
 
 

 

平成２８年度 事業報告 

 

事業報告概要 

平成 28 年におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善し緩やかな回復基調が続い

ています。半面、欧米における保護主義的な政情もあり、輸出企業の収益減少などのマ

イナス要因も見受けられます。情報産業においては IoT、AI、FinTech など既存の産業構

造を根底から揺さぶる技術が広がり、新しい市場が形成され成長が大きく見込めます。

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、下記のような横断的な情報

交流や各種事業を行いました。 

１． CSAJ、JASPA、JIET と連携して一般社団法人日本 IT 団体連盟を設立しました。 

２． 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いました。 

３． 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いました。 

４． 会員が主催する展示会に他協会から会員が参加するなど、活発な交流が行われ

ました。 

５． 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

報を会員に告知しました。 

６． 新春交歓会を IT 団体連盟と合同で行い、高市総務大臣をはじめ例年の倍の参加

者があり、活発な情報交換が行えました。 

７． 技術者不足を解消するため、ＵＩターン就職フェアを開催しました。 

８． 会員･行政･関係諸団体からの情報を取りまとめた ANIA SPARK を毎週配信しまし

た。 

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 長谷川 亘 

  



 
 

 

１．総務事項 

(ⅰ) 会員の状況 

     平成28年度会員の移動は次の通りです。 

 平成27年度末 

会員数 

平成28年度 平成28年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２２     ２２ 

賛助会員 ０     ０ 

特別会員 ５     ５ 

企業会員 ３     ３ 

計 ３０     ３０ 

   

 

２．大会事業 

総会 

講演会（KIA創立30周年と合同） 

6月16日 15:30～17:10 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

参加者 来賓１８名 会員３９０名（内ANIA３５名） 

「可能性への挑戦～大相撲の伝統とグローバル化」 

      NHK大相撲解説者・近畿大学経営学部客員教授 舞の海秀平 様  

 

懇親会（KIA創立30周年と合同） 

6月16日 17:30～19:30 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

参加者 来賓２２名 会員４０１名（内ANIA４０名） 

ご来賓 神奈川県副知事 中島 正信 様 

 

第３８回ANIAあきた大会 

韓国ソウル市訪問団ビジネスプレゼン 

 9月14日 13:00～17:30 にぎわい交流館 研修室 

参加者 ソウル１０名  秋情協・来賓 約５０名  会員 ８名  

 

式典・大会 

9月15日 13:30～16:50  秋田キャッスルホテル 

参加者 来賓 ５６名  会員 ２６２名  一般･その他 ４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 藤岡 伸嘉 様 

総務省 東北総合通信局 情報通信部長 向井 裕之 様 

 



 
 

 

表彰 

    優秀役職員表彰 

      一般社団法人秋田県情報産業協会 顧問 近藤 和生 様 

永年勤続表彰 

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会 西村 順子 様 

 

講演 

「街づくりにおけるICT の利活用 

～総務省ICT 街づくり推進会議の取り組みを中心に～」 

住友商事株式会社 相談役 岡 素之 様 

 

リレートーク  

「地産飛翔 地方から世界へ！」 

モデレータ：高田文夫事務所 放送作家 元祖爆笑王 様 

パネラー ：株式会社せん 代表取締役 水野 千夏 様 

株式会社ノークリサーチ 代表取締役社長 伊嶋 謙二 様 

株式会社エスツー 代表取締役 須藤 晃平 様 

公立大学法人国際教養大学 助教 根岸 洋 様 

 

竿灯鑑賞 

    第70回秋田竿燈妙技会（子若団体規程部門）優勝チーム 新屋竿燈会 

 

懇親会 

9月15日 18:30～20:00 秋田キャッスルホテル 

参加者 来賓 ５３名  秋情協 ８１名  ANIA会員 １１８名 

ご来賓 秋田県知事 佐竹 敬久 様 

 

 

新春交歓会（IT連盟合同開催・東京サテライト交流会） 

2月9日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

参加者 国会議員２６名（代理含む） 来賓４２名 IT連盟５２名 会員５８名 

ご来賓 総務大臣 高市 早苗 様 

厚生労働副大臣 橋本 岳 様 

経済産業大臣政務官 中川 俊直 様 

自由民主党 IT戦略特命委員長 平井 卓也  様 

公明党 ICT社会推進本部長 高木 美智代  様 

 

 

  



 
 

 

３．会 議 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

6月16日 14:00～14:50 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ4F「茜」 

出席１７ 委任状５ （正会員数２２） 

・ 平成27年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成28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 

4月7日 12:00～14:00 東京国際フォーラム ガラス棟会議室 G504 

       理事出席７名、監事１名、会員・事務局１６名 

・ 平成27年度事業報告及び収支決算報告（案）について 

・ 平成28年度事業計画及び収支予算（案）について 

・ 中小企業研究アジア協議会とのMOUについて 

・ 日本IT団体連盟について 

・ 総会・全国大会について 

 

第2回理事会 

6月16日 14:45～15:00 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ４F「茜」 

       理事出席８名、監事０名、会員・事務局 ２９名 

・ 副会長の互選について 

・ 日本IT団体連盟の代表理事筆頭副会長に長谷川会長が就任する件について 

・ 韓国情報保護産業協会との交流について 

 

第3回理事会 

9月15日 11:30～12:30 秋田キャッスルホテル 矢留の間 

       理事出席１０名、監事２名、会員・事務局２７名 

・ 日本IT団体連盟について 

・ 来年の全国大会（30周年記念事業の一貫として実施）について 

・ 新春交歓会について 

・ 全国大会事務連絡 

 

  



 
 

 

第4回理事会 

2月9日 16:00～17:30 東海大学交友会館 霞の間 

 理事出席８名、監事１名、会員・事務局２３名 

・ 平成29･30年度理事監事選任方法について 

・ 平成29年度事業計画について 

・ 平成29年度定期総会について 

・ 全国大会および30周年記念について 

・ あきた大会実施報告 

・ 部会活動報告 

・ 経費・予算執行状況報告 

・ 日本IT団体連盟活動報告 

・ 新春交歓会事務連絡 

 

 

(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 神奈川県情報サービス産業協会 会議室 

 出席 １５事務局（１９名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ IT連盟の活動について 

・ IPAとの意見交換 

 

第2回事務局長連絡会議 

9月15日 10:00～11:00 秋田キャッスルホテル 矢留の間 

 出席 １９事務局（２０名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ IT連盟の活動について 

・ あきた大会について 

 

第3回各県事務局長連絡会議 

2月10日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 

 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 

・ 消費税軽減税率対策補助金について 

・ サービス等生産性向上IT導入支援事業について 

 

 

  



 
 

 

４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業、ブロック会議、活動 

e-messe Kanazawa 2016 石川県情報システム工業会 

5月19日～21日 石川県産業展示館 

参加：ANIA共同ブースにて会員6社が出展 

・ 気になる！身になる！ためになる！未来を変えるＩＣＴ 

 

東京都情報産業協会 総会記念パーティ 

6月15日 京王プラザホテル 

参加：武田 

 

設立30周年記念式典 神奈川県情報サービス産業協会 

6月16日 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ  

参加：ANIA会員40名 

 

埼玉県情報サービス産業協会 

  7月6日 県民健康センター 

・ 埼玉県自治体ICTセミナー 

 

和歌山県情報サービス産業協会 訪問 

  8月4日 15:00～16:00 釜中会長 三宅副会長 廣崎副会長 河崎事務局長  

参加：京情協和田事務局長 武田 

・ 情報交換および入会について 

 

あおもりICTソリューション2016 青森県情報サービス産業協会 

10月6日～7日 アウガＡＶ多機能ホール 

・ モノ・コト・ヒトがつながりはじめた･･･ＩＣＴの可能性が広がる 

 

情報化シンポジウム広島‘１６ 広島県情報産業協会 

10月19日～21日 広島県情報プラザ 

・ ＩＴ融合による地域イノベーション 

 

東京サテライト交流会 出展5社 来場者179名 

2月9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。 

 

ＵＩターン採用フェア 

11月19日 12:00～18:00 北海道情報システム産業協会、他 主催 

 参加：ブース出展16 社、カタログ出展6 社、来場者数3 名 



 
 

 

(ⅱ)視察事業 

今年度実施なし 

 

 

(ⅲ)他団体との交流 

アジア中小企業協議会 MOU締結 

  4月24日 韓国ソウル 

       出席：長谷川会長 中村理事 

 

コンピュータソフトウェア協会 総会懇親会 

6月8日 ホテルオークラ 

参加：武田 

 

情報サービス産業協会 総会懇親会 

6月10日 ＡＮＡホテル 

参加：武田 

 

日本情報技術取引所 設立20周年記念パーティ 

6月24日 京王プラザホテル 

参加：長谷川会長 

 

情報サービス産業協会 賀詞交歓会 

1月6日 ＡＮＡホテル 

参加：長谷川会長 武田 

 

日本情報技術取引所 賀詞交歓会 

1月17日 京王プラザホテル 

参加：武田 

 

コンピュータソフトウェア協会 賀詞交歓会 

1月18日 帝国ホテル 

参加：長谷川会長 武田 

 

全国ソフトウェア協同組合連合会 賀詞交歓会 

  1月19日 グランドプリンスホテル高輪 

参加：長谷川会長 武田 

 

 

  



 
 

 

(ⅳ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会／人材育成部会  

第1回 合同部会 

      10月13日 14:00～17:00 八重洲倶楽部 

       都合により中止 

 

    正副部会長会議（拡大会議） 

      3月28日 10:00～12:00 ルノアール新橋 

       出席：ANIA会員・事務局5名 

・ 来年度以降の部会活動について 

 

 

(ⅴ) 日本ＩＴ団体連盟 

第1回設立準備会 

  4月7日 15:00～17:00 新宿三井ビルディング 大会議室 

    出席：ANIA会員13協会18名、参加予定15団体代表 

・ 組織の確認 

・ 事業計画 

・ 収支予算 

・ 設立スケジュール変更について 

 

第2回設立準備会 

  5月18日 13:00～14:30 CSAJ会議室 

    出席：長谷川会長、CISA武次副会長、武田、参加予定13団体代表 

・ 会長人事について 

・ 定款確認 

・ 7月設立総会について 

・ 事業計画・収支予算について 

 

事務局連絡会 

  6月9日 15:30～16:30 CSAJ会議室 

    出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、ヤフー 

・ 設立総会について 

 

事務局連絡会 

  7月15日 13:00～15:00 CSAJ会議室 

    出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 設立総会について 

 

  



 
 

 

発起人連絡会 

  7月20日 11:00～11:30 ヤフー会議室 

    出席：長谷川会長・武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 設立総会・理事会・記者発表会の流れについて確認 

 

事務局連絡会 

  7月20日 11:30～13:00 ヤフー会議室 

    出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 設立総会・理事会・記者発表会・懇親会について最終確認 

 

設立総会 

  7月22日 16:00～16:15 経団連会館 経団連ホール（北） 

    出席：ANIA会員8協会19名、設立16団体代表 

・ 一般社団法人設立について 

・ 会費等規定について 

 

第1回理事会 

  7月22日 16:15～16:20 経団連会館 経団連ホール（北） 

    出席：ANIA会員8協会19名、設立16団体代表、来賓 

・ 役付き理事の選定について 

・ 入会承認について 

 

設立総会記念懇親会 

  7月22日 18:30～20:00 経団連会館 国際会議場 

    出席：ANIA会員8協会19名、設立16団体代表、来賓 総計219名 

 

事務局連絡会 

  8月9日 16:00～17:00 ヤフー会議室 

    出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 設立総会収支について 

 

第2回理事会（電子メール） 

  9月7日～9月14日 

    出席：長谷川会長 

・ 主たる事務所の変更について 

・ 副会長の互選について 

 

  



 
 

 

臨時総会 

  9月20日 14:00～14:30 ヤフー会議室 

    欠席：委任 

・ 主たる事務所の変更について 

 

第1回事務局会議 

9月29日 16:00～18:30 ヤフー会議室 

出席：武田、IT連盟13協会20名 

・ 活動計画・スケジュールについて 

・ 会員間の情報共有の方法について 

・ 収支予算について 

 

世耕経済産業大臣と面会 

  10月25日 15:30～15:45 経済産業省 

    出席：長谷川会長、IT連盟 宮坂会長、酒井副会長、斎藤副会長、中村副会長、 

荻原幹事長、別所専務理事 

・ データ流通の促進 

・ オープンデータの推進 

・ IT人材の創出 

・ データ利活用を促進する体制整備 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  11月9日 16:00～18:00 ヤフー会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 補助金の概要について 

・ 各団体への周知について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  11月22日 16:00～18:00 ヤフー会議室 

欠席 

・ 補助金の概要について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  12月2日 10:00～12:00 ヤフー会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 補助金の概要について 

・ コンソーシアムの設立について 

 

 



 
 

 

高市総務大臣と面会 

  12月21日 15:30～15:45 総務省 

    出席：長谷川会長、IT連盟 宮坂会長、酒井副会長、斎藤副会長、中村副会長、 

荻原幹事長 

・ データ流通の促進 

・ オープンデータの推進 

・ IT人材の創出 

・ データ利活用を促進する体制整備 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  12月21日 17:00～18:30 CSAJ会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 補助金の概要について 

・ コンソーシアムの設立について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  1月6日 14:00～16:00 ヤフー会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー 

・ 補助金の概要について 

・ 支援事業者申請について 

・ 会員向け説明会の開催について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  1月13日 13:00～14:30 ヤフー会議室 

出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ 補助金の概要について 

・ 支援事業者申請について 

・ 会員向け説明会の開催について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  1月19日 10:00～12:00 ヤフー会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ 補助金の概要について 

・ 支援事業者申請について 

・ 会員向け説明会の開催について 

 

  



 
 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  1月26日 15:00～17:00 JASPA会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ 補助金の概要について 

・ 支援事業者申請について 

・ 会員向け説明会の開催について 

 

第2回事務局会議 

1月27日 13:30～17:00 ヤフー会議室・東海大学校友会館 

出席：武田、IT連盟8協会15名 

・ 合同新交歓会について 

・ 会員向け説明会について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  2月2日 15:30～17:00 ヤフー会議室 

出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ 補助金の概要について 

・ ITツールの登録状況について 

・ 会員向け説明会の開催について 

 

第3回理事会 

2月8日 16:00～17:00 ヤフー会議室 

出席：長谷川会長、武田、IT連盟9協会 

・ 活動報告について 

・ 新規入会について 

・ サービス等生産性向上IT導入支援事業について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  2月9日 10:15～13:00 ヤフー会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ 補助金の概要について 

・ ITツールの登録状況について 

・ 会員向け説明会の開催について 

 

  



 
 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  2月15日 14:00～16:00 ヤフー会議室 

出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ ITツールの登録状況について 

・ 会員向け説明会の開催について 

・ 2次募集に向けての対応 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  2月23日 10:30～12:30 豆蔵会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ ITツールの登録状況について 

・ 会員向け説明会の開催について 

・ 2次募集に向けての対応 

 

第3回事務局会議 

2月23日 13:30～15:30 ヤフー会議室 

出席：武田、IT連盟9協会15名 

・ 収支報告 

・ 合同新交歓会実施報告 

・ サービス等生産性向上IT導入支援状況報告 

・ 各委員会活動の状況報告 

 

政策委員会 

  2月27日 14:00～15:30 ヤフー会議室 

    出席：内藤（神奈川）、鈴木（北海道）、SIA、CSAJ、iVA 

・ 政策委員会活動状況報告 

・ 派遣法改正について 

・ 政治連盟について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  3月2日 16:30～17:30 ヤフー会議室 

出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ ITツールの登録状況について 

・ 会員向け説明会の開催について 

・ 2次募集に向けての対応 

 

  



 
 

 

業種の垣根を越えたデータ連携システム整備 委員会 

3月7日 14:00～15:45 経済産業省会議室 

  出席：常山神情協会長、日本銀行、全銀協、日経連、日本商工会議所、全商工連、など 

・ 実証プロジェクト結果報告について 

・ EDIの共通化について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会議 

  3月14日 15:00～16:00 ヤフー会議室 

出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET、SIA、ヤフー、ITCA 

・ ITツールの登録状況について 

・ 会員向け説明会の開催について 

・ 2次募集に向けての対応 

 

第4回理事会 

3月31日 16:00～17:00 ヤフー会議室 

出席：長谷川会長 武田、IT連盟11協会 

・ 収支報告 

・ 事業計画 

・ 各委員会活動の状況報告 

 

IT教育委員会キックオフミーティング 

  3月31日 17:30～19:00 ヤフー会議室 

出席：長谷川会長 武田、IT連盟7協会15名 

・ 活動方針について 

 

サービス等生産性向上IT導入支援会員向け補助金説明会 

  東京：1/31、2/1、2/2、2/6、2/10 10回 

  札幌：2/6 1回 

  京都：3/9 1回 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

消費税率に影響を受ける情報システムベンダー調査 

4月5日～18日 

・ 会員企業への調査票送付と回収 

 

平成２８年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関して 

・ 被災中小企業・小規模事業者対策への協力 



 
 

 

消費税の軽減税率制度 

・ 導入に関する説明会への協力 

 

攻めのIT経営銘柄2016・攻めのＩＴ経営中小企業百選2016 

・ 選定企業発表会、パネルディスカッションへの協力 

 

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 

・ 冬季の省エネルギー対策について 

 

情報化月間 

・ 関連行事への協力 

 

消費税転嫁対策特別措置法 

・ 周知の協力 

 

情報処理安全確保支援士 

 

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 

 

経済産業省情報処理振興課忘年会への参加 

12月21日 19:00～21:00 カスミガセキ 

・ 出席：長谷川会長、武田、CSAJ、JASPA、JISAなど約100名 

 

 

(ⅱ)総務省 

総務省との懇談 

10月3日 総務省総合通信基盤局データ通信課 三田課長（東京） 

事務局 武田 

・ 全中小企業等経営強化法による中小企業等の支援（電気通信分野）について 

 

情報通信月間 

・ 関連行事への協力 

 

 

(ⅲ)その他省庁 

    内閣官房 

・ 新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について 

 



 
 

 

文部科学省 

・ 熊本地震により被災した学生・生徒等への配慮について 

・ 平成 30 年 3 月新規中学校・高等学校卒業者の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 

厚生労働省 

・ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正について 

・ 平成 29 年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動

に係る取扱い等について 

・ 公正な募集・採用について 

 

 

(ⅳ)独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

最新IT人材動向説明会 

4月27日 15：30～16：30 ＩＰＡ会議室 

 欠席 

 

IT人材育成に関する打合せ 

10月4日 13：00～14：00 CEATECミーティングルーム 

 出席：長谷川会長、武田  IPA川浦理事、片岡部長、下田次長 

 

第12回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」への協力 

 

ＩＴ人材白書のアンケート調査協力 

 

ET2016/IoT2016セミナーへの協力 

 

IPAサイバーセキュリティシンポジウム2017への協力 

 

各種SECセミナーへの協力 

 

 

  



 
 

 

(ⅴ)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（途中から事務局）、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12日 14:00～15:30 APPLIC会議室 

   出席：秋田県情報産業協会 樫尾氏 

・ H28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30日 11:00～12:00  APPLIC会議室 

出席：武田 

・ 平成27年度事業報告・収支決算について 

 

第1回総会 

6月15日 14:30～15:20 アイビーホール 

欠席：委任 

・ 平成27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) 

6月16日～6月24日  

       出席：武田 

・ 理事長互選について 

 

第1回アプリケーション委員会  

10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 伊藤氏 

・ 平成28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 

10月14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 高山氏 

・ 平成28年度上期技術専門委員会活動報告 

・ 平成28年度上期各ワーキンググループ活動報告 

 

  



 
 

 

第3回理事会(電子メール) 

10月17日～10月21日 

       出席：武田 

・ 成果物の承認について 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月2日 15:00～17:00 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28年度アプリケーション委員会活動報告 

・ 平成29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1回普及促進委員会(電子メール) 

3月6日～3月17日 

  出席：武田 

・ 平成29年度普及促進委員会事業計画について 

・ 平成28年度普及促進委員会活動状況報告について 

 

第2回技術専門委員会 

3月16日 10:00～12:00 アルカディア市ヶ谷 

 欠席：委任 

・ 平成28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29年度技術専門委員会活動方針について 

 

第4回理事会 

3月24日  

       出席：武田 

・ 平成29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 

・ 会長・副会長・顧問の委嘱について 

・ 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：長谷川会長 

・ 平成29年度事業計画について 

・ 平成29年度収支予算について 



 
 

 

(ⅵ) 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。 

 

高度訓練センター運営協議会 

6月28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 

・ 在職者訓練に係る平成２７年度事業実績及び平成２８年度事業計画 

・ 離職者訓練に係る平成２７年度事業実績及び平成２８年度事業計画 

 

12月15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 

・ 在職者訓練に係る平成２８年度事業実績及び平成２９年度事業計画 

・ 離職者訓練に係る平成２８年度事業実績及び平成２９年度事業計画 

 

 

(ⅶ)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 

5月27日 13:00～15:00  文京グリーンコート会議室 

出席：長谷川会長 武田 

・ 平成27年度の事業報告および収支決算 

・ 平成28年度の事業計画および収支予算 

・ 役員の選任 

・ 定款の変更 

 

通常総会 

6月17日 13:30～15:30  メルパルク東京 

出席：長谷川会長 武田 

・ 平成26年度の事業報告および収支決算 

・ 平成27年度の事業計画および収支予算 

・ 役員の選任 

・ 定款の変更 

 

第2回理事会 

6月17日 15:40～16:00  メルパルク東京 

出席：長谷川会長 武田 

・ 役員の選任 

・ 各委員会委員長、副委員長、委員の選任 

 



 
 

 

第3回理事会 

9月30日 14:00～16:00  文京グリーンコート Ａ会議室 

代理出席：武田 

・ 平成28年度事業計画中間報告と課題 

・ 各委員会からの報告 

 

第4回理事会 

12月22日 14:00～16:00  文京グリーンコート Ａ会議室 

出席：長谷川会長 武田 

・ 平成28年度第三四半期事業状況と収支見通し及び課題 

・ 平成29年度業計画の基本方針および素案 

 

第5回理事会 

3月24日 14:00～16:00  文京グリーンコート Ａ会議室 

代理出席：武田 

・ 平成28年度事業見通し 

・ 平成29年度事業計画案 

・ （中企庁プロジェクト）次世代企業間データ連携調査事業・状況報告 

 

ITC Conferrence2016への協力 

11月18～19日 ベルサール新宿 

・ IoTで拡がる未来 ～情報活用とセキュリティ経営～ 

 

 

（ⅷ）その他諸団体との協力事業 

    U-22プログラミング・コンテスト実行委員会 

       U―22プログラミング・コンテスト2017 

 

全国ソフトウェア協同組合連合会 

  5月11日 品川フロントビル 

・ JASPAフェア 

 

特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 

  6月3日～1月6日 全国15都市 

・ ｉコンピテンシ ディクショナリ活用セミナー 

 

一般社団法人情報サービス産業協会 

       11月27日 東京コンベンションホール 

・ JISA Digital Masters Forum 2015 



 
 

 

特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 

12月7日 目黒雅叙園 

・ スキルユーザーズカンファレンス2017 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

       事業引継ぎ全国セミナー2015 

 

 

６．その他 

中華民国情報サービス産業協会 台日交流商談会への協力 

 

京都スマートシティエキスポへの協力 

 

Japan ICT Day in Vietnamへの協力 

 

第9回フクオカRuby大賞への協力 

 

IoT推進ラボへの参加 

 

パキスタンITビジネスセミナーへの協力 

 

情報提供活動としてANIA SPARKを毎週1回ＭＬにて送付 


