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特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

  

IT コーディネータ協会は、IT コーディネータ資格 20 周年を記念し、経済産業省、独立行

政法人情報処理振興機構のご賛同も得て、優れたパートナーシップにより日本の中小企業の

範となる DX 推進態勢を構築した経営者と IT コーディネータをともに 2021 年 11 月 5 日の

ITC カンファレンスで表彰いたしました。 

 本表彰基準は、国の DX 認定制度に則ったものです。DX 認定制度のポイントは、従来の IT

経営力大賞等とは異なり、「IT を活用した成果」を問うのではなく、継続して DX を推進して

いくことのできる態勢を、ステークホルダーも巻き込んでつくることができているかどうか

を問うている点です。 

  したがって、経営者と IT コーディネータが対話を繰り返しながら次のようなステップを踏

んでいくことができているかどうかが重要です。HP 等での公表をおこないステークホルダー

の共感を得ながら進めることにより、後戻りしないで前進する態勢をつくることを期待して

います。 

 IT コーディネータ協会としては、本表彰での優れた取組みを知った多くの中小企業の経営

者が、「ああ、このように IT コーディネータに伴走してもらって、パートナーシップよく進め

ていけば、うちでも DX ができるかもしれない」と思っていただける良い事例を表彰したいと

考えております。今回、そのような優れた事例が多く集まったと思います。この表彰を通じて、

 

～IT コーディネータ資格 20 周年を記念し、優れたパートナーシップにより  

日本の中小企業の範となる DX 推進態勢を構築した 

経営者と IT コーディネータをともに表彰～ 



 

 

中小企業の DX が進み、中小企業においても DX 認定企業を輩出することができれば、中小企

業の活力が高まり、日本の国力の向上に寄与するものと存じます。 

 

因みに、今回の最優秀賞、優秀賞事例 6 件中２件は、11 月 1 日に「情報処理の促進に関す

る法律第三十一条に基づく認定企業（ＤＸ認定企業）」として認定されました（他に、認定審

査中の案件もございます）。 

 

１．表彰内容は以下のとおりです。 

 

(1) 最優秀賞（経済産業省商務情報政策局長賞） DX 認定制度認定事業者(11 月) 

 株式会社ヒサノ 代表取締役社長   久保誠 様 

 アイティ経営研究所 代表   中尾克代 様 （IT コーディネータ） 

 ジーブレイン株式会社 代表取締役社長 小柴宏記 様 (IT コーディネータ) 

 

(2) 優秀賞（独立行政法人情報処理推進機構理事長賞） DX 認定制度認定事業者(11 月) 

 セイブ管工土木株式会社 代表取締役 坂井ツヨ子 様 

 アイティ経営研究所  代表  中尾克代 様 （IT コーディネータ） 

 

(3) 優秀賞（特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会会長賞）4 件 

a. 会
かい

宝
ほう

産業株式会社 代表取締役社長    近藤高行 様 

 合同会社アイティ経営ラボ 代表社員  横屋俊一 様 （IT コーディネータ） 

 

b. 株式会社かえる不動産 代表取締役社長 田中正臣 様 

  株式会社哲英 代表取締役           矢野英治 様（IT コーディネータ） 

 

c. 株式会社フジタ 代表取締役            梶川貴子 様 

  株式会社よしだまこと事務所 代表取締役 吉田誠 様（IT コーディネータ） 

 

d. 株式会社 MU 代表取締役社長                山田元樹 様 

  株式会社モコカコンサルティング 代表取締役 福田大真 様（IT コーディネータ） 

 

(4) IT コーディネータ協会 奨励賞 9 件 

   a. アルファテックス株式会社 代表取締役社長 石川春 様 

      アルファテックス株式会社                 辻広行 様（IT コーディネータ） 



 

 

b. エイデイケイ富士システム株式会社 代表取締役    齋藤和美 様 

    エイデイケイ富士システム株式会社  大宮忠和 様、近藤恒一 様、榊田隆文 様、 

佐々木和徳 様、鈴木守 様 （IT コーディネータ） 

 

ｃ. 株式会社オオクシ 代表取締役社長       大串哲史 様 

  一般社団法人中小企業IT経営センター代表理事 野村真実 様（ITコーディネータ） 

 

ｄ. 社会保険労務士法人グッド労務 代表社員 加藤高善 様 

  株式会社 ARU 代表取締役        水口和美 様（IT コーディネータ） 

 

e. 株式会社甲州屋呉服店 代表取締役      志村賢三 様 

  株式会社ミーコッシュ経営研究所 代表取締役 小林勇治 様（IT コーディネータ） 

 

f. サンコー株式会社 代表取締役社長   河野伸之 様 

 サンコー株式会社 代表取締役副社長 笠井邦彦 様（IT コーディネータ） 

 

g. 株式会社タンゲ製作所 代表取締役     田家泰明 様 

  特定非営利活動法人 IT コーディネータ茨城 石川直樹 様（IT コーディネータ） 

 

h. 株式会社諸岡 代表取締役社長    諸岡正美 様 

  株式会社アイ・コネクト 代表取締役 大久保賢二 様（IT コーディネータ） 

 

i. 株式会社 PC ワールド 代表取締役社長 早川雅治 様 

  株式会社 ARU 代表取締役       水口和美 様（IT コーディネータ） 

 

 

２．審査委員 

  以下の 6 名の方により厳正な審査がおこなわれました。 

・審査委員長 岡田浩一氏 明治大学経営学部 教授 

・審査委員 奥村明俊氏 独立行政法人情報処理推進機構 理事 

・ 〃  高島利尚氏 中小企業診断士、IT コーディネータ 

・ 〃  松島桂樹氏 クラウドサービス推進機構理事長、ソフトピアジャパン理事長 

・ 〃  山地禎比古氏 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事 

・ 〃  吉田琢也氏 株式会社 日経 BP 執行役員 


