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《目次》DX推進ガイドライン
~中小企業のデジタル化・DX取組について~

●はじめに

本マニュアル作成の目的

本マニュアルの対象読者

本マニュアルは、中小企業が自社でDX推進をするうえで必
要となる、以下のような検討内容を取りまとめています。

• そもそもDXとは何か？
• どんな準備が必要で、どんな考え方で進めるべきか？

• どのようなデジタルツールを選択・導入すればよいか？

本マニュアルは、区内中小企業の経営者の皆様を対象読

者としており、特に、以下のようなお悩みをお持ちの方々にご
活用いただける内容となっています。

DX推進の必要性が
分からない（P.3参照）DX推進で何ができるのか

分からない

（P.2,9,10参照） 何から始めればいいか

分からない（P.4～8参照）

画像参照：江戸川画像文庫



1. DXとは何か

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは何でしょう？まずは、DXとは何かについて、理解を深めていきましょう。

業務効率化の「手段」 ビジネス変革が「目的」

DX：デジタル化（ICT導入）、IoT・AI活用、ビジネスモデル創出・組織変革の総称

• 単にデジタルツールを導入するのではなく、それらのツールや技術を使い、生産性向上や新たな価値の創出を目指して取り組
むことをDXといいます。

• 経営ビジョンの実現のために解決が必要な課題を明確にし、それらの課題をデジタル技術を活用することで解決します。

《従来のIT化》

これまで手作業で行っていた業務などを、「業務の効率

化」を目的にデジタルツールなどに置き換えることをいい
ます。

《DX推進》

「従来のIT化」でのデジタル技術の導入や業務効率化を踏ま
えて、以下のような、生産性向上やビジネスモデルを変革す
ることをいいます。

クラウドツールを導入

経費システムを導入

勤怠管理ツールを導入

製品・サービス・ビジネスモデルの変革や顧客体験の進化

上記を踏まえて、DX推進と従来のIT化の違いや、DXにより何ができるのかを見ていきましょう。

業務効率化を目指したデジタルツール導入

経費の入力や承認の
手間を省略

社員の出勤及び退勤
を把握

手作業で行っていた案
件管理をデジタル化 クラウドツールを導入

経費システムを導入

勤怠管理ツールを導入

明細の自動読み込みや、集計や

試算表の出力の自動化により、
作業時間を短縮

出退勤の管理だけでなく、福利

厚生や、賃金・賞与などの労務
管理、健康管理に活用

デジタル化で見える化されたことに

より、社長だけでなく社員も閲覧
が可能となり、連携が取れる
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なぜ今、DX推進が必要なのでしょうか？
DXの必要性や中小企業がデジタル技術を取り入れる利点を見て、DX推進が必要とされる背景・目的を理解していきましょう。

DXがなぜ必要と言われているか

コロナ禍が続き、社会における企業の事業環境が大幅に変化してる中で、それらの変化に対応するには、既存のビジネスモデルの革
新や新たな事業への挑戦が必要です。

経営面、人材面、技術面といった様々な面において、将来的に以下のような課題が増加することが見込まれており、それらを克服し、
将来の成長及び競争力を強化するために、DX推進の必要があります。

《経営面》

➢ 既存システムでデータを活用しきれず、
競争に負けてしまう

➢ システムの維持管理費が高額化し、
負担となる

《人材面》

➢ システムを扱うIT人材が不足する

➢ 古いプログラム言語を知る人材の供
給が不可能となる

《技術面》

➢ ソフトウェアの積み重ねによる複雑化

➢ 古いシステムのサポートが終了する可
能性がある

中小企業でのデジタル技術活用

DX推進といったデジタル技術の活用は大企業にのみ必要なものだと思われがちですが、中小企業だからこそ得られる利点があります。
また、一部先行者が既に取り組みを進め、先行事例が複数創出されている今、取り組むことによる利点もあります。

DX推進にはスピード感が必要

巨大な組織や人員を有する大企業に比べ、

経営者が即断・即決することで取り組みを行いやすい

中小企業はより効果的に変革が可能

先行企業により基盤が整備されている

参考となる先行事例や有効なツール等が

既に存在するため、素早く的確に変革が可能
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次ページ以降では、各手順の事前準備や取り組み内容、ポイントを順に確認していきましょう。

DXの進め方として、以下の手順を順に取り組みましょう。
以下の手順①から④を繰り返し実施し、DXを推進していきます。まずは全体の流れを見ていきましょう。

【手順①】

実態・現状の理解

現状の自社が使用しているシステムや手動で行っている業務、それらが抱えている課題
について、改めて確認しましょう。

（P.5をご参照ください）

手順①に戻り、再度繰り返す

DXを推進するためには、手順①から④までを1度実施して終わるのではなく、手順①から
④を繰り返し実施することが必要です。

デジタルツールを実際に導入・運用して気付いたことを学び、改善が必要と感じた部分な
どを活かし、さらなるDXを推進しましょう。

【手順②】

ゴール・ビジョンの共有

自社のビジョンとして何を目指すのか、社内で共有し、経営者及び従業員で共通認識
を持ちましょう。

（P.6をご参照ください）

【手順③】

デジタルツールの選択・

業務フローの変更

導入するデジタルツールについて、課題解決に適切な技術を選択し、導入により変更が
必要となる業務フローを見直しましょう。

（P.6をご参照ください）

【手順④】

ツールの導入・運用

選択したデジタルツールを実際に導入していきます。適切な使用が可能になり、ツールが
定着するまで実践と情報収集を継続しましょう。

（P.8をご参照ください）
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手順①実態・現状の理解 手順①

DX推進の導入段階として、実態や現状、課題を整理・理解する下準備を行いましょう。
業務やシステムについて現状を改めて確認し、自社のビジョン実現に対し解決が必要な課題や効率化が必要な業務は何かを洗い
出します。その際に、既存の業務やシステムの持つ課題や運用コスト、セキュリティ基準なども同時に整理・確認します。

手順② 手順③ 手順④

「だれが」「どこで」「どのくらい」「なにを」実施しているのかを把握するために、「業務棚卸表」の作
成で現状を分解し、業務ごとの課題を整理しましょう。業務棚卸表の作成

業務の一連の流れを業務フロー図で整理し、全体の流れにおける改善点や、システム導入箇所
の候補を洗い出しましょう。業務フロー図の作成

抽出した業務のうち手作業で行っている作業で、デジタル技術の導入により効率化が必要な業
務を特定しましょう。以下のように軸を設けて、エリアを特定しましょう。効率化対象エリア

の特定

# 業務 課題

1 XXX ・XXXX
2 XXX ・XXXX
3 XXX ・XXXX

担当
（だれが）

場所
（どこ）

頻度
（どれくらい）

業務内容
（なにを）

営業・フロント

事務

受注

事務手続き 書類請求

書類作成 提出・申請 サービス提供

【例】

確認・保管

デジタル化候補

コア業務 ノンコア業務

接触業務
・XXXX
・XXXX

・XXXX
・XXXX

非接触業務
・XXXX
・XXXX

・XXXX
・XXXX

対象エリア 手動での作業が必須な業務のすみわけ

スモールスタートから取り組む

ポイント

2
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《自社で実現したい経営ビジョン》

手順② DX推進のゴールの共有 手順②手順① 手順③ 手順④

手順①で把握した現状及び課題をもとに、取り組みのゴールを自社内で経営者層及び現場を含めて共有しましょう。

社内で共通理解を持ち、ゴールを共有・浸透させることは、デジタル化への協力を得るためには重要な第一歩となります。「自社のビ
ジョンの実現には、課題解決のためにDX推進に取り組むことが有益である」ということを理解してもらいましょう。

手順③デジタルツールの選択・業務フロー変更 手順③手順① 手順② 手順④

社内で共通認識・理解を持ち、導入環境が整ったら、実際に導入する外部のデジタルツールを選択していきましょう。

選択する際に、どういった観点でデジタルツールを選べばいいのか、以下のポイントで検討しましょう。

①機能要件：必要な機能面の要件を満たしているか

やりたいことを実現するために

解決したい課題は何か確認しましょう。

基礎となる自社の経営理念や意義を明確にし、

「実現したい経営ビジョン」を社内で共有しましょう。

デジタル化の必要性

についての認識

中長期的な取り組み

となることの理解

自社のビジョンの実現に対する障壁が存在し、それらがDXにより解決可能であるということに
ついて、社内全体で共通認識を持ちましょう。

DX推進は、5年後・10年後といった、中長期的なビジョンの実現に向けた取り組みのため、
単年もしくは数年で完了するものではありません。長い時間をかけた取り組みになるというこ
とについて、経営者層及び現場で共通認識を持ちましょう。

課題解決に向けてどのような機能が
必要になるか確認しましょう。

それぞれの機能の

優先順位を設定しましょう。
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②非機能要件：機能面以外でシステムに求める要件を満たしているか

①②のバランスを満たすデジタルツールを比較検討する

外部デジタルツール（参考）

経理・財務 人事・労務 総務

問い合わせ対応や社内のコミュニケーションツー
ル、リモートワークツールなど

⇒社内の連携やテレワーク環境に活用可能

勤怠・労務管理から人材育成、採用人材管理

まで幅広いツール

⇒独自の管理やコンテンツ作成に掛る負担削減

入出金明細の自動読み込みや出力、経費精
算・管理、給与計算ツールなど

⇒給与の計算ミスや、精算の負担・工数軽減

機能分類 機能詳細 優先度 アプリA アプリB アプリC

機能要件
対応決済方法 高 QRコード QRコード・クレジット クレジット

多言語対応 低 日本語のみ 日本語・英語 10カ国語

非機能要件
利用料 高

初期費用：無料

月額利用料：低額

初期費用：有料

月額利用料：高額

初期費用：無料

月額利用料：低額

サポート体制 中 日中のみ電話対応 24時間365日 日中のみ電話対応

【例】

「QRコード対応」「利用料が低額」
の2点を最重要視している場合、

アプリAを選択する

費用面

➢ 初期費用の金額はどの程度か。

➢ 月々のランニングコストはどの程度か。変動費・固定費のどちらか。

➢ 必要な機能がオプション扱いとなる場合、オプション料と課金体系
はどのようになっているか。

運用面

➢サービスの稼働率はどの程度か。システム障害発生の頻度は低いか。

➢他のサービスやアプリとの連携が可能か。

➢ヘルプデスクなどサポート体制は充実しているか。また、電話での問い合
わせが可能か。

セキュリティ面

➢ セキュリティレベルは自社の基準を満たすものになっているか。

その他

➢ 対象製品を提供するサービス企業の信頼性は高いか。
➢ 自社はその機能を利用するための業務データを保有しているか。
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手順④ツールの導入・運用 手順④手順① 手順② 手順③

支援機関及び助成金等の紹介

導入するデジタルツールを選択し、業務フロー変更などの下準備が整ったら、実際にツールを導入していきましょう。

その際に、導入をして完了ではなく、実際に社員や職員の方々を含む企業全体にデジタル化が根付くよう、以下のような定着に向
けた取り組みを、皆さんの企業に合わせて実施しましょう。

経営者層の率先した姿勢

デジタル技術活用促進助成

事業（専門家派遣）

デジタル技術活用に係る、専門家による

事前診断・戦略策定等に要する費用の助成

詳細は

こちら

デジタル技術活用促進助成

事業（デジタル技術導入）

生産性向上及び新たなビジネス創出に資する、デ

ジタル技術の導入に要する費用を助成

詳細は

こちら

その他、東京都や国の補助金や助成金もございます。

以下、リンクを適宜ご参照の上、自社に適切な助成金・補助金をご活用ください。

◼ 東京都中小企業振興公社：https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/
◼ 経済産業省関東経済産業局：

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_dx/index.html#l_2

【主な助成金】【支援機関】

江戸川区

• 本事業の相談窓口
• 江戸川区産業経済部産業経済課

計画係、ものづくり産業係
• 江戸川区中小企業相談室

その他

• 経済産業省
• (独)中小企業基盤整備機構（中小機構）
• (独)日本貿易振興機構（JETRO）
• (地独)東京都産業技術研究センター（産技研）
• (公財)東京都中小企業振興公社

デジタル化の必要性・

重要性の発信・推進

施策の実施

説明だけでなく、

実践的な研修を実施

過去システムの

使用規制・禁止

報奨の付与

(表彰、評価など)

全体の取り組みとしては上記のようなものがありますが、特にITへ苦手意識のある従業員に対しては、スムーズな定着のために、さらな
る対応・取り組みが必要となります。以下を参考に、自社では何ができるか考えてみましょう。

デジタルの

メリットを発信
適応できそうな人

から順に利用開始
適応力によってファースト

ステップを変更・調整

相談人材・窓口を

設けるなど体制を整える

※適宜外部の支援機関や窓口、必要に応じて助成金などを活用しましょう。

研修の実施

※以下は9月1日時点の情報です
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➢ 実際に、江戸川区内における中小企業では、どういったデジ

タルツール・システムを導入し、ビジネスモデルの変革や課題

解決に取り組んでいるのか、DX推進の実際の事例を見てい
きましょう。

➢ 他企業の取り組み事例を見て、自社ではどのような取り組

みが可能になるかなど、参考となりそうな企業を探してみま

しょう。

※各事例の詳細な情報については、事例タイトルをクリックの上、HPをご

参照ください。

4. 中小企業のDX導入事例

江戸川区内の中小企業における導入事例

企業情報及び実施背景

取り組み内容・効果

企業名： 石原金属化工株式会社

実施背景： 部品のピッキング作業を行う上で、人員不足と高齢化を踏

まえ、初心者でも対応可能なシステムの開発を実施した。

事例1：生産管理システムに連動したピッキングシステム

目的の品番や数量などをスマートグラス上に表示し、素

早く正確なピッキングを可能にした。また、はかりと台車
を連動させ、部品の計数の効率化を図る。

◼ 移動歩数を半減、作業1件につき1分程度短縮
◼ 進捗管理及び効率化に対する社員の意識向上
を実現

◼ 溶接技術の可視化により2～3倍の生産性向上を
実現

事例3：生産管理システムの導入・溶接技術のデジタル化

企業情報及び実施背景

取り組み内容・効果

事例2：スマートグラスでの現場調査遠隔支援システム

企業情報及び実施背景

取り組み内容・効果

企業名： ゼットエンジニアリング株式会社

実施背景： 対象顧客が国内外を対象としているが、新型コロナの影

響により出張が困難となったため、遠隔操作を導入した。

企業名： Creative Works
実施背景： 溶接技術を強みとしており、様々な取り組みを展開してき

たが、人材の育成・雇用方法の確立のためDXを推進した。

現地の人物がスマートグラスを使用し、本社
のパソコンとリアルタイムで接続することで、1
案件に要する時間の短縮を実現した。

◼ 海外4カ国の新規現場調査が実現し、導入後3か月で2,000万円以
上の売上の毀損を防いだ

これまで職人の経験・感覚に頼ってきた、溶接作業の

可視化により生産性向上及び品質担保を可能とした。
生産管理システムを導入し、受注・生産を効率化した。

【現場スタッフ】

【本社】

カメラの映像を

スマートグラスに写す

現場の映像を

みて状況を把握

指示映像共有

9

製造業

製造業

製造業

http://dx-city-edogawa.jp/pdf/dx_case_stadies2_2.pdf
http://dx-city-edogawa.jp/pdf/dx_case_stadies.pdf
http://dx-city-edogawa.jp/pdf/dx_case_stadies4.pdf


企業情報及び実施背景

採用したデジタル技術及び改善した課題・効果

企業名： 権田酒造（埼玉県熊谷市）

実施背景：酒造りにおいて、酒樽の温度管理は質に直結する重要な

要素だが、同時に大きな負担となる作業だった。

負担軽減や、品質の安定化、生産性向上、杜氏の働き

方改革、新しい商品開発のため、県内企業の酒樽の温
度をリアルタイムに把握できる技術の導入に取り組んだ。

➢ 前ページでは江戸川区内での事例を紹介しましたが、区外
においても、中小企業のDX導入事例が多数あります。

➢ どういったデジタルツール・システムを導入し、ビジネスモデルの

変革や課題解決に取り組んでいるのかなど、活用できる情
報を探してみましょう。

※各事例の詳細な情報については、事例タイトルをクリックの上、HPをご
参照ください。

事例1：スマート酒造による効率化と新商品開発

採用したデジタル技術： 「温度測定センサー技術」

◼ アラートシステムにより、杜氏の冬場の作業を約25％削減
◼ これまで製造が困難だった製品の製造に成功し、売上が向上した

◼ 技術を可視化することにより、確実な伝承を可能とした。

光ファイバセンシングシステムで温度測定を自動化し、
24時間の自動温度測定が可能になった。
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江戸川区外の中小企業における導入事例

製造業

企業情報及び実施背景

採用したデジタル技術及び改善した課題・効果

企業名： 株式会社ドリームプラザ（静岡県静岡市）

実施背景：テナント管理の業務効率向上において課題であった基幹

システム機能の見直しや、新型コロナの影響を鑑み、テレ
ワークにも対応可能なシステム導入を目指した。

事例3：テナント売上の効率的な管理のための基幹システム刷新

以下の条件を踏まえ、対応可能な基幹システムを選定し、導入した。

•入力ミスの削減や各テナントの円滑な情報共有が可能

• テレワークでも対応可能かつ、災害時にも対応可能

現在実施中のため、今後以下のような効果が期待される

◼ 創出される余剰時間の活用によるサービスの質向上

◼ システム管理に係るコスト削減及び、データの安全性向上・BCP対策

小売業

企業情報及び実施背景

採用したデジタル技術及び改善した課題・効果

企業名： 株式会社大津屋（福井県福井市）

実施背景： コンビニ・惣菜店・食堂を一体化した「オレポステーション」を

運営。約70種類以上あるお惣菜の価格を覚えることがス
タッフの負担となっていたため、デジタル化に取り組んだ。

事例2：AIを活用した業務効率化と経営指標の見える化

◼ レジ業務の手間を削減（最大30秒/1品から1秒/1品に削減）
◼ 新人・外国人での対応や、打ち間違いによるロスの軽減を実現

◼ 惣菜の売上データが取れ、戦略に活用できるようになった

AI連動はかりを企業と共同で開発し、種類の判別とグラ
ムの計量を自動的に行い、POSレジにデータを送ることで、
レジ業務の負担を軽減し、新人の離職を防いだ。

飲食料品小売業

飲食サービス業

• NTT東日本のアラートシステムと組み合わせ、温度が一定値を超えた
際に杜氏に通知が行くようにして運用

4. 中小企業のDX導入事例

出展：有限責任監査法人トーマツのの過去事例より作成 出展：有限責任監査法人トーマツのの過去事例より作成、静岡県「令和3年度手順書2」 P.31

出展：関西経済連合会「ICT・IoT・AI等活用」

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/public-sector/lg/jp-lg-business-producer-27.pdf
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/documents/2021service2.pdf
https://fcci-dx.jp/assets/wp-content/themes/dx/pdf/fcciDXreport2021.pdf
https://www.kankeiren.or.jp/iot/pdf/iot38.pdf


江戸川区役所

産業経済部産業経済課計画係

《お問い合わせ先》

有限責任監査法人トーマツ

リスクアドバイザリー事業部ガバメント＆パブリックセクター
担当者 上田、室屋、中川、佐藤、陽川

E-mail：edogawa_dx＠tohmatsu.co.jp


