
 

平成２３年度 事業報告 

 

事業報告概要 

東日本大震災の影響が残っている中、日本経済の先行きもまだまだ予断を許す状況で

はありません。連合会としての会員数は現状を維持しておりますが、傘下の各協会の会

員数は景気悪化による事業所閉鎖、経費削減による退会があり、昨年度より若干の減少

となっています。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、下記の通

りの横断的な情報交流や各種事業を行いました。 

 

１． 経済産業省が主催する「クラウドコンピューティングの利活用に向けた中小ベン

ダ・ユーザの活性化促進に関する研究会」に委員を輩出し政策提言を行う。 

２． アメリカクラウド対抗事例視察を実施し、クラウドビジネスの現状と検討すべき

課題を調査報告。 

３． 行政および関係諸団体に委員を輩出し提言を行うとともに、入手した情報を会員

に告知した。 

４． 「情報サービス産業研究部会」と「地域情報化研究部会」では経済産業省・総務

省及び関連諸団体の方々と情報交換を行い、産学官連携モデルの研究を行った。 

５． 総会懇親会、全国大会、新春交歓会・東京サテライト交流会を開催し、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った。 

６． 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った。 

７． 会員情報・行政・関係諸団体からの情報を取りまとめた ANIA SPARK を定期配信。 

 

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 中村真規 



 

１．総務事項 

(ⅰ) 会員の状況 

     平成23年度会員の移動は次の通りです。 

 

 平成22年度末 

会員数 

平成23年度 平成23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 １ １    ２ 

計 ２５     ２６ 

 

     入会        企業会員 １ 株式会社ユイ・システム工房（愛媛県） 

     年会費免除会員   賛助会員 １ 有限会社ロンダ 

     年会費相互相殺   特別会員 １ 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 

 

 

２．大会事業 

総会懇親会 

6月16日 17:15～19:00 東海大学校友会館 

参加者 来賓１６名 会員３６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 西泉 彰雄 様 

 

第３３回ANIA京都大会 

式典・大会 

11月10日 13:00～17:30 ホテルグランビア京都 

参加者 来賓２４名 県外９６名 県内１２２名 一般･その他 ６１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 小林 信彦 様 

総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 西泉 彰雄 様 

京都府 副知事 太田 昇 様 

京都市 副市長 細見 吉郎 様 

 



 

全情連表彰 

優秀役職員表彰：社団法人京都府情報産業協会 特別会員 北村 昱 様 

優秀役職員表彰：社団法人京都府情報産業協会 特別会員 植田 弘毅 様 

感謝状：一般社団法人長野県情報産業協会 会長 黒坂 則恭 様 

京情協10周年記念表彰 

感謝状：社団法人京都府情報産業協会 顧問 北山 寛巳 様 

 

基調講演 

「時代を読む」 

ジャーナリスト 田原 総一朗 様 

   

講演 

「これが日本の歩む道」 

株式会社アシスト 代表取締役 ビル・トッテン 様 

 

パネルディスカッション 

 「京の暮らしをヒントに」 

   パネリスト   冨田屋 代表取締役 田中 峰子 様 

株式会社アシスト 代表取締役 ビル・トッテン 様 

   コーディネータ 社団法人京都府情報産業協会 会長 長谷川 亘 様 

 

懇親会 

11月10日 17:45～20:00 ホテルグランビア京都 

ご来賓  経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部次長 伊藤 哲郎 様 

総務省 近畿総合通信局 情報通信部長 太田 清生 様 

京都府 企画理事 山下 晃生 様 

 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月2日 18:15～19:45 東海大学校友会館 

参加者 来賓２５名 会員６０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 小林 信彦 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 ３回 

  理事会 ４回 

  事務局長連絡会議 ４回 

 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

6月16日 15:00～16:00 東海大学校友会館 阿蘇の間 

出席１５ 委任状５ （正会員数２０） 

・ 平成22年度事業報告及び収支決算報告 

・ 会費規定変更について 

・ 平成23年度事業計画及び収支予算 

・ 理事の選任について 

 

臨時総会 

11月10日 11:30～11:35 ホテルグランビア 栄華の間 

出席１７ 委任状２ （正会員数２０） 

・ 理事の選任について 

 

臨時総会 

2月2日 16:00～16:10 東海大学校友会館 相模の間 

出席１１ 委任状７ （正会員数２０） 

・ 理事の選任について 

 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

4月12日 13:00～15:00 ミーティングプラザ新橋 

       理事出席7名、監事１名、会員・事務局１３名 

・ 平成22年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成23年度事業計画及び収支予算 

・ 役員改選について 

・ 総会について 

・ 全国大会について 

・ 東日本大震災に伴う施策等について 

 

 

 



 

第2回理事会 

6月16日 16:00～16:10 東海大学校友会館 阿蘇の間 

       理事出席７名、監事1名、会員・事務局 ２６名 

・ 正副会長の互選について 

 
第3回理事会 

11月10日 11:35～12:20 ホテルグランビア京都 栄華の間 

 理事出席１０名、監事２名、会員・事務局２３名 

・ 副会長の互選について 

・ 新春交歓会について 

・ 来年度の全国大会について 

・ 部会担当理事の選任について 

 

第4回理事会 

2月2日 16:10～17:10 東海大学校友会館 相模の間 

 理事出席８名、監事１名、会員・事務局１２名 

・ 副会長の互選について 

・ 来期の活動方針について 

・ 来年度の全国大会について 

・ 総会について 

・ 部会規定について 

・ 済州国際自由都市開発センターとのMOUについて 

 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

4月13日 10:00～15:00 長水建設会館 

       出席 １２事務局（２１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 

 

第2回事務局長連絡会議 

6月17日 10:00～12:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席 １４事務局（１４名） 

・ 一般社団法人への移行について 

・ 京都大会について 

・ クラウド化の取組状況および視察について 

・ 各県より現状および協会活動等について 



 

第3回各県事務局長連絡会議 

11月10日 10:00～11:00 ホテルグランビア京都 栄華の間 

 出席 １７事務局（１７名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 京都大会事務連絡事項 

・ 新春交歓会について 

・ 来年の全国大会について 

 

第4回各県事務局長連絡会議 

2月3日 10:00～11:00 ミーティングプラザ新橋 

 出席 １３事務局（１３名） 

・ 公益・一般社団法人への移行について 

・ 情報処理実務者検定試験について 

・ 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 

e-messe Kanazawa 2011 石川県情報システム工業会 

   5月19日～5月21日 石川県産業展示館 

・ 夢の未来が今そこに！ ～ICTでつなぐ地方の力～ 

 

ＩＴソリューションフェア in ママカリ‘11 システムエンジニアリング岡山 

   11月21日～22日 岡山コンベンションセンター 

・ よう見て、聴いて、話し展！ ～新時代のイノベーションとICT～ 

 

東京サテライト交流会 出展8社 来場者８５名 

2月2日 18:15～20:00 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 

長野 株式会社電算 

   4月13日 

    参加 １０協会（１９名） 

・ データセンター見学 

 

 



 

アメリカ ニューヨーク ボストン 

   10月5日～10月12日 

    参加 ６協会（１３名） 

・ クラウド対抗事例視察 

・ IT企業、ユーザー企業、大学との意見交換 

 

 

(ⅲ)ブロック会議・活動 

    情報処理実務者検定試験事前検討会 

      3月13日  

       出席 ３協会（４名） 

・ 情報処理実務者検定試験検討委員会設置および実現可能性について 

 

 

(ⅳ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会 

    第1回 合同部会 

      5月12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 ２０名 

・ 総務省 秋本課長ご講演・意見交換 

・ ICTの利活用について 

・ 総務省、経産省の地域関連施策、23年度予算について 

・ APPLIC委員会活動報告 

 

    第2回 合同部会 

      10月19日 11:00～15:00 ミーティングプラザ新橋 

       出席 協会事務局、会員企業 １２名 

・ 経産省 小林室長ご講演・意見交換 

・ アメリカクラウド視察報告・反省会 

・ 総務省、経産省の地域関連施策、23年度予算について 

・ APPLIC委員会活動報告 

 

    第3回 合同部会 

      1月13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 １６名 

・ 総務省 秋本課長ご講演・意見交換 

・ 会員企業が取り組める地域ICT利活用について 

・ 地域にとって必要なICT機器、サービス、ソフトについて 

 



 

５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

第4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 

      4月8日 16:00～18:00 経済産業省 本館17階 特別会議室 

出席：社団法人秋田県情報産業協会 大宮事務局長補佐 

・ 施策案について 

 

第2 回 クラウドコンピューティングの利活用に向けた中小ユーザ・ベンダの活性化促進に関す

る研究会 

5 月11 日 10:00～12:00  経済産業省 本館17階 第一特別会議室 

出席：一般社団法人日本ソフトエア産業協会 高橋事務局長代理出席 

・ ベンダWG、ユーザWG での検討経緯について 

・ 中間取りまとめについて 

 

第5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 

      6月16日 1:00～15:00 ＩＰＡ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 

・ 施策案について 

 

第6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 

      6月20日 14:00～16:00  TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター 

出席：社団法人秋田県情報産業協会 大宮事務局長補佐 

・ 施策案について 

 

第3 回 クラウドコンピューティングの利活用に向けた中小ユーザ・ベンダの活性化促進に関す

る研究会 

6月28 日 11:00～13:00 虎ノ門SQURE 会議室 

出席：一般社団法人日本ソフトエア産業協会 高橋事務局長代理出席 

・ 調査研究のまとめについて 

 

情報化月間記念式典 

      10月3日 17:00～18:00 東商ホール 

 

下請中小企業震災復興特別商談会 

11月29日 13:00～17:30 東京都立産業貿易センター浜松町館 

 

中小企業無料弁護士相談会 

・ 全国144会場 



 

東日本大震災に伴う資金繰り状況調査 

・ 中小企業向けの資金繰り支援策 

・ 資金繰りの状況についてのアンケート調査 

 

原子力災害にかかる経済被害状況調査 

・ 避難区域等に存在する企業 

・ 避難区域外の企業であって、風評被害を受けた企業 

 

電力需給緊急対策情報の発信 

・ 電力需給対策への協力 

 

経済センサス活動調査への協力 

・ 全産業分野における事業所及び企業の経済活動実態を同一時点において把握 

・ 全数調査により地域別に各産業ごとに経済活動の実態を把握 

 

中小企業IT経営力大賞2012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 

今年度なし 

 

(ⅲ)独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

平成22年度第2回IT人材育成審議委員会（東日本大震災のため前年度開催分が移動） 

4月20日 16:00～18:00 ＩＰＡ会議室 

 出席：中村会長 

 

第1回IT人材育成審議委員会 

9月30日 14:00～16:00 ＩＰＡ会議室 

 欠席：委任 

 

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 

 出席：中村会長 

 

中小ITベンダー人財育成優秀賞への協力 

 



 

(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 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 

全国地域情報化推進セミナー 1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回地域情報化人材ワーキンググループ 

5月19日 10:30～12:00 APPLIC会議室 

       欠席：委任 

・ 平成22年度普及展開状況報告 

・ 平成23年度人材WGの活動について 

 

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22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 14:30～15:20 アイビーホール青学会館 

欠席：委任 

・ 平成22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) 

9月5日～9月14日  

       出席：辻名誉会長 

・ 評議員候補者の推薦について 

 



 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月5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２３年度アプリケーション委員会活動状況について 

 

第3回理事会 

10月7日 13:30～14:30  APPLIC会議室 

出席：辻名誉会長 

・ 一般財団法人への移行認可の申請について 

 

第１回技術専門委員会 

10月14日  

 出席：埼玉県情報サービス産業協会 高山氏 

・ 平成23年度上期 技術専門委員会活動概要報告 

・ 平成23年度各ワーキンググループ上期活動状況および下期活動計画報告 

・ 自治体業務標準仕様改定の中間報告 

・ 団体間連携標準仕様(仮)のインタフェース仕様の中間報告 

 

全国地域情報化推進セミナーin岐阜 

10月27日～10月28日 

       出席：辻名誉会長 

・ あしたへ夢をつなげるICT 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月7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２３年度アプリケーション委員会活動報告並びに平成２４年度活動計画 

・ 各ワーキングにおける最終報告 

 

第2回技術専門委員会 

3月9日 14:00～16:00 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23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24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21日 13:30～14:30  APPLIC会議室 

       出席：辻名誉会長 

・ 平成２４年度事業計画・収支予算について 

・ 成果物の承認について 

・ 会員総会規程の制定等について 

・ 会長・副会長・顧問の委嘱等について 

・ 技術専門委員会等の委員長・副委員長の選任について 

 

第2回総会(電子メール) 

3月21日～3月30日  

       出席：辻名誉会長 

・ 平成24年度事業計画及び収支予算について 

 

 

(ⅴ) 独立行政法人雇用・能力開発機構 

今年度なし 

 

 

(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13日 10:00～12:00  ITコーディネータ協会 会議室 

欠席：武田代理出席 

・ 平成２３年度マーケットにおけるITC人材価値（資格価値）向上について 

・ 平成２３年度ITC資格者の拡大について 

 

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17日 13:30～15:30  東京プリンスホテル 

欠席：委任 

 

ITC Conferrence2011 

8月26～27日 東京プリンスホテル 

・ 経営と共鳴するＩＴコーディネータ 



 

 

第2回運営企画会議 

11月29日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

出席：中村会長 

・ 平成２３年度事業計画推進状況について 

・ ITC育成認定制度の改革について 

・ ITコーディネータ協会次期システム開発について 

 

第3回運営企画会議 

2月15日 10:00～12:00  霞ヶ関商工会館 会議室 

欠席：委任 

・ 平成23年度活動報告および収支決算見込報告 

・ 平成24年度事業計画骨子および暫定予算編成方針 

 

第3回理事会 

3月21日 10:00～12:00  メルパルク東京 

出席：中村会長 

 

 

（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2011 

       10月5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） 

ソフトウェア紛争をどう予防し、どう解決するか？ 

 1月31日 13:00～17:00 アイビーホール 

 

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 

7月20日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 小林室長（東京） 

堀場部会長、山田部会長、事務局 

・ アメリカクラウド事業について 

・ 地方中小情報産業の現状報告 

 

  1月12日 経済産業省 地域情報化人材育成推進室 小林室長（東京） 

事務局 

・ 年始あいさつ 

 

総務省との懇談会 

7月21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 

・ 地方中小情報産業の現状報告 

 

1月12日 総務省 地方情報化推進室 西泉室長（東京） 

事務局 

・ 年始あいさつ 

 

 

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ANIA SPARKを毎週1回ＭＬにて送付 


