6 ¥15,000

54 ライティング web記事の作成 2020/3/3-3/13 ¥6,000

55 概要書のデザイン 2020/3/4- ¥8,000

56 アンケート入力 410票入力のみ 2020/3/9- ¥12,000

57 マップのプロット
ネットで施設を調べマッ

プにプロット
2020/3/6-9 ¥35,000

58 特集ページの企画 リサーチ 2020/3/12 ¥14,300

59 校正業務 校正業務 2020/3/13-17 ¥15,000

60 プレスリリース作成 プレスリリース作成 2020/3/23-4/8 ¥20,000

61 エクセル入力
カタログ商品の情報をエ

クセルへ入力
2020/3/23-24 ¥15,000

62 SNSレポート作成 SNSの数値入力 2020/3/23～31 ¥20,000

2019年度　受託合計金額 ¥2,961,842
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３．実施内容・結果

３－４．サテライトオフィス誘致に向けた営業活動

＜実施概要＞

サテライトオフィス誘致のためのウェブサイトを構築した。

誘致ページ
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３．実施内容・結果

３－５．中小企業のＩＣＴ技術の導入による生産性向上、テレワーク等業務支援

＜実施概要＞

松本市ＩＣＴ活用地域産業振興コーディネート業務　テレワーク受注活動実績

受注活動

1 ICT産業（制作系） TGC（凸版印刷・制作会社）

アイデアプラス
Web制作会社（首都圏）
タービンインタラクティブ
デジタルレイ
エスケーワード
シンクス
アイセプト

〃（代理店系） コンテンツビジョン 他キャンペーン、他クライアントへ

アドコマーシャル
ながのアドビューロ
日本広告
エイブルデザイン
第一企画
共立プランニング
アドブレーン社

〃（全般） （株）ワンコンパス（旧マピオン） プログラム検証（PCコンテンツ、スマホコンテンツ）

（株）デンソーユニティサービス
NTTファシリティーズ

EPSON 情報入力・加工、データ処理など

2 健康・医療 エラン

3 観光 近畿日本ツーリスト
4 農産業～食品 JA松本市

ナガノトマト
6 その他（規模/B2C） キッセイ薬品工業
7 その他（地元） 松本信用金庫

長野銀行

信濃毎日新聞社

SOHO未来塾 活動情報調査

カタバミ・マネイジメント 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

ニッコー
入力・編集等デジタル加工をニッコーさんのサービスメ
ニューとして営業活動

エートゥーゼット 見積算出における原稿読み取り作業

ウエブエイト
入力、加工、編集やリンクチェックなどWEB制作周辺業
務

ベストカラー 各種情報入力、校正など

長野経済研究所 情報入力・加工、データ処理など

テレビ松本

市民タイムス

SCOP 情報入力・加工、データ処理など

Chim's ライティング、データ処理業務

JID WEB制作周辺業務

NHK文化センター松本 講座案内の校正、申込み整理

甲信越エア・ウォーター 情報入力・加工、データ処理など

アルピコ自工 各種情報入力、校正など

井上 各種情報入力、校正など

信越放送 各種情報入力、校正など

聖教新聞長野支局 各種情報入力、校正など

その他（都市） クラウドワークス B2B事業での連携、業務時発注

クラウドワークス セミナー起点とした業務創出

諸戸財団 文化財の基本情報入力

こども古本店
リサイクル絵本の基本情報と査定情報の入力およびシ
ステム登録

ブラザー工業 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

SRA
各種情報入力、校正などビジネスサポート作業・プログ
ラム検証

名南工業 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など
総合キャリアオプション 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

8 公共・その他団体 松本市　健康産業・企業立地課

松本ヘルス・ラボ

松本市　観光温泉課

松本市　危機管理課

塩尻市　危機管理課

松本市文書館

生涯現役促進協議会 情報入力・加工、データ処理など

松本市　都市交通課 情報入力・加工、データ処理など

松本市　環境政策課 情報入力・加工、データ処理など

長野県教育委員会 情報入力・加工、データ処理など

名古屋市　歴文まちづくり部
各種事業実施の原稿整理、調査。入力、確認などの単
純業務

名古屋市　観光文化交流部 〃

中部マーケティング協会 情報入力・加工、データ処理など

地域問題研究所 情報入力・加工、データ処理など

三菱UFJリサーチ＆コンサル 情報入力・加工、データ処理など

業界・分野 ターゲット企業 業務内容想定

WEB運用業務、サイトレポート作成業務、校正業務

クライアントのキャンペーン周辺業務、その他コンテンツ
制作周辺業務

各種情報入力、校正、発信、地域や市民データ運用など

入力、加工、編集やリンクチェックなどWEB制作周辺業
務の売込み

各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用～キャン
ペーン運用など

各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

各種情報入力、校正、発信、キャンペーン運用など

ネットワークを活用し、企業への売込み活動を97回実施した。
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３．実施内容・結果

３－５．中小企業のＩＣＴ技術の導入による生産性向上、テレワーク等業務支援

＜実施概要＞

松本市ＩＣＴ活用地域産業振興コーディネート業務　テレワーク受注活動実績

受注活動

1 ICT産業（制作系） TGC（凸版印刷・制作会社）

アイデアプラス
Web制作会社（首都圏）
タービンインタラクティブ
デジタルレイ
エスケーワード
シンクス
アイセプト

〃（代理店系） コンテンツビジョン 他キャンペーン、他クライアントへ

アドコマーシャル
ながのアドビューロ
日本広告
エイブルデザイン
第一企画
共立プランニング
アドブレーン社

〃（全般） （株）ワンコンパス（旧マピオン） プログラム検証（PCコンテンツ、スマホコンテンツ）

（株）デンソーユニティサービス
NTTファシリティーズ

EPSON 情報入力・加工、データ処理など

2 健康・医療 エラン

3 観光 近畿日本ツーリスト
4 農産業～食品 JA松本市

ナガノトマト
6 その他（規模/B2C） キッセイ薬品工業
7 その他（地元） 松本信用金庫

長野銀行

信濃毎日新聞社

SOHO未来塾 活動情報調査

カタバミ・マネイジメント 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

ニッコー
入力・編集等デジタル加工をニッコーさんのサービスメ
ニューとして営業活動

エートゥーゼット 見積算出における原稿読み取り作業

ウエブエイト
入力、加工、編集やリンクチェックなどWEB制作周辺業
務

ベストカラー 各種情報入力、校正など

長野経済研究所 情報入力・加工、データ処理など

テレビ松本

市民タイムス

SCOP 情報入力・加工、データ処理など

Chim's ライティング、データ処理業務

JID WEB制作周辺業務

NHK文化センター松本 講座案内の校正、申込み整理

甲信越エア・ウォーター 情報入力・加工、データ処理など

アルピコ自工 各種情報入力、校正など

井上 各種情報入力、校正など

信越放送 各種情報入力、校正など

聖教新聞長野支局 各種情報入力、校正など

その他（都市） クラウドワークス B2B事業での連携、業務時発注

クラウドワークス セミナー起点とした業務創出

諸戸財団 文化財の基本情報入力

こども古本店
リサイクル絵本の基本情報と査定情報の入力およびシ
ステム登録

ブラザー工業 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

SRA
各種情報入力、校正などビジネスサポート作業・プログ
ラム検証

名南工業 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など
総合キャリアオプション 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

8 公共・その他団体 松本市　健康産業・企業立地課

松本ヘルス・ラボ

松本市　観光温泉課

松本市　危機管理課

塩尻市　危機管理課

松本市文書館

生涯現役促進協議会 情報入力・加工、データ処理など

松本市　都市交通課 情報入力・加工、データ処理など

松本市　環境政策課 情報入力・加工、データ処理など

長野県教育委員会 情報入力・加工、データ処理など

名古屋市　歴文まちづくり部
各種事業実施の原稿整理、調査。入力、確認などの単
純業務

名古屋市　観光文化交流部 〃

中部マーケティング協会 情報入力・加工、データ処理など

地域問題研究所 情報入力・加工、データ処理など

三菱UFJリサーチ＆コンサル 情報入力・加工、データ処理など

業界・分野 ターゲット企業 業務内容想定

WEB運用業務、サイトレポート作成業務、校正業務

クライアントのキャンペーン周辺業務、その他コンテンツ
制作周辺業務

各種情報入力、校正、発信、地域や市民データ運用など

入力、加工、編集やリンクチェックなどWEB制作周辺業
務の売込み

各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用～キャン
ペーン運用など

各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

各種情報入力、校正、発信、キャンペーン運用など
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３．実施内容・結果

３－５．中小企業のＩＣＴ技術の導入による生産性向上、テレワーク等業務支援

＜実施概要＞

松本市ＩＣＴ活用地域産業振興コーディネート業務　テレワーク受注活動実績

受注活動

1 ICT産業（制作系） TGC（凸版印刷・制作会社）

アイデアプラス
Web制作会社（首都圏）
タービンインタラクティブ
デジタルレイ
エスケーワード
シンクス
アイセプト

〃（代理店系） コンテンツビジョン 他キャンペーン、他クライアントへ

アドコマーシャル
ながのアドビューロ
日本広告
エイブルデザイン
第一企画
共立プランニング
アドブレーン社

〃（全般） （株）ワンコンパス（旧マピオン） プログラム検証（PCコンテンツ、スマホコンテンツ）

（株）デンソーユニティサービス
NTTファシリティーズ

EPSON 情報入力・加工、データ処理など

2 健康・医療 エラン

3 観光 近畿日本ツーリスト
4 農産業～食品 JA松本市

ナガノトマト
6 その他（規模/B2C） キッセイ薬品工業
7 その他（地元） 松本信用金庫

長野銀行

信濃毎日新聞社

SOHO未来塾 活動情報調査

カタバミ・マネイジメント 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

ニッコー
入力・編集等デジタル加工をニッコーさんのサービスメ
ニューとして営業活動

エートゥーゼット 見積算出における原稿読み取り作業

ウエブエイト
入力、加工、編集やリンクチェックなどWEB制作周辺業
務

ベストカラー 各種情報入力、校正など

長野経済研究所 情報入力・加工、データ処理など

テレビ松本

市民タイムス

SCOP 情報入力・加工、データ処理など

Chim's ライティング、データ処理業務

JID WEB制作周辺業務

NHK文化センター松本 講座案内の校正、申込み整理

甲信越エア・ウォーター 情報入力・加工、データ処理など

アルピコ自工 各種情報入力、校正など

井上 各種情報入力、校正など

信越放送 各種情報入力、校正など

聖教新聞長野支局 各種情報入力、校正など

その他（都市） クラウドワークス B2B事業での連携、業務時発注

クラウドワークス セミナー起点とした業務創出

諸戸財団 文化財の基本情報入力

こども古本店
リサイクル絵本の基本情報と査定情報の入力およびシ
ステム登録

ブラザー工業 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

SRA
各種情報入力、校正などビジネスサポート作業・プログ
ラム検証

名南工業 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など
総合キャリアオプション 各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

8 公共・その他団体 松本市　健康産業・企業立地課

松本ヘルス・ラボ

松本市　観光温泉課

松本市　危機管理課

塩尻市　危機管理課

松本市文書館

生涯現役促進協議会 情報入力・加工、データ処理など

松本市　都市交通課 情報入力・加工、データ処理など

松本市　環境政策課 情報入力・加工、データ処理など

長野県教育委員会 情報入力・加工、データ処理など

名古屋市　歴文まちづくり部
各種事業実施の原稿整理、調査。入力、確認などの単
純業務

名古屋市　観光文化交流部 〃

中部マーケティング協会 情報入力・加工、データ処理など

地域問題研究所 情報入力・加工、データ処理など

三菱UFJリサーチ＆コンサル 情報入力・加工、データ処理など

業界・分野 ターゲット企業 業務内容想定

WEB運用業務、サイトレポート作成業務、校正業務

クライアントのキャンペーン周辺業務、その他コンテンツ
制作周辺業務

各種情報入力、校正、発信、地域や市民データ運用など

入力、加工、編集やリンクチェックなどWEB制作周辺業
務の売込み

各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用～キャン
ペーン運用など

各種情報入力、校正、発信、顧客データ運用など

各種情報入力、校正、発信、キャンペーン運用など
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３．実施内容・結果

３－６．拠点施設整備に関する支援

＜実施概要＞

利用者管理の仕組みづくりやキッチン用品、所蔵書籍等をご提案、導入支援を実施した。

利用者管理システム

キッチン用品リスト
2019/7/26

ＮＰＯ法人まちづくり信州

-

No 品名 商品名 価格 数量 備考 品名 商品名 数量 備考 品名 商品名 数量 備考 品名 商品名 数量 備考

1 フライパン30㎝~33㎝ 5~6人以上用 大皿22㎝~24㎝ 10 主食用 箸 30 菜箸 2

2 フライパン27㎝~28㎝ 3~4人用 中皿18㎝~21㎝ 10 フォーク 20 フライ返し 1

3 鍋大 1 小皿15㎝~17㎝ 20 副菜・菓子・デザート用 スプーン 20 お玉 1

4 鍋中 1 ガラスグラス 20 ナイフ 20 包丁 1

5 鍋小 1 コーヒー用カップ・ソーサー・マグカップ 20 まな板 1

6 ビールグラス 20 キッチンばさみ 1

7 ワイングラス 20 ボール

8 日本酒徳利・猪口 5 ざる

9 ピーラー

10 缶切り

11 ワインオープナー

12 大さじ・小さじ

13 計量カップ

14 鍋つかみ

15 鍋敷き

16 泡立て器

17 蒸し器

18 土鍋

19 ホットプレート

検討事項

※キッチンの使用目的として、

①イベント時

②日常的な調理

といった場面に合わせて、どの程度の調理器具が必要であるか

※コワーキングのイメージに合った商品の検討

①着脱式フライパン・鍋セット7000円程度~25,000円程度

　例：ティファール・アイリス―オーヤマ

②海外ブランドフライパン・鍋3点セット10,000円程度~25,000円程度

　例：フィスラー・マリクレール・マイヤー

③材質

　例：ステンレス・アルミ・ホーロー・パール金属

サザンガク　キッチン備品購入リスト（案）

※クラフトフェア出店作家の品を松本市内店舗で購入するといった必要があるか

鍋 食器類 小物 調理器具

書籍購入リスト（抜粋）
No テーマ 品名 出版社 価格 備考

1 PC関係
今すぐ使えるかんたん Word完全ガイドブック 困った解決

&便利技
技術評論社 1,738円

「今すぐ使えるかんたん Word 完全ガイドブック 困った解決&便利技 [2016/2013/2010 対応版]」をWord 2019およびその新機能に対応させた改訂版。

Wordの利用中に生じる「これはどうすればいいのだろう」「こういう操作がしたい! 」などの「困った」疑問をすぐに解決できる操作・設定方法を多数紹介する。

Word 2019/2016/2013/2010に対応。

2 PC関係

今すぐ使えるかんたん Excel完全ガイドブック 困った解決

&便利技 [2019/2016/2013/2010/Office 365対

応版] 

技術評論社 1,628円
Excelで「困った」ときに役立つ実用性の高い操作・解決方法を多数紹介します。Excelの使用中に「こんな場合はどうしたらいいのだろう?」「こんなことをしたい! 」

と思ったときにすぐに役立ちます。Excel 2010/2013/2016/2019に対応。

3 PC関係

今すぐ使えるかんたん Windows 10 完全ガイドブック 困った

解決&便利技 2019-2020年最新版 (今すぐ使えるかんたんシ

リーズ)

技術評論社 1,628円

本書は、2019年5月に公開された最新アップデート「May 2019 Update」に対応した、Windows 10の解説書です。PC操作に慣れた方でも忘れがち&見落

としがちな、「デスクトップ操作」「文字入力」「インターネット」「メールと連絡先」「音楽・写真・動画」「OneDriveやスマホとの連携」「アプリ」「印刷」のあれこれを徹

底解説。またネットを使いこなすための「セキュリティ」についても言及しているため、安心安全にWindowsを使用するための1冊となります。前版までの読者の方か

らの質問も反映させ、改訂に合わせて内容も刷新しています。Windows10の最新&詳細な機能を知りたい方に必携の1冊です。

4 起業創業
ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 会社設立のしか

たがわかる本
ソーテック社 (2012/9/15) 1,598円

会社をつくろう! と思ったら、まずこの本を読んでください。自分で手続きしたい人も、専門家に依頼しようと考えている人にもお勧めです。知っておきたいポイントが満

載です!

●会社設立までのタイムスケジュール●会社設立にかかる費用

●会社の名称(商号)の決め方●誰がお金を出すのか

●資本金はいくらにしたらいい?●会社の本店はどこに置いたらいい?

●事務所の賃貸借契約の注意点は?●印鑑のつくり方

●事業目的の決め方●決算期と公告のしかた

●株式の譲渡制限に関すること●あなたがやりたいことには許認可は必要?

●助成金がもらえるかも●定款のつくり方

●電子定款の認証●登記のしかた

●銀行口座開設のしかた●日本政策金融公庫の融資の受け方

●自治体の制度融資の受け方●創業計画書の書き方

●諸官庁への届け出…etcそして、個人事業から法人成りしたときの手続きについても詳しく解説しています

5 起業創業
ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 起業と会社経

営の実務がよくわかる本
ソーテック社 (2015/5/22) 1,490円

起業を考えたとき直面する会社設立と実際に起こる経営の疑問にズバリ答えます！

小さな会社の経営者になる人・なった人の疑問に、起業家を支えてきた税理士と社労士がタッグを組んでお答えします。

素朴な質問から大きな質問まで、全部スッキリできます。

知りたかったあんなこと、こんなこと満載！

6 起業創業
最新起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税

金
日本実業出版社 (2012/10/20) 1,944円

●「成功する起業」への最短距離をたどるために

必ず知っておくべき70の実務知識

本書は、起業を考え、具体的な行動を起こそうとしているすべての人が、

まず1冊目に手にとるべき本です。

「起業を決めた瞬間から会社設立1年目まで」に必要になる、

法律、税金、手続きの知識のすべてを網羅しつつ、

ポイントを絞ってズバリ解説しています。

せっかく起業したのに、数年で経営が立ち行かなくなるケースは多いもの。

どんなに画期的なビジネスモデルをもっていても、

事業を成功させるために不可欠な税と法律の知識があります。

さらに、「節税メリット」や「法律対策」は

設立から1年以内に決まるものがほとんどなのです。

本書は、数々の起業&会社設立コンサルティングを行なってきた税理士と弁護士が、

起業を成功させるために知っておきたい、

知らないとソンをする税金・法律の知識をやさしく解説。

登記申請書や青色申告書の作成ポイントなどの書式記載例も豊富に掲載しました。

設立から運営まで、事業を軌道に乗せ、起業を成功させるためのポイントが詰まった、

すべての起業家必読の1冊です。

7 起業創業
プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて

(COSMIC MOOK)
コスミック出版 1,080円

起業を考えたらいちばん最初に読んでほしい本

1万3,000社の起業をサポートした専門家が教える

「起業成功のポイント」と「会社設立の注意点」

★専門家が徹底分析! 「起業の現状と今後の展望」

★経験者だからこそ話せる「起業家7人の起業体験談」

★これだけは知っておきたい! 「起業の基本」

★会社設立に必要な「書類&手続きを徹底解説! 」

★会社設立後の「諸手続き&税務申告まで完全網羅! 」

★設立前の疑問から設立後のトラブルまで、専門知識と経験豊富な5士業がアドバイス!

税理士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/弁護士

8 起業創業 個人事業のはじめ方がすぐわかる本 ’18~’19年版 成美堂出版 (2018/6/22) 2,585円

これから個人事業をはじめる人のために、開業手順から事業計画の立て方、各種書類の記載方法までわかりやすく解説。

成功事例と、事業を始めたばかりの人が起こしやすい失敗例などの、ケーススタディを豊富に盛り込み、図・表・チャートでわかりやすく説明。

オリジナルの書き込みシートと、届け出に必要な書式見本を多数掲載。最新の届出書式に対応

はじめてでもわかる個人事業の実務。書き込み式シート・最新書式見本で、届出に必要な書類がすぐ書ける。経理・決算・確定申告をスムーズに進められる。開

業手順から事業計画の立て方、各種書類の記載方法まで最新の届出書式に完全対応!!関連法令、税率、助成金などももちろん最新版!

9 起業創業 <新版>らくらく個人事業開業のすべてがわかる本 あさ出版; 新版 (2014/2/10) 1,470円

ロングセラーが最新制度に対応し、リニューアル。

「事業に専念できる」と好評の効率的な実務が満載。

開業、青色申告などの各種手続きから、

開業後の経理、税金、節税策まで、

必要なことだけを、すっきりマスターできます。

すべて記入例付だから、これ1冊で最新改正対応!開業、青色申告などの各種手続きから経理、税金、節税策まで、必要なことだけすっきりマスター。事業に専

念できる効率的な実務が満載。記入例付だから1人でできる!安心です。

10 起業創業 これならできる 個人事業の経理と税金 第2版 ナツメ社; 第2版 (2014/6/5) 1,458円

■個人事業主、これから個人事業を始める方に最適! 〈br〉 フリーランスで独立したり、お店などを始めるときに頭を悩ませる〈br〉 のが、経理や税務申告です。

本書では知識がゼロでも日々の経理や〈br〉 税務署への申告が自分でできるよう、ポイントを絞ってわかりやす〈br〉 く解説しました。〈br〉 〈br〉 ■豊富なイラス

ト・図版でトコトンわかりやすい〈br〉 本書ではイラストや図版を多く用いて解説しています。各章のはじ〈br〉 めには4コママンガもありますので、楽しみながら読み

進めること〈br〉 ができるはずです。〈br〉 〈br〉 ■節税のテクニックやアドバイスが満載! 〈br〉 個人事業主にとって、どう節税するかは大きな関心事です。本書を

〈br〉 一通り読めば、節税に役立つテクニックが身につくことはもちろん〈br〉 のこと、実務にも役立つ税理士からの耳よりアドバイスも満載です。

11 起業創業 小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本 ソシム (2016/12/19) 3,132円

本書は、中小企業の事務処理全般に関する、経理・人事・総務の手続きについて解説しています。はじめてこれらの業務に携わる人を対象に、それぞれの業務

の概要と具体的な手続きについて図解を交えて解説しています。

・この仕事はいつから始めて締め切りはいつ?→各業務の詳細な実行スケジュールを掲載。

・書類の書き方がわからない→書き方のポイントを丁寧に解説。

・前任者のやり方を続けているけど大丈夫?→なぜその作業が必要かがわかる。

巻末に「小さな会社のためのよく使う勘定科目リスト」を収録。

12 起業創業
最新 知りたいことがパッとわかる 給与計算の事務手続き・

届け出ができる本
ソーテック社 (2017/4/8) 1,706円

難しい給与計算が、すっきりまるごと理解できる!

毎月の給与計算、大変ですよね。

「賞与」? 「割増賃金」? 「住民税」? 「扶養控除」? 「年末調整」?

「これってなんだっけ?」と思う項目がひとつでもあったら、絶対に読んでください!

給与明細書の読み方から社会保険や税金の控除、入退職者の手続きまで、給与計算の実務を詳細な書類サンプルと共に解説しています。この一冊があれば、

日々の業務から年に一度の業務まで、もう迷わないでできますよ!

13 起業創業
改訂 最新 知りたいことがパッとわかる 社会保険と労働保

険の届け出・手続きができる本

ソーテック社; 改訂版

(2015/3/19)
1,598円

社会保険・労働保険の定番として好評をいただきました「最新 知りたいことがパッとわかる 社会保険と労働保険の届け出・手続きができる本」が、マイナンバーに

対応して改訂しました。

労務管理系の法律の大きな改訂を盛り込み、さらに使いやすく、わかりやすくなりました。

基礎知識を見つけながら実務にトコトン活かせる、仕事が早くできるようになります！

使い勝手にこだわった「コピーして使えるチェックシート」もさらに充実しています。

＜こんなところにこだわっています＞

目次をパッと見ただけで、探している項目が見つけやすいこと

必要書類のサンプルをとにかく、実例入りでたくさん載せること

手続きについて、はじめての人でも経験者にもわかるように詳細に解説すること

索引は気になった用語から引けること

14 起業創業 最新 小さな会社の総務・経理の仕事がわかる本 ソーテック社; A5版 (2008/3/1) 1,512円

総務・経理の仕事…すべてをできるようになるには、とても時間がかかります。

大きな会社に入社しても、小さな会社に入社しても、たくさんのことを覚えなくてはなりません。

なかには年に1回しかないこともあったり、この会社でははじめてのことなんていうこともたくさんあります。

たとえ上司や先輩がいなくても、業務を円滑に進めることができるためには、

やはり自分で仕事を覚えていかなくてはなりません。

もしかしたら、総務・経理の仕事をひとりで担当するなんていう人もいます。

そんなとき一番困るのが、必要書類がわからない、書類の書き方がわからないといったことです。

本書は、必要な書類とその書類の書き方の注意点のサンプルをできるかぎり掲載しています。

何かの手続きのときに、必要な書類は? そして書き方までもがひと目でわかります。

総務・経理のしごとに携わるすべての人に読んで、参考にしていただきたい本です。

15 起業創業
最新 知りたいことがパッとわかる勘定科目と仕訳が見つか

る本
ソーテック社 (2010/12/18) 1,728円

個人事業者や会社の総務経理の担当者が、会計ソフトで帳簿付けをしようとして困ること、それは勘定科目がわからないこと、仕訳がわからないことです。

「使ったお金」「入ってきたお金」→ 会計ソフトで帳簿付けしようとしても、勘定科目がわからない → 会計ソフトの勘定科目アシスト機能で調べてみても仕訳がわ

からない → できるかぎり勘定科目も摘要もたくさん掲載しました。すべて索引から探せるようなしくみになっています。

プライベート用のクレジットカードを使っちゃった。商品を従業員に安く分けてあげた。お店の食材でまかないをつくっている。金券ショップで図書カードを買っている…な

どなど、ちょっと気になることをいっぱい載せました。

個人事業者から総務経理の担当者まで使える「法人」「個人」両対応です。

16 起業創業
ダンゼン得する 知りたいことが パッとわかる 経費になる領

収書 ならない領収書がよくわかる本
ソーテック社 (2016/3/31) 1,598円

この領収書がレシートが経費になるのかならないのか

悩みますよね。

そもそも、経費ってなんなんだ?

お金の支払いには2種類あります。

経費と資産です。

まずは経費とは何かをとっても小気味よく理解してください。

そして、本書はより具体的に、ふんだんな事例をポイントとツボをしっかり押さえて載せているので、似ている事例を見ていただければ、ご自分のことと置き換えて考え

ることができます。

テーマは「コレって経費になるの?」です。

さあ、一緒に謎解きの旅に出ましょう。

〈こんなところにこだわっています〉

経営者の目線でも、経理担当の目線でも、ビジネスパーソン目線でも、法人でも個人でも、みんなが納得して読める内容にしました!

17 起業創業
ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 青色申告と経

費・仕訳・節税がよくわかる本
 ソーテック社 (2015/12/19) 1,598円

とにかく、わかりやすくしっかり身につけてもらえるように考えてつくりました。

まず理解してほしいのは次の2つ。

「お金が入ってきたときの仕訳」

「お金が出ていったときの仕訳」

そして、もう2つ。

「個人の口座から出たいった場合」

「事業用の口座から出ていった場合」

残るは、あと2つ。

「毎月やること」

「決算のときにやること」

これだけです。

もうひとつ、気になるのが……

「この領収書は経費になるのか、ならないのか」

たくさんの事例が載っているので、もう迷いません!

独立したり、フリーになったりして、仕事のことも考えなくちゃいけないけど、年が明けたら確定申告をしなくてはなりません。会計ソフトがどんなに簡単になっても、思っ

た以上に難しくて荷が重いのが確定申告です。

領収書を取っておいたからできるというものではありません。そんな個人事業主のために、わかりやすくしっかりと青色申告のしかたを解説してみました。

本書は「やよいの青色申告 オンライン」対応です。

18 地域づくり ドイツの地域再生戦略 コミュニティマネージメント 学芸出版社 (2010/6/3) 3,024円

日本にさきがけて都市の縮小、地域の衰退に見舞われたドイツでは、国、州、自治体、地域住民、市民団体、地元企業をあげてパートナーシップを組み、コミュ

ニティ・エンパワメントを軸としたコミュニティ・マネージメントで再生をめざす、ソフト・ハードの取り組みを進めている。その事業体制と手法を初めて紹介する待望の

書。
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３．実施内容・結果

３－７．小・中学生を対象としたICT教室

＜実施概要＞

小学校５、６年生を対象に、2日間コースでマイクロビットを使ったプログラミング教室を開催した。
こども参加者数：１０名

＜実施風景写真＞

A4チラシ

第1・2回こどもプログラミング教室開催 7月31日（水）・8月6日（火） 場所：松本市中央公民館

子ども向けのプログラミング教室を計4回実施した。

2022年 2027年

●子ども（小中学生）を対象としたICT教育の開催回数 10回 20回 4回開催

◎成果指標　/　●活動指標
目標値（累計）

2019年度実績
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３．実施内容・結果

３－７．小・中学生を対象としたICT教室

＜実施概要＞

小学校３、４年生とその保護者を対象に、スクラッチ3.0を使用し、パソコンがはじめての子向けのプログラミング教室を開
催した。ペアプログラミングの手法により、スクラッチでゲームのプログラミングを体験したもらった。当回は、午前、午後の2部
制とした。
こども参加者数：午前の回15組、午後の回3組

＜実施風景写真＞

A4チラシ

第3・4回こどもプログラミング教室開催 2月22日（土）午前・午後 場所：サザンガク


