
 

平成２１年度 事業報告書 

 

事業報告概要 

 

いまだ景気の不透明感が払拭されず、情報サービス産業においては一昨年来から続く

受注量の減少、稼働率の低下から脱却するにはもう少し時間がかかりそうです。 

平成 21 年度はこれらの外部環境に適切に対応していくためにも、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を取得いたしました。具体的な成果を出

すべく活動し、情報サービス産業研究部会、地域情報化研究部会においては行政との連

携施策やモデル事業の検討など次年度以降の成果が期待できる状況になりつつあります。  

また、事務局長連絡会議、ブロック会議など連合会組織ならではの横断的な情報交流

が活発に行われました。沖縄で開催された全国大会では韓国済州島の IT 協会・政府関係

者をお招きし、海外との交流・協力体制も進んでおります。 

各種事業が積極的に行われ、多くの参加者を戴きましたことは皆様のご協力の賜物で

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。 

まだまだ、厳しい経済状況が続くと思われますが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21年度会員の移動は次の通りです。 

 

 平成20年度末 

会員数 

平成21年度 平成21年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２１  １   ２０ 

賛助会員 ２  １   １ 

特別会員 ４     ４ 

企業会員 ０     ０ 

計 ２７     ２５ 

 

 

２．大会事業 

総会懇親会 

6月16日 18:00～20:00 東京プリンスホテル 

参加者 来賓１６名 会員５２名 

ご来賓 経済産業省 商務情報政策局 地域情報化・人材育成推進室長 夏目 健夫 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

第３１回ANIA沖縄大会 

視察 

11月5日 9:00～13:30 沖縄IT津梁パーク、嘉手納飛行場 

参加者 来賓１名 県外６４名 県内５名 

 

式典・大会 

11月5日 14:30～17:45 沖縄ハーバービューホテル 

参加者 来賓１３名 県外９２名 県内３９名 

ご来賓 経済産業省  商務情報政策局 地域情報化・人材育成推進室長 土橋 秀義 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

表彰 

優秀経営表彰 

社団法人沖縄県情報産業協会 

株式会社オーシーシー 板井 裕 様 

株式会社レキサス 比屋根 隆 様 



 

優秀技術表彰 

社団法人沖縄県情報産業協会 

株式会社オーシーシー 屋比久 友秀 様 

優秀役職員表彰 

社団法人福岡県情報サービス産業協会 

行政システム九州株式会社 平石 勝之 様 

 

講演・報告 

「IT津梁パークに繋がる琉球王国の歴史」 

沖縄大学 教授 又吉 盛清 様 

「韓国・済州島におけるIT産業の現状」 

済州知識産業振興院 院長 金 仁煥 様 

 

パネルディスカッション 

「地域における情報通信産業の活性化に向けて」 

コーディネータ 国際電子ビジネス専門学校 校長 稲垣 純一 様 

パネリスト   経済産業省 地域情報化・人材育成推進室長 土橋 秀義 様 

総務省 地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

一般社団法人北海道情報システム産業協会 会長 中村 真規 様 

社団法人沖縄県情報産業協会 理事 名護 宏雄 様 

 

懇親会 

11月5日 18:00～20:00 沖縄ハーバービューホテル 

参加者 来賓１３名 県外９７名 県内３３名 

ご来賓 内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部長 山内 徹 様 

総務省 沖縄通信事務所 総括調整官 津幡 岳弘 様 

沖縄県 観光商工部 産業雇用統括監 上原 勝則 様 

那覇市長 翁長 雄志 様 

済州知識産業振興院 院長 金 仁煥 様 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月4日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

参加者 来賓１７名 会員６０名 

ご来賓 経済産業省 商務情報政策局 地域情報化・人材育成推進室長 土橋 秀義 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

 



 

３．会 議 

  総会 2回 

  理事会 4回 

  事務局長連絡会議 3回 

 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

6月16日 16:00～16:50 東京プリンスホテル 

出席１９ 委任状２ （正会員数２１） 

・ 平成20年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成21年度事業計画及び収支予算 

 

    臨時総会 

11月5日 14:15～14:25 沖縄ハーバービューホテル 

出席１９ 委任状２ （正会員数２１） 

・ 理事の選任について 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

4月15日 14:00～17:00 メルパルク広島 

       出席7名 

・ 6月総会資料についての検討 

・ 平成21年度活動方針について 

・ 沖縄大会の開催内容について 

・ 一般社団法人化について 

 

第2回理事会 

9月1日 14:00～17:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席7名、代理出席4名 

・ 沖縄大会について 

・ 次年度以降の全国大会開催について 

・ 地域イノベーション全国大会(岐阜)について 

・ 新春交歓会開催について 

 
第3回理事会 

11月5日 14:15～14:25 沖縄ハーバービューホテル 

       出席11名 

・ 副会長の互選について 



 

 

第4回理事会 

2月4日 16:00～17:45 東海大学校友会館 

       出席7名 

・ 来年度の活動方針について 

・ 全国大会について 

・ 済州知識産業振興院からの申し出について 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

6月17日 10:00～12:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席14事務局（17名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

 

第2回事務局長連絡会議 

11月4日 15:00～17:00 沖縄県産業支援センター 

 出席13事務局（15名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 県庁CIOについて 

・ 沖縄大会について 

 

第3回各県事務局長連絡会議 

2月5日 10:00～12:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席11事務局（11名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 来年度全国大会について 

・ ブロック活動について 

 

 

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8社 来場者77名 

2月4日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

・ 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 首都圏情報産業団体協議会 

      10月28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 

 

    第2回 首都圏情報産業団体協議会 

      12月14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 

 

    北海道・東北ブロック会議 

      2月26日 14:00～17:00 ホテルメトロポリタン秋田 

       出席 北海道、青森県、秋田県 8名 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

・ 今後における北海道・東北ブロックの連携のあり方について 

 

(ⅲ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会 

    第1回 合同部会 

      6月16日 15:00～15:45 東京プリンスホテル 

       出席 協会事務局、会員企業 13名 

・ 部会長選出 

・ 部会活動方針について 

 

    第2回 合同部会 

      7月30日 13:00～16:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 14名 

・ 経産省、総務省の施策等について 

・ 部会活動方針について 

 

    第3回 合同部会 

      9月11日 11:00～16:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 15名 

・ 総務省 青山室長ご講演 

・ 経産省、総務省の施策等について 

 



 

    第4回 合同部会 

      12月8日 13:00～16:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 15名 

・ 経済産業省 土橋室長ご講演 

・ 経産省、総務省の地域関連施策等について 

・ 22年度予算大綱について 

 

    第5回 合同部会 

      3月29日 14:00～17:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 22名 

・ 総務省 青山室長ご講演 

・ 経産省、総務省の地域関連施策等について 

・ 次年度の部会活動について 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

地域イノベーションパートナーシップ拡大戦略企画会議  

      11月12日 15:00～20:00 ソフトピアジャパン・セミナーホール 

出席：中村会長 

・ 地域イノベーションパートナーシップ事業について 

 

第1回 情報サービス産業における下請取引等に関する研究会 

      11月24日 10:00～12:00 都道府県会館会議室 

出席：日本ソフトウェア産業協会 

・ 情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライ

ン作成について 

 

第2回 情報サービス産業における下請取引等に関する研究会 

      1月14日 10:00～12:00 都道府県会館会議室 

出席：日本ソフトウェア産業協会 

・ 情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライ

ン作成について 

 



 

第3回 情報サービス産業における下請取引等に関する研究会 

      2月3日 14:00～16:00 都道府県会館会議室 

出席：日本ソフトウェア産業協会 

・ 情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライ

ン作成について 

 

中小企業IT経営力大賞2010 

      2月24日 15:00～18:00 都市センターホテル 

 

第4回 情報サービス産業における下請取引等に関する研究会 

      3月2日 10:00～12:00 都道府県会館会議室 

出席：日本ソフトウェア産業協会 

・ 情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライ

ン作成について 

 

第13回 産業構造審議会 情報経済分科会 情報サービス・ソフトウェア小委員会 

      3月19日 9:00～11:00 経済産業省会議室 

出席：中村会長 

・ ＩＴソリューション産業の現状と競争力強化について 

 

(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28日 15:00～17:00 ＩＰＡ委員会室 

 出席：中村会長 

・ 平成21年度年度上期活動報告 

 

IPAフォーラム2009 

       10月29日 10:00～17:40 明治記念館 

 

第2回IT人材育成審議委員会 

3月18日 14:00～16:00 ＩＰＡ委員会室 

 出席：中村会長 

 



 

(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 4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 4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1回地域情報化人材ワーキンググループ 

4月28日 15:00～17:00 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 平成21年度地域情報化人材ワーキンググループ活動計画について 

 

第2回地域情報化人材ワーキンググループ 

5月26日 16:30～18:30 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 人材スキルマップ活用調査のＷＧメンバー決定とスケジュール 

 

第１回技術専門委員会(電子メール) 

6月4日～6月10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準拠確認及び相互接続確認仕様V2.2承認について 

 

第1回理事会 

6月11日 13:00～13:30 アイビーホール青学会館 

出席：辻名誉会長 

・ 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11日 14:30～15:00 アイビーホール青学会館 

出席：辻名誉会長 

・ 平成20年度事業報告・収支決算について 



 

 

第１回普及促進委員会(電子メール) 

 8月27日～9月11日 

出席：愛知県情報サービス産業協会 

・ 地域情報化活動支援金について 

 

第2回理事会(電子メール) 

9月3日～9月18日  

       出席：辻名誉会長 

・ 評議員の委嘱について 

・ 役員退職慰労金支給規程の改正について 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月5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２１年度アプリケーション委員会活動状況について 

 

第3回地域情報化人材ワーキンググループ 

10月6日 14:00～16:30 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 人材スキルマップヒアリング調査結果の確認作業 

 

第2回技術専門委員会 

10月15日 14:00～16:00 アルカディア市ヶ谷 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 

・ 上期活動状況報告および下期活動計画について 

 

第4回地域情報化人材ワーキンググループ 

1月19日 15:00～17:30 APPLIC会議室 

       出席：武田 

・ 人材スキルマップ最終稿の確認作業 

 

第3回理事会(電子メール) 

1月14日～1月26日  

       出席：辻名誉会長 

・ 理事長の互選について 

 



 

第2回普及促進委員会(電子メール) 

 2月24日～3月12日 

出席：愛知県情報サービス産業協会 

・ 地域情報化活動支援金について 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月10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 

・ アプリケーション委員会活動状況報告 

 

第3回技術専門委員会 

3月11日 10:00～12:00 学術総合センター 

 欠席：委任 

・ 委員会活動状況報告 

・ 地域情報プラットフォーム基本説明書改版および標準仕様書改版承認について 

・ H22 年度技術専門委員会活動目標承認について 

 

第4回理事会 

3月23日 13:30～14:30 日本消防会館 

出席：辻名誉会長 

・ 平成２２年度事業計画および収支予算について 

・ 会長・副会長の互選について 

・ 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 

 

第2回総会(電子メール) 

 3月23日～3月31日 

出席：辻名誉会長 

・ 平成２２年度事業計画および収支予算について 

・ 第４回理事会議決事項の報告について 

 

(ⅳ) 独立行政法人雇用・能力開発機構 

高度職業能力開発促進センター運営協議会および専門委員会 

      2月23日 14:00～16:00 

       出席：千葉県情報サービス産業協会 

・ 在職者訓練の方向性について 

・ 21年度事業報告、22年度事業計画 



 

 

(ⅴ)特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会（ITCA）の活動への協力 

第1回運営企画会議 

5月14日 10:00～12:00  ITCA会議室 

出席：中村会長 

・ 平成20年度収支決算及び平成21年度収支予算について 

・ 平成21年度委員会活動計画案について 

 

第1回理事会 

6月2日 10:00～12:00  ITCA会議室 

出席：石山代理出席 

 

第2回理事会 

6月17日 15:40～16:00  東京プリンスホテル 

出席：中村会長 

 

第2回運営企画会議 

7月17日 10:00～12:00  ITCA会議室 

出席：武田代理出席 

・ 平成２１年度の活動展開について 

 

ITC Conferrence2009 

8月28～29日 東京プリンスホテル 

・ IT経営による経営革新 

 

第3回運営企画会議 

9月16日 10:00～12:00  商工会館 

出席：武田代理出席 

・ ITコーディネータ資格制度の見直し 

・ 中長期計画について 

 

第4回運営企画会議 

11月18日 13:00～15:00  商工会館 

欠席：委任 

・ 中長期計画について 

 



 

第5回運営企画会議 

2月17日 9:30～11:30  商工会館 

欠席：委任 

・ H21年度事業報告 

・ H22年度事業計画 

 

（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） 

JISAコンベンション2009 

       10月7日 13:00～19:00 経団連会館 

     

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２００ 

       10月7日 10:00～17:10 東京プリンスホテル 

 

    財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC） 

最先端情報セキュリティ実証成果発表セミナー＆シンポジウム 

 2月19日 13:00～16:50 センチュリーロイヤルホテル札幌 

 2月26日 13:00～16:50 ホテルモントレ仙台 

 3月5日  13:00～16:50 ANAクラウンプラザホテル福岡 

 3月12日 10:00～17:00 ANAクラウンプラザホテル大阪 

 3月19日 10:00～17:00 ANAインターコンチネンタルホテル東京 

 

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

ト社の事業に協力し、創業間もないANIA会員企業に開発ライセンスなど最大3年間提供。 

 

６．その他 

経済産業省との懇談会 夏目室長 

5月13日 14:00～15:00 経済産業省 情報処理振興課 

中村会長、事務局 

・ 各県情報産業の現状報告および意見交換。 

 

総務省との懇談会 青山室長 

5月13日 15:00～16:00 総務省 地方情報化推進室 

中村会長、事務局 

・ 各県情報産業の現状報告および意見交換。 



 

 

新型インフルエンザに対する国の対処方針対する協力 

  対処方針の告知および状況調査 

 

情報提供活動としてM&Dレポートダイジェスト版送付 

  毎月1回、ＭＬにて送付 


