
平成１６年度事業報告書 

 

 平成１６年度は、地域での会員企業の皆様方のご活躍により、中央政

府、特に中小企業施策に力点を置く経済産業省や、電子自治体の強力

な推進を行っている総務省にその強力な活動の実態が伝わっておりま

す。地域の中小企業のＩＴ化による国際協商力の回復、地方情報化の推

進等、地域ＩＴ企業の皆様方の実績は輝かしいものがあり、今や政府施

策の推進にとってＡＮＩＡは欠かすことのできない存在となってまいりまし

た。本年度は皆様方の絶大なご指導ご協力により、大きな成果を得ること

ができました。衷心より感謝申し上げます。 

 

 

会 長   辻   正 
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活動内容 

 

経済産業大臣表彰の受賞 

 

平成１６年度情報化促進表彰 

      個人の部 

      高村 眞司   （社）神奈川県情報サービス産業協会 名誉会長 

                神奈川県情報サービス産業協会会長、神奈川県マルチメディア産業

協議会副会長として、産学連携事業をはじめ地域に密着した活動によ

り地域情報産業の育成、振興、発展に尽力。 

                全国地域情報産業団体連合会副会長として情報関係政府施策の実現

にも貢献。 

 

 

 

企業の部 

      株式会社クレセント   代表者 代表取締役 古閑 睦朗 

                視覚障害者等の情報弱者も自由に情報を取得できる社会実現のため

次世代音声認識技術を核とした音声認識ソリューションの開発を行い、

行政のホームページへの音声認識技術の導入を全国で初めて実用

化。行政ホームページへのボイスポータル化を実現するなど情報化に

貢献。 
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連合会会長表彰 

 平成１６年６月１１日（金）午後１時から 

 大阪市中之島グランキューブ大阪 

 ＡＮＩＡかんさい大会に於いて 
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優秀役職員表彰 

 （社）石川県情報システム工業会 理事 小島 宗能  

 

      優秀技術表彰 

       株式会社クレセント   代表者 代表取締役 古閑 睦朗 

             

関西大会前夜祭 

     平成１６年６月１０日（木）午後６時から７時３０分 

     大阪市北区中之島１－１－２７中央公会堂３階小集会室 

      出席者 ６０名 
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会 議 

 

通常総会 

平成１６年６月１１日（金） 午前１０時から午前１０時４０分 

大阪市北区中之島５－３－５１グランキューブ大阪１００８会議室 

ご来賓 経済産業省 商務情報政策局 

情報化人材室長 野口 正 様 

総務省 地方情報化推進室長 谷 史郎 様  

 

議 題 １．平成１５年度事業報告及び決算報告 

２．平成１６年度事業計画及び収支予算 

３．役員改選について 

４．その他 

            ５．委員会報告 

総務省及び経済産業省との意見交換会 

      同上   午前１０時４０分から１２時００分 

主 題 １．地方情報化の進展について 

        総務省 情報通信政策局 

地方情報化推進室 室長 谷 史郎 様 

      ２．中小企業のＩＴ化の支援について 

        経済産業省 商務情報政策局 

情報化人材室  室長 野口 正 様 

 

関西大会 

「式  典」 

来 賓 経済産業省  商務情報政策局 情報処理振興課 課長 嶋田 隆  様 

総務省 情報通信政策局 地方情報化推進室 室長 谷 史郎 様 

近畿経済産業局                    局長 宮城 勉 様 

大阪府知事（代理）                  太田房江様代理様   

パネルディスカッション「関西からの復権（情報発信）」 

            コーディネータ ソフト産業プラザ イメディオ 富永 順三 氏 

                      ネクストウェア（株）       豊田 崇克 氏 

                      （株）ｽｰﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ      野村 達也 氏 

                      （株） ダン            丸川 博雄 氏 

 

「懇親会」 午後６時から８時まで 
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グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 

主催者挨拶  ＪＡＳＰＡ大阪支部 支部長 矢野 正彰 

歓迎挨拶  大阪市長 関 淳一 様 

来賓ご挨拶 総務省近畿総合通信局 情報通信部長 竹内 英俊 様 

 

 

平成１６年度第１回正副会長会議 

        平成１６年６月１１日（金） 午前９時から９時４５分 

         グランキューブ大阪 （大阪国際会議場）  

議 題 １．役員改選について （会 長・事務局） 

２．組織・機能の強化について （会長・事務局） 

３．大臣表彰の推薦について（事務局） 

４．総務省や経済産業省との連携について（会長・事務局） 

５．参議委員選挙対策について （会 長） 

７．その他 

 

 

平成１６年度第２回正副会長会議 

        平成１６年８月２６日（木） 午後３時から５時 

        東京都千代田区霞が関 東海大学校友会館  

      来 賓    経済産業省 情報処理振興課 楠木総括係長 様 

議 題 １．報告事項 

        事業委員会報告（中村副会長） 

        技術委員会報告（事務局） 

２．各県活動報告 （各副会長） 

３．協議事項 

  ＡＮＩＡ秋季総会 １１月１７日から１８日 岐阜において行う 

  ＩＴ健康保険組合の設立について 

７．その他 

               無し 

 

 

平成１６年度秋季総会（兼 理事会） 

平成１６年１１月１８日（木） 午前９時１０分から４５分 

岐阜県大垣市加賀野 

ソフトピアジャパン１０階特別会議室 

ご来賓 経済産業省情報処理振興課 楠木総括係長 様 
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     岐阜県知事 梶原 拓 様 

     ロシア訪日ＩＴ視察団 様 

議 題 １．経済産業大臣表彰受賞について （事務局） 

２．ＩＴ健康保険組合の設立について （経過報告）（事務局） 

３．経済産業省委託調査事業について （事務局） 

４．その他 

 

講 演 岐阜県知事 梶原 拓 様  

ロシア訪日ＩＴ視察団 様 

 

文書理事会 

第１回文書理事会 

平成１６年５月１８日 

Ｎａｔｕｒｅ‘ｓ Ｌｉｎｕｘ Ａｌｌｉａｎｃｅ 入会審査 

 

第２回文書理事会 

平成１６年５月２０日 

平成１５年度事業報告・収支決算（案） 

            平成１６年度事業計画・収支予算（案） 

 

      第３回文書理事会 

            平成１６年７月１日 

            グッドｺミュニケーションズ（株） 入会審査 

 

      第４回文書理事会 

            日本和幸ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（株） 入会審査 

 

監事会 

平成１７年 月 日東京都 

平成１６年度事業報告書及び決算書の監査 

監事 （社）徳島県情報産業協会  

 

 

経済産業省委託調査事業の実施 

地域ＩＴ企業の情報ｻｰﾋﾞｽ取引に関する調査 

調査主管 技術委員会 

平成１６年１１月８日から１１月２５日までの１８日間 
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調査対象 ＡＮＩＡ会員企業 

調査方法 ＷＥＢ調査 

配布数 ２１１４企業 

有効回収数  ２９５数     回収率 １４．０％ 

調査結果  経済産業省ホームページにて告示 

調査報告書作成配布 

     

岐阜県委託調査事業の支援 

ＩＴ技術者の育成・確保に関する調査 

（社）岐阜県情報産業協会 

首都圏企業の調査協力及び検討会出席 

平成１７年１月２０日 

ソフトピアジャパン 

 

 

総務省「地域情報化の進展に関する検討会」参画 

検討会委員 ＡＮＩＡ辻会長 

地域情報化の現状を調査し、今後の市町村、都道府県、国等を結ぶ公共ネットワーク

あり方や当該公共ネットワークを活用した行政の高度化を図るためのアプリケーションを

体系的に整理検討する事を目的としている。 

総務省担当 大野 慎一 政策統括官 （電子政府・電子自治体担当）  

          清水 英雄 政策統括官 （情報通信担当） 

地方情報化推進室 

第３回会合 平成１６年４月２７日 （火）午後２時３０分から４時まで 

総務省省議室 

        「中間報告書」（案） 

出席者 中村副会長（辻会長代理） 

 

第４回会合 平成１６年１２月１６日（水） 午前１０時から 

総務省省議室 

        「各ワーキンググループ報告」 

出席者 辻会長 

 

第５回会合 平成１７年２月１６日（水） 午後２時から 

      総務省省議室 

 

第６回会合 平成１７年３月１６日（水）午後２時から 
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      総務省省議室 

 

ＩＴ応援隊（中小企業の経営改革をＩＴの活用で応援する委員会） 

第１回会合 平成１６年６月８日 午後２時から４時 

経済産業省第３特別会議室 

平山事務局長（辻会長代理） 

ＩＴ応援隊（教科書作成委員会） 

                平成１６年８月２２日 午後２時から４時まで 

      経済産業省 東３会議室 

平山事務局長 

 

情報処理推進機構（ＩＰＡ） 

地域ソフトウェアセンター中期経営改善計画検討委員会（ＳＣＢＰＲ）  

委 員 ＡＮＩＡ 細野副会長 

第１回委員会 平成１６年４月２８日 １４時から１５時３０分 

ＩＰＡ特別会議室 

          １）地域ＳＣの中期改善計画策定の目的・進め方について 

          ２）情報化人材育成のための研修モデル事業について 

          ３）地域ＳＣの今後の方向性について 

          ４）その他 

出席者 平山事務局長（細野副会長代理） 

 

第２回委員会 平成１６年１１月２２日 １４時から１６時 

ＩＰＡ特別会議室 

          １）中期経営改善計画報告書の概要について 

          ２）地域ソフトウェアセンターを巡る諸課題について 

出席者 平山事務局長（細野副会長代理） 

  

ロシア訪 日 ＩＴミッションの受 け入 れ 

 

 

   平成１６年１１月１８日（木） 午前９時１０分から４５分 

岐阜県大垣市加賀野 

ソフトピアジャパン１０階特別会議室 

 ＡＮＩＡ平成１６年度秋季総会 

   ご来賓 経済産業省情報処理振興課 楠木総括係長 様 

   岐阜県知事 梶原 拓 様 
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BOLDYREV Andrey Aleksandrovich    ABITEL Group    Director 

VLADIMIROV Andrei Nikolaevich    ABITEL-Development General Manager 

ABLAEV Igor Evgenevich         Finprom-Resource   General Director 

SOKOLOV Anton Valerievich     ABITEL GroupManager, Foreign-Trade Operations 

TOBOTRAS Boris Vsevolodovich   ABITEL-Development Chief Technical Officer 

TRIFALENKOV Ilya Anatolievich   ABITEL-Development Marketing Director 

 

                   

フィリッピンＩＴミッションの受け入れ 

日 時：７月８日（木）午後３時ー６時 

場 所：霞ヶ関ビル３３階・東海大学学友会館「望星」の間 

「フィリピン IT 産業の現状」  ウイサーブ・ジャパン大島社長 

「日本企業の IT 投資に対する優遇措置」 フィリピン貿易産業省次官 ヘルナンデス氏 

「フィリピンの通信環境」   グローブテレコム社代表 

「SODEC 出展企業の自己紹介」 出展１０社の代表 

「ANIA 並びに出席企業の紹介」  出席企業代表 

 個別ミーテイング及び交流パーティー 

 

 

 

平成１６年度海外ＩＴ技術者育成事業 

平成１５年度高度ＩＴ実践研修受け入れ研修プログラム説明会 

平成１６年５月２６日 午前１０時から１１時３０分 

経済産業省２階東３会議室 

 

      平成１６年度高度ＩＴ実践研修受け入れ研修参加者 

 

受入企業  Trainee 

Number 

Mr/Ms Name Compnay 

㈱アルプス技研 ミャンマー 04IA029 Mr. Min Lwin ACE Data Systems  

アルプス技研 ミャンマー 04IA030 Mr. Win Htein Win Myanmar Technology 

Zone Co., Ltd 

テラ インターナショナル㈱ ベトナム 04IA021 Mr. Pham Vu Hoang  FPT Corporation 

テラ インターナショナル㈱ ベトナム 04IA022 Mr. Pham Hong Khiem  FPT Corporation 

ＴＩＳ㈱ ベトナム 04IA001 Mr. TRAN XUAN KHOI FPT Corporation 

㈱イメージパートナー ベトナム 04IA007 Ms. Dao Hoang Viet Anh FPT Corporation 

㈱クレセント ベトナム 04IA008 Mr. Nguyen Huu Hai FPT Corporation 

住商情報システム㈱ ベトナム 04IA009 Mr. Pham tri Cong DanPhong Software 
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Solutions Co., Ltd 

住商情報システム㈱ ベトナム 04IA010 Mr.  Doan Hai Bang FPT Corporation 

ネクストウェア㈱ ベトナム 04IA020 Mr. Do Manh Cuong ＣＭＣ 

日立ソフトウェアエンジニアリング

㈱ 

ベトナム 04IA003 Mr. Hoang Duc Dong              FPT Corporation 

日立ソフトウェアエンジニアリング

㈱ 

ベトナム 04IA004 Mr. Bui Viet Hung  FPT Corporation 

㈱日立製作所 ベトナム 04IA005 Mr. Nguyen Thanh Hai FPT Corporation 

日本ソフトウェアエンジニアリング

㈱ 

ベトナム 04IA011 Mr. Nguyen Trong Quoc Khanh Saomai Stock Joint 

Company 

シゲル情報サービス㈱ ベトナム 04IA012 Mr. Nguyen Duc Phuc ELECOM 

コムチュア㈱ ベトナム 04IA013 Mr. PHAM TUAN MINH   Niem Tin Co. Ltd. 

コムチュア㈱ ベトナム 04IA014 Mr. DU KHAC CHAU HARMONY CO. LTD.

コムチュア㈱ ベトナム 04IA015 Mr. DO VAN PHU NEW CENTURY SOFT.

江守商事㈱ ベトナム 04IA017 Ms. Luong Thi Lieu HiPT 

(株)グローバルソフトウェア ベトナム 04IA025 Mr. Nguyen Canh Phong New Century Soft 

㈱内田洋行 ベトナム 04IA018 Mr. Than Minh Trung Fuji Computer 

Network Co.Ltd. 

㈱内田洋行 ベトナム 04IA019 Mr. Pham Quoc Vy Fuji Computer 

Network Co.Ltd. 

キーウェアソリューションズ㈱ モンゴル 04IA028 Mr. Bayarbat Ulziit Unitea Solutions 

International Co.,Ltd 

㈱システム・フォー フィリピン 04IA031 Mr. Michael Matias Santos  System For 

Information 

Technology, Inc. 

㈱エム･エス･アイ フィリピン 04IA032 Mr. Aristotle Teofilo Isais Jitse Phil. Foundation, 

Inc 

㈱エム･エス･アイ ベトナム 04IA033 Ms. Sandra Jean Valentino, Chua Ateneo de Manila 

University 

    
㈱グローバルソフトウェア ベトナム 04IA026 Ms. Lam Ngoc Chau TMA Solutions 

キーウェアソリューションズ㈱ モンゴル 04IA027 Mr. Buyantsogtoo Tsogtsaikhan Unitea Solutions 

International Co.,Ltd 

ＴＩＳ㈱ ベトナム 04IA002 Ms. NGUYEN THI THANH 
HUONG 

FPT Corporation 

㈱日立製作所 ベトナム 04IA006 Ms. Pham Kim Dung FPT Corporation 

㈱ティージー情報ネットワーク ベトナム 04IA023 Mr. Nguyen Quang Huy  FPT Corporation 

㈱ティージー情報ネットワーク ベトナム 04IA024 Ms. Tran Thi Huong Giang  FPT Corporation 

 

平成１６年度高度ＩＴ実践研修受け入れ研修一般研修開始 

（財）海外技術者研修センター（ＡＯＴＳ） 
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横浜研修センター 

平成１６年７月２５日から２月末日 

 

21 May 2004 

The Program on Advanced Practical Training for FY2004 
Administrative Schedule 

 

 Date Contents Body in charge Notes 
1 26Jun Guidance to Japanese 

associations 
AOTS Start of public announcement and recruitment 

in Japan 
2 Late -May Guidance in Yangon AOTS Start of public announcement and recruitment 

in Myanmar 
3 Late- May Guidance in Hanoi AOTS Start of public announcement and 

recruitment in Vietnam 
4 Late- May Guidance in Manila AOTS Start of public announcement and 

recruitment in the Philippines 
5 Late- May Guidance in Bangkok AOTS Start of public announcement and 

recruitment in Thailand 
6 TBA Guidance in Kuala 

Lumpur 
AOTS Start of public announcement and 

recruitment in Malaysia 
7 1 Jun Guidance to Japanese 

companies 
Japanese associations Announcement to Japanese companies. 

8 7 Jun Submission of Document 
A-1 from 
Japanese host companies 
to 
Japanese associations 

Japanese companies 
intending to host 
training 

 

9 8 Jun Selection of Japanese host 
companies 
By Japanese associations. 
Result will be informed to 
Screening 
Committees in Myanmar 

Japanese associations / 
Coordinators 

 

10 15 Jun Submission of Document 
B-1 from 
overseas companies to 
overseas 
associations 

Overseas companies 
intending to send 
trainees to Japan 

 

11 17 Jul. (Preliminary Selection) 
Selection of overseas 
companies and eligible 
candidates. 
Start of Japanese learning 
by selected 
Eligible candidates 

Coordinator/Overseas 
associations/Screening 
Committees(Myanmar)

Number of candidates to be 
Selected by Preliminary Selection 
Total: 60 
Provision of CD-ROM 

12 14 Jul Submission of Document 
C1 – 4 from 
selected overseas 
companies to 

Overseas companies 
which will send trainees
to Japan 
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overseas associations 

13 21 Jul (Secondary Selection) 
Selection of candidates 
according to the result of 
Japanese examination, etc 
Preparation for application 
documents C1 – 4 

Coordinator/Overseas 
association/Screening 
committees(Myanmar) 

Number of candidates to be 
Selected by Secondary Selection 
Total: 45 
Japanese Examination by CD-ROM 

14 22 Jul Sending application 
documents C1 – 4 
from overseas Association 
to Japanese 
associations 

Coordinator/Overseas 
association/Screening 
committees 

TV Meeting between overseas 
companies and Japanese 
companies is planned.  

15 26 Jul (Ternary Selection) 
Selection of qualified 
candidates by Japanese 
association 
Completion of Application 
Documents by Japanese 
association/companies 

Japanese association Number of candidates to be 
Selected by Ternary Selection 
Total: 30 

16 29 Jul Submission of complete 
Application 
Documents and Document 
D-1  

Japanese Association  

17 5 Aug (Final Selection) 
AOTS Screening 
Committee 

AOTS Total 30 participants will be 
Approved. 

18 6 Aug Sending of Invitation 
Documents 

AOTS  

19 Mid – Aug Japanese entry Visa will be 
obtained. 

Participants  

20 24 Aug Arrival of participants in 
Japan 

Participants  

21 25 Aug Start of General 
Orientation Course 

AOTS  

22 5 Oct End of General Orientation 
Course 

AOTS  

23 6 Oct  to End 
-Dec 

Practical Training (First 
Half) 

Japanese host 
companies 

 

24 *End-Dec to 
Early-Jan 

Japanese Follow Up 
Training 

AOTS  

25 Early-Jan to 
End-Feb 

Practical Training (Last 
Half) 

Japanese host 
companies 

 

26 End-Feb Return to Home Country    
経済産業省「地域ＩＴプロフェッショナル人材育成基盤構築支援事業」 

経済産業省「産学協同実践的ＩＴ教育支援事業」 

公募選定委員会参画 

平成１６年９月１３日 
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                          （株）富士総合研究所 
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委員会事業 

平成１６年度ＡＮＩＡ事業推進委員会 委員名簿 

                                                            平成１６年５月２０日 

 

 地区名 
 

  委員名 
 

   勤務先 
 

 ｅ－ｍａｉｌ 
 
 北海道 

 
 中村  真規 

 
 （株）デジック 

 

nakamura@dgic.co.jp 
 
 青森県 

 
 薄木 浩 

 
キャプテン青森（株） 

 

usuki@capa.ne.jp 
 

 秋田県 
 

 藤原 俊一 
 

 事務局 
 
kyokucho@aiia.or.jp 

 
 埼玉県 

 
 友利 忠雄 

 
 事務局 

 

staff@sisia.or.jp 
 
 千葉県 

 
 武次  靖雄 

 
エー シー イー（株） 

 

boss@ace-net.co.jp 
 

 東京都 
 

 高橋 匠 
 

 事務局 
 

takahashi@nsa.or.jp 
 
 神奈川県 

 
 冨沢 清 

 
ジスクソフト（株） 

 

tomi@jisc.co.jp 
 
 長野県 

 
 渡辺 周二 

 
（株）テクノネット 

 

watanabe@tecnet.co.jp 
 

 富山県 
 

 畠山 靖雄 
 

ＡＷＳ（株）  
 
hata@awsnet.co.jp 

 
 石川県 

 
 饗場 達也 

 
三谷産業（株） 

 

aiba@mitani.co.jp 
 
 福井県 

 
 宇野 勝治 

 
江守商事（株） 

 

uno@emori.co.jp 
 

 岐阜県 
 

 足立 育雄 
 

十六ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ（株） 
 

adachi@jic-gifu.or.jp  
 
 愛知県 

 
 堀場  雅生 

 
（株）堀場 

 

m.horiba@nifty.com 
 
 京都府 

 
 山本 孝 

 
島津エス ディー（株） 

 

yamamoto@shimadzusd.co.jp 
 

 鳥取県 
 

 山口 毅 
 

（株）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ｻｰﾋﾞｽ 
 

yamaguchi@computerservice.co.jp 
 
 島根県 

  
 事務局 

 

shimajok@web-sanin.co.jp 
 
 岡山県 

 
 中島 義雄  

 
（株）システムズナカシマ 

 

sfujimo@optic.co.jp 
 

 広島県 
 

 宇郷 亮 
 

（株）エコーシステム 
 

ugo@echosystem.co.jp 
 
 山口県 

 
 中谷 実 

 
（株）ＡＩ企画 

 

ai@corp.email.ne.jp  
 
 徳島県 

 
 成木 敏彦 

 
西日本キング（株）ﾞ 

 

ceo@innk.co.jp 
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 福岡県 
  

 事務局 
 

fisa521-4006@nifty.com 
 
 長崎県 

  
 事務局 

 

nisa@hkg.odn.ne.jp 
 
 熊本県 

  
 事務局 

 

info@kisia.gr.jp 
 

 宮崎県 
  

 事務局 
 

msc@miyazaki-nw.or.jp 
 
 沖縄県 

  
 事務局 

 

iia@iia-okinawa.or.jp 

 

平成１６年度ＡＮＩＡ技術委員会 委員名簿 

                                                          平成１６年５月２０日 

 

 地区名 
 

  委員名 
 

   勤務先 
 

 ｅ－ｍａｉｌ 
 
 北海道 

 
 中村 真規 

 
 （株）デジック 

 

nakamura@dgic.co.jp 
 
 青森県 

 
 三浦 克之 

 
（株）サン コンピュータ 

 

miu@sancom.co.jp 
 

 秋田県 
 

 藤原 俊一 
 

 事務局 
 
kyokucho@aiia.or.jp 

 
 埼玉県 

 
 鬼澤 喜一 

 
 事務局 

 

staff@sisia.or.jp 
 
 千葉県 

 
 古閑 睦朗 

 
（株）クレセント 

 

koga@crescent.co.jp 
 

 東京都 
 

 高橋 匠 
 

 事務局 
 

takahashi@nsa.or.jp 
 
 神奈川県 

 
 冨沢 清 

 
ジスクソフト（株） 

 

tomi@jisc.co.jp 
 
 長野県 

 
 川北 英夫 

 
長野富士通（株） 

 

kawakita@nagano.fujitsu.com 
 

 富山県 
 

 紺谷 孝 
 
インテックソリューションパワー 

 
t_kontani@hokuriku.intec-sp.co.jp 

 
 石川県 

 
細野 昭雄 

饗場 達也 

 
ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ機器（株） 

三谷産業（株） 

 

hosono@iodata.jp        aiba@
mitani.co.jp 

 
 福井県 

 
 宇野 勝治 

 
江守商事（株） 

 

uno@emori.co.jp 
 

 岐阜県 
 

 安達 寛 
 
（株）ソフィア総合研究所 

 

hkadachi@sri-net.jp  
 

 愛知県 
 

 堀場 雅生 
 

（株）堀場 
 

m.horiba@nifty.com 
 
 京都府 

 
 山本 孝 

 
島津エス ディー（株） 

 

yamamoto@shimadzusd.co.jp 
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 鳥取県 
 

 山口 毅 
 

（株）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ｻｰﾋﾞｽ 
 

yamaguchi@computerservice.co.jp 
 
 島根県 

  
 事務局 

 

shimajok@web-sanin.co.jp 
 
 岡山県 

 
 中島 義雄  

 
（株）システムズナカシマ 

 

sfujimo@optic.or.jp 
 

 広島県 
 

 宇郷 亮 
 

（株）エコーシステム 
 

ugo@echosystem.co.jp 
 
 山口県 

 
 吉川 昇 

 
（株）ｲﾝﾌｫｺﾑ西日本 

 

yoshikawa@infocom.co.jp  
 
 徳島県 

 
 勝瀬 典雄 

 
（有）ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

 

qzw04716@nifty.ne.jp 
 

 福岡県 
  

 事務局 
 

fisa521-4006@nifty.com 
 
 長崎県 

  
 事務局 

 

nisa@hkg.odn.ne.jp 
 
 熊本県 

  
 事務局 

 

info@kisia.gr.jp 
 

 宮崎県 
  

 事務局 
 

msc@miyazaki-nw.or.jp 
 
 沖縄県 

  
 事務局 

 

iia@iia-okinawa.or.jp 
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第１回事業推進委員会及び技術委員会 

議 事 

                   日 時  平成１６年４月２８日（水） 午後１時～５時まで 

                   場 所  徳島市阿波観光ホテル 

１．開催県会長 挨拶  （社）徳島県情報産業協会  港 忠徳  会 長 

２．委員長挨拶       中村 真規 事業推進委員長 

             細野 昭雄 技術委員長 

３．ご来賓挨拶・ご講演 

  経済産業省情報処理振興課情報化人材室長  野口 正  様 

「中小企業の経営改革をＩＴの活用で」 

    徳島県商工労働部長                      吉田 悦教 様 

     「徳島県の情報化構想－経済再生プランをふまえて－」 

４．議 題 

（社）徳島県情報産業協会活動状況報告                成木 敏彦 副会長 

事業推進委員会 

   報告事項 １．総務省「地域における情報化の推進に関する検討会第３回報告」 

          ２．地域ＩＴ企業経営実態調査 中間報告 （ＡＮＩＡ事務局） 

             ３．昨年度の委員会活動について（ＡＮＩＡ事務局・関係者） 

   審議事項 １．本年度の活動について 

２．地域情報化支援室の活動について 

３．「徳島プロジェクト」について       

         

第２回事業推進委員会・技術委員会 

議  事           

  日 時  平成１６年６月１０日（木） 午後１時～５時３０分まで 

                   場 所  大阪市中央公会堂 

１．開催団体会長 挨拶  ＪＡＳＰＡ 向  浩一  会 長 

２．委員長挨拶       中村 真規 事業推進委員長 

             細野 昭雄 技術委員長 

３．議 題 

事業推進委員会 

   報告事項 １．ＡＮＩＡの国との連携状況    （ＡＮＩＡ事務局） 

       ２．各団体の活動状況                （各会員団体） 

                 活動状況全般報告 

                  国や県との連携状況 
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                      地方情報化の推進状況 

                ３．その他 

   協議事項 １．本年度から来年度への活動の方向について 

                    ”ＡＮＩＡ２００４．３つのアクション”  

                    １）ＩＴブリッジによる地元密着アクション 

                    ２）ＩＳＭＳによる中国ＩＴ企業との差別化アクション 

                    ３）地方ＩＴ白書発行による地方向けＩＴ施策適正化アクション 

                   （平成１６年度地域ＩＴ企業経営自体調査の実施） 

２．地域情報化支援室の活動について 

                「徳島プロジェクト」等、単県プロジェクトの推進       

技術委員会 

   報告事項 １．地域ソフトウェアセンター中期計画委員会報告（細野委員長） 

          ２．ＩＴ応援隊施策について         （ＡＮＩＡ事務局） 

             ３．その他 

   協議事項 １．本年度の活動について    （細野委員長・ＡＮＩＡ事務局） 

                     １）ＩＳＭＳ等セキュリティー問題について 

                     ２）電気通信事業法等の勉強会について 

                     ３）ＭＥＴＩからの人材育成実態調査について 

              ２．その他 

                                以  上 

 

平成１６年第３回事業推進・技術委員会 

日 時  平成１６年８月１８日（水） 午前１１時から午後３時まで 

場 所  東京都千代田区霞が関 霞ヶ関ビル３３階 

東海大学校友会館 相模の間 

進  行 

            ご講演１ 「ＩＴ応援隊の推進状況について」 

                        経済産業省情報処理振興課  中川 欣司 様 

            ご講演２  「地域ＩＴプロフェッショナルＩＴ人材育成」について 

            （株）富士総合研究所 主任研究員 河野 浩二 様 

            ご提案    「個人情報保護法に関する研究会・セミナーの開催について」 

                         三井住友海上火災保険（株）市場開発部 高見澤 潔  様 

     議 事 事業推進委員会  

       報告事項  １．「徳島プロジェクト」活動状況報告 （徳島県） 

                       ２．地域情報化支援室活動状況報告    （堀場室長） 

                       ３．北海道・ＡＮＩＡカナダＩＴミッション報告（中村委員長） 

      審議事項  １．今年度の活動状況について 



 19

                       ２．地域ＩＴ白書作成について 

                       ３．ＩＴブリッジ会議活動状況について 

      技術委員会 

            報告事項   １．第３回海外ＩＴ人材受け入れ研修報告（事務局） 

                       ２．経産省委託調査事業報告      （事務局）  

                             以  上 

 

第４回事業推進委員会及び技術委員会 

                   日 時  平成１６年１０月２６日（水） 午後１時から午後３時まで 

場 所  東京都江東区青海２－４５タイム２４ビル２Ｆ プレゼンテーションルーム１ 

議 事   

                事業推進委員会  

         報告事項    １．「徳島プロジェクト」活動状況報告（徳島県） 

                      ２．地域情報化支援室活動状況報告（堀場室長） 

                      ３．経済産業省委員会委員会報告  （事務局） 

                  「情報サービス産業の委託取引等に関する研究委員会」 

                      ４．経済産業省委託調査事業について（事務局） 

        協議事項   １．各地域の地域情報化活動について 

                技術委員会 

        協議内容      １．経済産業省施策のについて         

           ２．今年度の研究会活動 

                             以  上 

 

総務省殿との意見交換会 

                                                    平成１６年９月１７日午後２時から４時 

                                                    東海大学校友会館諏訪の間 

               １．開 会 

                ２．ご挨拶 総務省地方情報化推進室  室 長          谷  史郎 様 

               ３．趣旨説明                                堀場 雅生 

               ４．出席者自己紹介 

               ５．意見交換 

               ６．その他 

               ７．閉 会 

 

 

 

 



 20

第１回地方情報化の推進に関する勉強会 

                                平成１６年１０月２６日（火） 

                                午前１０時から１２時 

                                東京都江東区青海２－４５タイム２４ビル 

                                プレゼンテーションルーム 

 

 第１部 「今後の地方情報化について」 

           総務省情報通信政策局地方情報化推進室 

           課長補佐 岡村 信悟 様 

 

 第２部 「自治体への提案方法について」 

           ＡＮＩＡ 事業推進委員会 

           副委員長 堀場 雅生 

 

第２回地方情報化の推進に関する勉強会 

                           平成１７年１月２６日（水） 

                           午後１時から３時まで 

                         東京都千代田区霞ヶ関霞ヶ関ビル 

                           東海大学校友会館諏訪の間 

 

     「平成１７年度の地方情報化施策について」 

           総務省情報通信政策局地方情報化推進室 

           課長補佐 岡村 信悟 様 

 

           意見交換・質疑応答 

 

第１回ＡＮＩＡ東京支店長会議 

１．日 時  平成１６年８月１８日（水） 午後３時から午後６時まで  

２．場 所  東京都千代田区霞が関 霞ヶ関ビル３３階 

       東海大学校友会館 美保の間 

３．内 容    

    討 議  １．趣旨説明 中村事業推進委員長 

              ２．会名称及び座長選出他 

              ３．東京及び首都圏での営業活動の問題点と課題 

    情報交流会 

            １．北海道企業によるプレゼン 

                （株）サイバーブルー   稗田 今日子 殿 
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            ２．「検索エンジン最適化による集客戦略」 

                アイオイクス（株） 取締役会長 大木 博 殿 

            ３．「ＩＴ企業向け社員寮、ＩＴビジネスプラザの提案」 

       グッドコミュニケーションズ（株）代表取締役 川畑 重盛 殿 

         ４．「市町村合併記念事業向けコンテンツビジネスの提案」 

                 電通テック（株） 森嶋 真理 殿 

            ５．「ケータイによる市町村情報共有システムの提案」 

               ＮＴＴコミュニケーションズ（株）   丸山 直也 殿 

            ６．フルラインは､企業の経費削減を独自のノウハウで代理交渉する会社です。完

全成功報酬制の『代理交渉サービス』をご活用ください！ 

         通信料金、電気料金、テナント料、コピー料金」 

                フルライン（株） 代表取締役 池上 哲二 殿 

            ７．「川鉄情報システムの地域戦略ー地域企業との連携ー」 

        川鉄情報システム（株）基盤システム事業部 事業部長 沢田 要 殿 

            ８．「ソフトウェアの第三者検証と品質強化、コスト低減」 

                （株）エクスカル 第三者技術部長 長谷川 彦 殿 

                                                   

第２回ＡＮＩＡ東京支店長会議 

１．日 時  平成１６年９月１５日（水）午後４時から午後６時まで  

２．場 所  東京都千代田区霞が関 商工会館 ７Ｃ会議室 

０３－３５８１－１６３４ 

３．内 容    

           １．「ソフト業界に強い財務上のホームドクター」 

               エンジニアーの心と家計を守ります。 

               資産運用、相続、生命保険の見直しについて 

                （有）アネシス   代表取締役   小西 真人 殿 

           ２．「企業における個人情報保護の課題とプライバシーマークの取得」 

                関係企業複数社 

           ３．「売掛債権の保証、早期資金化について」 

                （株）ニッシン 本店営業部第１課 尾崎 聡 殿 

           ４．「営業アウトソーシング事業（SFO・Ｓａｌｅｓ Force Outsoucing ）についての説明と

新サービスのＩＴ市場のご紹介」 

                （株）アクロネット  取締役 秋田谷 剛 殿 

               営業アウトソーシング事業とはＩＴの製品やサービスをお持ちでいるメーカー様

の製品・サービスを拡販するお手伝いをするサービス。 

           ５．「ＩＴ健康保険組合の提案」 

               中小ＩＴ企業向け健康保険組合の設立について 
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                ＩＴ健康保険組合設立準備事務局 殿 

           ６．「日本ビクターのソリューションビジネス」 

               ＡＮＩＡ企業とのビジネス連携について 

                日本ビクター（株）ビジネスソリューション本部 

                営業統括部 部長  原 享二 殿 

 

 

 

 

「第３回ＡＮＩＡ東京支店長会議」 

                    １．日 時  平成１６年１０月２６日（火）午後３時３０分̃午後５時３０分まで 

                    ２．場 所  東京都江東区青海２－４５タイム２４ビル 

                            ＩＴソリューション・マッチングフェア徳島会場内 

   情報交流会 

         ①  「パートナー様向け EDI のご紹介」 

          ～EDI を早く、安く、簡単に～ 

          ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 

                  プラットフォームサービス部  殿 

       ② 「システム構築における検証の重要性について」 

          ̃オープンインタフェーステスティングサービス紹介～ 

         オープンインタフェース株式会社 

         セールス＆マーケティング部 

         アカウントマネージャー  丸山 正邦 殿 

       ③ 「自治体向けホームページコンテンツ管理システム」 

           ̃広報基盤の紹介̃ 
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         ケイエスケイアルパ㈱ 

         代表取締役 榎本良治  殿 

       ④「プライバシーマーク認証制度の概要について」 

         ㈱さくらケーシーエス 

         執行役員 ソリューション事業部副事業部長兼コンサルティング部長 

         大田正和  殿 

         ⑤「地域防犯システムへの取組」 

          ～日本ビクターの圧縮技術について～ 

                  日本ビクター株式会社 プロシステムカンパニー 

         システム営業本部 

         主幹技師 田中耕治 殿 

第４回ＡＮＩＡ東京支店長会議 

                                         平成１６年１２月１０日 

１．日  時：１２月１０日（金） 

   第１部 １６時～１８時（プレゼンテーション） 

   第２部 １８時～２０時（ビジネスマッチング交流会） 

２．場  所：都市センターホテル会議室 

   東京都千代田区平河町２－４－１ 

３．プレゼンテーション企業紹介 

    １）（株）エーアイ  取締役Ｒ＆Ｄセンター長 廣飯伸一氏  

    「コーパスベース音声合成エンジン「ＡＩＶｏｉｃｅ」のご紹介」 

    ２）日本セキュアゼネレーション㈱ 秋葉茂隆社長（外資系） 

    「個人情報保護法対策のための指紋認証システム」 

    ３）日本ソフト販売 萩野 貴義 氏（独立系ソフト会社） 

   「；ハローページ”約 3700 万件のデータ収録ソフト！顧客データの登録 

    保守・、電話による受注、サポート、マーケティングなどで有効！ 

    ＧＰＳとの連携サービスも提供」 

  ４）アイザック（積水の 100％情報子会社）山崎雅史 氏 

   「複雑な条件を簡単に整理する勤怠管理！コールセンター・病院に好評」 

  ５）エスアイインフォジェニック 

    （独立系ソフト会社・前身は住金の出資会社として創業） 

   「これでサーバーコンピューティングが変わる！米国で大人気の”BXP” 

    の特徴と将来性」 

         吉田博直理事／米国ベンチャーコム マーク・ヨーハイ副社長 

    「ＢＸＰとは」 「米国の市場 」  

     ６）アドバンスト・メディア    シニアマネージャー 森脇健氏 

   「”使える”音声認識－AmiVoice ContactCenterSolutions－」 
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第５回「ＡＮＩＡ東京支店長会議」 

 １．日 時  平成１７年２月２日（水） 午後３時から午後５時３０分まで 

２．場 所  東京都千代田区霞が関 霞ヶ関ビル３３階 

       東海大学校友会館 霞の間 

３．内 容    

プレゼンテーション 

             「ＯＣＡと地域ＩＴ企業とのビジネス連携」 

       （株）沖電気カスタマアドテック 

          事業推進部 担当部長 筒井 耕平 殿 

     「技術ばかりでは売れない営業を強化する３つの方法」 

             エムエム総研（株）   代表取締役  萩原 張広 殿 

     「 ＮＰＯ加盟全国９０社とのコラボレーションによるＩＴ製品・ソリュ        －ションの販

売拡大」 

                ＪＡＳＩＰＡ 副理事長 安蔵 正純 殿 

  「高度ポリテクセンターの情報通信人材育成事業」 

               独立行政法人 雇用能力開発機構  高度ポリテクセンター 

              情報通信系 通信グループ 教授 安中 宏   殿 

                                        講師 梶原 幸範  殿 

    「ＩＴ分野における日本とモンゴルとの連携強化について」 

            Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ 

                                    Ｍｒ Ｂｕｙａｎ Ｔｓｏｇｔｏｏ 

                                         ブヤン ツォグトー 殿 

            経済産業省情報処理振興課  企画係長 楠木 真次 殿 

   「情報漏洩対策ソリューションのご提案及び情報セキュリティレベルの         診断サー

ビスのご案内」 

                 （株）アカシック ＰＨＱ企画推進部 坂梨 誠一郎 殿 

  「顧客訪問サポートの効能」 

                スリープロ㈱（マザーズ上場企業）代表取締役 高野 研  殿 

４．午後６時からビジネスマッチング交流会 

 

ＩＰＡとの人材育成施策に関する意見交換会 

                                   平成１７年１月２６日（水） 

                                   午後３時から４時まで 

                                 東京都千代田区霞ヶ関霞ヶ関ビル 

                                         東海大学校友会館諏訪の間 

           （独）情報処理推進機構  （ＩＰＡ） 
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                 人材育成推進部 部 長  萬井 正俊 様 

 

             ＡＮＩＡ 

             千葉県  （株）ＡＣＥ    代表取締役  武次 靖雄  

                   （株）クレセント    代表取締役  古閑 睦朗 

         福井県     江守商事（株）     常務取締役  宇野 勝治 

       愛知県   （株）堀 場       代表取締役  堀場 雅生 

         鳥取県    ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ-ｻｰﾋﾞｽ（株） 代表取締役    山口 毅 

 

         徳島県   西日本キング（株）代表取締役    成木  敏彦 

         事務局                                      平山 和久 

 

           意見交換 質疑応答 

 

 

メディアによる報道・告知事業 

ソフト人脈等の協力により以下の報道・告知を行った。 

 

４月１０日    ソフト人脈    ＡＮＩＡ関西大会 

 

４月２９日    徳島新聞    ＡＮＩＡ事業推進委員会 

                    「ＡＮＩＡ徳島で事業推進委員会」 

 

６月１０日    ソフト人脈   ＮＴＴコミュニケーションズ 

                   「モバイルコネクト」 

 

６月１２日    中日新聞    ＩＴ企業経営者らが集結 大阪で大会 

 

６月２５日    ソフト人脈   関西からの復権  ＡＮＩＡ関西大会 

 

７月１５日   日経ソリューションビジネス  トップインタビュー 

                    ＡＮＩＡ会長   辻 正 氏 

                「中小ソフト会社こそ元請け目指せ技術力を高めれば中国も怖くない」 

 

７月２５日  ソフト人脈    人物ファイル 

 

８月２５日  ソフト人脈    北海道ＩＴ推進協会 
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                  「カナダＩＴ視察団」 

 

８月２５日  ソフト人脈    トップインタビュー 

                  （株）インフォファーム  辻 博文 氏 

 

９月１４日  中部経済新聞 素顔の経済人 

                  （株）インフォファーム  辻 正 氏 

   

９月２５日  ソフト人脈   ＩＴソリューション・マッチングフェア徳島     

 

９月２５日  ソフト人脈   平成１６年度情報化月間 経済産業大臣表彰 

 

１０月５日  経済産業新報 情報化月間表彰者 

 

１０月２５日  ソフト人脈    情報化月間個人表彰及び企業表彰 

 

１０月２５日  ソフト人脈  大和コンピューター（株） 

                 ＣＭＭ研修コースのご案内 

 

１０月２５日  ソフト人脈  ＡＮＩＡ東京支店長会議開催 

 

１１月１９日  岐阜新聞 ＡＮＩＡ秋季総会岐阜県開催 

                ロシアからも参加 

 

１１月１９日  中日新聞 ＡＮＩＡ秋季総会岐阜開催 

                健保組合を設立へ 

 

１２月２５日  ソフト人脈  ビジネスマッチング交流会 

 

１月１０日  ソフト人脈  地域のソフト会社支える各協会の２００５年方針 

 

１月１０日  中部経済新聞 県・国を動かす中央会に 

 

１月２５日  ソフト人脈  東京支店長会議開催告知 

 

 

会長活動 
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中川昭一経済産業大臣と会談 

平成１６年１２月１日（水）午後３時１５分から５０分まで 

経済産業省大臣室 

会長から大臣への報告 

ＡＳＥＡＮ諸国への人材育成事業及びベトナムとの合弁事業の報告 

大臣からＡＮＩＡ辻会長への要望 

ＡＮＩＡからＡＳＥＡＮ諸国への技術移転と創業支援 

 

 

第１回ＩＴ経営応援隊 会合 

      平成１６年６月８日午後２時から４時まで 

経済産業省 第１特別会議室 

 

ＩＴ経営応援隊 

     第１回経営教科書作成委員会 

    平成１６年８月２日午後２時から４時まで 

     経済産業省西８共用会議室 

 

ＩＴコーディネータ協会平成１６年度通常総会 

平成１６年６月７日（月） 午後２時から午後４時まで 

東京プリンスホテル 

 

ＩＴコーディネータ協会第１回理事会 

平成１６年６月２１日（火） 午後１時３０分から３時まで 

東京プリンスホテル 

 

 

ＪＩＳＡ総会 

平成１６年５月２８日（金） 

日航ホテル 

 

日本ソフトウェア産業協会総会 

平成１６年５月１９日（水） 

京王プラザホテル 

 

（社）千葉県情報サービス産業協会総会 
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平成１６年５月２６日（水） 

千葉県 幕張プリンス 

 

（社）神奈川県情報サービス産業協会 総会 

      平成１６年５月２６日（水）  

      横浜市 

 

ＪＩＳＡ賀詞交換会 

平成１６年１月７日（水） 

東京プリンスホテル 

 

（社）神奈川県情報サービス産業協会賀詞交換会 

平成１６年１月２０日（木） 

横浜市 ホテルベイシェラトン 

 

全国ソフトウェア事業協同組合連合会賀詞交換会 

平成１６年１月１７日（木） 

品川プリンスホテル 

 

日本ソフトウェア産業協会賀詞交換会 

      平成１７年１月１７日（月） 

      京王プラザホテル 

 

（社）千葉県情報サービス産業協会賀詞交換会 

平成１６年１月１３日（木） 

千葉県 幕張プリンス 
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総務委員会 委員長 冨田 峰雄 副会長（福岡県） 

 

ＡＮＩＡ メールマガジンの発行 

○電子メールニュース 政府情報などの伝達・告知 

○ｅ－ビジネス  ｅ－マーケットプレイスの形成 

○リモートエデュケーション 教育・研修 

○Ｒ＆Ｄ   研究開発 

 

☆配信先 会員、非会員また政府関係者や政治家を含め約 3000 通の配信を行ってい 

る。 

☆政府や他団体から多数の配信依頼が有りました。 

 

 

 

組織強化委員会 委員長 鈴木 知巳 副会長（広島県） 

 

会員増強運動による獲得会員 

平成１５年度入会企業 

（株）ミントウェーブ 

ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 

関西通商（株） 

 

会員マニュアルの作成 ４００部会員団体、会員企業、関係省庁へ配布 

 

 

e-mail News の発行 配信数 約３，０００通 （平成１６年３月現在） 

 

ANIA SPARK 

 

ANIA MESSAGE 

 

 

ANIA ビジネス情報  

 

2004/04/15 Ｎｏ．３６ 

１．サービス内容・事例、ビジネスパートナー制度概要のご紹介 
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   （ＮＴＴコミュニケーションズ ソリューション事業部） 

 

 

関連団体との事業 

 

１．雇用能力開発機構 高度職業能力開発促進センター 

在職者訓練運営協議会専門部会 

平成１６年１０月１２（火） 

千葉市 

平成１７年度能力開発セミナーの計画について 

 

２．雇用能力開発機構 高度職業能力開発促進センター 

在職者訓練運営協議会 

平成１６年１０月２７（水） 

千葉市 

高度職業能力開発センター事業概要について 

      創造的事業展開の取り組みについて 

      その他 

 

４．日本情報振興協同組合 ＪＩＡビジネスフェアの支援 

９月１９日  仙台市 情報産業プラザ 

９月２５日  札幌市 札幌コンベンションセンター 

１０月１６日 福岡市 福岡ファッションビル  

１０月２４日 名古屋市 名古屋セントラルタワーズ 

１１月７日  東京都 世界貿易センタービル 

１１月１３日 大阪市 大阪第一生命ビル  

 

 

   

後援・協賛・推薦名義等承認 

５月１日  岐阜県 ＧＩＳカンファレンス 200３      後 援 

 

６月１４日      マルチメディア＆ＶＲメッセぎふ２００４      後 援 

                  岐阜県 

 

５月１８日      ＩＴＣ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ２００４              後 援 

                  ＩＴコーディネータ協会  
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８月９日  欧州オープンソフトウェア視察団      企画協力 

視察団連絡事務局 

 

 

交流事業 

１．（社）秋田県情報産業協会  社団法人化１０周年記念講演会・交流会    

                     １０月２２日（金）  

秋田市平安閣 

２．（社）徳島県情報産業協会 「ＩＴソリューションフェア徳島」の開催支援 

                     １０月２６日、２７日 

                     東京都タイム２４ビル 

 

３．（社）システムエンジニアリング岡山 

                    ＳＥＯ創立２０周年・情報化月間記念事業 

                    「IPv6 Summit in Okayama 2004」 

                           ＡＮＩＡ会長表彰授与 

 

       


