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＜活動内容＞
経済産業大臣表彰の受賞
平成17年度情報化促進貢献表彰
平成17年10月3日 (月)

15時50分 〜 20時00分
全日空ホテル

個人の部
全国ソフトウェア協同組合連合会 会長
向 浩一 殿
全国ソフトウェア協同組合連合会の法人化に尽力し、中小ソフト
ウェア企業の問題解決・発展に貢献。システム開発における
「ジョイントベンチャー方式「コンソーシアム方式」等の提案は、
官公需受注方式改善方法の１つとして複数の自治体で採用さ
れるなど取引適正化にも貢献した。
企業の部
㈱大和コンピューター 代表者 代表取締役
中村 憲司 殿
品質向上の世界的モデルとなっているＣＭＭ及びＣＭＭＩを導
入。日本のソフトウェア開発企業として初めてＣＭＭＩレベル４ を
取得。社内に公式インストラクターを養成し、ＳＥＩ認定の講習を
実施するなど、ＣＭＭ、ＣＭＭＩ の普及を通じて情報化に貢献
した。

第27回ANIAあいち大会
前 夜 祭
平成17年6月8日

(水)

18時00分 〜 20時00分
名古屋観光ホテル ２階 曙東の間

通常総会
平成17年6月9日

(木)

10時00分 〜 12時00分
名古屋観光ホテル ３階 那古東の間

主催者挨拶
ANIAあいち大会会長
(社)愛知県情報サービス産業協会 会長

田中 富雄 殿

全国地域情報産業団体連合会 会長

辻

司会者 CBCアナウンサー

青木 まな

正

来賓ご挨拶
経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課長

小林 利典 殿

総務省 情報通信政策局 地方情報化推進室長

村手 聡 殿

報告事項
１．平成16年度事業報告及び収支決算報告
２．平成17年度事業計画及び収支予算について
３．各団体の活動状況報告
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「羽ばたく中部もの作りと環境」
13時30分 〜
名古屋観光ホテル ２階 曙の間
来賓ご挨拶
愛知県副知事

森 德夫 殿

経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課長

小林 利典 殿

総務省 情報通信政策局 地方情報化推進室長

村手 聡 殿

連合会会長表彰
優秀役職員表彰
(社)広島県情報産業協会

福田 照三 殿

(社)広島県情報産業協会

桑田 昭 殿

(社)京都府情報産業協会

白石 雪翁 殿

(社)島根県情報産業協会

井原 紀雄 殿

(社)徳島県情報産業協会

野口 禎彦 殿

14時00分 〜 15時30分
基調講演
「進化し続ける自動車のエレクトロニクス」
副題「環境問題とカーエレクトロニクス」
トヨタ自動車㈱ 常務役員

重松 崇 殿

15時45分 〜 17時00分
講演
「中部国際空港の現状と未来」
中部国際空港㈱ 常務取締役

廣地 義範 殿

17時10分 〜 17時30分
愛知万博紹介
愛知県 国際博推進局 総務課 主事

横井 敦 殿

フィリピンの産業紹介
フィリピン共和国 貿易産業省 長官

懇 親 会

Juan B. Santos 殿

18時00分 〜 20時00分
名古屋観光ホテル ３階 那古の間
主催者挨拶
ANIAあいち大会実行委員長
(社)愛知県情報サービス産業協会 副会長
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来賓ご挨拶
中部経済産業局 局長

小川 秀樹 殿

東海総合通信局 情報通信部 部長

狩俣 恭太郎 殿

名古屋市 市民経済局 理事

金城 直司 殿

アトラクション：名古屋雅楽会「管弦・舞楽」
乾杯
全国地域情報産業団体連合会
会長

辻

正

辻 正

懇談・食事
次回開催県紹介
閉会挨拶
(社)愛知県情報サービス産業協会 副会長

長坂 洵二 殿

ITマッチングフェアANIA・ソフト人脈ITフェスタ
同時開催：JIAビジネスフェア
平成17年11月21日 (月) 22日(火)

〜 17時00分

東京都立産業貿易センター ５階
出展企業数

約145社

協賛企業数

65社

２日間来場者数

約1,800人

秋期総会
11時00分 〜 12時00分

平成17年11月21日 (月)

東京都立産業貿易センター中３階 第３・４会議室
ご来賓
経済産業省 情報処理振興課 課長

鍛冶 克彦 殿

総務省 地方情報化推進室 室長

村手 聡 殿

報告事項
１．経済産業大臣表彰について
２．産業構造審議会について
３．全国地域情報化推進協議会について
４．経済産業省委託事業について
５．改革委員会報告について（鳥取県）
協議事項
１．北海道情報システム産業協会について
２．ぎふ大会開催について
３．ちば大会開催について
４．IT投資減税等の期間延長について
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成果発表会
平成17年11月21日 (月)

13時30分 〜 16時30分
東京都立産業貿易センター ５階

プレゼンテーション
「CMMIの効果と支援活動について」
大和コンピューター㈱取締役

鈴木 義人 殿

「電子タグの今後の利用」
㈱アクトシステムズ 会長

桑田 昭 殿

「雷検知システム[サンダーセーフティー]の導入事例」
JFEシステムズ㈱ 課長

稲葉 眞二 殿

「京滋地区自治体・大学市場への取り組み」
日本ビクター㈱ 担当課長

秋山 和政 殿

「長崎県地区でのIT企業経営」
オフィスオートメーション㈱ 代表取締役

石橋 洋志 殿

「地域情報化についての活動報告」
富士電機システムズ㈱ 事業部長

伊藤 元規 殿

「ソフトピアジャパン・プロジェクトと今後の方向」
ソフトピアジャパン 専務理事

後藤 三朗 殿

「韓国のICT産業の玄奘」
大韓民国政府情報通信部 課長

洪 承民 殿

「HINTからの提案」
HINTプロジェクト推進協議会 事務局長

竹村 太佑 殿

＜会 議＞
第１回ANIA東京支店長会議
平成17年5月12日 (木)

16時00分 〜 18時00分
商工会館 ７C会議室

プレゼンテーション
「中部アイティ産業健康保険組合」のご紹介
㈲人事・労務 社会保険労務士

南雲 高志 殿

「日本ＷＥＢデザイナーズ協会」のご紹介
㈱ソースワークス 代表取締役

佐田 清政 殿

「わずか２週間で申請書を作るＰマークコンサル会社」
アーツテクノロジー㈱ 取締役
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「IT技術者の派遣専門部隊で業界３位」ご紹介
リクルートスタッフィング㈱ 様
「一流企業のユーザー系情報システム部長出身者が集う
シニア軍団のビジネス展開」の発表
フォーラム・ワン 代表取締役

池尾 博文 殿

第2回東京支店長会議
平成18年3月3日

(金)

15時00分 〜 17時00分
商工会館 ６Ｇ会議室
「未開のオフショア市場ネパールのスキルとコストパフォーマンス」
㈱ＭＯＬＡ 取締役

加丸 当光（Kamal Adhikari)殿

「映像機器開発設計・ソフトウェア開発・サポートビジネスパートナー募集」
㈱スキル 代表取締役

石川 桂 殿

「SNSは単なるコミュニティ形成ツールにあらず
ビジネスチャンスを生み出すSNSとは」
ＳＮＳ−ＪＡＰＡＮ㈱ 代表取締役

ジェフリーＬ・ハンフリー 殿

「露出度・受注増も狙えるブログを用いたマーケティング戦略」
カレン ITソフトウェア販促支援センター 所長
藤崎 健一 殿
「Microsoftが出来なかったWord、Excel、PowerPointの一元データベース化
で変わるソフト開発」
インターネットテレフォン 社長

志垣 重政 殿

「こうやれば成功するベトナムオフショア開発虎の巻」
コーポレーションジャパン 副社長

三池 義教 殿

第１回地方情報化の推進に関する勉強会
平成17年5月12日 (木)

11時00分 〜 12時00分
商工会館 ７C会議室

本年度の地方情報化施策について
総務省情報通信政策局地方情報化推進室 課長補佐 岡村 伸吾 殿
橋爪 賢司 殿

第１回理事会
平成17年8月26日 (金)

11時00分 〜 13時00分
東海大学校友会館 相模の間

報告事項
１．経済産業省 産業構造審議会 委員任命について
２．総務省 地域情報化推進協議会 幹事任命について
３．海外IT研修生受け入れについて
４．平成17年度経済産業大臣表彰者推挙について
５．平成16年度経済産業省委託調査事業について
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協議事項
１．秋期総会・成果発表会について
２．平成18年度ANIA大会について

第２回理事会
11時00分 〜 14時00分

平成18年3月14日 (火)

東海大学校友会館 相模の間
協議事項
１．平成18年度事業方針について
２．会長選出について

IT経営応援隊（中小企業の経営改革をITの活用で応援する委員会）
第１回幹事会
平成17年7月20日 (水)

14時00分 〜
経済産業省 本館２階 ２西８共用会議室

開会挨拶
㈱メリーチョコレートカンパニー 代表取締役社長

原 邦生 会長

経済産業省 商務情報政策局長

豊田 正和 殿

中小企業庁次長

西村 雅夫 殿

１．平成17年度の活動報告
１．平成17年度の活動報告について
２．IT経営教科書作成委員会の活動報告について
３．IT経営百選選考委員会の活動報告について
２．平成17年度の新規事業について

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１回情報サービス・ソフトウェア小委員会
15時00分 〜 17時00分

平成17年8月31日 (水)

経済産業省 本館17階 第一・二共用会議室
我が国のソフトウェアビジネス・情報サービスビジネスの現状について、世界
及び我が国の市場動向の分析、企業動向の分析、技術動向の分析、イノ
ベーションの動向等の観点から整理を行った上で、情報サービス・ソフトウェ
ア提供企業及びソフトウェア高度利用企業の競争力強化のシナリオ及び必
要な産業構造の変革について検討を行う。
ご来賓
経済産業省 商務情報政策局長

豊田 正和 殿

経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課長

小林 利典 殿

情報サービス・ソフトウェアの競争力強化に向けて
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第２回情報サービス・ソフトウェア小委員会
平成17年11月4日 (金)

10時00分 〜 12時00分
経済産業省 本館17階 国際会議室

情報サービス・ソフトウェア市場の現状と展望（需要サイドの視点）

第３回情報サービス・ソフトウェア小委員会
平成17年12月20日 (火)

10時00分 〜 12時00分
経済産業省 本館17階 第一・二共用会議室

１．情報サービス・ソフトウェア産業を巡る取引問題
２．プレゼンテーション
「ITと生産性の相関−増加するインタンジブル・アセットの重要性−」
㈱CSKホールディングス 代表取締役

有賀 貞一 殿

「携帯電話端末ソフトウェアの現状と今後の課題について」
㈱NTTドコモ 取締役常務執行役員

歌野 孝法 殿

３．これまでの議論の整理

第５回情報サービス・ソフトウェア小委員会
平成18年3月1日

(水)

9時30分 〜 11時30分
経済産業省 本館17階西３ 国際会議室

情報システムの信頼性向上について
プレゼンテーション
プロジェクトリスク例と症状分析

鶴保委員

アーキテクチャ・アプローチによる情報システム信頼性の考え方
橋本委員
「情報システムの信頼性向上に関すつガイドライン策定」に向けた
NECとしての見解

川村委員

第６回情報サービス・ソフトウェア小委員会
平成18年3月29日 (水)

10時00分 〜 12時00分
経済産業省 本館17階西３ 国際会議室

情報システムの信頼性向上に関するガイドラインについて
グローバル展開・技術論・地域／中小企業
中間取りまとめ

全国地域情報化推進協議会（総務省）
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を利活
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。

設立総会
平成17年10月4日 (火)

16時00分 〜
7 / 19 ページ

H17事業報告書.xls

2007/6/21

明治記念館 蓬莱の間
１．設立について
２．役員の選出について
３．全国地域情報化推進協議会コンセプトプレゼンテーション及び地域
プラットフォームを活用したワンストップサービスのデモンストレーション

第１回幹事会
平成17年10月4日 (火)

16時30分 〜 17時00分
明治記念館 梅の間

１．全国地域情報化推進協議会の事務処理について
２．平成17年度活動計画と収支予算について
３．委員会設置要綱と委員会の設置について
記念講演
「自治体情報システムの改革に向けて」
東京大学名誉教授

齋藤 忠夫 殿

第２回幹事会
平成17年10月26日 (水) メール文書にて
１．委員長・副委員長の選出について
２．委員会設置要綱の改訂について
３．会計規定について

第３回幹事会
平成18年3月1日

(水) メール文書にて
全国地域情報化推進協議会と財団法人電気通信高度化協会との統合について

第４回幹事会
平成18年3月13日 (月) メール文書にて
１．幹事の交代について
２．平成18年度活動計画（案）と収支予算（案）について
３．全国地域情報化推進協議会と財団法人
電気通信高度化協会との統合合意について

第２回総会
平成18年3月16日 (木) メール文書にて

第４回幹事会の議決を承認

地域情報化総合推進セミナー2005
「自治体情報システムの抜本改革」
平成17年11月7日 (月)

10時30分 〜 16時30分
川口総合文化センター・リリア

第１回技術専門委員会
平成17年11月17日 (木)

15時00分 〜 16時30分
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弘彩会館 ４階 菊の間
地方公共団体の行政サービスを中核としたサービス連携による高付加価値
サービスの 提供を可能とする、Webサービス技術を活用した基盤である地
域情報プラットフォームの構築に必要な仕様策定を行う。
１．技術標準化WGについて
２．業務標準化WGについて
１．委員会中期目標、スケジュールの設定
２．平成17年度成果物目標

第3回技術標準化ワーキンググループ
平成18年2月16日 (木)

13時00分 〜 15時00分
弘彩会館 ４階 萩の間

１．地域情報プラットフォーム基本説明書（修正案）について
２．検討状況報告書について

第1回普及促進委員会
平成17年12月13日 (火)

13時00分 〜 15時00分
弘彩会館 ４階 蘭の間
地域情報化の普及促進策として、人材の育成、各地域の先進的な情報化の
取組みに関するナレッジの集約等に取り組むとともに、普及促進のためのセ
ミナー等の開催や各種地域情報化推進に関する活動に対する支援を行う。

１．普及促進委員会中期目標、スケジュールの設定
２．平成17年度活動計画、スケジュールの設定

第2回普及促進委員会
平成18年3月2日

(木)
普及促進方策会議

第3回普及促進委員会
平成18年3月10日 (金)
１．平成１７年度活動報告
２．平成18年度活動計画案

第1回アプリケーション委員会
平成17年12月16日 (金)
地方公共団体内外の地域における多数の情報システムをオープンに連携さ
せるための基盤となる「地域情報プラットフォーム」の構築を推進するととも
に、各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を
行う。
１．アプリケーション委員会平成17年度活動計画について
２．ワーキンググループの設置について
３．WG調整担当副委員長指名について
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第２回アプリケーション委員会
平成18年3月27日 (金)

18時00分 〜 20時00分
ルポール麹町 エメラルドの間

１．平成17年度委員会活動状況報告
２．平成18年度成果物目標、スケジュールの設定

地域情報化活動支援
平成18年2月3日

(金) (社)千葉県情報サービス産業協会
千葉市文化センター 3階 アーツホール
電子自治体推進セミナー
(2006年 新たなIT戦略が始まる)

平成18年3月10日 (金) (社)福井県情報システム工業会
福井県産業情報センタービル
1階「マルチホール」
地域情報化フォーラム in ふくい
平成18年3月14日 (火) (社)愛知県情報サービス産業協会
名古屋国際ホテル
ITCにより変化する地域社会

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
第２回運営委員会及び専門部会
平成17年11月28日 (月)

13時30分 〜 16時00分
高度職業能力開発促進センター ３階304教室

１．平成17年度前期事業実績及び平成18年度事業計画
２．平成18年度の取り組み内容（分科会）

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会
第一回運営委員会
平成17年5月18日 (水)

10時00分 〜 12時45分
芝パークホテル 別館２階 ローズルーム

１．委員会活動審議事項・平成17年度事業計画
１．業務開発・広報委員会
２．制度・育成委員会
２．事務局審議事項
１．平成16年度収支決算見込み及び事業報告
２．平成17年度収支予算概算及び事業計画
３．平成17年度の組織改訂
１．制度・研究開発部会
10 / 19 ページ
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２．研修・認定・試験部会
３．支援・開発部会

平成17年度通常総会
平成17年6月20日 (月)

13時30分 〜 15時30分
東京プリンスホテル ２階 サンフラワーホール

第１回理事会
平成17年6月3日

(金)

第２回理事会
平成17年6月20日 (月)

15時40分 〜 16時00分
東京プリンスホテル ２階 サンフラワーホール

第３回理事会
平成18年3月17日 (金)

10時00分 〜 12時00分
芝パークホテル 別館２階 ローズルームA・B

フィリピン大使館・商務部
ITミッション 視察
平成17年11月7日 (月) セブ投資促進センター
セブのIT企業訪問・概要説明
日系企業との情報交換会
平成17年11月8日 (火) マニラ

ジェトロによるIT事情説明会

平成17年11月9日 (水)

貿易産業省長官表敬訪問、投資委員会による説明会
フィリピンIT協会との打合せ・ビジネスマッチング
IT企業訪問
在比日本人商工会議所との情報交換貝
Globe社によるフィリピン通信環境説明

貿易産業省長官

Mr.Juan B.Santos

投資委員会理事

Mr.Armin R.Santos

アーミンR.サントス 殿

投資委員会局長

Ms.Celeste B.Ilagan

セレステB.イラガン 殿

特別通商代表

Mr.Roman G.Baltazar

フィルピン大使館・商務官

Mr.Eugenio C.Elevado,Jr

長官秘書

Mr.Emmanuel Ang

フィルピン大使館・商務部

山家 俊夫 殿

AOTS 財団法人 海外技術者研修協会
フィリピンIT企業との意見交換会
平成18年1月27日 (金)

10時00分 〜 13時00分
11 / 19 ページ
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東海大学校友会館 美保の間
フィリピン研修生19名

フィリピン大使館２名

ANIA会員企業16名

AOTS３名

「日本のＩＴ企業と取引するに当たってどのようなものを提供できるか」
フィリピン企業プレゼンテーション
日本企業プレゼンテーション
意見交換討議
昼食懇談会
ANIA会員企業の視察（フィリピン企業のみ）
東京京装コンピュータ㈱

代表取締役 五味 久夫 殿

〒171-0033 東京都豊島区高田3-8-5 セントラル早稲田３階
TEL：03-5949-2711
㈱ベーシック

担当 田口 殿
代表取締役 奥田 克彦 殿

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-430 三京ビル
TEL：03-3204-2241

担当 高井 殿

平成17年度海外IT技術者 受入研修事業説明会
平成17年4月27日 (水)

14時00分 〜 15時30分
経済産業省 ２階西３会議室

平成17年度海外IT技術者受入研修 受入企業説明会
平成17年5月25日 (水)

14時30分 〜 16時30分
中央大学駿河台記念講堂５階560号室

経済産業省 商務情報政策局情報処理振興課 企画係長

皮籠石 直征 殿

(社)情報サービス産業協会 国際部

薦田 和之 殿

(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会 業務課長

西村 高志 殿

特定非営利活動法人 ミャンマー総合研究所 専務理事

碓井 良明 殿

主任研究員 セイン・ゾウ・タン殿

全国ソフトウェア協同組合連合会
運営委員会
平成17年4月14日 (木)

15時30分 〜 17時00分
ニューフジヤホテル

通常総会
平成17年5月26日 (木)

14時45分 〜
五反田ゆうぽーと
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日本WEBデザイナーズ協会発足
平成17年7月1日

(金)
WEBデザイナーの市場価値の向上を図ることにより、WEBデザイン産業の育
成、振興、発展を目的として設立。
会長 日野 水穂 殿

㈱イクリプス 代表取締役社長

〒106-0041 東京都港区麻布台1-4-3
エグゼクティブタワー麻布台9F
TEL : 03-6825-1700
副会長兼事務局長 佐田 清政 殿

㈱ソースワークス 代表取締役社長

〒150-0011 東京都渋谷区東2-26-12 渋谷HANAビル201
TEL : 03-5549-2577

第７回理事会
平成18年2月4日

(火)

15時00分 〜 18時00分
優成コンサルティング 会議室

「ものつくり大学」への講師派遣についての報告
PR&アワード委員会報告
JWDAウェブデザインアワードの進捗報告

＜委員会事業＞
第１回事業推進・技術委員会
平成17年5月12日 (木)

13時00分 〜 16時00分
商工会館 ７C会議室

プレゼンテーション

事業推進委員長

中村 真規 殿

技術委員長

細野 昭雄 殿

ERP研究推進フォーラム

栗原 征機 殿

事業推進委員会
報告事項
１．総務省「地域における情報化の推進に関する検討会」報告
２．中部IT産業健康保険組合の設立について
３．各地域での地方情報化の取り組みについての発表
協議事項
１．今年度の活動方針について
２．ITとメディアのビジネスチャンスについて
３．IT健保の方向性について
技術委員会
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報告事項
１．経済産業省支援事業
地域IT企業の情報サービス取引に関する調査報告
２．経済産業省支援事業
地域ITプロフェッショナル人材育成基盤構築支援事業契約
（調達）管理に必要な実践的プロジェクト管理手法報告
３．経済産業省支援事業
平成17年度産業構造支援研修事業
４．各県の技術・教育活動について
５．総務省の人材育成・研究開発助成制度について
協議事項
１．今年度の活動方針について
２．各省の人材育成施策と研究開発施策について

第２回事業推進・技術委員会
平成17年6月8日

(火)

13時30分 〜 16時30分
名古屋商工会議所 第３会議室

事業推進委員会
報告事項
１．各省庁の担当者について
２．各地域での地方情報化の取り組みについての発表
協議事項
１．委員会体制の改革について
２．構成労働省人材確保事業による東京でのITフェア開催につ
いて
３．中部IT産業健康保険組合の設立について
技術委員会
報告事項
１．経済産業省支援事業
２．平成17年度海外IT技術者受け入れ研修事業
研修生受け入れ申込状況報告
協議事項
１．今年度の活動方針について
２．成果発表会（秋期大会）について

第３回事業推進・技術委員会
平成17年7月28日 (木)

13時00分 〜 17時00分
大阪市ニューオーサカホテル

１．経済産業省産業構造審議会ソフトウェア小委員会委員委嘱について
２．経済産業省
平成17年度産業構造支援研修事業
受け入れ研修事業高度IT実践研修コース報告
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３．経済産業省事業支援
地域IT企業の情報サービス取引に関する調査
事業推進委員会
１．各地域での地方情報化の取り組みについて（例・RFIDなど新規事業）
技術委員会
１．各県の技術・教育活動について
特に労働省人材確保事業の活用について
共通協議事項
１．秋期総会（成果発表会）について
（徳島県案・ソフト人脈案・事務局案）
２．平成18年度ANIA大会の方向性について
３．多様化する事業ニーズについて
４．その中での最優先事業課題について

第４回事業推進・技術委員会
平成18年2月24日 (金)

14:00 〜 17時00分
名古屋商工会議所

事業推進委員会
１．ITブリッジについて
２．地方情報化の推進について
全国地域情報化推進協議会設立について
〃

普及促進委員会活動について
（補助地域の事業について）

３．ITビジネスフェアについて
４．成果発表会について
５．東京支店長会議について
６．産業構造審議会の進捗について
技術委員会
１．成果発表会について
２．経済産業大臣表彰について
３．総務大臣表彰について
４．人材育成施策について
５．海外人材支援施策について

総務委員会 委員長 副会長（福岡県）
連合会会長表彰者の選出
平成17年4月13日 (水) 文書理事会（表彰推薦）
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優秀役職員表彰
(社)広島県情報産業協会

福田 照三 殿

(社)広島県情報産業協会

桑田 昭 殿

(社)京都府情報産業協会

白石 雪翁 殿

(社)島根県情報産業協会

井原 紀雄 殿

(社)徳島県情報産業協会

野口 禎彦 殿

経済産業大臣表彰者の推挙
平成17年6月17日 (金) 第４回文書理事会
個人の部
全国ソフトウェア協同組合連合会 会長 向 浩一 殿
企業の部
㈱大和コンピューター 代表者 代表取締役 中村 憲司 殿

組織強化委員会 委員長 副会長（広島県）
会員増強運動による獲得会員
第３回文書理事会

特別会員
中部アイティ協同組合

第１回文書理事会

賛助会員
Rhonda Ltd.（有限会社 ロンダ）

第２回文書理事会

賛助会員
㈱ラオ

第５回文書理事会

賛助会員
㈱システム・クリエイト・センター

第６回文書理事会

賛助会員
㈱ブードン

第７回文書理事会

賛助会員
㈱アイ・エス・ビー

第８回文書理事会

賛助会員
アビテル・データ㈱

ANIAメールマガジンの発行
（別添報道発表資料参照）

電子メールニュース

政府情報などの伝達・告知

e-ビジネス

e-マーケットプレイスの形成

リモートエデュケーション

教育・研修

R&D
研究開発
配信先会員、非会員また政府関係者や政治家を含め約3000通
の配信を行う。
政府や他団体から多数の配信依頼が有り。

メディアによる報道・告知事業

ソフト人脈等の協力による。
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（別添報道発表資料参照）
平成17年4月5日

中部アイティ健康保険組合 発足

平成17年4月6日

中部アイティ健康保険組合 発足

平成17年4月25日

中部アイティ健康保険組合 紹介

平成17年5月5日

ANIA支店長会議・ソフト人脈合同 ビジネスマッチング交流会 開催案内

平成17年5月15日

第27回ANIAあいち大会 開催

平成17年5月31日

中部アイティ健康保険組合 紹介

平成17年6月15日

第27回ANIAあいち大会 報告

平成17年6月25日

日本WEBデザイナーズ協会 発足

平成17年7月5日

ANIA支店長会議・ソフト人脈合同 ビジネスマッチング交流会 開催案内

平成17年7月25日

日本WEBデザイナーズ協会 発足パーティー

平成17年8月5日

ソフト人脈ITフェスタ,ITマッチングフェアANIA,JIAビジネスフェア 出展募集

平成17年8月15日

ANIA支店長会議・ソフト人脈合同セミナー 開催案内

平成17年9月5日

ANIA支店長会議・ソフト人脈合同セミナー 開催案内

平成17年9月5日

ソフト人脈ITフェスタ,ITマッチングフェアANIA,JIAビジネスフェア 出展募集

平成17年9月15日

中部アイティ健康保険組合 紹介

平成17年9月25日

ANIA支店長会議・ソフト人脈合同セミナー 報告

平成17年10月5日

経済産業大臣表彰

平成17年10月5日

JISA会長,ANIA会長 対談

平成17年10月5日

ソフト人脈ITフェスタ,ITマッチングフェアANIA,JIAビジネスフェア 出展募集

平成17年10月25日

ソフト人脈ITフェスタ,ITマッチングフェアANIA,JIAビジネスフェア 出展募集

平成17年11月5日

ソフト人脈ITフェスタ,ITマッチングフェアANIA,JIAビジネスフェア 紹介
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JIAビジネスフェア 開催レポート
平成18年1月15日

協会・団体リーダー2006年の抱負

平成18年1月15日

ぎふ大会開催決定

平成18年2月5日

ソフト人脈主催、ANIA共催 ビジネスマッチング交流会開催案内

平成18年2月15日

ソフト人脈主催、ANIA共催 ビジネスマッチング交流会開催案内

平成18年3月5日

ソフト人脈主催、ANIA共催 ビジネスマッチング交流会開催レポート

＜交流事業＞
社団法人徳島県情報産業協会
平成１７年度通常総会
14時30分 〜 15時20分

平成17年4月26日 (火)

阿波観光ホテル ３階 ロイヤルパレス
ご来賓

徳島県知事 飯泉 嘉門 殿

プレゼンテーション
「中部アイティ産業健康保険組合」への加入について

社団法人石川県情報システム工業会
創立20周年記念式典
平成17年5月26日 (木)

14時15分 〜 19時00分
ホテル日航金沢 ４階「鶴の間」

社団法人福岡県情報サービス産業協会
法人化10周年記念式典
平成17年10月26日 (水)

15時20分 〜 19時00分
ソラリア西鉄ホテル ８階 彩雲「雪」の間

全国ソフトウェア協同組合連合会
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向 浩一氏を祝う会
平成17年10月18日 (火)

19時00分 〜
新高輪プリンスホテル

＜後援・協賛・推薦名義等承認＞
IT CITY MESSE in GIFU
岐阜県
平成17年4月25日

後援

情報化月間2005
財団法人 日本情報処理開発協会
平成17年8月10日

協力

ITC Conference 2005
特別非営利活動法人 ITコーディネータ協会
平成17年8月30日

後援

＜祝電・訃報＞
岐阜県中小企業団体中央会創立50周年
岐阜県中小企業団体中央会
平成17年10月24日

祝電

向 浩一氏を祝う会
全国ソフトウェア協同組合連合会
平成17年10月18日

祝電・生花

佐藤 徳充 儀
㈱サンテックス情報システム専務取締役
平成17年12月13日

弔電

矢野 正彰 儀
シゲル情報サービス㈱代表取締役社長
平成18年1月20日

弔電・生花

寺師 正夫 儀
（株）沖電気カスタマアドテック ＩＴサービスビジネス本部 ビジネス企画部 企画課課長
平成18年3月22日

弔電
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SPARK

SPARK
2006.3.9 No.356
1.平成18年度における通信･放送新規事業助成金に係る助成対象事業
の第1回公募開始について
2.平成18年度民間基盤技術研究促進制度に係る研究開発課題の公募について
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
3.韓国と長崎IT企業とのIT技術交流(2002˜2005)放映のお知らせ
(社)長崎県情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会)
2005.2.7 No.355
1.平成18年度における｢通信･放送新規事業助成金｣
(｢情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ助成金｣)の助成対象事業の公募について
2.通信･放送新規事業､電気通信基盤充実のための施設整備事業及び
高度ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送施設整備事業に対する債務保証について
3.多地点を高画質ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵで接続するTV会議ｼｽﾃﾑを開発
- 国内3箇所､海外7箇所､計10地点を結ぶ国際TV会議で技術実証に成功 (独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.1.26 No.354
1.公募情報
2.入札･調達
(経済産業省)
2005.1.23 No.353
1.平成18年度｢研究開発等支援制度｣公募説明会のご案内
2.赤坂ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｼﾞｮﾝﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ研究成果発表会のご案内
(独立行政法人情報通信研究機構)
3.｢お別れ会｣のお知らせ
(ｼｹﾞﾙ情報ｻｰﾋﾞｽ㈱)
2006.01.13 No.352
1.平成18年度予算に係る中小企業･ﾍﾞﾝﾁｬｰ挑戦支援事業のうち
実用化研究開発事業(補助金)の公募について
(中小企業庁)
2.｢情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ｣ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
3.｢平成18年度身体障害者向け通信･放送役務提供･開発推進助成金｣の公募
(独立行政法人情報通信研究機構)
4.訃報(ｼｹﾞﾙ情報ｻｰﾋﾞｽ㈱)
2005.12.16 No.351
1.公募情報(経済産業省)
2.ﾌｨﾘﾋﾟﾝIT企業研修生との意見交換会について(ANIA)
2005.12.09 No.350
1.公募情報(経済産業省)
2.｢まちの起業家等資金調達ﾏｯﾁﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ事業｣平成16年度報告書､
資金調達ﾏﾆｭｱﾙおよび事例集の作成について
(中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
3.話題の新刊本!
˜日本初!従業員満足ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ!やる気向上15の手法と16の秘策˜
『会社が得するESｺｰﾁﾝｸﾞ&ESｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
感動倍増組織のつくりかた』(㈲人事･労務)
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2005.12.02 No.349
1.公募情報(経済産業省)
2005.11.15 No.348
1.公募情報(経済産業省)
2.ICT総合見本市 第5回ｹｰﾀｲ国際ﾌｫｰﾗﾑ出展者募集中!!
(ｹｰﾀｲ国際ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会事務局)
2005.11.08 No.347
1.入札･調達情報(経済産業省)
2.平成17年度第2回｢中小企業･ﾍﾞﾝﾁｬｰ挑戦支援事業のうち事業化支援事業｣募集
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会､中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
3.東京都商工会議所連合会主催｢中小企業融資･助成金特別相談会｣の開催
(東京都商工会議所連合会)
4.辻会長､全国地域情報化推進協議会の幹事に就任(ANIA)
2005.10.31 No.346
1.公募情報(経済産業省)
2.助成情報(総務省)
3.情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
(独立行政法人 情報処理推進機構)
2005.10.11 No.345
1.公募情報(経済産業省)
2.NICT情報ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ研究開発等支援事業成果発表会の開催
˜高齢者･障害者向け通信･放送ｻｰﾋﾞｽ充実研究開発助成˜
˜身体障害者向け通信･放送役務提供･開発推進助成˜
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.10.06 No.344
1.公募情報(経済産業省)
2.総務省の助成情報
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.10.04 No.343
【1】本庄情報通信研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
【2】岩手IT研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
【3】北陸IT研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
【4】北九州IT研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
【5】沖縄情報通信研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募について
【6】横須賀GIS研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2.ITﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱANIA開催
2005.09.27 No.342
1.公募情報(経済産業省)
2.平成17年度経済産業大臣表彰
3.平成17年度における通信･放送新規事業助成金(情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ
助成金)の助成対象事業の追加公募について
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.09.26 No.341
1.公募情報(経済産業省)
2.CSC公開ｾﾐﾅｰ
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｢˜かんばんｹﾞｰﾑで後工程引取り体験!˜JIT生産管理の理解ｾﾐﾅｰ｣
(ｺﾝｻﾙｿｰｼﾝｸﾞ㈱)
3.ITTVC第2回ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ(ID)講習会
(IT人材育成事業者協議会)
2005.09.16 No.340
1.公募情報
2.入札公告(経済産業省)
2005.09.12 No.339
1.公募情報
2.入札公告(経済産業省)
2005.09.12 No.338
1.公募情報(経済産業省)
2.台風14号による災害に係る被災中小企業者対策
3.｢ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出等ﾓﾃﾞﾙ推進事業｣の募集
4.■大分■｢第3回大分県ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ｣の募集
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会､中小企業庁.中小企業基盤整備機構)
2005.09.02 No.337
1.公募情報(経済産業省)
2.中小機構九州支部が第2土曜日に経営相談窓口を開設
3.中小･ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業を対象としたEﾒｰﾙ相談実施中!
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会 中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
4.助成情報
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
5.ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ助成金のご案内【NOBUNAGA21】
6.平成17年度研究開発助成金公募のご案内【財団法人UFJﾍﾞﾝﾁｬｰ育成基金】
7.新連携対策補助事業【中部経済産業局 中小企業課】
(財団法人ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ)
2005.08.30 No.336
1.公募情報(経済産業省)
2.中国ｵﾌｼｮｱ開発ｾﾐﾅｰ
(日本和光ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱)
3.｢ITC Conference 2005｣(10.21･22) 受付中!
(ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ協会)
2005.08.25 No.335
1.公募情報(経済産業省)
2.平成17年度｢中小商業ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ連携支援事業(補助金)｣の公募
3.｢ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ中国｣ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの募集
4.■岡山■｢経営相談ｺｰﾅｰ｣の設置
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会 中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
2005.08.23 No.334
1.公募情報(経済産業省)
2005.08.11 No.333
1.公募情報(経済産業省)
2.平成17年度 高度通信･放送研究開発に係る委託先の公募について
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
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2005.08.10 No.332
1.公募情報(経済産業省)
2005.08.04 No.331
1.公募情報(経済産業省)
2.｢ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｪｱJAPAN2006｣の出展者募集開始!
3. 平成17年度中小商業活性化創業等支援事業の公募(2次募集)
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会 中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
2005.08.02 No.330
1.公募情報(経済産業省)
2.助成情報
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
3.｢ｼﾞｪﾄﾛﾍﾞﾄﾅﾑITﾐｯｼｮﾝ｣ｻｰﾋﾞｽのご案内
(日本貿易振興機構)
2005.08.01 No.329
1.公募情報(経済産業省)
2.HPにおける各種団体の中小企業支援事業掲載
(ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ)
2005.07.21 No.328
1.平成17年度｢PRTR海外法制度動向等調査｣の委託先公募について
2.平成17年度｢化学物質排出量等管理ﾏﾆｭｱﾙ｣の委託先公募について
3.平成17年度｢伝統的工芸品産業調査｣に係る委託先の公募について
4.｢平成17年度地域地球温暖化防止支援事業費補助金｣の公募について
5.｢平成17年度 ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽｿﾌﾄｳｪｱのﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ環境実証
事業｣の提案公募について
6.平成17年度｢地域における映像ｺﾝﾃﾝﾂ･国際共同製作ﾓﾃﾞﾙ
事業(電源開発促進対策特別会計)｣に係る委託先の公募について
7.平成17年度『海外におけるPPP(Public-PrivatePartnership
官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ)推進に関する調査事業(仮称)』に係る
委託先の公募について
8.平成17年度中国統計の整備協力のあり方に関する調査委託先の公募
について
9.平成17年度｢私的整理及び法的整理における事業価値毀損等の実態
調査｣に係る委託先の公募について
(経済産業省)
2005.07.15 No.327
1.平成17年度ｱｼﾞｱ産業基盤強化等事業(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ製品の国際
競争力分析調査)に係る委託先の公募について
2.平成17年度ｱｼﾞｱ産業基盤強化等事業(ｱｾｱﾝ各国における電子
ﾀｸﾞの活用可能性調査)に係る委託先の公募について
3.『平成17年度地域新生ｺﾝｿｰｼｱﾑ研究開発事業成果実績等に
関する調査』に係る委託先の公募について
4.平成17年度動産･債権等の活用による資金調達手段の拡充に関する
調査研究委託事業について
5.『平成17年度産業技術動向調査地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ施策の有効性
検証に関する調査』に係る委託先の公募について
6.｢平成17年度下期電力需要詳細分析調査(電力需要動向分析)委託
事業｣に係る委託事業者の公募について
7.平成17年度｢社会人基礎力に関する調査｣に係る委託先の公募に ついて
8.平成17年度｢医療経営人材育成事業運営に係る委託先の公募｣について
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(経済産業省)
9.戦略的中心市街地商業等活性化支援事業の補助金交付先の決定
10.中小企業信用保険法施行令の一部が改正されました
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会 中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
2005.07.14 No.326
1.平成17年度｢地域映像ｺﾝﾃﾝﾂ配信実証事業(産業ｱｰｶｲﾌﾞ
整備支援事業)｣を実施する企業･団体等の公募について
2.平成17年度ｱｼﾞｱ産業基盤強化等事業(貿易円滑化にかかる各国
調査研究)に係る委託先の公募について
3.平成17年度『東京国際映画祭国際取引市場創設事業』に係る委託先
の公募について
4.平成17年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募
について(第2次募集)
5.平成17年度｢水力及び地熱発電の立地促進広報事業｣に関する企画
提案募集について
6.平成17年度｢未開発地点開発促進対策調査及びﾊｲﾄﾞﾛﾊﾞﾚｰ計画
開発促進調査｣に関する企画提案募集について
(経済産業省)
7.日本WEBﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞ協会〈JWDA〉発足
2005.07.05 No.325
1.｢ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙの安全性に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ制作 一式｣企画競争
に関する公告
2.平成17年度産学連携製造中核人材育成情報提供事業に係る委託先の
公募について
3.平成17年度地域創発型新ｴﾈﾙｷﾞｰ人材育成支援事業費補助金の
公募について
4.平成17年度中心市街地活性化ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催に係る委託先の公募について
5.平成17年度教育情報化促進基盤整備事業｢Open School
Platformｵｰﾌﾟﾝ ｽｸｰﾙ ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 公募について
(経済産業省)
2005.06.21 No.324
1.平成17年度情報家電活用基盤整備事業(日本と世界を繋ぐ映像
ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ育成のための実証事業)に係る委託先企業･団体等
の公募について
(経済産業省)
2.ｾﾚｸﾄ地域通信
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会､中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
2005.06.09 No.323
1.ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀの登録､特定ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ企業
等の認定について
2.平成17年度｢中小企業事業継続計画(BCP)普及事業｣の公募について
(経済産業省)
3.第4回『ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ｶｯﾌﾟCHIBA』ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ募集!
4.｢かながわｺﾝｿｰｼｱﾑ事業2005｣発足会のご案内
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会､中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
2005.06.06 No.322
1.平成17年度新世代情報ｾｷｭﾘﾃｨ研究開発事業(情報ｾｷｭﾘﾃｨ
研究開発に係る包括的調査研究)の公募について
(経済産業省)
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2.平成17年度｢ﾏﾃﾘｱﾙﾌﾛｰｺｽﾄ会計(MFCA)導入共同研究ﾓﾃﾞﾙ
事業(中小企業向け)｣の公募について
(中小企業基盤整備機構)
3.｢中国ｵﾌｼｮｱ開発ｶﾞｲﾄﾞ｣
(日本和光ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱)
2005.06.03 No.321
1.本庄情報通信研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
2.岩手IT研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
3.北陸IT研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
4.北九州IT研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
5.沖縄情報通信研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募について
6.横須賀GIS研究開発支援ｾﾝﾀｰの利用公募開始について
7.平成17年度 通信･放送融合技術開発促進助成金に係る助成対象事業
の公募について
8.平成17年度 高度通信･放送研究開発に係る委託先の公募について
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.05.30 No.320
1.平成17年度 情報ｾｷｭﾘﾃｨｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの確立促進事業の公募について
2.平成17年度情報基盤対策技術開発等推進費補助金交付先の公募について
(経済産業省)
3.｢中小企業総合展｣出展者の募集
4.｢MINATOｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ｣利用者の募集
(e-中小企業庁&ﾈｯﾄﾜｰｸ推進協議会､中小企業庁/中小企業基盤整備機構)
5.助成情報
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.05.13 No.319
1.平成17年度｢ｱｼﾞｱ地域におけるｺﾝﾃﾝﾂ海外展開事業化調査｣を
行う企業･団体等の提案公募について
2.平成17年度｢ｺﾝﾃﾝﾂ人材育成総合ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣に係る委託先企業
･団体等の公募について
3.電子複写機(毎分40枚機)の賃貸借､保守及び消耗品の供給1台
他12件に係る入札公告
(経済産業省)
4.ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ(事業化)助成金平成17年度第1回募集
(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
2005.05.10 No.318
1.｢情報ｻｰﾋﾞｽの財務･会計上の課題検討事業｣の提案公募について
(経済産業省)
2.平成17年度民間基盤技術研究促進制度(地域中小企業･ﾍﾞﾝﾁｬｰ
重点支援型)に係る研究開発課題の公募について
3.平成17年度における通信･放送新規事業助成金に係る助成対象事業
の第2回公募開始について
˜情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰに対する官民協調資金供給制度˜
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.05.06 No.317
1.平成17年度｢ｱｼﾞｱ地域におけるｺﾝﾃﾝﾂ産業国際交流事業｣
を行う企業･団体等の提案公募について
2.平成17年度｢地域内連携によるｺﾝﾃﾝﾂ製作環境整備ﾓﾃﾞﾙ事業
(電源開発促進対策特別会計)｣に係る委託先の公募について

SPARK

3.｢情報ｻｰﾋﾞｽ･ｿﾌﾄｳｪｱ産業の競争力強化に関する調査事業｣
の提案公募について
(経済産業省)
2005.05.02 No.316
1.平成17年度基準認証研究開発事業に係る委託先の公募について
2.｢IT人材実態調査｣の提案公募について
3.平成17年企業活動基本調査に関する審査･督促等支援業務一式に係る入札公告
4.平成17年度｢ITｸﾗﾌﾄﾏﾝｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の公募について
5.平成17年度｢草の根eﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ整備事業｣に係る委託先の公募について
6.IT経営応援隊(中小企業の経営改革をITの活用で応援する委員会)
IT経営教科書β版の公表について
(経済産業省)
2005.04.22 No.315
1.平成17年度情報通信人材研修事業助成金の公募開始
(総務省)
2.平成17年度 民間基盤技術研究促進制度に係る研究開発課題の公募
3.平成17年度 高齢者･障害者向け通信･放送ｻｰﾋﾞｽ充実研究開発助成金
4.平成17年度 先進技術型研究開発助成金
5.平成17年度 国際共同研究助成金
6.その他の助成情報
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.04.21 No.314
1.平成17年度ｸﾘｴｲﾀｰ人材育成支援事業における公募について
2.平成17年度ｸﾘｴｲﾀｰ人材育成支援事業の｢ｸﾘｴｲﾀｰ
人材育成研修ﾌﾟﾗﾝ｣における公募について
3.｢EAﾎﾟｰﾀﾙの整備に関する委託事業｣の提案公募について
4.｢CIO育成･活用のためのIT投資の現状･課題分析調査事業｣の提案公募について
5.｢ｹﾞﾉﾑ情報統合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の委託先公募について
6.｢ｱｼﾞｱｵｰﾌﾟﾝｿｰｽｿﾌﾄｳｪｱ基盤整備事業｣の提案公募について
(経済産業省)
2005.04.15 No.313
1.経済産業省診療所受付及び関連業務に係る入札公告
(経済産業省)
2.第4回『女性起業家大賞』
(日本商工会議所)
3.平成17年度｢高齢者･障害者向け通信･放送ｻｰﾋﾞｽ充実研究開発
助成金｣助成対象事業の公募開始
4.平成17年度｢先進技術型研究開発助成金｣助成対象事業の公募開始
5.平成17年度｢国際共同研究助成金｣助成対象事業の公募開始
(独立行政法人情報通信研究機構 情報通信ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ)
2005.04.12 No.312
1.IT経営応援隊(中小企業の経営改革をITの活用で応援する委員会)
･｢IT経営百選｣の選出について
2.平成17年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募について
3.平成17年度｢開発途上国民活事業環境整備支援事業｣におけるF/S案件公募について
(経済産業省)
4.平成17年度中小商業ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ連携支援事業(補助金)の公募
5.平成17年度｢物流効率化推進事業(補助金)｣の公募
(中小企業庁)
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MESSAGE
2006.3.13
JUAS最新教育研修のご案内
(社)日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会
2006.2.17
平成18年3月度｢ANIA東京支店長会議｣の開催について
2006.2.13
JUAS最新教育研修のご案内
(社) 日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会
2006.2.2
市町村経費調査ｾﾐﾅｰ
｢業務ｼｽﾃﾑに要する経費等の調査｣の分析から
共同ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞを考える
富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
2006.1.30
JUAS最新教育研修のご案内
(社)日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会
2006.1.23
CSC公開ｾﾐﾅｰ
ｺﾝｻﾙｿｰｼﾝｸﾞ㈱
2006.1.16
2006年度(上期)ｿﾌﾄｳｪｱ開発事業公募説明会のご案内
独立行政法人情報処理推進機構
2006.1.13
ｱﾒﾘｶCRM視察ｺｰｽのご案内
NPO法人JASIPA
2006.1.12
平成18年度春期情報処理技術者試験のご案内
独立行政法人情報処理推進機構
2005.12.16
JUAS最新教育研修のご案内
(社)日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会
2005.12.5
JUAS最新教育研修のご案内
(社)日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会
2005.11.24
1.｢˜5Sｹﾞｰﾑでﾊﾞﾗﾂｷ改善の体験!˜製造現場の5S改善ｾﾐﾅｰ｣
2.｢˜体験!ｺｰﾁﾝｸﾞ˜部下に自ら考えさせ行動させるｾﾐﾅｰ｣
3.｢˜ｽﾄｱ管理ｹﾞｰﾑで平準化改善の体験!˜
営業･開発･事務のｽﾄｱ管理ｾﾐﾅｰ｣
ｺﾝｻﾙｿｰｼﾝｸﾞ㈱
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2005.11.4
JPSA
第3回ｿﾌﾄｳｪｱ開発支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ公募説明会のご案内
˜ｿﾌﾄｳｪｱ製品開発を無償で技術支援します!˜
2005.10.24
平成17年度ANIA成果発表会の開催について
ITﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱANIA交流会の開催について
2005.10.17
CSC公開ｾﾐﾅｰ11月
1.｢˜ISMS(BS7799-2)がISO化決定!˜ISO27001(FDIS)解説ｾﾐﾅｰ｣
2.｢˜5Sｹﾞｰﾑでﾊﾞﾗﾂｷ改善の体験!˜事務の5S･ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ改善ｾﾐﾅｰ｣
ｺﾝｻﾙｿｰｼﾝｸﾞ㈱
2005.10.7
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得ｺﾝｻﾙ会社と
情報漏えい保険の上手な選び方
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘﾝｸ
2005.9.22
ISEI公認CMMI入門ｺｰｽ開催のお知らせ
㈱大和ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
2005.9.2
｢ANIA東京支店長会議｣開催
2005.8.18
IPAｿﾌﾄｳｪｱ開発事業公募説明会(全国9箇所)
独立行政法人情報処理推進機構
2005.8.16
CSC公開ｾﾐﾅｰ｢˜絵にかいた戦略で終わらせないために˜目で見るBSC管理ｾﾐﾅｰ｣
ｺﾝｻﾙｿｰｼﾝｸﾞ㈱
2005.7.1
平成17年度秋期情報処理技術者試験のご案内
独立行政法人情報処理推進機構
2005.6.27
個人情報保護に関する取り組みとｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ要求事項の解説ｾﾐﾅｰ
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｾｰﾙｽ実践ｾﾐﾅｰ
ISMS認証基準Ver2.0の解説と審査制度説明ｾﾐﾅｰ
先進工場見学会
ﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
2005.6.21
情報漏えい対策ｾﾐﾅｰ『個人情報漏えい対策ﾉｳﾊｳ公開ｾﾐﾅｰ』
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾕｰｽ㈱
2005.6.14
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向実践者の集い
㈱永和ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
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2005.6.13
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢地域通貨で街づくり｣
総務省自治行政局自治政策課
2005.6.7
ｼｽﾃﾑ構築･販売会社様必聴!｢RFID導入事例ｾﾐﾅｰ｣受付開始!
㈱ｼｽﾃﾑｽﾞﾅｶｼﾏ
2005.6.6
1｢˜今日からできる個人情報保護法対策˜企業価値を守る個人情報保護ｾﾐﾅｰ｣
2｢˜ｹﾞｰﾑをするだけで会社が変わる!˜組織風土改善ｾﾐﾅｰ｣
3｢˜営業が変わる!時代にﾏｯﾁした営業戦略とは˜売れる仕組みづくりと営業の組織改革ｾﾐﾅｰ｣
4｢˜今日からできる個人情報保護対策˜個人情報を守るﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得事例紹介ｾﾐﾅｰ｣
ｺﾝｻﾙｿｰｼﾝｸﾞ㈱
2005.5.16
ひむかの国から夢来たす(ﾕﾋﾞｷﾀｽ)社会へ!
˜自治体のｼｽﾃﾑ改革とu-Japanの実現に向けて˜
地域情報化全国ｾﾐﾅｰ2005･宮崎実行委員会
2005.5.16
｢ｿﾌﾄｳｴｱﾊｳｽのための販売物流業務研修｣
ｿﾌﾄ人脈･㈱ﾌｫｰﾗﾑﾜﾝ
2005.5.10
個人情報保護の概要とﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得事例紹介ｾﾐﾅｰ
利益の現泉(現場の利益の泉)が見える｢目で見るﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ｣ｾﾐﾅｰ
情報ｾｷｭﾘﾃｨﾚﾍﾞﾙ診断ｾﾐﾅｰ
ｹﾞｰﾑで体感･･･5Sで儲かる現場づくりｾﾐﾅｰ
ｱｼﾞｬｲﾙ手法による営業管理ｾﾐﾅｰ
MRPとJITの違いとﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ生産管理ｾﾐﾅｰ
ﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
2005.5.9
『IPAX2005˜世界最先端IT国家を目指して˜』開催
独立行政法人情報処理推進機構
2005.5.9
ﾋﾞｸﾀｰﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｪｱ'05のご案内
日本ﾋﾞｸﾀｰ㈱
2005.4.28
平成17年度第1回｢ANIA東京支店長会議｣の開催について
2005.4.22
情報処理技術者試験に関する『講演及びﾊﾟﾈﾙ討論』のお知らせ
独立行政法人情報処理推進機構
2005.4.12
｢ｱｼﾞｱIT最新 本音"動向｣ｰ今注目すべきは､中国､韓国､ｲﾝﾄﾞのIT産業動向ｰ
(社)日本情報ｼｽﾃﾑ･ﾕｰｻﾞｰ協会

ビジネス情報
2005.9.8 No.41
１．自治体ダウンサイジング研究会設立について
JFEシステムズ㈱
２．辻会長、経済産業省産業構造審議会情報経済分科会
情報サービス・ソフトウェア小委員会委員に任命

