
 
 

 

平成２７年度 事業報告 

 

事業報告概要 

平成 27 年におけるわが国経済は、政府の経済政策、金融政策により円安・株高が維

持されたこと等を背景に企業収益や雇用環境に改善が見られるなど、景気は、緩やかな

がらも回復基調で推移しました。また、IoT、AI など既存の産業構造を根底から揺さぶ

る変革が生じつつあり、新たな経済波及効果や雇用創出が期待されています。 

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、下記のような横断的な情

報交流や各種事業を行いました。 

１． CSAJ、JASPA、JIET と IT 連絡会を設け、日本 IT 団体連盟の設立について検討を

行い、28 年度に設立する予定です。 

２． 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ました。 

３． 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いました。 

４． 会員が主催する展示会に他協会から会員が参加するなど、活発な交流が行われま

した。 

５． 各研究部会では経済産業省・総務省・農林水産省・厚生労働省・文部科学省及び

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いました。 

６． 行政および関係諸団体に委員を輩出し政策提言等を行うとともに、入手した情報

を会員に告知しました。 

７． 台湾にて台北市コンピュータ協会と日台 IT ビジネスアライアンス交流会を開催

しました。 

８． 会員･行政･関係諸団体からの情報を取りまとめた ANIA SPARK を毎週配信しました。 

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 長谷川 亘 



 
 

 

１．総務事項 

(ⅰ) 会員の状況 

     平成27年度会員の移動は次の通りです。 

 平成26年度末 

会員数 

平成26年度 平成27年度末 

会員数 入会 退会 再開 休会 

正会員 ２０ １  １  ２２ 

賛助会員 ０     ０ 

特別会員 ４ １    ５ 

企業会員 ２ ２ １   ３ 

計 ２６     ３０ 

     入会・再開  正会員  一般社団法人島根県情報産業協会 

愛媛県情報サービス産業協議会 

特別会員 特定非営利活動法人日本情報技術取引所 

企業会員 株式会社 コヤマ・システム 

株式会社 ソフテック 

     退会     企業会員 株式会社 ユイ・システム工房 

（愛媛県情報サービス産業協議会 入会のため） 

 

 

２．大会事業 

総会 

講演会（ＮＳＡ創立30周年と合同） 

6月17日 15:30～17:00 京王プラザホテル 

参加者 来賓５７名 会員４２６名（内ANIA４７名） 

「情報化社会の未来」 

   ジャーナリスト／東京工業大学教授 池上 彰 様 

 

懇親会（ＮＳＡ創立30周年と合同） 

6月17日 17:30～19:30 京王プラザホテル 

参加者 来賓８２名 会員４５２名（内ANIA４４名） 

ご来賓 経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課長 野口 聡 様 

厚生労働省 能力開発局 総務課長 吉永 和生 様 

文部科学省 高等教育局 専門教育課長 牛尾 則文 様 

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 藤江 一正 様 

 

 



 
 

 

第３７回ANIAいしかわ大会 

式典・大会 

9月10日 13:30～17:30  ANAクラウンプラザホテル金沢 

参加者 来賓 ３９名  会員 ２８４名  一般･その他 ３９名 

ご来賓 石川県知事 谷本 正憲 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 室長 小池 雅行 様 

総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 地方情報化推進室 室長 梅村 研 様 

 

表彰 

    ANIA優秀役職員表彰 

     一般社団法人 石川県情報システム工業会 会長 饗庭 達也 様 

一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会 専務理事 内藤 由夫 様 

一般社団法人 青森県情報サービス産業協会 林 光男 様 

一般社団法人 長崎県情報産業協会 岩永 俊之 様 

優秀経営表彰 

株式会社データホライゾン 代表取締役社長 内海 良夫 様 

永年勤続表彰 

一般社団法人 日本ソフトウエア産業協会 岸 美佐恵 様 

    ISA30周年記念表彰 

北国コンピュータ株式会社 代表取締役社長 宗田 春二 様 

株式会社シーピーユー 代表取締役社長 宮川 昌江 様 

能登印刷株式会社 会長 能登 隆市 様 

 

講演 

Twitter Japanのビジネス戦略について   

Twitter Japan株式会社 代表取締役 笹本 裕 様 

 

リレートーク  

どうする！情報システム産業における人材確保 

     モデレータ：株式会社クオリティ・オブ・ライフ代表 原 正紀 様 

     パネラー ：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 副学長 松澤 照男 様 

           国立大学法人金沢大学 学生部就職支援室 山本 均 様 

           一般社団法人石川県情報システム工業会 会長 饗庭 達也 様 

懇親会 

10月16日 18:30～20:00  ANAクラウンプラザホテル金沢 

 



 
 

 

新春交歓会（東京サテライト交流会） 

2月4日 18:00～19:30 東海大学校友会館 

参加者 来賓３８名 会員６５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 小池 雅行 様 

     総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 梅村 研 様 

     文部科学省 高等教育局 専門教育課長 北山 浩士 様 

     厚生労働省 職業能力開発局 企業内人材育成支援室長 藤浪 竜哉 様 

     独立行政法人情報処理推進機構 理事長 富田 達夫 様 

 

 

３．会 議 

(ⅰ)総会 

    通常総会 

6月17日 14:00～14:50 京王プラザホテル43F「コメット」 

出席１６ 委任状５ （正会員数２１） 

・ 平成26年度事業報告及び収支決算報告 

・ 平成27年度事業計画及び収支予算 

・ 理事、監事の選任について 

 

    臨時総会 

    9月10日 11:30～11:40 ガーデンホテル金沢 華の間 

出席１８ 委任状１ 欠席２（台風のため） （正会員数２１） 

・ 監事の退任と選任について 

 

 

(ⅱ)理事会 

第1回理事会 

5月29日 15:00～16:30 八重洲倶楽部 

       理事出席７名、監事１名、会員・事務局１４名 

・ 一般社団法人島根県情報産業協会の入会承認について 

・ 企業会員として株式会社ソフテック、株式会社コヤマ・システムの入会承認について 

・ 平成26年度事業報告及び収支決算報告（案）について 

・ 平成27年度事業計画及び収支予算（案）について 

・ ＩＴ連絡会（後の日本IT団体連盟）の発起団体として参加することについて 

・ 理事監事選考（案）について 

 



 
 

 

第2回理事会 

6月17日 14:50～15:00 京王プラザホテル43F「コメット」 

       理事出席８名、監事２名、会員・事務局 ２９名 

・ 正副会長の互選について 

・ APPLICの理事交代について 

 

第3回理事会 

9月10日 11:40～12:30 ガーデンホテル金沢 華の間 

       理事出席９名、監事２名、会員・事務局２７名 

・ 日本IT団体連盟の設立について 

・ ＵＩターンフェアの実施について 

・ 全国大会事務連絡および来年の全国大会について 

・ 新春交歓会について 

 

第4回理事会 

12月10日 13:00～15:00 八重洲倶楽部 

       理事出席６名、監事１名、会員・事務局１４名 

・ 愛媛県情報サービス産業協議会の入会承認について 

・ 特定非営利活動法人日本情報技術取引所との相互入会と会費相殺について 

・ 平成28年度総会について 

・ 平成29年度全国大会について 

 

第5回理事会 

2月4日 16:00～17:30 東海大学交友会館 霞の間 

 理事出席８名、監事１名、会員・事務局２３名 

・ 日本IT団体連盟について 

・ アジア中小企業協議会とのMOUについて 

・ ＵＩターンフェアの実施について 

・ 部会活動報告 

・ 経費・予算執行状況報告 

・ 新春交歓会事務連絡 

 

 



 
 

 

(ⅲ)事務局長連絡会議 

第1回事務局長連絡会議 

6月18日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 

 出席 １１事務局（１５名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ マイナンバー（個人情報）の取り組みについて 

・ ANIAの事業について 

 

第2回事務局長連絡会議 

9月10日 10:00～11:00 ガーデンホテル金沢 

 出席 １８事務局（２１名） 

・ 会員企業向け社員教育について 

・ ISO27001団体認証取得プログラムについて 

・ いしかわ大会について 

・ 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 

2月5日 10:00～12:00 八重洲倶楽部 

 出席 １５事務局（１７名） 

・ 各県より現状および協会活動等について 

・ 来期の事業について 

 

 

４．事業実施状況 

(ⅰ)会員交流事業、ブロック会議・活動 

e-messe Kanazawa 2015 石川県情報システム工業会 

5月14日～16日 石川県産業展示館 

・ 夢をカタチに ＩＣＴがつなぐ未来の世界 

 

設立30周年記念式典 日本ソフトウエア産業協会 

6月17日 京王プラザホテル  

参加：長谷川会長 武田 

 

あおもりICTソリューション2015 青森県情報サービス産業協会 

10月8日～9日 アウガＡＶ多機能ホール 

 参加：ANIA共同ブースとして秋田、徳島、愛媛の会員企業が出展 

・ ＩＣＴを活用した安心、快適なくらし、豊かな地域の実現をめざして 

 



 
 

 

ひろしまＩＴ総合展2015 広島県情報産業協会 

10月21日～23日 広島産業会館 

 参加：ANIA共同ブースとして秋田、埼玉、京都の会員企業が出展 

・ ＩＴ融合で変革する未来 

 

法人化20周年記念式典 福岡県情報サービス産業協会 

10月28日 西鉄グランドホテル 

参加：長谷川会長 武田  

 

日本ソフトウエア産業協会 賀詞交歓会 

1月14日 京王プラザホテル 

参加：武田 

 

神奈川県情報サービス産業協会 賀詞交歓会 

1月15日 横浜ベイシェラトン 

参加：武田 

 

愛媛県情報サービス産業協議会 新年交流会 

1月25日 大和屋本店 

参加：武田 

・ ANIAの活動紹介 

 

北海道情報システム産業協会 新春交歓会 

2月2日 ホテルオークラ札幌 

参加：武田 

 

東京サテライト交流会 出展8社 来場者103名 

2月4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。 

 

ＵＩターン採用フェア会議 

3月17日 16:20～17:50 北海道情報システム産業協会主催 

 参加：北海道、広島、徳島、山口 の各事務局および会員企業 

 

 



 
 

 

(ⅱ)視察事業 

台湾 台北市 

  6月4日～5日 

   参加 10協会（41名） 

・ 中華民国情報サービス産業協会 日台ビジネス交流会 

・ 台湾企業訪問 

・ Computex2015見学 

 

 

(ⅲ)他団体との交流 

韓国 済州島 済州大学技術持株株式会社 

  4月16日～18日 

       出席：長谷川会長、武田 

・ MOU締結 

・ 相互交流について 

 

沖縄県情報サービス産業協会 訪問 

      5月13日 13:30～14:30 饒平名副会長、上原副会長、饒波事務局長、仲井間氏 

       出席：武田 

・ 情報交換会および入会について 

 

情報サービス産業協会 賀詞交歓会 

1月12日 ＡＮＡホテル 

参加：長谷川会長 武田 

 

情報技術取引所 賀詞交歓会 

1月13日 京王プラザホテル 

参加：長谷川会長 武田 

 

コンピュータソフトウェア協会 賀詞交歓会 

1月20日 帝国ホテル 

参加：長谷川会長 武田 

 

全国ソフトウェア協同組合連合会 賀詞交歓会 

  1月28日 品川プリンスホテル 

参加：長谷川会長 武田 

 



 
 

 

ベトナムソフトウェア協会 

  2月25日 13:00～14:00 京都府情報産業協会 

   出席：長谷川会長、武田、京情協会員企業 

 

 

(ⅳ) 情報サービス産業部会／地域情報化部会／人材育成部会  

行政との懇談会 

4月23日 13:30～14:30 総務省地域通信振興課 今川課長 

出席：正副部会長、武田 7名 

・ 地域防災化について 

・ 意見交換 

 

4月23日 14:30～15:00 農林水産省大臣官房評価改善課 渡邉係長 

出席：正副部会長、武田 7名 

・ 農業のＩＴ化について 

・ 意見交換 

 

4月23日 15:15～16:00 文部科学省専門教育課 金井係長 

出席：正副部会長、武田 7名 

・ 高等教育機関における実践教育について 

・ 意見交換 

 

4月23日 16:00～17:00 経済産業省情報処理振興課 小池室長 松崎係長 

出席：正副部会長、武田 7名 

・ 情報セキュリティ人材の不足について 

・ 意見交換 

 

7月17日 9:00～11:00 厚生労働省 吉永総務課長 宮本能力評価課長 伊藤育成支援課長  

藤枝能力開発課長 稲原基盤整備室長 佐々木主任技能検定官 

出席：中村理事 武田 協会事務局・会員企業 ５名 

・ 人材育成について 

・ キャリア助成金について 

・ 意見交換 

 



 
 

 

第1回 合同部会 

      10月15日 14:00～17:00 八重洲倶楽部 

       出席 協会事務局、会員企業 １４名 

・ 総務省 山碕課長ご講演・意見交換会 

・ 厚労省 伊藤課長ご講演・意見交換会 

・ 今後の部会活動について 

 

    介護×ＩＴ アイデアソン in 千葉 

      12月12日 9:30～12:30 千葉大学工学部 

出席 協会事務局、会員企業、学生、介護関係者 ２７名 

・ 講演、セミナー 

・ 介護とＩＴについて 

 

農業ITカンファレンス（グリーンカラーフォーラムと共催） 

      2月6日 10:30～17:50 京都情報大学院大学駅前校、札幌・東京へ配信 

       出席 協会事務局、会員企業、学生、農業関係者 １１３名 

・ 「農業×異なるモノ」のシナジーから生まれるイノベーション 

・ 講演、セミナー、パネルディスカッション 

 

 

(ⅴ) 日本ＩＴ団体連盟 

第3回連絡会 

  5月11日 13:00～15:00 CSAJ会議室 

    出席：長谷川会長、武田、NSA、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 活動内容、発表方法、課題抽出 

 

第4回連絡会 

  6月1日 13:00～14:30 CSAJ会議室 

    出席：武田、NSA、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 設立主旨 

・ 会員条件 

 

事務局連絡会 

  7月28日 13:00～14:30 CSAJ会議室 

    出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET 

・ CEATECパネルディスカッションについて 

 



 
 

 

事務局連絡会 

  8月18日 10:00～12:00 CSAJ会議室 

    出席：武田（スカイプ参加）、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 日本IT団体連盟（仮称）の目的等について 

・ 全体会合実施等について 

 

第5回連絡会 

  9月29日 11:00～13:00 健保山王会館会議室 

出席：長谷川会長、武田、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 代表者会議 

・ CEATEC事前打ち合わせ 

・ 日本IT団体連盟（仮称）の目的等について 

 

CEATEC 

  10月9日 13:00～14:30 CEATEパネルディスカッション 幕張メッセ 

出席：長谷川会長、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 明日のIT政策とソフトウェア産業を考える 

 

事務局連絡会 

  10月30日 10:00～11:00 CSAJ会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 定款作成、部会テーマ 

 

第6回連絡会 

  12月11日 10:00～12:00 JIET会議室 

出席：長谷川会長、武田、NSA、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 他団体の状況 

・ 会長候補について 

・ 設立企画書 

 

事務局連絡会 

  1月15日 10:00～12:00 CSAJ会議室 

出席：武田、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 設立主旨説明会について 

 

第7回連絡会 

  2月1日 10:00～12:00 豆蔵会議室 

出席：長谷川会長、武田、CSAJ、JASPA、JIET 

・ 設立主旨説明会について 



 
 

 

設立主旨説明会 

  2月1日 13:00～15:00 三井ビル会議室 

出席：長谷川会長、武田、CSAJ、JASPA、JIET 

 

事務局連絡会 

  3月4日 13:30～14:30 CSAJ会議室 

出席：武田、CSAJ、JIET 

・ 他団体の参加状況について 

・ 設立総会について 

 

 

５．協力活動 

(ⅰ)経済産業省 

軽減税率制度（案）導入対策ITベンダー連絡会 

3月4日 15:00～17:00 経済産業省会議室 

出席：武田、JISA、CSAJ、JBMIA、JEITA、JCSSA、流開センターなど7団体 

・ 軽減税率制度の概要について 

・ 軽減税率導入における情報システムの影響について 

・ 今後の進め方について 

 

マイナンバー関連 

・ マイナンバー制度開始に向けた産業界の準備についての告知 

・ セミナー･講演会開催 

・ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

・ ＤＶＤの配布 

・ その他関連事項の案内 

 

下請適正取引等推進のためのガイドライン 

・ 個人情報保護及び情報セキュリティ対策に係る取組について 

 

情報化月間 

・ 関連行事への協力 

 

省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議 

・ 夏季の省エネルギー対策について 

・ 冬季の省エネルギー対策について 

 

攻めのＩＴ経営銘柄 

 



 
 

 

所得税法等の一部を改正する法律案 

・ 軽減税率に関する制度 

 

 

(ⅱ)総務省 

情報通信月間 

・ 関連行事への協力 

 

 

(ⅲ)その他省庁 

    内閣官房 

・ 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 

 

文部科学省 

・ インターンシップの推進に当たっての基本的な考え方について 

 

厚生労働省 

・ 平成 28 年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動

に係る取扱い等について 

・ 公正な募集・採用について 

・ 青少年の雇用の促進等に関する法律について 

・ 平成 29 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 

 

国税庁 

・ 社会保障・税番号制度の早わかり 

・ 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の

概要 

 

 

(ⅳ)独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） 

最新IT人材動向説明会 

4月24日 11：00～12：00 ＩＰＡ会議室 

 代理出席：武田 

 

第1回IT人材育成審議委員会 

9月28日 13:00～15:00 ＩＰＡ会議室 

 出席：長谷川会長、武田 



 
 

 

未踏会議・未踏ナイト2016 

3月10日 15:30～22:00 アクトスクエア 

欠席：委任 

 

第2回IT人材育成審議委員会 

3月28日 14:00～16:00 ＩＰＡ会議室 

 出席：長谷川会長、武田 

 

第11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 

 

iコンピテンシ・ディクショナリへの協力 

 

IT普及の計画について 

 

SECセミナーへの協力 

 

 

(ⅴ)財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）への協力 

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。また、委員会下部にある実働部隊としての WG があり、GIS-WG には秋田県、人

材WGには事務局が参加している。 

 

第1回GIS-WG 

  5月15日 15:30～17:00  APPLIC会議室 

   出席：秋田県情報産業協会 樫尾氏 

・ H27年度WG活動計画の審議について 

・ TF活動内容の説明とメンバ募集について 

 

第1回理事会 

5月28日 11:00～12:00  APPLIC会議室 

出席：辻名誉会長 

・ 平成26年度事業報告・収支決算について 

 

第1回総会 

6月16日 14:30～15:20 アイビーホール 

出席：辻名誉会長、武田 

・ 平成26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) 

6月16日～6月19日  

       出席：武田 

・ 理事長互選について 

 

理事交代挨拶 

7月23日 14:00～15:00 有冨理事長（APPLIC理事長室） 

出席：辻相談役、武田 

・ 辻相談役から武田に代わったことについて 

 

第3回理事会 

9月18日 14:00～15:00  APPLIC会議室 

       出席：武田 

・ 事務局長の任命について 

・ 職務執行状況について 

 

第1回アプリケーション委員会  

10月13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27年度アプリケーション委員会活動状況について 

 

第１回技術専門委員会 

10月14日 14:30～16:30 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 

・ 平成27年度上期技術専門委員会活動報告 

・ 平成27年度上期各ワーキンググループ活動報告 

 

挨拶 

1月14日 11:00～12:00 松村事務局長 石井部長（APPLIC事務局長室） 

出席：武田 

・ 日本IT団体連盟の説明と入会について 

 

第1回普及促進委員会(電子メール) 

2月26日～3月11日 

・ 平成28年度普及促進委員会事業計画について 

・ 平成27年度普及促進委員会活動状況報告について 

 



 
 

 

第2回アプリケーション委員会  

3月2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27年度アプリケーション委員会活動報告 

・ 平成28年度活動計画等について 

・ 各ワーキンググループにおける最終報告書 

 

第2回技術専門委員会 

3月16日 10:00～12:00 アルカディア市ヶ谷 

 欠席：委任 

・ 平成27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28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24日  

       出席：武田 

・ 平成28年度事業計画・予算について 

・ 職務執行状況について 

・ 成果物の承認について 

・ 会長・副会長・顧問の委嘱について 

・ 各委員会の委員長、副委員長の選任について 

 

第2回総会(電子メール) 

3月24日～3月30日  

       出席：長谷川会長 

・ 平成28年度事業計画について 

・ 平成28年度収支予算について 

 

 

(ⅵ) 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 

7月8日 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２６年度事業実績及び平成２７年度事業計画 

・ 離職者訓練に係る平成２６年度事業実績及び平成２７年度事業計画 



 
 

 

(ⅶ)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回理事会 

4月23日 10:00～12:00  メルパルク東京 

代理出席：武田 

・ 平成26年度の事業報告および収支決算 

・ 平成27年度の事業計画および収支予算 

 

第2回理事会 

6月3日 10:00～12:00  メルパルク東京 

欠席：委任 

・ 平成26年度の事業報告および収支決算 

・ 平成27年度の事業計画および収支予算 

・ 役員の選任 

 

通常総会 

6月19日 13:30～15:30  メルパルク東京 

代理出席：武田 

・ 平成26年度の事業報告および収支決算 

・ 平成27年度の事業計画および収支予算 

・ 役員の選任 

 

第3回理事会 

6月19日 15:40～16:00  メルパルク東京 

代理出席：武田 

・ 役員の選任 

・ 各委員会委員長、副委員長、委員の選任 

 

第4回理事会 

10月9日 15:00～17:00  文京グリーンコート Ｄ会議室 

欠席：委任 

・ 平成２７年度事業計画中間報告と今後の課題 

・ 各委員会からの報告 

 

ITC Conferrence2015 

10月30～31日 ベルサール新宿 

・ IoT新時代におけるITCのエボリューション ～クラウド・Industrie4.0の可能性～ 

 



 
 

 

第5回理事会 

12月18日 13:00～15:00  文京グリーンコート Ａ会議室 

欠席：委任 

・ 平成２７年度事業計画中間報告と今後の課題 

・ 平成２８年度事業計画素案の報告 

・ 各委員会からの報告 

 

挨拶 

1月14日 13:00～14:00 播磨会長、中塚事務局長（ITCA会長室） 

出席：武田 

・ 日本IT団体連盟の説明と入会について 

 

第6回理事会 

3月25日 13:00～15:00  文京グリーンコート Ａ会議室 

出席：長谷川会長 武田 

・ 平成２７年度事業報告及び収支決算見通し 

・ 平成２８年度事業計画について 

 

 

（ⅷ）その他諸団体との協力事業 

    独立行政法人中小企業基盤整備機構 

       事業引継ぎ全国セミナー2015 

 

    一般社団法人情報サービス産業協会 

       11月27日 東京コンベンションホール 

・ JISA Digital Masters Forum 2015 

 

    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2016 

 

特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会 

12月8日 目黒雅叙園 

・ スキルユーザーズカンファレンス2016 

 

 



 
 

 

６．その他 

経済産業省との懇談会 

7月16日 情報処理振興課 小池室長 松崎係長（東京）  

事務局 武田 

・ 全国大会への出席依頼、後援依頼 

 

総務省との懇談会 

7月16日 地方情報化推進室 岡野主任（東京） 

事務局 武田 

・ 全国大会への出席依頼、後援依頼 

 

1月15日 情報通信政策課 門田課長補佐 坂入企画官 立川事務官  

事務局 武田 戸島氏（クラウド活用・地域ＩＣＴ投資促進協議会） 

・ クラウド活用・地域ＩＣＴ投資促進協議会について 

 

IoT推進ラボへの参加 

 

京都スマートシティエキスポへの協力 

 

情報提供活動としてANIA SPARKを毎週1回ＭＬにて送付 


