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平成３０年度 事業報告 

 

事業報告概要 

平成３０年度の日本経済は、緩やかな回復基調にありました。IT 業界の市場規模は年々拡

大するとともに、ICT の発達による新技術によって、様々な新商品・サービスが生み出され、

産業構造や人々の社会生活は大きく変化しています。このような状況は、分野や業界の垣根

を超えた企業間連携につながり、大きなビジネスチャンスになることが期待されています。 

ANIA としては 2016 年に発足した日本 IT 団体連盟との関係をより強固なものにしながら、

連合会組織として情報通信技術分野において、さらなる地域の活性化を目指し、下記の活動

を行いました。 

１． 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、親交を深めました。 

２． 事務局長連絡会議、ブロック会議において各地域の状況や課題などに関して相互に意見

交換を行い、連合会組織として有意義な交流を行いました。 

３． 会員が主催する展示会に他協会の会員が参加するなど、横断的な活動が行われまし

た。 

４． 行政やその関連団体の理事会や委員会に会員が参加し、そこで得た情報を会員への展

開や行政等からの広報・調査依頼への協力を行いました。 

５． 日本 IT 団体連盟の理事会や委員会に会員が参加し、関連諸団体との情報交換を行い、

そこで得た情報を会員に展開しました。 

６． 会員･行政･関係諸団体からの情報を取りまとめた ANIA SPARK の配信を行いました。 

これら協会活動や会員交流が積極的に行われ、多くの方にご参加いただいたことは会員各

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 
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１．総務事項 

(ⅰ) 会員の状況 

     平成30年度会員の移動は次の通りです。 

 平成29年度末 

会員数 

平成30年度 平成30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 １    ６ 

企業会員 ２     ２ 

計 ２９     ３０ 

    特別会員として一般社団法人iCD協会が入会（相互入会、会費相殺） 

 

２．大会総会事業等 

総会 

講演会 

7月5日 15：50～17:00 東海大学校友会館 

参加者 来賓１６名 会員３６名 

「ITイノベーションに向けて～IT活用施策から～」 

 経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐 守谷 学 様 

「日本IT団体連盟について」 

 日本IT団体連盟 事務局長代理 宮田 洋輔 様 

「ICT/IoTの地域実装によるデータ主導社会の実現」 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 松田 昇剛 様 

 

懇親会 

7月5日 17:30～19:00 東海大学校友会館 

参加者 来賓２４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 大崎 美洋 様 

       経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐 枝川 慶彦 様 
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第４０回全情連大会・ANIA青森大会 

式典・大会 

9月27日 13:30～17:45  ホテル青森 

参加者 来賓 ３０名  会員 ２４９名 一般・学生 ８９名 

ご来賓 青森県知事 三村 申吾 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  大崎 美洋 様 

総務省 東北総合通信局 情報通信部 部長 鈴木 厚志 様 

経済産業省 東北経済産業局 地域経済部 情報政策推進室長 村田 久明 様 

 

表彰  優秀役職員表彰 

    一般社団法人 長野県情報サービス振興協会 第４代会長 若林 邦彦 様 

 

講演Ⅰ 「北前船が運んだ情報ネットワーク！」 

神奈川大学 外国語学部国際文化交流学科 特任教授 昆 政明 様 

 

講演Ⅱ 「最先端技術(ＡＩ)で健康の未来を予測する 

―超多項目(2000)健康ビッグデータから見える真の健康の姿―」 

弘前大学 COI研究推進機構 教授 村下 公一 様 

 

懇親会 

9月27日 18:30～20:30  ホテル青森 

参加者 来賓 ２９名  会員 ２２６名 

ご来賓挨拶 青森市長 小野寺 晃彦 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6日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

参加者 来賓７１名 関連団体１１名 IT連盟７８名 会員４５名 

ご来賓 情報通信技術（IT）政策担当大臣 平井 卓也 様 

総務副大臣 佐藤 ゆかり 様 

経済産業大臣政務官 滝波 宏文 様 
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３．会 議 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

7月5日 15:00～15:30 東海大学校友会館 東海の間 

出席１７名、委任状３名（正会員数２２） 

・ 平成29年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成30年度事業計画及び収支予算 

・ 理事の選任について 

 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

5月11日 15:00～17:20 八重洲倶楽部 第2会議室 

       理事出席８名、会員・事務局１６名 

・ 平成29年度事業報告及び収支決算報告（案）について 

・ 平成30年度事業計画及び収支予算（案）について 

・ 関連団体への役員等人事について 

・ 総会日程について 

・ IT連宮田事務局長代理ご講演 

 

第2回理事会 

7月5日 15:30～15:40 東海大学校友会館 東海の間 

       理事出席８名、監事２名、会員・事務局２６名 

・ 副会長選任について 

 

第3回理事会 

9月27日 11:00～12:00 ホテル青森 善知鳥の間 

       理事出席９名、監事２名、会員・事務局２４名 

・ 一般社団法人iCD協会との相互入会について 

・ 事務局長連絡会議について 

・ ホームページのhttps化について 

・ 新春交歓会について 

 

第4回理事会 

11月30日 15:00～16:30 京都情報大学院大学 京都駅前サテライト ４階会議室 

       理事出席８名、監事１名、会員・事務局１１名 

・ 青森全国大会実施報告 

・ 2019年度予算検討 
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第5回理事会 

2月6日 16:00～17:30 東海大学交友会館 霞の間 

 理事出席９名、監事１名、会員・事務局１９名 

・ 平成31年度事業計画および予算案について 

・ 平成31（2019）年度、平成32（2020）年度役員の選任方法について 

・ 2019年度の全国大会について 

・ 日本IT団体連盟活動報告 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

7月6日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 第2会議室 

 出席 １４事務局１４名、ANIA事務局３名 

・ 各協会の取り組み事例の共有 

・ 海外視察について 

・ 事務局長連絡会議のあり方について 

 

第2回事務局長連絡会議 

9月27日 10:00～10:50 ホテル青森 善知鳥の間 

 出席 １５事務局１６名、ANIA事務局４名 

・ 各協会の取り組み事例の共有 

（災害時の対応、ＥＱ研修など） 

 

第3回事務局長連絡会議 

11月28日 15:00～17:00 サイボウズ松山オフィス 

 出席 １３事務局１３名、ANIA事務局１名 

・ 部会活動について 

・ 青森大会報告 

・ 各協会の取り組み事例の共有（メトロの活動状況など） 

 

第4回事務局長連絡会議 

2月7日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 第7会議室 

 出席 １０事務局（１０名）、ANIA事務局３名 

・ 次年度の活動日程について 

・ 2019年全国大会パネルディスカッションについて 

・ 部会等活動費の助成について 
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４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業、ブロック会議、活動 

愛媛県情報サービス産業協議会 定時総会 

4月18日 大和屋本店 

参加：須山 

 

e-messe kanazawa 2018 石川県情報システム工業会 

5月17日～19日 石川県産業展示館1号館 

「人×モノ×テクノロジー ～活きるIoT もっとひろがるICT～」 

後援 および 参加：ANIA共同ブースにて会員1社が出展 

 

神奈川県情報サービス産業協会 総会記念講演会＆懇親会 

6月21日 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

参加：高田 

 

青森×四国 ICTビジネス交流会 青森県情報サービス産業協会 

8月30日 青森市文化観光交流施設 ねぶたの家ワ・ラッセ交流学習室 

参加：青森6社、四国7社、須山 

 

情報化シンポジウム広島’１８ 広島県情報産業協会 

10月16日～18日 広島県情報プラザ 

後援 

 

東京都情報産業協会 賀詞交歓会 

1月15日 京王プラザホテル 

参加：高田 

 

神奈川県情報サービス産業協会 賀詞交歓会 

1月18日 横浜ベイシェラトンホテル 

参加：高田 

 

東京サテライト交流会 出展7社 来場者198名 

2月6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 

今年度実施なし 
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(ⅲ)他団体との交流 

情報サービス産業協会 賀詞交歓会 

1月8日 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 

参加：長谷川会長、須山 

 

コンピュータソフトウェア協会 賀詞交歓会 

1月17日 ホテルオークラ東京 

参加：長谷川会長、須山 

 

全国ソフトウェア協同組合連合会 賀詞交歓会 

  1月18日 グランドプリンスホテル高輪 

参加：長谷川会長、須山 

 

日本情報技術取引所 賀詞交歓会 

1月22日 京王プラザホテル 

参加：長谷川会長、須山 

 

 

(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 

      2月7日 13:00～14:30 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 １３名 

・ 総務省 安藤課長補佐 ご講演・意見交換会 

 

 

(ⅴ) 日本ＩＴ団体連盟 

第５回IT教育委員会 

  4月10日 16:00～17:30 ヤフー会議室 

出席：長谷川会長、高田、須山 

・ 目指すゴールの共有と実現への道筋 

・ 課題点についてのディスカッション 

 

第９回事務局会議 

  4月25日 16:30～17:40 ヤフー会議室 

出席：高田 

・ 年間スケジュールについて 

・ 総会及び懇親会について 

・ IT連盟に求める会員サービス等について 

・ 各委員会報告 
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第１２回理事会 

  5月7日 16:00～17:10 ヤフー会議室 

    出席：長谷川会長、須山 

・ 第2期事業報告および決算報告について 

・ 第3期事業計画案および予算案について 

・ 役員選任について 

・ 第2回定時総会について 

 

第６回IT教育委員会 

  6月28日 17:00～18:30 ヤフー会議室 

出席：長谷川会長、高田、須山 skype出席：中口 

・ 育成すべき人材の共有 

・ iCD活用の利点と課題について 

 

第２回定時総会 

  6月29日 16:00～16:20 ホテルニューオータニ「edo ROOM」 

    出席：長谷川会長、須山、高田 

・ 第2期事業報告および決算報告について 

・ 第3期事業計画案および予算案について 

・ 役員選任の件 

 

第１３回理事会 

  6月29日 16:25～16:45 ホテルニューオータニ「edo ROOM」 

    出席：長谷川会長、中村理事、須山 

・ 代表理事等の選定について 

・ 委員長及び事務局体制の承認について 

・ 情報銀行選定に関わる総務省からの依頼について 

・ キャッシュレス推進協議会への参加について 

 

第１０回事務局会議 

  7月31日 16:00～18:00 ヤフー会議室 

    Skype出席：須山、高田 

・ 情報銀行推進委員会設置について 

・ 各委員会活動報告 

・ 政策提言募集について 
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第７回IT教育委員会 

  8月6日 16:00～17:30 ヤフー会議室 

出席：高田、須山 skype出席：長谷川会長、中口 

・ 「教育コンテンツプラットフォーム（仮称）」についての構想の共有 

・ 予算を含めた実現に向けての道筋について 

 

第１４回理事会 

  8月13日 15:00～16:30 ヤフー会議室 

    出席：赤松監事 skype出席：長谷川会長、須山 

・ 新規入会の承認 

・ 情報銀行推進委員会の新設について 

・ 各委員会報告 

 

第１１回事務局会議 

  9月20日 16:00～18:00 ヤフー会議室 

    出席：須山、高田 

・ 2018年度政策提言について 

・ IT教育委員会構想書について 

・ 賀詞交歓会について 

 

第８回IT教育委員会 

  10月2日 14:00～15:30 ヤフー会議室 

出席：須山  skype出席：長谷川会長 

・ 新しい委員を中心にこれまでの議論の整理と最終目標の再確認 

 

第９回IT教育委員会 

  11月13日 13:00～14:30 ヤフー会議室 

出席：長谷川会長、高田、須山 

・ 他機関との連携状況について 

・ 授業設計やプラットフォームの設計について 

・ 今後の進め方について 

 

第１２回事務局会議 

11月28日 16:00～17:30 ヤフー会議室 

出席：高田 

・ 2018年度政策提言について 

・ 平井卓也IT担当大臣就任を祝う会について 

・ 各委員会活動報告 
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第１３回事務局会議 

  2月21日 16:30～18:00 ヤフー会議室 

出席：高田 

・ 2019年度事業計画・予算計画について 

・ 各委員会活動報告 

・ 2019年度総会について 

・ 5月理事会日程とアジェンダについて 

 

第１５回理事会 

  3月6日 14:00～15:00 ヤフー会議室 

    出席：長谷川会長、中村理事、赤松監事、須山 

・ 新規入会の承認 

・ 2019年度事業計画案および予算計画について 

・ 総会について 

・ 各委員会活動報告 

・ 5月理事会の日程と開催地について 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)中央省庁 

経済産業省 

・ 「改元に伴う情報システム・ソフトウェアに関する対応について」の会員への周知、広報へ

の協力 

・ 「情報サービス産業・ソフトウェア産業における改元に伴う対応の状況 に関するアンケー

ト調査」への協力 

・ 「改元に伴う情報システム改修等への対応についての全国説明会実施」への協力 

・ 「消費税軽減税率対策の説明会開催についてのお願い」の会員への周知、広報への協力、実

施状況の取りまとめ 

 

総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省 

・ 「テレワーク月間」の広報・周知等への協力 

 

厚生労働省・経済産業省 

・ 「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」の周知、広報への協力 

 

内閣官房・厚生労働省・文部科学省・経済産業省 

・ 「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（要請）」の周知への協力 
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文部科学省・厚生労働省 

・ 「平成31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」の周知への協力 

 

(ⅱ)独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

第14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 

 

 

(ⅲ)財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）への協力 

ANIA理事でもある岐阜県情報産業協会 辻 博文 会長が理事として参画 

     理事会の下に「標準推進委員会」、「ICT 利活用地域イノベーション委員会」の２つの委員会があり、

さらにそれぞれその下にWGが存在する。 

 

 

(ⅳ)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22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 

・ 在職者訓練に係る平成29年度事業実績及び平成30年度事業計画 

・ 離職者訓練に係る平成29年度事業実績及び平成30年度事業計画 

 

12月6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30年度事業実績の報告について 

・ 平成31年度事業計画について 

 

 

(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 

ITC Conferrence2018への協力 

11月16～17日 ベルサール新宿グランド 

・ ITCがつなぐデジタル変革新時代 
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(ⅵ)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 

  10月18日～11月29日 全国4都市 

・ ｉコンピテンシ ディクショナリ活用セミナー 

 

特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 

12月11日 東京コンファレンスセンター・品川 

・ スキルユーザーズカンファレンス2019 

 

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2018 

 

 

６．その他 

情報提供活動および広報活動として「ANIA SPARK」を隔週でＭＬにて配信 


