
 

平成２０年度 事業報告書 

 

事業概要報告 

 

昨年秋のリーマンショックに端を発した世界同時不況は、100 年に一度と言われるほどの衝撃をもって、

日本経済を直撃しています。 

残念ながら、情報システム産業においてもその影響を避けることができず、今年に入ってからは受注量

の減少、稼働率のさらなる低下に見舞われています。また、この不況のため、作業単価が下がり、厳しい

価格競争にさらされ、情報システム産業も正念場を迎えています。 

当連合会においては、これらの外部環境に適切に対応していくため、連合会が主体となった活動を行う

べく一般社団法人としての法人格取得を目指し、会員に役立つ連合会を目指して活動してまいりました。

その結果、皆様のお陰をもちまして、事務局長連絡会、ブロック会議など会員間の意見交換の定期開催、

また新春交歓会、サテライト交流会など各協会員をも対象とした情報交流会などを開催することができま

した。 

連合会組織としては、確実に少しずつではありますが、会員の皆様に役立つ活動を続けております。 

各種事業が積極的に行われ、多くの参加者を頂いたことは、会員各位のご協力の賜物であると深く感謝

いたします。今後とも、会員、理事、事務局が協力して活動してまいりたいと存じます。 

今月に入り、先行きに若干の明るさが見受けられる点もありますが、まだまだ、厳しい経済状況が続く

と思われますのでご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

                         一般社団法人 全国地域情報産業団体連合会 

                                             会長  中村 真規 



 

１．総務事項 

(ⅰ) 会員の状況 

     平成20年度会員の移動は次の通りです。 

 

 平成19年度末 

会員数 

平成20年度 平成20年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２１     ２１ 

賛助会員 ５  ３   ２ 

特別会員 ４     ４ 

計 ３０     ２７ 

 

※退会  株式会社新社会システム総合研究所 平成20年4月12日 

             ＪＦＥシステムズ株式会社 平成20年6月18日 

             日本電気株式会社 平成21年3月31日 

 

 

２．大会事業 

第３０回ANIA北海道大会 

式典・大会 

6月25日 13:30～17:45 厚生年金会館 

参加者 来賓１５名 道外８３名 道内５４名 

ご来賓 経済産業省  商務情報政策局情報化人材室長 夏目 健夫 様 

総務省 情報通信政策局地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

表彰 

優秀役職員表彰 

社団法人石川県情報システム工業会 

株式会社ジェイ･エス･エス 代表取締役社長 杉本 昌保 様 

北国コンピュータ株式会社 代表取締役 宗田 春二 様 

 

優秀技術表彰 

北海道情報システム産業協会 

  株式会社メディア・マジック コンテンツ開発部技術課長 越後 智介 様 

  株式会社デジック 取締役システム事業部長 鈴木 尚 様 

 



 

講演 

「地域の活性化を目指して ～情報化最前線～」 

社団法人北海道ファシリティマネジメント協会 相談役 坂本 春生 様 

「脱パンツ健康法」 

五輪橋産婦人科小児科病院 名誉理事長 丸山 淳士 様 

 

全国地域情報産業サミット分科会 

「人材の確保について」 

議長 京都府情報産業協会 会長 長谷川 亘 様 

「ＩＴ－ＪＶ方式の受注拡大について」 

議長 北海道情報システム産業協会 会長 中村 真規 様 

「地方情報産業としての新たな取組について」 

議長 石川県情報システム工業会 会長 細野 昭雄 様 

 

ＩＴサミット宣言採択 

 

懇親会 

6月25日 18:00～19:30 厚生年金会館 

参加者 来賓１５名 道外９２名 道内４９名 

ご来賓 北海道経済産業局 地域経済部長 森本 英雄 様 

北海道 知事政策部知事室長 江本 英晴 様 

札幌市 副市長 中田 博幸 様 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月5日 18:00～19:30 虎ノ門パストラルホテル 

参加者 来賓１６名 会員５６名 

ご来賓 経済産業省 商務情報政策局 課長 八尋 俊英 様 

総務省 情報通信政策局地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

 

３．会 議 

  通常総会 1回 

  理事会 5回 

  事務局長連絡会議 3回 

 

(ⅰ)通常総会 

6月25日 13:00～13:30 厚生年金会館 

出席１６会員 航空機欠航により５会員欠席 （正会員数２１） 



 

・ 平成19年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成20年度事業計画及び収支予算 

・ 理事選任 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

4月15日 14:00～17:30 毎日インテシオ大阪 会議室 

       出席12名 代理出席4名 

・ 平成20年6月総会資料についての検討 

・ 平成20年度事業計画の検討 

・ 北海道大会の開催内容について事務局案提示 

・ 理事改選について 

 

第2回理事会 

6月6日 13:30～15:30 愛知県情報サービス産業協会 会議室 

       出席3名、代理出席4名、委任状5名 

・ 理事推薦者名簿の承認 

・ 大会表彰規定案の承認 

・ 北海道大会開催案の承認 

 
第3回理事会 

10月21日 14:00～17:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席6名、代理出席2名、委任状5名 

・ 経済産業省夏目室長より「地域イノベーションパートナーシップ全国大会」の趣旨及

び概要説明 

・ 来年4月をめどに一般社団法人へ移行決議 

・ 来年2月に新春交歓会、東京サテライト交流会を開催 

 

第4回理事会 

11月26日 13:00～14:30 グランドプリンスホテル赤坂 

       出席7名、代理出席4名、委任状3名 

・ 緊急総合対策アンケート集計報告 

・ 新春交歓会・東京サテライト交流会開催案の承認 

 

第5回理事会 

2月5日 16:00～17:50 虎ノ門パストラルホテル 

 出席6名、代理出席4名、委任状1名 

・ 各協会からの現状報告 



 

・ 一般社団法人化について定款案承認 

 

(ⅲ)各県事務局長連絡会議 

第1回各県事務局長連絡会議 

6月25日 11:00～12:00 北海道厚生年金会館 

       出席15事務局（18名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

 

第2回各県事務局長連絡会議 

11月27日 10:00～12:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席13事務局（14名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 緊急総合対策について 

 

第3回各県事務局長連絡会議 

2月6日 10:00～12:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席13事務局（13名） 

・ ビジネス連携および会員企業の仕事確保について 

・ 緊急総合対策について 

 

 

４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業 

東京サテライト交流会 出展9社 来場者73名 

2月5日 18:00～19:30 虎ノ門パストラル 

・ 会員企業が持つ技術やプロダクツを紹介し、ビジネスチャンスの拡大をはかる。 

 

(ⅱ)ブロック会議 

    第1回首都圏情産協連絡会議 

      7月7日  

       出席 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

 

九州地区情報産業協会会長会議 

      7月29日 15:00～19:00 セントラーザ博多 

       出席 九州経済産業局、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、ANIA事務局 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

・ ANIAの活動状況報告 



 

・ 経済産業局の施策紹介 

 

    第2回首都圏情産協連絡会議 

      12月11日  

       出席 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

 

    4協会幹部協議会 

      3月17日  

       出席 中国経済産業局、岡山県、広島県、山口県、徳島県 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

 

中四国ブロック会議 

      3月27日 15:00～19:00 岡山ロイヤルホテル 

       出席 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

・ 公益法人制度改革への取組について 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)産業構造審議会 情報経済分科会（経済産業省） 

我が国の情報サービス・ソフトウェア産業の競争力強化に向け、産業を取り巻く状況と、政府・

大学・民間が取り組むべき課題を整理するために設置。 

 

今年度開催なし 

・ 委員 辻名誉会長 

 

(ⅱ)独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

第１回IT人材育成審議委員会 

9月25日 14:00～16:00 ＩＰＡ委員会室 

 出席：中村会長 

・ IT人材育成本部平成20年度年度上期活動報告 

 

第2回IT人材育成審議委員会 

3月10日 10:00～11:30 ＩＰＡ委員会室 

 出席：中村会長 

・ IT人材育成本部平成20年度年度実績および21年度計画について 

 



 

(ⅲ)財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）への協力 

総会 2回 

理事会 3回 

技術専門委員会 3回 

普及促進員会 2回 

アプリケーション委員会 2回 

地域情報化人材ワーキンググループ 6回 

 

技術専門委員会は埼玉県、普及促進委員会は愛知県、アプリケーション委員会は千葉県の各協

会に委員を委嘱。地域情報化のための施策を総合的に推進することにより、多彩なICTを利用し

た高付加価値ICTサービスを享受できる地域社会の構築を図り、もってユビキタスネット社会の

実現に資することを目的とする。 

 

第2回地域情報化人材ワーキンググループ 

6月3日 14:00～16:00 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 平成20年度の活動計画について 

 

第1回理事会 

6月12日 13:00～13:30 全国町村会館 

出席：薄木副会長 

・ 平成19年度事業報告・収支決算について 

・ 評議員の委嘱について 

 

第1回総会 

6月12日 14:40～15:10 全国町村会館 

出席：薄木副会長 

・ 平成19年度事業報告・収支決算について 

 

第3回地域情報化人材ワーキンググループ 

8月1日 15:00～17:00 APPLIC会議室 

       出席：武田 

・ 地域情報化人材スキルマップの構成の検討 

 

第１回技術専門委員会(電子メール) 

8月8日～8月15日  

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様V2.1について審議 



 

第2回理事会(電子メール) 

 8月18日～8月26日  

       出席：辻名誉会長 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様V2.1について承認 

・ 副会長、専務理事の互選について 

 

第2回技術専門委員会 

9月26日 15:00～17:00 学術総合センター 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 

・ 上期活動報告について 

・ 下期委員会スケジュールについて 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月2日 15:00～17:00 日本消防会館 

出席：千葉県情報サービス産業協会 

・ 平成20年度の活動計状況報告について 

 

第4回地域情報化人材ワーキンググループ 

11月4日 15:00～17:00 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 地域情報化人材ワーキング活動計画について 

 

第１回普及促進委員会(電子メール) 

 11月12日～11月28日 

出席：愛知県情報サービス産業協会 

・ 全国地域情報化推進セミナー開催候補地の選定について 

・ 平成２０年度活動報告について 

 

第5回地域情報化人材ワーキンググループ 

12月3日 15:00～17:00 TKP虎ノ門ビジネスセンター 

       欠席：委任 

・ 人材マップ作成のためのディスカッション 

 

第6回地域情報化人材ワーキンググループ 

1月26日 15:00～17:00  APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 人材マップ作成のためのディスカッション 

 



 

第7回地域情報化人材ワーキンググループ 

3月3日 16:30～18:30  APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 人材マップ作成のためのディスカッション 

 

第2回普及促進委員会(電子メール) 

 3月9日～3月17日 

出席：愛知県情報サービス産業協会 

・ 平成21年度事業計画について 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月12日 14:00～16:00 虎ノ門パストラル 

出席：千葉県情報サービス産業協会 

・ 委員会活動状況報告 

 

第3回技術専門委員会 

3月17日 10:30～12:00 アルカディア市ヶ谷 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 

・ 下期活動報告について 

・ 地域情報プラットフォームの承認について 

・ 平成21年度活動計画承認について 

 

第2回総会(電子メール) 

 3月23日～3月26日 

出席：辻名誉会長 

・ 平成21年度事業計画・収支決算について 

・ 理事会決議事項報告 

・ 評議員会決議事項報告 

 

第3回理事会 

3月23日 13:30～14:30 全国町村会館 

欠席：委任 

・ 平成21年度事業計画・収支決算について 

・ 役員の互選について 

・ 評議員の委嘱について 

・ 委員長・副委員長の選任について 

・ 成果物の承認について 

 



 

(ⅳ) 「マイクロソフトITベンチャー支援プログラム」ＡＮＩＡ・マイクロソフト共同プロジェクト 

IT ベンチャーや中小IT 企業への支援を通じて、地域経済活性化をめざす、マイクロソフト社の

事業に協力。 

 

4月22日～26日 マイクロソフトシアトル本社 

       出席：事務局 武田 

・ ITベンチャー企業、支援自治体との交流 

・ マイクロソフトの最新テクノロジーについて 

 

      3月31日 マイクロソフトネットワークパートナー登録 

 

(ⅴ)特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会（ＩＴＣ）の活動への協力 

第1回運営企画会議 

9月4日 10:00～12:00  商工会館 

出席：中村会長 

・ 平成20年度事業取組状況について 

・ 平成21年度施策について 

 

臨時運営企画会議 

10月21日 10:00～12:00  商工会館 

出席：中村会長 

・ 公的支援と結びつけたITCの活用制度について 

 

第2回運営企画会議 

12月11日 14:00～16:00  商工会館 

出席：中村会長（武田代理出席） 

・ 平成２１年度事業計画策定に向けた重要検討テーマについて 

 

第3回運営企画会議 

2月24日 9:30～12:00  商工会館 

出席：中村会長（CHISA藤井事務局長代理出席） 

・ 平成２０年度収支実績見通し及び平成２１年度予算編成状況について 

・ 平成２１年度ＩＴＣ協会事業計画討議 

 

（ⅵ）その他諸団体との協力事業 

    社団法人情報サービス産業協会（JISA） 

新公益法人制度説明会 

       9月16日 13:30～18:30 東海大学校友会館 



 

    日本貿易振興機構（ジェトロ） 

科学技術と産業 国際シンポジウム２００８ 

       10月8日 9:00～17:30 東京ミッドタウンホール 

 

    財団法人海外技術者研修協会（AOTS） 

SW指導者育成研修・講義 

 11月4日 9：30～12：30 AOTS研修センター 

 

ブリッジSE育成研修・IT企業意見交換会 

2月13日 14:00～17:30 航空会館 

 

 

６．その他 

総務省との懇談会 

6月25日 9:00～10:00 デジック会議室 

中村会長以下、19名 

総務省：青山室長 

・ 各県情報産業の現状報告および意見交換。 

 

緊急総合対策の不備による提言活動 

  10月31日～11月7日 

会員緊急アンケート実施 

  11月14日 

   緊急総合対策指定業種となる  

 

地域イノベーションパートナーシップ全国大会の共催 

  11月26日 グランドプリンスホテル赤坂 

 

情報提供活動としてM&Dレポートダイジェスト版送付 

  2月より毎月1回 

 

年末年始の緊急連絡先共有 

  年末年始における貸し渋り対策として経済産業省と24時間電話連絡網を構築 


