
平成１９年度 事業報告書 

 

事業概要報告 

 

本年度は、原油高、サブプライムローン問題など、日本経済を、ゆるがす事態が起こり、その環境は、ますます

厳しさを増した年でありました。我々、地方情報産業界を取り巻く環境も、東京一極が加速され、また、多重構造問

題など、解決しなければならない問題が山積しています。 

当団体においても、これらの環境に適切に対応するべく、長年続いた事務局体制の大胆な変更を行い、体制

を再構築した年でありました。具体的には、事務局長が交代し、事務局を東京から、会長県へ移転させることによ

り、管理費を大幅に減少させました。 

また、新しい試みとして、東京における新年交礼会や東京サテライト交流会を実施し、ご指導機関の本省を訪

問し意見交換会を開催しました。さらに、全国各地で移動理事会を開催するなど、会員交流や各行政機関との交

流に勤めたところであります。また、全国をブロック分けし、情報交流のさらなる促進を図る試みも始まったところ

であります。 

全国に広がる連合会組織として、その歩みは、決して速いものではありませんが、少しずつ、そして確実に、会

員の役に立つ活動を目指して歩んでまいりますので、皆様のさらなるご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

                         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19年度会員の移動は次の通りです。 

 

 平成18年度末 

会員数 

平成19年度 平成19年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２１     ２１ 

賛助会員 ９  ４   ５ 

特別会員 ４     ４ 

計 ３４     ３０ 

 

※賛助会員 アビデルデータ株式会社 平成19年5月18日 

              ＮＴＴコミュニケーション株式会社 平成20年2月15日 

              サン・マイクロシステムズ株式会社 平成20年2月29日 

              日本ビクター株式会社 平成20年3月13日 

 

 

２．大会事業 

第２９回ANIAちば大会 

前夜祭 

6月6日 18:00～20:00 京成ホテルミラマーレ 

参加者 県外３５名 県内１４名 

 

式典 

6月7日 13:30～17:30 京成ホテルミラマーレ 

ご来賓 経済産業省  商務情報政策局情報処理振興課 課長 鍛冶 克彦 様 

総務省 情報通信政策局地方情報化推進室 室長 植松 浩二 様 

千葉県知事 堂本 暁子 様 

社団法人千葉県商工会議所連合会 会長 千葉 滋胤 様 

 

表彰 

千葉県 高橋 蕙二 様 

社団法人千葉県情報サービス産業協会 新川 紘爾 様 

全国地域情報産業団体連合会 野口 正宏 様 

 



講演 

「DNAの時代を迎えて」 

かずさDNA研究所 理事長兼所長 大石 道夫 様 

「東京ディズニーリゾートのホスピタリティサービス」 

株式会社オリエンタルランド 栄 幸信 様 

「レスキューロボットの実用化に向けての取り組み」 

千葉工業大学未来ロボット技術研究センター 

副所長 小柳 栄次 様、室長 先川原 正浩 様、研究員 吉田 智章 様 

 

懇親会 

6月7日 18:00～20:00 京成ホテルミラマーレ 

参加者 来賓２７名 県外１０４名 県内１２９名 

ご来賓 総務省関東総合通信局 局長 江嵜 正邦 様 

経済産業省関東経済産業局 局長 脇本 眞也 様 

千葉県副知事 植田 浩 様 

千葉市副市長 林 孝二郎 様 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月6日 18:00～19:30 霞が関東京会館 

参加者 来賓９名 会員６７名 

ご来賓 総務省 大臣官房審議官 松井 哲夫 様 

経済産業省 商務情報政策局 課長 八尋 俊英 様 

財団法人全国地域情報化推進協会 専務理事 佐野 輝利 様 

 

 

３．会 議 

  通常総会 1回 

  臨時総会 1回 

  正副会長会議 1回 

  理事会 5回 

  事務局長連絡会議 2回 

 

(ⅰ)通常総会 

6月7日 9:30～10:00 京成ホテルミラマーレ 

出席１７名 委任状４名（正会員２１名） 

・ 徳島県情報産業協会の再入会承認 

・ 平成18年度事業報告及び収支決算報告の件 

・ 平成19年度事業計画及び収支予算の件 



・ 19年度活動方針の決定の件 

 各県協会の情報交流の活性化 

 広報の充実による各県協会会員への認知度向上 

 会員拡大 

 中央省庁および各自治体への提言と意見交換 

以上、受承認 

 

(ⅱ)臨時総会 

2月6日 16:00～16:30 霞が関東京会館 

出席１５ 委任状 ５ 欠席 １ （正会員２１名） 

・ 企業会員創設による定款変更の件 

・ 役員選任に関する定款を変更の件 

以上、受承認 

 

(ⅲ)正副会長会議 

5月11日 10：00～12：00 航空会館205会議室 

・ 全国事務局長会議準備業務 

・ 19年度事業計画の意見交換 

・ ANIAちば大会関連事項 

 

(ⅳ)理事会 

第1回理事会 

5月22日 14:00～17:00 航空会館504会議室 

       出席8名 

・ 平成19年6月総会資料についての承認 

・ ホームページリニューアルについて検討 

 

第2回理事会・福岡ビジネスショウ 

7月5日 12:00～14:20 福岡国際会議場 

       出席9名 

・ 事務局長会議移動経費補助支給の決定 

・ 未加入県の暫定会員制度について意見交換 

・ ホームページリニューアル決定 

 

 

 

 

 



第3回理事会 

9月20日 14:00～17:00 航空会館205会議室 

       出席9名 

・ 事務局長交代報告 

・ ブロックごとによる地域活動の件 

・ 会員限定の情報交換の場としてANIA東京ブランチ会議の件 

・ 済州大学、JDC、ANIA調印決定 

 

第4回理事会・青森ICTフェスタ 

10月12日 10:00～11:30 青い森アリーナ会議室 

       出席11名 

・ ブロック活動による、会員拡大案の承認 

・ 企業会員制度を創設 

・ ANIAの現状を把握するための調査実施の件 

・ 2月上旬に新年交礼会および臨時総会開催 

・ 各県協会の活動を定期的にホームページに掲載 

 

第5回理事会 

11月28日 16:30～18:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席９名 

・ 会員拡大ブロック活動費5万円支給の決定 

・ 企業会員創設による定款変更の件 

・ 役員選任に関する定款を変更の件 

・ 2月6日、臨時総会、東京サテライト交流会、新春交礼会の開催決定 

・ 来年の通常総会を6月に札幌で行う。 

 

(ⅴ)各県事務局長連絡会議 

第1回各県事務局長連絡会議 

6月6日 15:00～17:00 京成ホテルミラマーレ 

       出席30名 

・ 各県の事務局長より各県の事業計画、広報及びイベント、人材育成について発表 

 

第2回各県事務局長連絡会議 

10月12日 14:30～18:00 青森市文化会館会議室 

 出席１３都道府県 

・ 各県より現状および協会活動等について 

 



４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業 

社団法人青森県情報サービス産業協会 

青森ICTフェスタへの各県会員企業の参加 

   10月12日 青い森アリーナ 

 

社団法人福岡県情報サービス産業協会 

「ビジネスショウ200」への各県会員企業の参加 

     7月5日 10時00分～17時00分 福岡国際会議場 

 

東京サテライト交流会 出展12社 来場者54名 

2月6日 17:00～18:00 霞が関東京会館 

・ 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)ブロック会議 

    中四国ブロック会議 

      2月18日 14:30～17:00 メルパルク広島 

       出席 岡山、広島、山口、徳島 

・ 企業会員制度、各地域団体の活動状況、公益法人制度改革等について 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)産業構造審議会 情報経済分科会（経済産業省） 

我が国の情報サービス・ソフトウェア産業の競争力強化に向け、産業を取り巻く状況と、政府・

大学・民間が取り組むべき課題を整理するために設置。 

 

第１１回 情報サービス・ソフトウェア小委員会 

4月13日 経済産業省別館3階第4特別会議室 

       出席：辻名誉会長 

・ 人材育成ＷＧ報告書案について 

 

第１２回 情報サービス・ソフトウェア小委員会 

2月4日 16:00～18:00 経済産業省 本館１７階 第一特別会議室 

       出席：辻名誉会長 随行員：事務局 武田 

・ 産業構造・市場の高度化について 

・ イノベーションの高度化について 

・ 高度ＩＴ人材の育成について 

・ 情報基盤強化税制（電子計算機利用高度化計画の策定）について 



 

(ⅱ)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 

3月18日 15：30～17：30 ＩＰＡ委員会室 

 出席：中村会長 

・ IT人材育成本部平成20年度年度計画について 

 

(ⅲ)財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）への協力 

理事会 4回 

技術専門委員会 2回 

普及促進員会 2回 

アプリケーション委員会 2回 

地域情報化人材ワーキンググループ 1回 

 

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協力を

得て参加した。 

地域情報化のための施策を総合的に推進することにより、多彩な ITC を利用した高付加価値ITC

サービスを享受できる地域社会の構築を図り、もってユビキタスネット社会の実現に資すること

を目的とする。 

 

APPLIC第1回理事会 

6月29日 アルカディア市谷 

出席：辻名誉会長 

・ 平成１８年度事業報告・収支決算報告について 

・ 評議員の委嘱について 

 

APPLIC第2回理事会 

8月24日 ルポール麹町 

出席：辻名誉会長 

・ 理事長の互選について 

・ 評議員の委嘱について 

 

APPLIC第１回技術専門委員会 

9月21日  

 出席：平山東京事務所長 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様V1.5について審議 

 

 



APPLIC第3回理事会(電子メール) 

 10月15日  

       出席：辻名誉会長 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様V1.5について承認 

 

APPLIC第１回普及促進委員会(電子メール) 

 1月24日   

出席：愛知県情報サービス産業協会 堀場氏 

・ 全国地域情報化推進セミナー開催候補地の選定～開催手順について 

・ 平成２０年度全国地域情報化推進セミナー開催候補地について 

 

APPLIC第１回地域情報化人材ワーキンググループ 

2月26日 14:00～16:00 APPLIC会議室 

       出席：事務局 武田 

・ 平成19～20年度の活動計画について 

 

APPLIC第２回アプリケーション委員会  

3月13日 13:00～15:00 虎ノ門パストラル 

出席：千葉県情報サービス産業協会藤井事務局長 

・ 平成20年度の活動計画と平成19年度の成果物について。 

 

APPLIC第2回技術専門委員会 

3月19日 10:00～12:00 九段会館 

       出席：埼玉県情報サービス産業協会 岩嵜正常務理事兼事務局長  

・ 活動状況報告 

・ 地域情報プラットフォームについて 

 

APPLIC第2回普及促進委員会 

3月25日 13:30～15:00 APPLIC会議室 

出席：愛知県情報サービス産業協会 堀場氏 

・ 地域情報化人材WG活動状況報告 

・ 普及促進委員会活動報告と平成２０年度普及促進委員会活動計画 

 

APPLIC第4回理事会 

3月26日 13:30～14:30 ルポール麹町 

       出席：辻名誉会長 

・ 平成20年度事業計画・予算について 

・ 役員、委員長、副委員長選任について 



(ⅳ) 「マイクロソフトITベンチャー支援プログラム」ＡＮＩＡ・マイクロソフト共同プロジェクト 

IT ベンチャーや中小IT 企業への支援を通じて、地域経済活性化をめざす、マイクロソフト社の

事業に協力。 

 

3月26日 13:30～16:30 マイクロソフト調布オフィス 

       出席：事務局 武田 

・ ANIAの活動内容紹介 

・ マイクロソフトの支援プログラムについて 

・ 自治体が主催、後援されているＩＴベンチャー支援セミナーなどの案内や参加支援 

・ 自治体のウェブページや冊子などのでの紹介・掲載 

・ 技術支援、経営アドバイス、資金アドバイスなど 

・ 開発ツール、開発ソフト、業務用ソフトの提供 

・ マイクロソフトプログラムロゴの使用許諾など 

 

 

(ⅴ)特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会（ＩＴＣ）の活動への協力 

ITC第3回理事会 

3月18日 10:00～12:00  芝パークホテル 別館２階ローズルーム 

出席：中村会長 

・ 平成19年度決算見通し 

・ 平成20年度新年度暫定予算について 

・ 平成19年度主な活動報告ならびに平成20年度主な活動項目 

・ その他の報告事項 

 

 

６．その他 

済州国際自由都市開発センター（JDC）調印式 

8月20日 13:00～13:40 済州国際自由都市開発センター（JDC） 

中村会長、長谷川理事 

       調印団体：JDC、済州大学、京都情報大学院大学、ANIA 

       提携内容：4団体によるITに関する人材育成および済州島への企業誘致に関する協力体制

樹立 

 

経済産業省との懇談会 

11月28日 11:00～12:00 経済産業省会議室 

中村会長以下、理事9名 

経済産業省：奥家総括補佐、中山総括係長、千葉地域業務係長 

・ 各県情報産業の現状を報告および意見交換。 



 

総務省との懇談会 

11月28日 14:30～15:30 総務省会議室 

中村会長以下、理事9名 

総務省：植松室長、小林課長補佐、坂東氏 

・ 各県情報産業の現状を報告および意見交換。 

・ 懇談会終了後、松井審議官を表敬訪問 

 

済州大学調印式 

  11月7日 

中村会長、長谷川理事 

・ 韓国にて済州大学との調印 

・ 知識産業振興院院長との会談 

 

 

情報化月間への参加 

10月1日 17:00～18:00 ANAインターコンチネンタルホテル東京 

薄木副会長、岩嵜氏（埼玉）、事務局武田 

・ 青森県情報サービス産業協会員マルマンコンピュータサービス株式会社「看護支援シ

ステム「ナース物語」シリーズ」が情報化月間推進会議議長表彰 


