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1 地域活性化に向けた取り組み

持続可能な社会に向けた
地域活性化推進活動の紹介
ICT を活用し様々な社会課題を解決していく 「ソーシャル ICT パイオニア」をめざし、NTT 西日本 ビジネス営業本部
クラウドソリューション部は、西日本エリア 30 府県にある支店と連携しながら、地域産業の活性化、安心安全な地域社
会づくりなど、地域課題の解決を推進している。本稿では、クラウドソリューション部の地域活性化に向けた方向性・体
制や各地域の具体的な取り組みについて紹介する。
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地域の一員として地域課題解決・地
域活性化を牽引することが求められ
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推進、そして、地域に寄り添う新た

ビジネスコミュニケーション

2020 Vol.57 No.10

な事業創出が実現され、NTT グルー

■課題解決が持続可能となる仕組み

プが掲げる公共性と企業性の両立を

をデザインしていること

実践することが可能となる。
この地域活性化に向けた想いを実

地域活性化推進活動の第一要件は

践するため、昨年に西日本管内の全

地域の課題探求である。めざすべき

30 支店の長をプロジェクトオーナー

地域社会の未来像を見据えた上でそ

とする「地域活性化推進活動（通称：

こに至るための課題を徹底的に深堀

地域のビタミン活動）
」をスタートさ

することで、取り組むべき真の課題

せた。各支店が主体となり、地域の

を浮き彫りにする。既存領域という

本質的な課題を深堀し、地域のパー

枠組みに捕らわれない観点から地域

トナーとともに持続可能な解決策の

活性化に資する課題設定に貢献する

創出を目指している。継続的・長期

ことで、非 ICT 領域であっても相

的に地域課題の解決にコミットする

談していただける立場をめざす。

地域の運命共同体の一員となり事業

第二要件は多様なパートナーとの

創出する仕組みづくりともいえる。

共同体構築である。地域課題は実に
複雑であり、また多様である。これ

西日本電信電話株式会社
ビジネス営業本部 クラウドソリューション部
プロジェクト推進担当
（後段左から）主査

東 宗一郎氏

担当部長 永井 裕樹氏
担当課長 西川 陽介氏

地域活性化推進担当 事業戦略グループ
（前段左から）主査

堂前 梨恵氏

担当課長 半田 兼一氏
担当部長 中村 彰呉氏
担当課長 落合 崇道氏

活動の推進に向けて

に応えるためには、ＮＴＴ西日本が

地域活性化推進活動の加速に向

持たないケイパビリティを持つパー

け、今年 7 月に本社に 20 名規模の

地域に深く入り込み展開する地域

トナーと協働関係を築くことが必要

専属部署（地域活性化推進担当）を

活性化推進活動は 30 支店が地域事

不可欠である。特に、地域を熟知し

立ち上げた。各支店の優良事例の収

情に応じたテーマを設定し、主導す

た地元企業を仲間として巻き込むこ

集・ノウハウ体系化と横展開を通じ

ることが最大の特徴であるが、活動

とが課題解決のためのエコシステム

て各支店の取り組みをサポートす

の要件として以下の 3 点を定めて

を作り、機能させるための重要な要

る。また、先行するいくつかの取り

いる。

件となる。

組みについては推進メンバーの一員

地域活性化推進活動の要件

■自治体や社会から共感を得られる

最後は持続可能となる仕組みの構

として入り込みながら活動を加速さ

真の地域課題解決に向けた取り組

築。地域課題の解決に向けた単なる

せる役割も担う。さらに、支店長や

みテーマを設定していること

慈善事業やトライアル、あるいは補

タスク長クラスなどの事業を牽引す

■課題解決に必要なパートナーとの

助金に依存した仕組みからの脱却が

るトップ層に向けての研修も実施。

協力体制を視野に入れた活動であ

要件だ。顧客・地域社会・事業者の

事業構想の方法論と具体テーマの深

ること

三方よしとなる社会事業に昇華する

堀を実践することを目的に「プロ

ことをめざす。

ジェクト研究会」を設け、半年以上

地域課題
検討体制構築
グループ内外
のノウハウ活用

キーマン
開拓

自治体・地域社会
との共感

共感
構想実現に必要な
パートナーとの協力体制

地域活性化構想
（取り組みテーマ）

現在の
地域社会

図2

めざすべき
地域社会の姿

ICT
ソリューション

持続可能となる仕組み
のデザイン

利他

収益モデル
の具体化

新技術の
検証・確立

めざすべき地域社会の姿を見据え、本質的な地域課題を深堀り

地域活性化推進活動

ビジネスコミュニケーション

活動方針

2020 Vol.57 No.10

め ざ す 姿 は、

にわたりトップ自ら実践力を磨き上

地 域 パ ー ト

げる仕組みを提供している。今後も、

ナーと共同で

この活動を加速する施策を全社一丸

運営する持続

となり強化、展開していく予定だ。

可能なビーク

取り組むテーマはスマートシティ

ルが、地域活性

の推進や産業活性化、QoL に関わる

化を牽引する

ものまで地域課題に応じて様々だ。
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次ページ以降ではこうした地域活性
化推進活動の中からいくつかの具体
事例を紹介させていただきたい。
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