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役員よりご挨拶 1
会長 中村 真規
（一社）
一社）北海道情報システム産業協会 会長

（株）デジック 代表取締役社長

東日本大震災により犠牲になられた多くの方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます。この度、四期目の
会長職を務めさせて頂く事になりました。微力ではありますが、誠心誠意努めて参りたいと思います。皆様の
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
昨今はクラウドや Android、モバイルなど新しいプラットフォームや技術が注目を集めており、我々、地域
の情報産業もその大きなうねりの影響を受けています。また、電力不足の問題から製造業の海外移転、情報処
理開発のオフショア化がさらに進んでいく懸念があり、地域における従来型のビジネスモデルも不透明化して
います。このような時代の変化の中で我々はどのように変貌し、いかに対応するべきなのか、明確な答えが見
つけられていないのが現状です。このような問題は、個々の企業、地域の情報産業協会単独ではなかなか対応
しきれないと思います。
地域を活性化し、将来の展望を見出すためにも、もっと各協会が意見交換し、共通の悩みを語り合う場が必
要であると思います。私の役割は、各協会との情報交流を活性化するため、お互いの悩みを語り合える場を提
供し、できればその悩みを共通化することだと考えています。
ＡＮＩＡの会員同士があらゆる問題に取り組み、お互いが繁栄できるように競い合う、よき関係を築き上げ
たいものです。皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

副会長 井上 宏 （北海道・東北ブロック担当）
（社）青森県情報サービス産業協会 副会長

（株）青森電子計算センター 常任監査役

昨今の我が国を取り巻く環境をみますと、政治の混迷が社会・経済に大きな影を落としているように思われ
ます。とりわけ、中小企業倒産件数の増加・失業率の悪化・設備投資の冷え込みなどにより、情報産業もこれ
までになく極めて厳しいものになっております。
このような状況の中で、我々情報産業協会加盟各社も時代に沿った「新事業創出」と「経営革新」を大きな
テーマにして取り上げ、広域的な交流を深める必要があると思います。
中村会長の補佐役として協会の発展に一層力を注ぎたいと思っております。皆様のご支援・ご指導・ご協力
宜しくお願い申し上げます。

副会長 黒坂 則恭 （関東・甲信越ブロック担当）
（一社）長野県情報サービス振興協会 会長

（株）電算 取締役相談役

この度、ANIA の理事に就任しました長野県情報サービス振興協会の黒坂です。我々の業界もなかなか厳し
い状況から抜け出せていません。特に地域の企業は首都圏依存型の傾向が強くあり、その傾向がさらに強くな
りつつあります。
またこの度の震災で情報サービス産業の形も大きく変わるものと思われます。この中で各地域の団体が将来
的計画を明確に描く必要があります。このために ANIA の位置付けもさらに重要になって行きます。 ANIA を
通じまして情報サービス産業の活性化に少しでも貢献できればと思います。長野県でも業界の活動をさらに活
発化させ、会員企業および地域に貢献する活動を積極的に行っていきたいと考えています。
そのために、産業や大学等との積極的な連携も推進したいと思っております。また、各地域の業界団体と活
発な情報交換をして行きたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

副会長 長谷川 亘 （中部・北陸・近畿ブロック担当）
（社）京都府情報産業協会 会長

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院 理事長

会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。日ごろは、本会の活動に多大
なるご支援・ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。さて私こと、このたび本年６月の理事会におきまして、副
会長を拝命いたしました。微力ではありますが、会長を補佐し、本会のますますの発展のため任務に専心努力
いたす所存でございます。京都からの情報発信にもより一層力を入れ、会員の皆様との情報交換もさらに活発
化させたいと考えております。何卒よろしくお願い申しあげます。

http:// www.ania.jp/
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役員よりご挨拶 ２
副会長 内海 良夫 （中国・四国ブロック担当）
（社）広島
（社）広島県情報産業協会
広島県情報産業協会 会長

（株）データホライゾン
（株）データホライゾン 代表取締役

情報産業業界が誕生して、速いものですでに半世紀を迎えようとしています。そして今、我が業界は日本経
済の一翼を担うまでに成長発展してきました。しかし、一翼では自力で飛ぶことはできません。これからわが
業界に期待されているのは、一翼を担うことからさらに成長発展し、自らの力で飛ぶエンジンになる事だと私
は思っています。
エンジンとは、小さくても良いから自らの力でビジネスモデルを構築し、自らの力で雇用を創出できる企
業です。いまや世界のホンダも、もとはと云えば、わずか５０ｃｃのエンジン「原付のカブ号」から始まりま
した。我々も小さくても良い、エンジンになって自らの力で日本を動かそうではありませんか。

副会長 奥山 利樹 （九州・沖縄ブロック担当）
（社）福岡県情報サービス産業協会
（社）福岡県情報サービス産業協会 会長

（株）麻生情報システム 代表取締役社長

このたび、理事を務めさせていただくことになりました社団法人福岡県情報サービス産業協会（略称：ＦＩ
ＳＡ 会員数：１８６社）会長の奥山でございます。
ＦＩＳＡでは平成２２年度から平成２４年度までの第２期３ヶ年ビジョンに基づき「地域に必要をとされる
ＦＩＳＡ」になる事をスローガンに、企画調査委員会・教育委員会・広報委員会・厚生委員会を中心とした活
発な委員会活動を中心に、外部に向けてはＦＩＳＡの影響力・期待感の向上を図り、内部に向けては会員企業
の満足度向上を目指し活動しております。変化の激しい業界で活発な情報交換が参加企業の大きなメリットと
なっております。今後とも宜しく御願い致します。

理事 根本 健時
（一社）
一社）日本ソフトウエア産業協会 副会長 (株)システムコーディネイト 代表取締役社長
日本ソフトウエア産業協会は東京を中心とした情報サービス企業により、１９８５年５月に設立されました。
以来２６年間に亘り、情報化社会への貢献、会員企業の基盤強化などの活動を進めております。また、ＡＮＩ
Ａにおいては東京代表として、各地域の皆様方とともに活動しております。
最近はプログラム開発・保守、コールセンター業務などが、中国を始めとするアジア各国へ急速に移転して
おり、我々の業界もグローバル化の波が押し寄せています。同時にクラウド・ＳａａＳを始め、新たな潮流も
生まれています。東京地区と言えども各々の企業が得意分野を携え、自らビジネス発信をして行かなければな
りません。近年、地域からのビジネス発信も増えてきていると聞いております。
私どもといたしましてもＡＮＩＡの活動を通して、地域の挑戦を学ばせて頂くとともに、首都圏との間で橋
渡しができればと思っております。

理事 細野 昭雄
（社）石川県情報システム工業会 顧問

（株）アイ･
（株）アイ･オー･
オー･データ機器 代表取締役社長

東日本大震災で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
さて、日本経済の復興は全産業のサポートインダストリーとしての ICT 産業の活性化が不可欠であり、さ
らに、地域における情報産業の発展が重要です。また、ICT 産業の様々な課題は、一地域の情報産業協会だけ
でなく、各協会との連携、更なる情報交流の活性化無くして解決は不可能だと思われます。ICT を取り巻くさ
まざまな規制についての提言、新たなビジネスモデルの紹介、成功事例など今まで以上に各協会にとって意義
のある情報交流の場として ANIA を利活用できればと存じます。
そのため、微力ではありますが本活動へ力を尽くす所存です。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

理事 宮地 正直
（社）岐阜県情報産業協会 会長

（株）電算システム 代表取締役会長執行役員ＣＥＯ

盛夏の候、各県協会と会員企業の皆様におかれましては、ますます隆昌のこととお慶び申し上げます。
さて、先般のＡＮＩＡ 平成２３年度 通常総会にて、理事という職責を拝命することとなりました、岐阜県
情報産業協会(略称:ＧＩＡ、会員数:４２社・団体）会長の宮地正直でございます。
今般、改めて理事の重責を担いましたうえは鋭意専心、ＡＮＩＡの発展のために精励いたす所存でございま
すので、よろしくご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
終わりにあたり、３月１１日に発生した東日本大震災におきまして、被災された関係各位に対し、心よりお
見舞い申し上げます。
http:// www.ania.jp/
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役員よりご挨拶 ３
理事 石橋 洋志
（社）長崎県情報産業協会 会長

オフィスメーション（株） 代表取締役社長

３月 11 日に発生した『東日本大震災』により犠牲になられた多くの方々に対し、深く哀悼の意を表すとと
もに、衷心よりお見舞い申し上げます。
この度、前期に引き続き理事を務めさせて頂く事になりました。
現在九州７県の内ＡＮＩＡの会員は３県だけですので、前期副会長である福岡県の会長さんと未加入県へ入
会のアプローチを行ないましたが、なかなか簡単には応じて貰えず、現在も３県だけで有ります、今後は未加
入県の方が積極的に入会して頂ける様な魅力ある事業を行う事が重要だと考えます。
私ども（社）長崎県情報産業協会（ＮＩＳＡ）は公益法人制度改革への対応については、平成２４年４月１
日より一般社団法人へ移行する事で鋭意準備を致しているところで御座います。今後とも何卒宜しく御願い致
します。

理事 仲里 朝勝
(社)沖縄県情報産業協会
沖縄県情報産業協会 会長 沖電グローバルシステムズ(
沖電グローバルシステムズ(株) ＩＴ関連戦略アドバイザー
この度、理事を務めさせていただくことになりました社団法人沖縄県情報産業協会（略称：ＩＩＡ 会員数：
７５社）会長の仲里朝勝でございます。東日本大震災で被害にあわれた方々に対しお見舞いを申し上げたいと
思います。沖縄県では、今後の沖縄のあり方「新たな計画の基本的な考え方(案)―沖縄２１世紀ビジョン基本
計画―」を策定すべく官民で議論をしております。この実現には、ＩＴは欠かせないものとしてＩＩＡも取り
組んでおります。ＡＮＩＡのより一層の発展に向け、微力ながらご協力させていただきたいと存じます。

監事 畠山 靖雄
（社）富山県情報産業協会 副会長

ＡＷＳ（株） 代表取締役社長

ANIA 会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。役員皆様の地域情報化振興へのご尽力に
は深く感謝申し上げます。先般 ANIA の監事に選任されました。微力ではありますが、専心努力いたしますの
でよろしくお願い申し上げます。
富山県情報産業協会は本年、高松新会長のご就任。協会ホームページの刷新。とやま IT フェア中止の決断
とフェアに変わる新イベントの開催決定。クラウド研究会の発足。そして、本年発足した、富山県主催の『と
やま新情報化構想委員会』に参加し地域情報化の提言活動を実施いたします。
今や、情報は一極集中から地域分散へとシフトしていきます。今後も、ANIA の活動が活発化し、会員の皆
様が益々ご発展されることを祈念し、ご挨拶申し上げます。

監事 笠原 宏文
（社）山口県情報産業協会 会長

菱洋インテリジェンス（
菱洋インテリジェンス（株） 山口支店長

この度、監事を務めさせていただくことになりました（社）山口県情報産業協会（略称：YIIA、正会員 35
社、賛助会員 13 社）会長の笠原宏文でございます。
（社）山口県情報産業協会は、1985 年４月「山口県情報処理産業協議会」として発足、1987 年 11 月ＡＮ
ＩA に加盟しまして、1989 年６月（社）山口県情報産業協会に改組し、2001 年８月２，３日開催の「山口き
らら博」に合わせまして「ＡNIA やまぐち大会」を開催させていただきました。役員と致しましては、監事は
初めてではないかと思います。
（社）山口県情報産業協会では、平成２３年度の目玉事業と致しまして、「やまぐちＲｕｂｙ研究会」を発
足させ、Ｒｕｂｙ入門講座、資格取得を目的とした研修会等の開催、２４年度には、成果、いわゆる出口に繋
がる事業化に向けた事業展開を行うことにより、業界の活性化、会員の拡大を推進していくこととしておりま
す。
（社）山口県情報産業協会と致しましては、ＡＮＩＡの役員として、ＡＮＩＡの一層の発展、活性化を目指
し、皆様方と連携をとりながら地域の情報産業の発展のために微力ながら尽力して参りたいと思いますので、
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

http:// www.ania.jp/
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