
地域DX促進セミナー

無料でホームページやYouTubeを始める

主催：泉佐野市　運営：Rocks合同会社
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00:00〜開始予定

講演開始までもう少々お待ちくださいませ

タイムテーブル

3

／1 18 木 17:00〜18:00
泉佐野商工会議所

地域DX促進セミナー
デジタルの活用方法とは

無料でホームページやYouTubeを始める

● 00:00〜　最初のご挨拶

● 00:05〜　背景と事業内容について

● 00:20〜　無料DX促進成果物について

● 00:45〜　申込方法について

● 00:50〜　質疑応答

岩本 涼

Rocks合同会社
https://rocksss.com/

森下 智司

https://rocksss.com/


はじめに
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はじめに

録音、録画、スクリーンショット、画面の撮影はお控えください
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はじめに

アンケートに回答いただいた方には本日の資料をお渡しいたします

本日の講演資料（全ページ）
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はじめに

自己紹介

Rocks合同会社

森下 智司

東京で会社員を経て、地元泉佐野市にUターンし動画制作をメインに独立。現在は中
小企業向けのWeb全般に対応できる会社を立ち上げ、地域密着で集客や商品開発の
サポートをメインに活動している。

役職・専門領域　CEO・動画クリエイター・カメラマン

Rocks合同会社

岩本 涼

エンジニアとして会社員を5年勤め、IT事業で独立。現在は中小企業向けのWebサ
ポートだけでなく、美容院やペットサロン、コワーキングスペースなど店舗経営なども
行っています。

役職・専門領域　CEO・Webプログラマー
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はじめに

Rocks合同会社のご紹介

商号 Rocks合同会社

代表 森下智司、岩本涼

事業内容 レンタルスペース、コワーキングスペース、教育・合宿

設立 2022年9月20日

創立 2020年6月20日

拠点 大阪府泉佐野市上町3丁目10-15　泉佐野ビル4階

Webサイト https://rocksss.com/

https://rocksss.com/
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はじめに

本セミナーの目的

事業背景を知る（泉佐野市とRocks合同会社）1

2

3

DX（デジタルトランスフォーメーション）を知る

無料提供できる制作物を知る



背景と事業内容について
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背景と事業内容について

Rocks合同会社の取り組み：フリーランスのハブ

● 資金不足
● スキル不足
● 新規参入の障壁

悩
み

フリーランス支援

● 資金繰りが不安定
● 経験不足
● 継続業務、新規営業先

フリーランス強化

● コスト削減（雇用・教育・採用）
● 新規事業立ち上げ・事業再生
● 人材の流動性

課
題

企業様

● コスト削減（雇用・教育・採用）
● 近隣の企業にお願いしたい
● 長く続けてほしい

課
題

地方自治体

悩
み

教育 合宿

コミュニティ

会計

企画 制作

業務代行

人材紹介

動画 Web

EC

広告

居住
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背景と事業内容について

Rocks合同会社の取り組み：フリーランスのハブ

株式会社情報都市

キリンの家もっとさの

ちぬうみ創生神楽

EC VILLAGE

OSHIRO神経整体整骨院 みんなのグルホ

こおろぎ牧場(昆虫食)

オリジナルビール開発

ラ・トランピスタ

介護ショップひなた

さのぽ
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背景と事業内容について

Rocks合同会社の取り組み：フリーランス育成合宿

泉佐野初合宿
約25人 1

3

2

4

X

お試し移住合宿
約30人

泉佐野合宿2期
約20人

泉佐野IT合宿1期
約10人

その他
100人以上 泉佐野市に18人移住

※3ヶ月以上滞在が6〜8%
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背景と事業内容について

Rocks合同会社の取り組み：フリーランスとは

フリーランス
経済規模

1,577万

日本の人口

https://ecodb.net/country/JP/imf_persons.html

現在のフリーランス人口・経済規模

出典：ランサーズ

2021年
10月

フリーランス
人口

ギ
ャ
ッ
プ

日
本
市
場
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背景と事業内容について

Rocks合同会社の取り組み：フリーランスとは

出典：中央企業庁「中小企業白書」より引用

出典：レバテック

20~45歳
73.3%

20~45歳
約90%



Rocks.llc 16

背景と事業内容について

Rocks合同会社の取り組み：フリーランスとは

フリーランスの人口が増加している1

2

3

フリーランスの業界は経済成長している分野

フリーランスには若い世代が多い
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背景と事業内容について

泉佐野市の取り組み：まち・ひと・しごと創生総合戦略

1）安定した雇用を創出する

3）結婚・出産・子育ての希望をかなえる

● 都市魅力の創出・発信
● 定住促進の強化
● 観光による交流人口拡充
● 外国人にやさしいまちづくり
● 関係人口の創出・拡大

2）定住魅力の強化により泉佐野市へ
の新しいひとの流れをつくる

● 健康で安心して暮らせるまちづくり
● 共生のまちづくり
● 都市基盤の再構築
● スマートシティの推進

4）時代に合った地域をつくり、安全な暮
らしを守るとともに、地域と地域を連携

す る

● しごとの創生
● 農業等の振興
● 人材還流・人材育成
● 官民連携の推進

● 学校教育の充実
● 生涯学習の推進
● 男女共同参画社会づくりの推進

出典：泉佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略について（令和 3 年（2021 年）3 月）

https://www.city.izumisano.lg.jp/material/files/group/33/dai2ki_machihitosigotosougousenryaku.pdf
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背景と事業内容について

泉佐野市とRocks合同会社の取り組み：フリーランス育成合宿



DXを知る
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DXを知る

DXとIT化の違い

DX化

IT化 効率化 手段

変革 目的

用語 ビジネスモデル ゴール

information technology：情報技術

Digital Transformation：デジタルによる変容
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DXを知る

DX化とIT化の事例：売上を増やしたい

事業者 現在 IT化 データ分析 DX化

美容院A 現金払い キャッシュレス化 土日に来客する
30代独身女性の
平均単価が1.5倍

会社勤めしている
女性向けにSNS
広告集客
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DXを知る

DX化とIT化の事例：売上を増やしたい

事業者 現在 IT化 データ分析 DX化

美容院A 現金払い キャッシュレス化 土日に来客する
30代独身女性の
平均単価が1.5倍

30代女性に人気
な商品を陳列し販
促する
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DXを知る

DX化とIT化の事例：売上を増やしたい

事業者 現在 IT化 データ分析 DX化

美容院A 現金払い キャッシュレス化 土日に来客する
30代独身女性の
平均単価が1.5倍

30代女性に人気
な商品を陳列し販
促する

無料対応
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DXを知る

DX化とIT化の事例：日本交通

● イベント情報 
● 気象情報 
● 地域 
● 時間

AIデータ収集・解析

地域ごとに適正な配車ができるよう
になり、稼働率の向上に成功



無料DX促進成果物について
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物

1

Webサイト動画

デザイン その他

2
3 4

・PR動画
・YouTube
・Instagram
・TikTok
・広告動画

・バナー
・チラシ
・Webデザイン
・名刺
・広告

・LP
・Webサイト
・お問合せページ
・広告サイト

・顧客管理
・勤怠管理
・ネットショップ
・その他
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物：事例

事例1 事例2 効果・特徴

動画 QR QR ・動画の視聴者情報（年齢、性別、時間帯など）
・商品やサービスのPR

Webサイト
・検索ワードや閲覧数の情報（キーワード、地域、クリック
数、閲覧者の情報など）
・商品やサービスを広く発信できる

デザイン
・広告やSNSでPRできる
・チラシなどで地域にPRができる

高野山カフェ
コワーキングスペース

Rocks

フリーランス
育成合宿

ゴリフリチラシ
訪問看護

ステーション彩

小顔矯正サロン
AURA

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q9t2ERniNwM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iXj2GgVfVoU
https://freelancecamp.rocksss.com/
https://irodori-houmon.com/
https://rocksss.com/wp-content/uploads/2023/01/dx-seminar-flier.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Q9t2ERniNwM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iXj2GgVfVoU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iXj2GgVfVoU
https://freelancecamp.rocksss.com/
https://freelancecamp.rocksss.com/
https://rocksss.com/wp-content/uploads/2023/01/dx-seminar-flier.pdf
https://irodori-houmon.com/
https://irodori-houmon.com/
https://gaiya.co.jp/aura/
https://gaiya.co.jp/aura/
https://gaiya.co.jp/aura/
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物：役割について

事業者様、地方自治体 合宿参加生徒

Rocks合同会社

連絡

制作物の精査納品

依頼 制作

ディレクター



Rocks.llc 31

無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物：フロー

1

3

2

4

5

アンケート用紙に記入。申込を行う。

事業者様と弊社担当者と打ち合わせを実施
※申込数が多い場合は泉佐野市と協議の上、選考を行う場合がございます。

事業者様と弊社担当者と合宿参加生との 3者MTGを実施（オフライン可）

制作→修正→確認→納品と進める

納品後の修正や維持管理などの相談
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物：役割フロー

申込
1回目

お打合せ
2回目

お打合せ
制作 修正 確認 納品

管理相談
（任意）

事業者様
地方自治体 ● ● ● ● ● ●
Rocks合同会社 ● ● ● ● ●
フリーランス ● ● ● ● ●

申込から2週間以内 約1〜2ヶ月間
※内容によっては要相談
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物の納品について：動画

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社

Rocks×泉佐野チャンネル
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物の納品について：Webサイト、デザイン

https://izumisano.rocksss.com

https://izumisano.rocksss.com/〇〇〇〇株式会社

https://izumisano.rocksss.com/△△△△株式会社

https://izumisano.rocksss.com/◇◇◇◇株式会社

https://izumisano.rocksss.com/×××××××株式会社

〇〇〇〇株式会社 △△△△株式会社

◇◇◇◇株式会社 ×××××××株式会社
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無料DX促進成果物について

なぜ一括管理をするのか：メリット・デメリット

メリット

デメリット

● 維持費が無料

弊社サーバーを利用
セキュリティ対策済み

● 管理・運用人材が不要

弊社にて管理
プロが管理するため安心

● データ分析が不要

年に二度：無料
その他必要に応じて対応

● 変更時にラグが生じる

依頼→相談→修正→確認→納品
と即時対応ができない

● 別途追加の際は費用が必要

無料で対応するのは初回のみで、2
回目以降は費用が発生する

● 修正の依頼先を選べない

弊社管理を行っているため依頼先を
こちらで選定いたします
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無料DX促進成果物について

無料DX促進成果物の管理：Rocks合同会社にて一括管理

事業者様

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇株式会社

依頼

・URL
・資料



質疑応答
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質疑応答

アンケートフォーム

https://freelancecamp.rocksss.com/dx-entry/

https://freelancecamp.rocksss.com/dx-entry/
https://freelancecamp.rocksss.com/dx-entry/

