
 
 

 

１．総務事項 

(ⅰ) 会員の状況 

     平成26年度会員の移動は次の通りです。 

 平成25年度末 

会員数 

平成26年度 平成26年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 １８ ２    ２０ 

賛助会員 ０     ０ 

特別会員 ４     ４ 

企業会員 ３  １   ２ 

計 ２５     ２６ 

     入会     正会員  一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 

                 一般社団法人山梨県情報通信業協会 

     退会     企業会員 株式会社ブリリアント（山梨県情報通信業協会入会のため） 

 

 

２．大会事業 

総会懇親会 

7月10日 18:00～19:30 アルカディア市ヶ谷 

参加者 来賓２２名 会員３７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 磯 寿夫 様 

文部科学省 高等教育局 専門教育課長 牛尾 則文 様 

 

日韓ビジネスセミナー 

 10月15日 14:00～17:00 岡山県国際交流センター 

参加者 韓国５名 来賓２名 会員１６名 通訳１名 

主な参加者 済州IT企業協会 会長 カン ヒソ 様 

財団法人済州テクノパーク チーム長 ジョン ジェヨ 様 

情報処理推進機構 調査役 羽鳥 健太郎 様 

ＢＣＮ 編集委員 谷畑 良胤 様 

 

第３６回ANIA岡山大会 

式典・大会 

10月16日 13:30～18:00 ホテルグランヴィア岡山 

参加者 来賓２９名 県外１８４名 県内１２７名 一般･その他 ４６名 

ご来賓 岡山県副知事 足羽 憲治 様 

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 小池 雅行 様 

総務省 情報流通行政局 地域情報通信振興支援官 片桐 広逸 様 



 
 

 

講演 

情報社会で「文化」を考える 

公益財団法人大原美術館 理事長 大原 謙一郎 様 

 

施設園芸を中心とした農業生産における ICT利用の現状と今後への期待 

岡山大学大学院 環境生命科学研究科 准教授 安場 健一郎 様 

 

パネルディスカッション 

県内IT企業経営者によるパネルディスカッション 

両備ホールディングス株式会社 代表取締役社長 松田 久 様 

株式会社システムズナカシマ 代表取締役社長 中島 義雄 様 

岡山大学 理事・副学長 谷口 秀夫 様 

 

懇親会 

10月16日 18:30～20:00 ホテルグランヴィア岡山 

ご来賓  岡山市長 大森 雅夫 様 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月5日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

参加者 来賓３０名 会員４５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 小池 雅行 様 

     総務省 情報流通行政局 地域通信振興課長 今川 拓郎 様 

     文部科学省 高等教育局 専門教育課長 牛尾 則文 様 

     独立行政法人情報処理推進機構 理事長 藤江 一正 様 

 

 

３．会 議 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

7月11日 15:00～15:45 アルカディア市ヶ谷 

出席１６ 委任状４ （正会員数２０） 

・ 平成25年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成26年度事業計画及び収支予算 

 

 



 
 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

4月17日 15:00～16:30 スタンダード会議室 

       理事出席６名、監事１名、会員・事務局１５名 

・ 一般社団法人山梨県情報通信業協会の入会承認について 

・ 平成25年度事業報告及び収支決算報告（案）について 

・ 平成26年度事業計画及び収支予算（案）について 

・ 中華民国情報サービス産業協会とのMOUについて 

 

第2回理事会 

5月29日 13:00～14:00 京都コンピュータ学院 

       理事出席７名、監事１名、会員・事務局 ８名 

・ 総会について 

・ 全国大会について 

・ 済州 IT 協会（JITA）とのMOAについて 

 

第3回理事会 

10月16日 11:30～12:30 ホテルグランビア岡山 

       理事出席９名、監事２名、会員・事務局２９名 

・ 人材育成教育（仮）研究部会の設立について 

・ 新春交歓会について 

・ 全国大会について 

 

第4回理事会 

2月5日 16:00～17:30 東海大学交友会館 

 理事出席７名、監事０名、会員・事務局１７名 

・ 平成27･28年度理事監事選任方法について 

・ 平成27年度事業計画について 

・ 平成27年度定期総会について 

 

第5回理事会 

3月6日～3月20日（メール理事会） 

 理事 承認６名、否認１名、 監事 承認１名 

・ 済州大学技術持株株式会社とのMOU締結について 

 

 



 
 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

7月11日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 

       台風のため中止 

 

第2回事務局長連絡会議 

10月16日 10:00～11:00 ホテルグランビア岡山 

 出席 １６事務局（２１名） 

・ 会員企業向け社員教育について 

・ 岡山大会について 

・ PSQ認証制度について 

・ 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6日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 

 出席 １６事務局（２１名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 来期の事業について 

 

 

４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業 

e-messe Kanazawa 2014 石川県情報システム工業会 

   5月15日～5月17日 石川県産業展示館 

・ わくわく ドキドキ 未来の技術でおもてなし 

 

京都･神奈川･ANIA交流会 

   5月29日～30日 京都コンユータ学院 京都駅前校 

 

岡山スマホアプリコンテスト2014 システムエンジニアリング岡山 

   7月1日～1月31日 

 

あおもりICTソリューション2014 青森県情報サービス産業協会 

   10月1日～10月2日 アウガＡＶ多機能ホール 

・ 最先端のICT・オープンデータを活用した ～つながる、ひろがる、便利な世界～ 

 

創立30周年記念式典 広島県情報産業協会 

   10月21日 リーガロイヤルホテル広島 

 



 
 

 

情報化シンポジウム広島‘１４ 広島県情報産業協会 

   10月21日～24日 広島県情報プラザ 

・ ＩＴ融合によるイノベーション創出 

 

東京サテライト交流会 出展5社 来場者75名 

2月5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)視察事業 

台湾 台北市 

  6月4日～6月6日 

   参加 6協会（37名） 

・ 日台ITビジネスアライアンス交流会 

・ ANIA台湾ビジネスカンファレンス 

・ Computex2014見学 

 

韓国 済州島 

  6月26日～28日 

   参加 4協会（6名） 

・ 財団法人済州テクノパーク、社団法人済州ＩＴ協会とのMOU 

・ 日韓企業ビジネスセミナー 

 

 

(ⅲ)ブロック会議・活動・他団体との交流 

大分県情報サービス産業協会 訪問 

      5月20日 9:00～11:00 株式会社オーイーシー（森会長、津行事務局長） 

       出席：事務局 武田 

・ 情報交換会および入会について 

 

岐阜県情報産業協会 辻名誉会長来訪 

  7月1日 16:00～17:00 京都コンピュータ学院 

   出席：長谷川会長、武田 

 

ＩＴ連絡会 

  11月18日 10:30～12:30 山王健保会館 

    出席：（ANIA）長谷川会長、細野氏、NSA高橋事務局長、武田 

・ ANIA、NSA、コンピュータソフトウェア協会、全国ソフトウェア協同組合連合会、 

テレコムサービス協会、日本情報技術取引所の6団体が合同し、共通事項の洗い出し 



 
 

 

鳥取県情報産業協会 訪問 

      1月23日 10:00～12:00 株式会社ケイズ（後藤会長） 

       出席：長谷川会長、武田 

・ 情報交換会および入会について 

 

島根県情報産業協会 訪問 

      1月23日 14:00～16:00 株式会社テクノプロジェクト（吉岡会長） 

       出席：長谷川会長、武田 

・ 情報交換会および入会について 

 

日本高等教育評価機構 訪問 

      2月5日 13:00～14:00 日本高等教育評価機構 事務局 

       出席：長谷川会長 武田 

・ IT人材育成の評価について 

 

島根県情報産業協会 訪問 

      2月23日 15:00～16:00 株式会社ネットワーク応用通信研究所（井上副会長） 

       出席：武田 

・ 情報交換会および入会について 

 

鳥取県情報産業協会 訪問 

      2月24日 9:30～10:30 株式会社ケイズ（後藤会長） 

       出席：武田 

・ 情報交換会および入会について 

 

ＩＴ連絡会 

  3月19日 13:00～15:00 全国ソフトウェア協同組合連合会 事務局 

    出席：長谷川会長、武田 

・ 高等教育機関に対するIT教育プログラムの提供について 

・ 賀詞交歓会の協同開催について 

・ CEATEC2015で各団体トップが集まってのパネルシスカッション 

 

 



 
 

 

(ⅳ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会／クラウド部会／人材育成部会 

     ※年度途中でクラウド部会は解散し、人材育成部会を新規設立。 

    第1回 合同部会 

      9月24日 15:00～17:00 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 １０名 

・ 総務省 今川課長ご講演・意見交換会 

・ 今後の部会活動について 

・ 農業ITカンファレンスについて 

 

    第４回農業ITカンファレンス in 千葉 

      11月6日～7日 ホテルプラザ菜の花 

出席 協会事務局、会員企業、行政、農家 １２５名 

・ 講演、セミナー 

・ ITソリューションの展示・紹介 

・ 農家視察 

 

第2回 合同部会 

      2月6日 14:00～16:00 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 8名 

・ 来年度の部会活動について 

・ 正副部会長の選任について 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

情報化月間 

・ 情報化促進貢献個人等表彰 

・ Ｕ－２２プログラミング・コンテスト 

 

マイナンバー関連 

・ マイナンバー制度開始に向けた産業界の準備についての告知 

・ セミナー･講演会開催 

・ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

・ その他関連事項の案内 

 

フロン排出抑制法 

・ フロン排出抑制法の概要 

・ 管理者が取り組む措置について 

 



 
 

 

イスラム過激派組織のＩＳＩＬ関連 

・ 注意喚起 

 

NEDO FORUM（成果報告会） 

   ・NEDOの取り組みを紹介 

 

ニアショア開発についての意見照会 

 

攻めのＩＴ経営 ～中小企業百選～ の募集促進 

 

省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議 

・ 夏季の省エネルギー対策について 

・ 冬季の節電について 

     

個人情報漏えい防止に向けた対応徹底について 

 

やわらか成長戦略への協力 

 

政府の賃上げ要請に対するフォローアップアンケート調査への協力 

 

中小企業IT経営力大賞への協力 

 

 

(ⅱ)総務省 

今年度なし 

 

 

(ⅲ)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会議室 

 代理出席：武田 

 

年始挨拶 

1月7日 藤江理事長、田中理事（IPA理事長室） 

出席：長谷川会長、武田 

・ 新年挨拶 

・ 情報化人材の育成について 

 

 



 
 

 

第2回IT人材育成審議委員会 

3月9日 15:00～17:00 ＩＰＡ会議室 

 欠席：委任 

 

第10回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2014への協力 

 

Code for Japan Summitへの協力 

 

iコンピテンシ・ディクショナリへの協力 

 

スキル標準体系セミナーへの協力 

 

2015年度 未踏IT人材発掘・育成事業への協力 

 

 

(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。また、委員会下部にある実働部隊としての WG があり、GIS-WG には秋田県、人

材WGには事務局が参加している。 

 

第1回GIS-WG 

  5月21日 15:00～16:30  APPLIC会議室 

   出席：秋田県情報産業協会 樫尾氏 

・ H26年度WG活動計画の審議について 

・ TF活動内容の説明とメンバ募集について 

 

第1回理事会 

5月22日 11:00～12:00  APPLIC会議室 

出席：辻名誉会長 

・ 平成25年度事業報告・収支決算について 

 

第1回総会 

6月17日 14:30～15:20 アイビーホール 

欠席：委任 

・ 平成25年度事業報告・収支決算について 

 

第2回GIS-WG 

  10月6日 15:00～17:00  APPLIC会議室 

   台風18号のため中止 



 
 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月9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２６年度アプリケーション委員会活動状況について 

 

第１回技術専門委員会（電子メール） 

10月15日 13:30～15:00 アルカディア市ヶ谷 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 平成26年度上期技術専門委員会活動報告 

・ 平成26年度上期各ワーキンググループ活動報告 

 

第2回理事会(電子メール) 

10月23日～10月30日  

       出席：辻名誉会長 

・ 職務執行状況報告について 

 

第3回GIS-WG 

  2月3日 15:00～17:00  APPLIC会議室 

   出席：秋田県情報産業協会 樫尾氏 

・ TF活動・検討状況の報告・討議について 

 

第1回普及促進委員会(電子メール) 

2月27日～3月12日  

       出席：愛知県情報サービス産業協会 堀場氏 

・ 平成２７年度普及促進委員会事業計画について 

・ 平成２６年度普及促進委員会活動状況報告について 

 

第4回GIS-WG 

  3月4日 15:00～17:00  APPLIC会議室 

   欠席：委任 

・ 本年度成果の審議について 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月12日 14:30～16:30 虎ノ門HILLSガーデンテラス 

出席：千葉県情報サービス産業協会 伊藤氏 

・ 平成２６年度アプリケーション委員会活動報告 

・ 平成２７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2回技術専門委員会 

3月13日 10:00～12:00 全国町村会館 第1会議室 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 平成26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27年度技術専門委員会活動方針について 

 

第3回理事会 

3月23日  

       欠席：委任 

・ 平成２７年度事業計画・予算について 

・ 職務執行状況について 

・ 成果物の承認について 

・ 各委員会の委員長、副委員長の選任について 

 

第2回総会(電子メール) 

3月24日～3月30日  

       出席：辻名誉会長 

・ 平成２７年度事業計画について 

・ 平成２７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。 

 

第1回運営協議会 

7月10日 10:00～12:00 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25年度事業実績 

・ 平成26年度事業計画 

・ 地域連携 

 

第2回運営会議 

12月3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26年度事業実績について 

・ 平成２７年度在職者・離職者訓練計画について 

 



 
 

 

(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回理事会 

6月4日 10:00～12:00  メルパルク東京 

欠席：委任 

・ 平成25年度の事業報告および収支決算 

・ 平成26年度の事業計画および収支予算 

 

通常総会 

6月24日 13:30～15:30  メルパルク東京 

欠席：委任 

 

第2回理事会 

6月24日 15:40～16:00  メルパルク東京 

欠席：委任 

 

ITC Conferrence2014 

8月22～23日 東京プリンスホテル 

・ つながる社会をリードするITコーディネータ ～変革への挑戦～ 

 

第1回運営企画会議 

11月7日 10:00～12:00  ITコーディネータ協会 会議室 

欠席：委任 

・ 平成26年度事業計画進捗状況（中間報告） 

・ 主要事業の進捗確認 

 

年始挨拶 

1月7日 播磨会長、平事務局長、中塚部長（ITCA会長室） 

出席：長谷川会長 武田 

・ 新年挨拶 

・ 情報化人材の育成について 

 

第2回運営企画会議 

2月27日 10:00～12:00  ITコーディネータ協会 会議室 

代理出席：福井副会長 

・ 次期システムの総括・反省とＩＴＣＡ組織の抜本的な改革について 

・ 平成２６年度事業計画の評価と課題 

・ 平成２７年度に向けたＩＴＣＡ改革の意思 

 

 



 
 

 

運営企画会議・事業戦略委員会合同会議 

3月20日 10:00～12:00  ITコーディネータ協会 会議室 

代理出席：武田 

・ 平成27年度暫定予算 

・ 平成27年度事業計画 

 

臨時理事会 

3月25日（書面によるみなし開催日） 

出席：長谷川会長 

・ 平成27年度事業計画ならびに暫定予算 

 

 

（ⅶ）その他諸団体との協力事業 

    特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 

12月15日 目黒雅叙園 

・ スキルユーザーズカンファレンス2015 

 

情報産業労働組合連合会 

ソフトワーカー労働実態調査2014 

 

 

６．その他 

政治家との懇談 

  2月24日 滝脇正明氏（衆議院議員 宮崎健介 秘書） 

   長谷川会長、事務局 武田 

・ IT業界の現状について 

・ 情報化人材の育成について 

 

 

経済産業省との懇談会 

9月24日 情報処理振興課 松崎係長（東京） 

事務局 武田 

・ 全国大会への出席依頼、後援依頼 

・ 地方情報化促進貢献賞について 

 

1月20日 情報プロジェクト室 和田室長（東京） 

事務局 武田 

・ マイナンバー制度開始に向けた産業界の準備について 

・ セミナー･講演会開催についての打合せ 



 
 

 

 

総務省との懇談会 

9月24日 地方情報化推進室 岡野主任（東京）  

事務局 武田 

・ 全国大会への出席依頼、後援依頼 

 

1月7日 地域通信振興課 今川課長 地方情報化推進室 岩城室長 片桐支援官（東京） 

長谷川会長、事務局 武田 

・ 年始挨拶 

 

 

文部科学省との懇談会 

  4月18日 大学設置室 今泉室長（東京） 

   事務局 武田 

・ 認証評価機関の設立について 

 

3月31日 情報教育課 豊嶋課長（東京） 

   長谷川会長 

・ 小中高の学校授業で行うプログラム教育について 

 

 

新規学校卒業者等の採用に関する要望への協力 

・ 就職･採用活動開始時期の変更について 

・ 就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について 

・ 企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施について 

・ 3年以内既卒者の新卒枠での応募受付について 

   

 

情報提供活動としてANIA SPARKを毎週1回ＭＬにて送付 


