
平成２２年度 事業報告書 

 

事業報告概要 

 

下期から景気も回復基調を見せ始めておりましたが、去る 3 月 11 日の東日本大震災に

より多方面にわたり大きな損害が発生しました。情報サービス産業においての影響を推

し測るにはしばらく時間がかかると思われ、景気の不透明感はまだまだ続きそうであり

ます。 

平成 22 年度は Android やクラウドのようなオープンな技術と iPad やガラパゴスとい

われる多機能でありながら技術的には閉じているという両極端な方向が注目を集めまし

た。一般的な消費においても安い物や特長を持った高額商品は売れています。我々情報

産業業界においてもオフショア開発やクラウドに対抗できる価格競争力を身につけるか、

競合他社とは違う特長を出すことが今まで以上に重要であると実感しています。 

当協会の活動として情報サービス産業研究部会、地域情報化研究部会においては行政

との連携施策やモデル事業の受注など会員活動において成果が出てきました。また、国

の検討会にも委員を送り込むなど地方･中小ベンダーに対する施策などが期待できる状

況になりつつあります。  

また、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横断的な情報交流

や各種事業が積極的に行われ、多くの参加者を戴きましたことは皆様のご協力の賜物で

あると深く感謝いたします。さらに韓国済州島の IT 協会・政府関係者を訪問し、海外と

の交流・協力体制も進んでおります。今後とも会員、理事、事務局が協力して活動して

まいりたいと存じます。 

まだまだ、厳しい経済状況が続くと思われますがご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

                     一般社団法人 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22年度会員の移動は次の通りです。 

 

 平成21年度末 

会員数 

平成22年度 平成22年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２０     ２０ 

賛助会員 １     １ 

特別会員 ４     ４ 

企業会員 ０ １    １ 

計 ２５     ２６ 

 

 

２．大会事業 

総会懇親会 

6月17日 18:00～20:00 ザ・プリンスパークタワー東京 

参加者 来賓１５名 会員４２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 土橋 秀義 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

第３２回ANIA広島大会 

式典・大会 

11月11日 14:00～17:40 グランドプリンスホテル広島 

参加者 来賓１８名 県外１２５名 県内１４１名 

ご来賓 広島県 知事 湯崎 英彦 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 土橋 秀義 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 青山 忠幸 様 

 

表彰 

優秀役職員表彰：社団法人石川県情報システム工業会 顧問 細野 昭雄 様 

社団法人広島県情報産業協会 監事 貴田 透 様 

優秀技術表彰 ：株式会社データホライゾン 取締役 林 和昭 様 

 

基調講演 

「クラウド化の流れと地域IT産業の振興」 

グーグル株式会社 名誉会長 村上 憲郎 様 

 



分科会 

分科会Ａ 「地域におけるRubyを活用したビジネス戦略」 

Rubyアソシエーション理事、しまねOSS協議会会長 

株式会社ネットワーク応用通信研究所 代表取締役 井上 浩 様 

      分科会Ｂ 「組込型アンドロイドの現状と地域ビジネス」 

 一般社団法人OESF代表幹事 

アイ・ピー・ビジョン株式会社 取締役 三浦 雅孝 様 

 

懇親会 

11月11日 18:00～20:00 グランドプリンスホテル広島 

参加者 来賓２４名 県外１１５名 県内１０２名 

ご来賓  広島市長 秋葉 忠利 様 

 経済産業省 中国経済産業局長 井辺 国夫 様 

       総務省 中国総合通信局情報通信部長 笠木 繁樹 様 

 広島県 商工労働局長 津山 直登 様 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月3日 18:15～19:45 東海大学校友会館 

参加者 来賓１８名 会員６３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 土橋 秀義 様 

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課長 秋本 芳徳 様 

 

 

３．会 議 

  総会 １回 

  理事会 ３回 

  事務局長連絡会議 ３回 

 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

6月17日 16:00～16:40 ザ・プリンスパークタワー東京 きんもくせい 

出席１６ 委任状４ （正会員数２０） 

・ 平成21年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成22年度事業計画及び収支予算 

 



(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

4月20日 14:00～16:45 京都コンピュータ学院 駅前校 会議室 

       理事出席 7名、京都情報産業協会 ４名 

・ 平成21年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成22年度事業計画及び収支予算 

・ 6月総会について 

・ 全国大会について 

・ 済州知識産業振興院とのＭＯＵおよび交流団派遣について 

・ ＩＴ系教育機関の認証評価について 

 

第2回理事会 

11月11日 13:00～13:45 グランドプリンス広島 真珠・珊瑚の間 

       理事出席 10名、会員・事務局 23名 

・ 広島大会について 

・ 新春交歓会開催について 

・ 次年度の全国大会開催について 

・ 経費執行状況報告 

 
第3回理事会 

2月3日 16:00～17:30 東海大学交友会館 相模の間 

 理事出席 7名、会員・事務局 18名 

・ 来年度の活動方針について 

・ 役員改選について 

・ 総会および全国大会について 

・ 部会活動報告 

 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

6月18日 10:00～12:30 ミーティングプラザ新橋 

       出席 16事務局（18名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 一般社団法人への移行について 

・ 全国大会について 

 



第2回事務局長連絡会議 

11月11日 10:00～12:00 グランドプリンス広島 

 出席 18事務局（19名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 会員交流・実態調査について 

・ 広島大会について 

 

第3回各県事務局長連絡会議 

2月4日 10:00～12:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席 13事務局（14名） 

 ご来賓：経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課 総括係長 川口 光風 様 

     経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 国際係長 青柳 あさ子 様 

・ 経済産業省よりTPP/EPAについて説明 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 会員・協会実態調査について 

 

 

４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業 

e-messe Kanazawa 2010 石川県情報システム工業会 

   5月20日～5月22日 石川県産業展示館 

・ 元気発信！時代の変化をチャンスに 

 

韓国 済州島視察 

   8月31日～9月2日 

    参加 5協会（16名） 

・ 済州知識産業振興院とのMOU締結 

・ 済州国際自由都市開発センター訪問 

・ 済州国立大学訪問 

 

ＩＴソリューションフェア in ママカリ‘10 システムエンジニアリング岡山 

   11月26日 岡山コンベンションセンター 

・ よう見て、聴いて、話し展！ 

 

東京サテライト交流会 出展8社 来場者81名 

2月3日 18:15～19:45 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)ブロック会議・活動 

    首都圏情報産業団体協議会 

      12月2日  

       出席 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

 

    九州・沖縄ブロック活動 

      2月21日～25日 

       訪問地 長崎、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、熊本、沖縄 

・ 各県協会の現状報告及び意見交換 

・ 未加入協会に対する勧誘活動 

 

 

(ⅲ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会 

    第1回 合同部会 

      4月22日 13:30～17:00 愛知県岩倉市役所 

       出席 協会事務局、会員企業 12名 

・ 地域ICTについて片岡市長との意見交換 

・ 市内ICT施設見学 

 

    第2回 合同部会 

      6月18日 13:00～15:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 13名 

・ 経産省、総務省の施策等について 

・ 部会活動方針について 

 

    第3回 合同部会 

      10月12日 14:00～17:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 11名 

・ 総務省 西泉室長ご講演・意見交換 

・ APPLIC委員会報告 

・ 農業ＩＴ利活用成果報告 

 

    第4回 合同部会 

      12月8日 15:00～17:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 13名 

・ 総務省 秋本課長ご講演・意見交換 

・ 仁川U-City状況報告 



    第5回 合同部会 

      2月17日 13:00～16:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 13名 

・ 総務省 秋本課長ご講演・意見交換 

・ 経産省 土橋室長ご講演・意見交換 

・ 地域ICT利活用事例紹介 

・ 総務省の地域関連施策等について 

・ 次年度の部会活動について 

 

     

５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

第1回 地域中小企業のIT化実現に向けた施策検討研究会 

      2月14日 14:00～16:00 経済産業省本館 第３特別会議室 

出席：日本ソフトウェア産業協会 高橋事務局長代理出席 

・ 調査検討の実施について 

・ クラウドの利活用に向けた中小ユーザ・ベンダの活性化促進について 

 

中小企業IT経営力大賞2011 記念式典 

      2月24日 15:00～18:00 東商ホール 

 

第1回 地域中小企業のIT化実現に向けた施策検討研究会 ベンダＷＧ 

      2月25日 10:00～12:00 独立行政法人 情報処理推進機構 会議室 

出席：社団法人秋田県情報産業協会 大宮事務局長補佐 

・ 調査検討の実施について 

・ クラウドの利活用に向けた中小ユーザ・ベンダの活性化促進について 

 

第2回 地域中小企業のIT化実現に向けた施策検討研究会 ベンダＷＧ 

      3月10日 18:15～20:15 みずほ情報総研株式会社 会議室 

出席：社団法人秋田県情報産業協会 大宮事務局長補佐 

・ 中小ユーザ企業にメリットをもたらすIT導入のあり方について 

 

第3回 地域中小企業のIT化実現に向けた施策検討研究会 ベンダＷＧ 

      3月31日 15:00～17:00 独立行政法人 情報処理推進機構 会議室 

出席：社団法人秋田県情報産業協会 大宮事務局長補佐 

・ 各位委員の施策案検討 

 



中小企業魅力発信レポート 

      情報発信ＰＲ事業への協力 

 

情報化月間 

      情報化の促進に関する普及啓発等への協力 

 

 

(ⅱ)総務省 

第1回 ＩＣＴ地域活性化懇談会 

      3月9日 14:00～16:00 総務省 第１特別会議室 

出席：地域情報化部会 堀場部会長（愛知県情報サービス産業協会） 

・ 地域におけるICT利活用推進体制のあり方 

・ 利用者・地域住民本位のICT利活用の推進方策 

・ 農林水産業の情報化推進 

 

 

(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22日 16:00～18:00 ＩＰＡ会議室 

 欠席：委任 

 

ＩＰＡフォーラム 

      10月28日 13:00～18:00 明治記念館 

 

第2回IT人材育成審議委員会 

3月15日 14:00～16:00 ＩＰＡ会議室 

 欠席：委任 

 

 



(ⅳ)財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）への協力 

総会 2回 

理事会 4回 

技術専門委員会 3回 

普及促進員会 1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 

全国地域情報化推進セミナー 2回 

地域情報化活動支援金選考 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各協

会に委員を委嘱。地域における情報システムをオープンに連携させるための基盤構築を推進する

とともに、地方公共団体で共通利用が可能な公共アプリケーションの整備等の促進を行います。 

 

第１回技術専門委員会(電子メール) 

6月日～6月10日  

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 

・ 地域情報プラットフォーム準拠確認及び相互接続確認仕様V2.4承認について 

 

第1回理事会 

6月15日 11:00～12:00 アイビーホール青学会館 

出席：武田代理出席 

・ 平成21年度事業報告・収支決算について 

・ 評議員の委嘱について 

 

第1回総会 

6月15日 14:30～15:00 アイビーホール青学会館 

出席：武田代理出席 

・ 平成21年度事業報告・収支決算について 

 

全国地域情報化推進セミナーin会津若松 

6月24日～6月25日 

       出席：辻名誉会長 

・ ICTベンチャーが照らす地域の明日 

 



第2回理事会(電子メール) 

7月22日～8月5日  

       出席：辻名誉会長 

・ 評議員の委嘱について 

 

地域情報化活動支援金選考(電子メール) 

9月6日  

       出席：地域情報化部会 堀場部会長（愛知県情報サービス産業協会） 

・ 埼玉、千葉、富山、長野、岡山を採択 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月5日 14:30～16:30 航空会館 

出席：千葉県情報サービス産業協会 伊藤氏 

・ 平成２２年度アプリケーション委員会活動状況について 

 

第2回技術専門委員会 

10月7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 

・ 上期活動状況報告および下期活動計画について 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様書改訂版について 

 

第3回理事会(電子メール) 

11月1日～11月8日  

       出席：辻名誉会長 

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様書の承認について 

 

第1回地域情報化人材ワーキンググループ 

11月5日 13:30～15:00 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 平成22年度普及展開状況報告 

・ 平成21年度成果物「地域情報化人材スキルマップ」見直し検討 

 

全国地域情報化推進セミナーin広島 

11月18日～11月19日 

       欠席：委任 

・ 市民が主役となるICT社会の実現に向けて 

 



第１回普及促進委員会(電子メール) 

 2月21日～3月4日 

出席：地域情報化部会 堀場部会長（愛知県情報サービス産業協会） 

・ 平成23年度普及促進委員会事業計画について 

・ 地域情報化人材スキルマップ（V2.0）発行について 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月7日 15:00～17:00 日本消防会館 

出席：千葉県情報サービス産業協会 伊藤氏 

・ アプリケーション委員会活動状況報告 

 

第3回技術専門委員会 

3月10日 10:00～12:00 アイビーホール 

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 平成22年度技術専門委員会および各ワーキンググループ下期活動報告 

・ 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23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23日 13:30～14:30 日本消防会館 

出席：武田代理出席 

・ 平成２３年度事業計画および収支予算について 

・ 会長・副会長の互選について 

・ 評議員の委嘱について 

・ 委員長・副委員長の選任について 

・ 成果物の承認について 

 

第2回総会(電子メール) 

 3月23日～3月31日 

出席：辻名誉会長 

・ 平成２３年度事業計画および収支予算について 

・ 第４回理事会議決事項の報告について 

 

 



(ⅴ) 独立行政法人雇用・能力開発機構 

高度職業能力開発促進センター運営協議会および専門委員会 

      2月22日 14:00～16:00 

       出席：千葉県情報サービス産業協会 藤井事務局長 

・ 在職者訓練の方向性について 

・ 22年度事業報告、23年度事業計画 

 

 

(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回運営企画会議 

5月12日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

欠席：委任 

・ 平成21年度収支決算及び平成22年度収支予算について 

・ 平成22年度委員会活動計画案について 

 

第1回理事会 

6月3日 10:00～12:00  メルパルク東京 

欠席：委任 

 

第2回理事会 

6月18日 13:30～15:30  東京プリンスホテル 

欠席：委任 

 

ITC Conferrence2010 

8月27～28日 東京プリンスホテル 

・ 市場創出と実践力ある人材育成 

 

第2回運営企画会議 

9月22日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

欠席：委任 

・ ITベンダ連携の状況と課題 

・ 平成22年度事業計画タスクについて 

 

第3回運営企画会議 

11月17日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

欠席：委任 

・ ITC組織化検討について 

 



第4回運営企画会議 

2月17日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

出席：武田代理出席 

・ 平成22年度活動報告 

・ 平成23年度事業計画 

 

 

（ⅶ）その他諸団体との協力事業 

    社団法人情報サービス産業協会（JISA） 

JISAコンベンション2010 

       10月4日 13:00～19:00 経団連会館 

     

    財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC） 

情報システム･ソフトウェア取引のトラブル防止セミナー 

 1月24日 14:00～17:00 TKP大阪梅田ビジネスセンター 

 1月31日 14:00～17:00 TKP博多駅南 

 2月4日  14:00～17:00 法研中部久屋大通 

 2月15日 14:00～17:00 TKP札幌ビジネスセンター 

 

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

ト社の事業に協力し、創業間もないANIA会員企業に開発ライセンスなど最大3年間提供。 

 

 

６．その他 

経済産業省との懇談会 

4月27日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 土橋室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ 農商工連携について 

・ 地域の特長、方向性を考慮した施策について 

 

  5月11日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 土橋室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ クラウド化について 

・ 助成金、補助金の仕組みについて 

 

  7月2日 経済産業省 情報処理振興課 高谷係長（札幌） 



中村会長、事務局 

・ 地方中小情報産業の現状報告 

 

  7月16日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 土橋室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ 農業連携助成金について 

・ 地域クラウドの成功事例について 

 

  9月17日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 土橋室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ 農業連携助成金経過報告 

・ 地域情報化について 

 

  1月13日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 土橋室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ 地域ITベンダーの方向性について 

・ クラウドによる地域中小企業環境整備について 

 

  3月9日 経済産業省 情報処理振興課 川口係長、恵藤係長（東京） 

事務局 

・ アメリカクラウド事業について 

 

総務省との懇談会 

9月17日 総務省 地方情報化推進室 西泉室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ 新室長就任ご挨拶 

・ 部会講師の依頼 

 

新規学校卒業者等の採用に関する要望への協力 

  卒業後3年以内の未就職卒業者の新卒枠での応募受付および早期採用選考の抑制 

 

情報提供活動としてM&Dレポートダイジェスト版送付 

  毎月1回、ＭＬにて送付 


