
平成２４年度 事業報告 

 

事業報告概要 

アベノミクスの効果により景気の高揚感はありますが、急激な円安による輸入品の価

格高騰などその副作用も大きく、日本経済の先行きもまだまだ予断を許す状況ではあり

ません。連合会としても会員の減少があり、また各都道府県協会においても退会があり、

会員数は昨年度より若干の減少となっています。このような状況の中、連合会組織なら

ではの活動を目指し、下記の通りの横断的な情報交流や各種事業を行いました。 

 

１． 韓国:済州島にて日韓ビジネスマッチングを開催。ASPA LEADERS Meeting にも参

加し、韓国をはじめとするアジア諸国の企業と交流を行った。 

２． 行政および関係諸団体に委員を輩出し政策提言等を行うとともに、入手した情報

を会員に告知した。 

３． 「情報サービス産業研究部会」と「地域情報化研究部会」では経済産業省・総務

省及び関連諸団体の方々と情報交換を行い、産学官連携モデルの研究を行った。 

４． 総会懇親会、全国大会、新春交歓会・東京サテライト交流会等を開催し、会員お

よび行政等との交流会に多くの会員が出席して活発な情報交換を行った。 

５． 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情報交流を行った。 

６． 会員情報・行政・関係諸団体からの情報を取りまとめた ANIA SPARK を定期配信。 

 

これら協会活動や会員交流が積極的に行われ、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。 

 

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24年度会員の移動は次の通りです。 

 平成23年度末 

会員数 

平成24年度 平成24年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２０  １   １９ 

賛助会員 １     １ 

特別会員 ４     ４ 

企業会員 ２ １    ３ 

計 ２７     ２７ 

 

     入会        企業会員 １ 株式会社ブリリアント（山梨県） 

     退会        正会員  １ 社団法人富山県情報産業協会 

     年会費相互相殺   特別会員 ３ 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 

中部アイティ協同組合 

全国ソフトウェア協同組合連合会 

 

 

２．大会事業 

総会懇親会 

7月5日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

参加者 来賓２０名 会員４３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 小林 信彦 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 西泉 彰雄 様 

 

第３４回ANIA宮崎大会 

式典・大会 

11月8日 13:30～17:00 フェニックスシーガイアリゾート 

参加者 来賓２０名 県外９６名 県内１１０名 一般･その他 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 小林 信彦 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 岩城 宏幸 様 

宮崎県知事 河野 俊嗣 様 

宮崎市 副市長 金丸健二 様 

済州国際都市自由開発センター 先端科技所長 キム ヨンソク 様 



全情連表彰 

優秀役職員表彰：オフィスメーション株式会社 代表取締役社長 

        一般社団法人長崎県情報産業協会 前会長 石橋 洋志 様 

優秀役職員表彰：一般社団法人宮崎県情報産業協会 会長 川﨑 友裕 様 

 

基調講演 

「世界のIT業界新潮流」～グローバル化とBPOとの融合でビジネスを変革する 

アクセンチュア株式会社 エグゼクティブパートナー ル・フィリップ 様 

   

講演 

「古事記と日向神話」 

宮崎県文化財保護審議会 会長 甲斐 亮典 様 

 

懇親会 

11月8日 17:30～20:00 フェニックスシーガイアリゾート 

ご来賓  宮崎県商工観光労働部 次長 成合 修 様 

九州経済産業局 地域経済部長 平井 淳生 様 

 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月7日 18:15～20:00 東海大学校友会館 

参加者 来賓２７名 会員５８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 小林 信彦 様 

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課長 今川 拓郎 様 

 

 



３．会 議 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

7月5日 16:00～16:50 東海大学校友会館 

出席１９ 委任状１ （正会員数２０） 

・ 平成23年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成24年度事業計画及び収支予算 

・ 理事・監事の選任について 

 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

5月25日 15:00～17:00 八重洲倶楽部 

       理事出席６名、監事０名、会員・事務局９名 

・ 平成23年度事業報告及び収支決算報告（案）について 

・ 平成24年度事業計画及び収支予算（案）について 

・ 総会について 

・ 全国大会について 

・ 理事変更の手続きについて 

・ 会費相殺の相互入会について 

 

第2回理事会 

9月6日 14:00～16:00 八重洲倶楽部 

       理事出席６名、監事０名、会員・事務局 ９名 

・ 企業会員の入会承認について 

・ 全国大会について 

・ 新春交歓会について 

・ 各会員からの状況報告 

 
第3回理事会 

11月8日 11:30～12:30 シーガイアコンベンションセンター 

 理事出席６名、監事０名、会員・事務局２３名 

・ 全国大会について 

・ 韓国ＪＤＣ紹介 

・ 新春交歓会について 

・ 来年度の全国大会について 

 



第4回理事会 

2月7日 16:00～17:40 東海大学校友会館 

 理事出席６名、監事１名、会員・事務局２３名 

・ 来期の理事監事選任方法について 

・ 26年度、27年度の全国大会について 

・ 25年度通常総会について 

・ IPA情報セキュリティコンクールについて 

・ 部会活動報告 

 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

7月6日 9:30～12:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 １８事務局（１９名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 全国大会について 

・ 情報処理技術者試験について 

・ 一般・公益社団法人への移行について 

 

第2回事務局長連絡会議 

11月8日 10:00～11:00 シーガイアコンベンションセンター 

 出席 １６事務局（１６名） 

・ 宮崎大会について 

・ 各県より現状および協会活動等について 

 

第3回各県事務局長連絡会議 

2月8日 9:00～12:00 八重洲倶楽部 

 出席 １４事務局（１４名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 全国共通アンケートについて 

・ 会費以外の収益事業について 

・ 農業ＩＴカンファレンスについて 

 

 



４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業 

e-messe Kanazawa 2012 石川県情報システム工業会 

   5月17日～5月19日 石川県産業展示館 

・ 未来をつくるテクノロジー ひろがる、つながる、暮らしが変わる 

 

ちばIT利活用フォーラム 

11月1日 13：30～17:30 三井ガーデンホテル千葉 

・ マイナンバー制度の浸透シナリオ 

 

ＩＴソリューションフェア in ママカリ‘12 システムエンジニアリング岡山 

   11月20日 岡山コンベンションセンター 

 

東京サテライト交流会 出展8社 来場者85名 

2月7日 18:15～20:00 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。 

 

富山県情報産業協会 IT企業におけるブリッジSE育成に関する調査協力 

 

 

(ⅱ)視察事業 

韓国 済州島 

   4月23日～4月25日 

    参加 5協会（7名） 

・ 日韓ビジネスマッチング 

・ ASPA LEADERS Meetingへの参加 

・ JDCとのMOU締結 

 

東日本大震災被災地視察 

   6月26日～6月28日 

    参加 6協会（10名） 

・ 石巻、南三陸、気仙沼視察 

・ 宮城県情報サービス産業協会との交流 

 

アメリカクラウド最新事例視察 

9月18日～9月24日 サンフランシスコ、サンノゼ 

        参加者少なく中止 

・ クラウド先進企業の視察 



(ⅲ)ブロック会議・活動 

    今年度の実施なし 

 

(ⅳ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会／クラウド部会 

    第1回 合同部会 

      6月15日 13:00～16:00 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 11名 

・ 正副部会長選出 

・ APPLIC委員会担当選出 

・ 視察事業の検討 

 

    第2回 合同部会 

      7月6日 13:00～15:00 コンピュータソフトウェア協会 会議室 

       出席 協会事務局、会員企業 15名 

・ 講演 ミャンマーの現状と課題  BAJ理事 束村様 

・ CHISA事業企画部会の取組紹介 

・ 各部会長報告 

 

    第3回 合同部会 

      9月27日 14:00～16:00 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 12名 

・ 総務省 今川課長ご講演・意見交換会 

 

    正副部会長会議 

      2月5日 15:00～17:00 八重洲倶楽部 

出席 中村会長、正副部会長3名 

・ 来年度の活動方針について 

 

    第4回 合同部会 

      3月13日 15:00～17:00 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 12名 

・ 総務省 今川課長ご講演・意見交換会 

・ 情報サービス産業部会長選出 

 

 



５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

ＩＴ農業フォーラム  

5月17日 13:00～16:00 三田共用会議所講堂 

 

METI-RIETIシンポジウム 

7月20日 17:30～19:30 イイノホール&カンファレンスセンター 

 

下請中小企業震災復興特別商談会 

9月20日 福島県郡山市立ビッグパレット福島 

1月25日 東京都産業貿易センター浜松町館 

 

情報化月間記念式典 

      10月1日 17:00～18:00 イイノホール 

 

IT融合シンポジウム 

10月11日 9:45-16:40 ヒカリエホール 

 

中国における日系企業への影響について調査 

・ デモによる破壊行為、けがなど 

・ 売り上げ減少による資金不足など 

 

中小企業IT経営力大賞2013への協力 

 

情報化月間 

・ 情報化の促進に関する普及啓発等への協力 

・ U-20プログラミングコンテストへの協力 

 

課題抽出や業界動向、過去の施策の効果測定等についてヒアリングの協力 

 

テロ資金対策の推進への協力 

 

 

(ⅱ)総務省 

平成23年度自治体クラウド関連事業説明会 

7月3日 14:00～16:30 ニッショーホール 

 

 



(ⅲ)独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

プロフェッショナルコミュニティーフォーラム2012 

7月6日 13:00-17：30 明治記念館 

   欠席 

 

第1回IT人材育成審議委員会 

9月27日 15:00～17:00 ＩＰＡ会議室 

 出席：中村会長 

 

情報セキュリティ標語・ポスター・4コマ漫画コンクール審査委員会 

3月27日 14:00～16:00 ＩＰＡ会議室 

 出席：日本ソフトウエア産業協会 高橋事務局長代理出席 

 

第2回IT人材育成審議委員会 

3月28日 14:00～16:00 ＩＰＡ会議室 

 出席：中村会長 

 

中小ITベンダー人財育成優秀賞2012への協力 

 

 

(ⅳ)財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）への協力 

 

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。地域における情報システムをオープンに連携させるための基盤構築を推進する

とともに、地方公共団体で共通利用が可能な公共アプリケーションの整備等の促進を行います。 

 

第1回理事会 

5月21日 11:00～12:00  APPLIC会議室 

出席：辻名誉会長 

・ 平成23年度事業報告・収支決算について 

 

第１回技術専門委員会（電子メール） 

5月11日～5月25日  

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 教育情報アプリケーションユニット標準仕様Ｖ１．０の承認について 

 



第1回総会 

6月13日 14:30～15:20 アイビーホール青学会館 

出席：愛知県情報サービス産業協会 堀場氏代理出席 

・ 平成23年度事業報告・収支決算について 

 

第2回理事会(電子メール) 

7月25日～8月8日  

       出席：辻名誉会長 

・ 副会長の交代について 

 

地域情報化教育セミナー2012in札幌 

7月26日 13:00～17:00 札幌第１合同庁舎講堂 

出席：事務局 武田 

・ 地域情報プラットフォームと教育ＩＣＴの今後の展開 

 

第3回理事会 

9月19日 11:00～11:50  APPLIC会議室 

欠席：委任 

・ 事務局長の任命について 

・ 職務執行状況の報告について 

・ 役員退職慰労金の支給について 

 

第2回技術専門委員会 

10月9日 13:30～15:30 アイビーホール 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 平成24年度上期技術専門委員会活動報告 

・ 平成24年度上期各ワーキンググループ活動報告 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月10日 14:00～16:00 ニッショーホール 

出席：千葉県情報サービス産業協会 伊藤氏 

・ 平成２４年度アプリケーション委員会活動状況について 

 



第2回アプリケーション委員会  

3月11日 14:00～16:00 ニッショーホール 

出席：千葉県情報サービス産業協会（株式会社エーシーイー） 河津氏代理出席 

・ 平成２４年度アプリケーション委員会活動報告 

・ 平成２５年度活動計画等について 

・ 各ワーキンググループにおける最終報告書 

 

第4回理事会(電子メール) 

2月14日～2月18日  

       出席：辻名誉会長 

・ 平成２４年度第２回評議員会の招集について 

 

第3回技術専門委員会 

3月15日 10:00～11:30 アルカディア市ヶ谷 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 平成24年度下期技術専門委員会および各ワーキンググループ活動報告 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様書改版について 

・ 平成25年度技術専門委員会活動方針について 

 

第5回理事会 

3月22日 13:30～14:30  APPLIC会議室 

       出席：辻名誉会長 

・ 平成２５年度事業計画について 

・ 平成２５年度収支予算について 

・ 職務執行状況の報告について 

・ 成果物の承認について 

・ 技術専門委員会等の委員長・副委員長の選任について 

 

第2回総会(電子メール) 

3月22日～3月28日  

       出席：辻名誉会長 

・ 平成２５年度事業計画について 

・ 平成２５年度収支予算について 

 

 



(ⅴ) 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度職業能力開発促進センター 

高度職業能力開発促進センターの運営協議会委員を千葉県に委嘱。求職者や在職者を対象にし

た職業訓練施設である、ポリテクセンターの運営等。 

 

平成24年度運営協議会 

12月5日 14:00～16:00 高度職業能力開発促進センター会議室 

 出席：千葉県情報サービス産業協会 鈴木事務局長 

・ 平成24年度事業実施状況について 

・ 平成25年度事業計画について 

 

 

(ⅵ)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16日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

欠席：委任 

・ 平成２４年度事業計画案 

・ 平成２４年度予算案 

 

第1回理事会 

6月6日 10:00～12:00  メルパルク東京 

出席：中村会長 

・ 平成２３年度の事業報告および収支決算 

・ 平成２４年度の事業計画および収支予算 

・ 定款の変更 

・ 役員の選任 

 

通常総会 

6月22日 13:30～15:30  メルパルク東京 

出席：中村会長 

 

第2回理事会 

6月22日 15:40～16:00  メルパルク東京 

出席：中村会長 

・ 委員の選任について 

 

ITC Conferrence2012 

8月24～25日 東京プリンスホテル 

・ ＩＴコーディネータ新時代 ～お客様価値の創造～ 



 

臨時書面理事会 

10月9日  

出席：中村会長 

・ 事務所移転先住所および移転日 

 

第2回運営企画会議 

11月7日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

欠席：委任 

・ 平成２４年度事業計画推進状況について 

・ ITコーディネータ育成認定制度の改革について 

・ 支部化検討について 

・ 事業計画、予算執行等の事業年度との同期化について 

・ ITコーディネータ協会次期システム開発について 

 

第3回運営企画会議 

1月30日 10:00～12:00  ITCA 会議室 

欠席：委任 

・ 平成２５年度事業計画の骨子について 

・ 次世代高度ＩＴ人材に関する取り組みについて 

 

第4回運営企画会議 

2月27日 10:00～12:00  ITCA 会議室 

欠席：委任 

・ 平成２４年度事業報告及び決算見通し 

・ 平成２５年度事業計画案及び予算案 

・ 次世代高度IT人材に関する取り組みについて 

 

第3回理事会 

3月22日 10:00～12:00  メルパルク東京 

欠席：委任 

・ 平成２４年度事業報告及び決算見通し 

・ 平成２５年度事業計画案及び予算案 

 

 



（ⅶ）その他諸団体との協力事業 

    一般社団法人情報サービス産業協会（JISA） 

日中情報サービス産業懇談会 （日中関係悪化につき中止） 

 9月26日 9:00～20:00 札幌パークホテル 

 

JISAコンベンション2012 

       10月2日 13:00～17:50 経団連会館 

     

特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 

スキル標準ユーザーカンファレンス 

12 月7 日 10:00～17:50 目黒雅叙園 

    

情報産業労働組合連合会 

ソフトワーカー労働実態調査2012 

 

 

６．その他 

経済産業省との懇談会 

5月24日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 小林室長（東京） 

堀場部会長、山田氏、事務局 武田 

・ 総会講演会について 

・ 地方中小情報産業の現状報告 

 

  9月6日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 小林室長（東京） 

堀場部会長、事務局 武田 

・ 全国大会への出席依頼、後援依頼 

・ 地方中小情報産業の現状報告 

 

  11月28日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 小林室長（東京） 

堀場部会長、事務局 武田 

・ 全国大会出席のお礼 

・ 新春交歓会出席依頼 

 

  1月11日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 小林室長（東京） 

堀場部会長、事務局 武田 

・ 年始あいさつ 

 



総務省との懇談会 

5月24日 総務省 地方情報化推進室 西泉室長（東京） 

堀場部会長、山田氏、事務局 武田 

・ 総会講演会について 

・ 地方中小情報産業の現状報告 

 

8月24日 総務省 地域通信振興課 今川課長、 地方情報化推進室 岩城室長（東京） 

堀場部会長、事務局 武田 

・ 全国大会への出席依頼、後援依頼 

・ 部会勉強について 

 

11月28日 総務省 地域通信振興課 今川課長、 地方情報化推進室 岩城室長（東京） 

堀場部会長、事務局 

・ 全国大会出席のお礼 

・ 新春交歓会出席依頼 

 

 

新規学校卒業者等の採用に関する要望への協力 

  卒業後3年以内の未就職卒業者の新卒枠での応募受付および早期採用選考の抑制 

 

 

情報提供活動としてANIA SPARKを毎週1回ＭＬにて送付 


