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第 36 回全情連大会（ANIA 岡山大会・SEO 創立 30 周年記念式典）１
今年の全国大会は「晴れの国」と言われる岡山市で、システムエンジニアリング岡山（SEO）の創立 30 周年記念と併せて行い
ました。大会中は雲一つない晴天にも恵まれ、「地域から考えるＩＣＴの可能性」をコンセプトに開催いたしました。
10 月 15 日(水)
:00～
（１） 14:00
～21:00 日韓ビジネスセミナー＆
日韓ビジネスセミナー＆懇親会
セミナー＆懇親会
韓国の済州 IT 企業協会、済州テクノパークの方々を全国大会にお招き
し、交流を促進するためセミナーと懇親会を全国大会前日に行いました。
韓国側からは済州 ICT の現状や観光などの産業と ICT の融合などについ
て紹介し、日本側からも現状や国際交流授業を実現する ICT 技術などにつ
いて紹介しました。その後、居酒屋で膝を交えての懇親会を行いました。
日韓ビジネスセミナー

10 月 16 日(木)
（１） 10:00～
10:00～11:00 事務局長連絡
事務局長連絡会議
連絡会議
会場ホテルの一室で事務局長連絡会議を行いました。近況報告と事前
提出した状況報告書について質疑応答を行い、各協会の取組みなどを話
し合いました。昨今の人手不足等もあり、研修事業やインターンシップが社
員の定着率向上と採用コストの削減につながることが報告されました。
（２） 11:30～12:30 理事会

理事会

会員企業の自主的な勉強会である部会活動において、人材育成の重要
性が増していることから「人材育成教育研究部会」を新たに設立したいとの
意見があり承認されました。また、各会員団体が創立 30 周年を迎える時期
が来ており、来年度の総会は NSA 創立 30 周年と共催で行う方向で調整す
ることになりました。さらに、中村理事(前会長)が経済産業大臣賞を受賞さ
れたことが報告されました。全国大会についての事務連絡を行い、来年の
新春交歓会や全国大会の開催地が報告され、各自近況を報告しました。
（３） 13:30～
13:30～14:3
14:30 岡山大会
岡山大会

セキュリティコンクール

IPA 情報セキュリティコンクールの ANIA 会長賞、SEO 会長賞の作品を入
口に展示する会場で、SEO 前坂会長の開会挨拶、ANIA 長谷川会長の主
催者挨拶に続き、ご来賓の岡山県副知事 足羽憲治様、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 小池雅行様、総務省 情報流
通行政局 地域情報通信振興支援官 片桐広逸様からご祝辞を頂きまし
た。ANIA 大会表彰および SEO30 周年記念表彰を行い、優秀役職員表彰が
2 名、感謝状が 2 名に贈呈され、ご来賓、ANIA 役員と記念写真を撮り式典
は終了いたしました。
大会記念写真

（４） 14:4
講演「情報
情報社会で【
14:40～15:4
15:40 講演「
情報社会で【文化
社会で【文化】
文化】を考える」
考える」
公益財団法人
財団法人大原
大原美術館
公益
財団法人
大原
美術館 理事長 大原謙一郎
大原謙一郎 様
大原美術館と倉敷の紹介をされ、美しい景観と地域に伝わる物語や心
意気を受け継ぐ重要性について話されました。文化は人々に豊かさを与
え、人生のプラスになるが、文化と文化の間は誤解が生じることが多く、そ
のため美術館は「多文化理解の装置」であると言われました。大原美術館
にあるギリシャ人画家、エル・グレコの「受胎告知」は、イスラムとカトリック
の両文化が共存したところに生きていた異邦人であり、ひとつの作品として
ストーリーがある。そして、「理科系の人にこそ、美術や音楽に親しんでほし

講演

い」と呼びかけられました。
http:// www.ania.jp/

Copyright 2014 All Nippon information industry Association Federation All right reserved

一般社団法人全国地域情報産業団体連合会 ANIA Press 2014.10.20

第 36 回全情連大会（ANIA 岡山大会・SEO 創立 30 周年記念式典）２
（５） 15:5
15:50～16:5
16:50 講演 「施設園芸を中心とした農業生産における
施設園芸を中心とした農業生産における ICT 利用の現状と今後への期待」
利用の現状と今後への期待」
岡山大学
大学大学院
岡山
大学
大学院 環境生命科学研究科
環境生命科学研究科 准教授 安場 健一郎 様
中食と言われる食料産業は 80 兆円にもなるが、農業生産高は 9 兆円し
かない。また、農業に関心をもつ企業は増えているが、労働力は 65 歳を超
えており、耕作放棄地が埼玉県と同じ広さもある。IT を利用して日本の農業
をどうするかを考える必要があると言われました。
農地栽培と比較して施設園芸は IT でできることが多く、収穫調整や台風
などの災害にも対応できることで注目を集めているが、日本の施設園芸に
は IT が上手く使われていない現状を話されました。今はコンピュータが安く
なり、DIY で数千円で入手できるので、いろいろな環境制御装置が作りやす
くなっている。また、クラウドの活用なども進んできているが、諸外国に比べ

講演

てまだまだアイデアに欠けているので、IT 産業とともに考えたいと締め括ら
れました。
（６） 16:3
16:30～17:1
17:10 県内 IT 企業経営者によるパネルディスカッション
企業経営者によるパネルディスカッション
両備ホールディングス
ホールディングス((株) 代表取締役社長
両備
ホールディングス
代表取締役社長 松田 久 様
システムズナカシマ
代表取締役社長
(株)システムズ
ナカシマ 代表
取締役社長 中島 義雄 様
理事・
岡山大学 理事
・副学長 谷口 秀夫 様
松田様からは、両備ホールディングスは岡山大学と提携して、観光誘致
や災害対策、エネルギー対策、IT を活用した地域医療などの研究を進めて

パネルディスカッション

いる事例を紹介されました。中島様からは、電気工事業や管工事業の遅れ
た IT 化の推進に取り組んでいる現状を紹介。具体的には、ホームページや
メールマガジン発行に加え、IT 体験会などを開き IT に親しんでもらう取り組
みについて話されました。また、大学に対する期待や要望が多く出され、地
域における大学の重要性が改めて認識されました。地域での産学官連携
の重要性が話され、産官学のうち「学」を中心にすると人が集まり議論が活
発化する事例が紹介されました。
前坂 SEO 会長挨拶

（７） 18:30～
30～20:00 懇親会
ピアノとバイオリンの生演奏が流れる中、懇親会が賑やかに始まりまし
た。SEO 前坂会長の挨拶に続き、ご来賓の岡山市長 大森雅夫様からご
祝辞、ご来賓と主催者による鏡開きの後は第 2 代 ANIA 会長（ANIA 相談
役、SEO 名誉会長）の中島博様の乾杯で和やかに懇親会が行われまし
た。美味しい食事を頂きながらあっという間に時間が過ぎていきました。
来年の開催地は金沢で行うことが決定しており、大会旗を岡山の前坂会
長から石川の小清水副会長に手渡されました。

懇親会

10 月 11 日(金)
（１） エクスカーション
晴れの国岡山と言うだけあり、真夏を思わせる秋晴れの素晴らしい天気
の中、ゴルフ、観光に分かれ、楽しいひと時を過ごし帰路につきました。
最後になりましたが開催にあたり、システムエンジニアリング岡山の方々
に大変お世話になりました。素晴らしい大会が開催できましたことに感謝
し、お礼申し上げます。来年は金沢でお会いできることを楽しみにしており
ます。
(ANIA 事務局 武田雅哉)
http:// www.ania.jp/

システムエンジニアリング岡山
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