
地域の高度情報化を目指して ～IT融合化を推進する～
更新：2023年5月15日http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/06info3416.pdf[会員企業新聞広告：2021.8.14]▶

一般社団法人 長崎県情報産業協会のご紹介
[ Nagasaki I T Solution Industry Association ]

http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/06info3416.pdf


一般社団法人 長崎県情報産業協会

会長 濵本 浩邦

【住所等】
◆代表者名： 会長 濵本 浩邦 （不動技研工業株式会社 代表取締役会長）
◆所在地 ： 〒850-0032 長崎市興善町4番6号701
◆電話番号： 095-824-0332 , FAX番号：095-824-0813 
◆ホームページ：URL：http://www.nagisa.or.jp 
◆会員数 ： 89社（ 正会員：83社、 特別賛助会員：6社 ） [2023.4.1]

【経 歴】
任意団体 『長崎県ソフトウェア産業協議会』設立（1988-9-1）
社団法人 『長崎県ソフトウェア産業協会』 設立（1993-5-28）
社団法人 『長崎県情報サービス産業協会』 改名（1996-3-31）
社団法人 『長崎県情報産業協会』 改名（2006-9-19）
一般社団法人 『長崎県情報産業協会』 一般社団法人へ移行（2012-4-1）
現在に至っています。

【会 員】
会員の社員数：約8,900名
○正会員：長崎県内に活動拠点を置く情報関連事業及び情報サービス業を営む個人、法人。
○特別賛助会員：事業を賛助する法人、個人

長崎県情報産業協会
は、長崎県内の情報産
業に携わる企業による
非営利一般社団法人
です。

関係者の方々のご指
導・ご支援に厚く感謝す
ると共に、日頃のご協力
に深く敬意を表します



役員（理事・監事・顧問） 組織・委員会

事務局長：堤 好一郎
事務全般に関する事項

委員長：松尾 隆宏(理事)、副委員長：山口 潤次郎(理事)、山口 弘毅(理事)

事務局との連携による協会運営に関わる事業、広報活動

事業及び各種調査の企画、行政への要望、業界の振興に関する事業

人材育成、各種研修事業及び技術に関する企画・実施

会長：濵本 浩邦（代表理事)
副会長：須藤 英明(理事)、北口 功幸(理事)

委員長：石橋 圭介(理事)、副委員長：山口 知宏(理事)

委員長：岩永 龍一理事)、副委員長：徳永 真也(理事)、川渕 和之(理事)

委員長：峰松 浩樹（理事)、副委員長：村井 浩一(理事)

委員長：坂本 信良（理事)、副委員長：渡邊 哲之(理事)

委員長：柿田 茂博（理事)、副委員長：城戸 和則(理事)、岩永 健(理事)
会員相互及び対外的な交流事業の企画・実施

会員拡大に関する事業(大村市以北、佐世保市とその近隣地域)

会員拡大に関する事業(長崎市及び諫早市とその近隣地域、島原半島)

会長・副会長

企画委員会

企画委員会総務広報委員会

研修技術委員会

県南拡大委員会

県北拡大委員会

交流委員会

事務局

役職名 氏名 会社名
会　長 　濵本　浩邦 　不動技研工業（株）　代表取締役会長

　須藤　英明 　アイティースペース（株）　代表取締役
　北口　功幸 （株）亀山電機　代表取締役会長
　山口　知宏 （株）アドミン　代表取締役
　渡邊　哲之 　エコー電子工業（株）　執行役員 ソリューション部部長
　山口　弘毅 　NBC情報システム（株）　取締役 品質管理統括部長
　川渕　和之 （株）NDKCOM　ITソリューション部長
　松尾　隆宏 　扇精光ソリューションズ（株）　執行役員 統括部長
　石橋　圭介 　オフィスメーション（株）　代表取締役
　岩永　龍一 　ケービーソフトウェア（株）　代表取締役
　村井　浩一 （株）システック井上　執行役員 価値協創ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄDXﾌﾟﾗﾝﾅｰ　
　城戸　和則 （株）ディーエスブランド　顧問
　柿田　茂博 （株）デュアルキーシステム　代表取締役
　岩永　　健 （有）正文社印刷　代表取締役
　山口 潤次郎 （株）長崎ケーブルメディア　執行役員 通信事業部部長
　坂本　信良 （株）日本ビジネスソフト　常務取締役
　徳永　真也 （株）シアスタ　ITソリューション事業部部長
　峰松　浩樹 （有）ランカードコム　代表取締役
　高橋　康至 （株）イシマル　ソリューション営業部次長
　馬場﨑　務 　リコージャパン（株）長崎支社　支社長
　中野　一英 （株）NDKCOM　代表取締役会長
　佐藤　康彦 　システムファイブ（株）　取締役会長

副会長

理　事

監　事

顧　問



NISAは､長崎県内の情報産業関連企業 (89社)が加入

島原市（1社）
1 島原ソフトウェア㈱

壱岐市（1社）
1 ㈱インテグラ･インフォテック･ジャパン

1 システムリード㈱

波佐見町（1社）

長崎県

長崎市（65社） [50音順]

1 ㈱シーエーシー
2 ㈱十八親和銀行
3 全国サービス産業企業年金基金
4 西日本電信電話㈱　　長崎支店
5 日本電気㈱　　長崎支店
6 富士通Japan㈱　　長崎支店

正会員 （83社）

特別賛助会員（6社）

1 ㈱サイバーキューブ
2 ㈱プロデュースメディア

大村市（2社）

諫早市（6社）
1 ㈱アイコック

2 いさはやコンピュータカレッジ

3 絆データーシステム㈱

4 ㈱グローバル・システム・クリエイト

5 DX有明支縁校

6 ㈱ヒューマンウェイブ

1 ㈱アップルドクター
2 エコー電子工業㈱
3 オーシャンソリューションテクノロジー㈱
4 大新技研㈱
5 ㈱日本ビジネスソフト
6 ㈱みんなシステムズ
7 ㈱ワールドシステムサービス

佐世保市（7社）

1 アイ・エス・ケー㈱ 14 ㈱MHIﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 長崎事業所 27 ㈱コミュニティメディア 40 ㈱ディーソルNSP 53 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
2 アイティースペース㈱ 15 ㈱エル・エス・アイ 28 コラボソフト㈱ 41 ㈱ティエルエス 54 不動技研工業㈱
3 ㈱アイルミッション 16 扇精光ソリューションズ㈱ 29 ㈱シアスタ 42 ㈱出島リサーチ＆コンサルツ 55 ㈱プロゼ
4 ㈱アドミン 17 オフィスメーション㈱ 30 ㈱システック井上 43 ㈱デュアルキーシステム 56 ㈱マゴオリ　長崎支店
5 石田コピーセンター㈱ 18 (株)Orangeshare (オレンジシェア) 31 システムファイブ㈱ 44 ㈱ドゥアイネット 57 マックスコーポレーション㈱
6 ㈱イシマル 19 ㈱カナル 32 ㈱シャイン 45 ㈱長崎ケーブルメディア 58 ㈱水上洋行　長崎営業所
7 ㈲永電エンジニアリング 20 ㈱亀山電機 33 ㈲スカルパシステムサービス 46 ㈱長崎再興 59 ㈱ミロク情報サービス　長崎支社
8 エコスフィア㈱ 21 ㈱からくり 34 ㈱スタイルネット 47 ㈱長崎新聞社 60 ㈱メトロコンピュータサービス
9 SCSKニアショアシステムズ㈱ 22 ㈱QTnet 35 Standard Force㈱ 48 ㈱長崎総合情報センター 61 ユニオンソフト㈱

10 ㈱NDKCOM 23 Q-bicソリューションズ㈱ 36 ㈲正文社印刷所 49 ㈲西九州メディア 62 ㈱LAplust（ラプラス）
11 NBC情報システム㈱ 24 協和機電ホールディングス㈱ 37 ㈱相武システム 50 日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ㈱　長崎オフィス 63 ㈲ランカードコム
12 fj.misc (エフジェイミスク) 25 ケービーソフトウェア㈱ 38 ダイワボウ情報システム㈱　長崎支店 51 ㈱ビーオルグ 64 ㈱Laytech（レイテック）
13 ㈱エフタイム 26 ㈱コアワークス 39 ㈱ディーエスブランド 52 ㈱ファティマ 65 リコージャパン㈱　長崎支社

※2023年(令和5年) 5月15日時点の会員数



NISA会員数 推移 (2015年度 ～ 2022年度) 一般社団法人長崎県情報産業協会

♣2023年(令和5年)5月15日時点の会員数 89社 ♣2023(令和5)年度は、会員数 100社を目標としてご入会を推奨中です。
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69 70 70 72 72 74 81 89 （89+α）
正会員 64 65 65 67 67 68 75 83 （83+α）

特別賛助会員 5 5 5 5 5 6 6 6 （6+α）
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

会員数（社）

和暦年度
西暦年度

（新入会員
募集中）



主な事業

【1】 地域情報化事業
１. ビジネスの発展・技術の向上に寄与する有効な最新情報の収集・提供
２．協会報 「NISA NEWS」、会員メール、ホームページ(お知らせ欄)による広報活動

【2】 交流事業
１．会員間の交流と親睦、研鑽のための「ビジネスコラボ会」(定期懇親会)の開催
2. 会員のビジネス連携を目的とした交流会の実施（１月:新春講演会・産学官交流会、６月:総会・講演会・産学官交流会）
3. 行政、大学、団体等との連携強化を目的とした「産学官交流会」、「各種セミナー」､「意見交換会」の開催
4．会員企業、他県企業との交流促進のためのイベント開催による親睦活動（ANIA全国大会、地域連携）
5．優秀な人材確保のための大学、高専、情報系高校との｢企業説明会｣､｢意見交換会｣の実施

【3】 研修事業
１．高度IT技術者育成支援のための研修開催（厚生労働省助成金を活用したNISA-IT技術研修、新入社員研修､他）

【4】 講演・セミナー事業
1. 産学官の各分野・業界より専門家を招聘し情報提供、技術習得に関する講演会・セミナーを開催

【5】 地域情報セキュリティ促進､及び地域コミュニティ形成促進事業（地域SECUNITY形成促進事業）
1．経済産業省が推進する「中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業」(令和2年度受託)の継続推進。
2. 経済産業省(IPA)が推進する「SC3(サプライチェーン･サイバーセキュリティ･コンソーシアム)｣の活動推進。(SC3会員)



ＮＩＳＡ理事会
ＮＩＳＡ会員（89社）
（正会員：83社）
（特別賛助会員：6社）

（ 国 ・関連機関の情報）

長崎県産業振興財団 ・長崎県工業
技術センター ・長崎県警察本部

（大学・高専・情報系高校 ）

（加入団体・関連団体 ）

【1】地域情報化事業（情報収集・提供）

【団体】長崎県中小企業団体中央会・長崎県工業連合会(長崎工業会､
他)・(公)ながさき地域政策研究所・(独)中小企業基盤整備機構(D-FLAG）

●情報産業に関わる関係機関からの情報を「ホームページ」に掲載し､会員
へ「メール配信｣にて提供し､タイムリーにワンストップでお知らせしています。

県内各自治体等



【2】交流事業

国内外の関係団体との情報交換や交流を通じて、それぞれの地域における情報化や情報サービス産業の状況を把握し、また、上部
団体(ANIA、JISA)、他団体、産学官との交流によって 協会運営に役立てます。
また、「産学官交流会」・「ビジネスコラボ会」・「講演会」・「セミナー」等を開催して、会員の保有する技術力・営業力をお互いに把握する
と共に 、親睦・交流・信頼関係を深め、協業による新ビジネス開拓､システム開発、商材開発等によって、地域社会の発展に寄与します。

（1）会員相互の親睦と交流
同業者とはいえ会社毎に業種や経営者の考え方は様々です。NISAは､会員間の親睦・交流の場を提供します。

（2）ビジネス交流の促進
2 ｶ月に１回程度の 「ビジネスコラボ会」(定期懇親会)を開催し、相互の信頼関係に基づいた協業関係がビジネスに結びつく
チャンスとなるよう、情報交換や交流の場を提供します。

（3）会員間情報交流
毎年開催の､６月の「通常総会・講演会」と､１月の「新春講演会｣に於いて、会員企業による「わが社の一押し」発表会を
開催し､自社の事業紹介や商材､保有技術､システム開発事例等の発表の場を提供します。

（4）産・学・官交流会 会員企業と、大学・高専・高校の情報系学部(学科)､及び行政(県・市)との交流の場を提供します。
（5）他県の情報産業協会(団体)や全国規模の関連団体、及び企業との交流

県内、県外を問わず、関連団体との有益な情報交流の場を提供し、会員参加の機会を提供します。
（6）一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（ANIA）の理事を務めており､他県情産協との交流を図ります。
（7）一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）の「地域高度化事業」（公益目的事業）を推進します。
（8）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の活動に協力し地域のセキュリティ対策を促進します。(地域SECUNITY）



● NISA会長は､ANIA理事として、
年間4～5回開催される定例のANIA
理事会へ出席し全国の情報産業団
体と情報・意見交換を行っています。

● 事務局は､ANIA事務局長会議

へ出席し、全国の情報産業協会と
情報交換を行っています。

● 毎年、ANIA新年賀詞交換会と、
ANIA総会が東京（※)で開催され、
「IT団体連盟」と共催のイベントに
NISA会員も出席し、行政 (総務省、
経産省)､及び関連団体との交流促
進を図っています。（※霞が関ﾋﾞﾙ）

ANIA（一般社団法人全国地域情報産業団体連合会）の理事活動と､地域（地場）情報産業の発展
「ANIA全国大会・長崎大会：2017(H29)年11月9日-10日開催」の事例紹介（全国から約300名に出席して戴きました）

● ANIA情報を､NISA会員へ発信し、
全国地域の情報を共有しています。

《主な活動 》
(長崎大会参加者)
・経済産業省（九州経済産業局､商務情報政策局）
・総務省（九州総合通信局、情報流通行政局）
・長崎県（産業労働部、総務部、企画部）
・長崎県工業技術センター、長崎県警察本部
・長崎県中小企業団体連合会・長崎県工業連合会（長崎工業会）
・長崎市（商工部）
・(公)長崎県産業振興財団・、NISA(長崎県情報産業協会)
・(公)ながさき地域政策研究所（）
・(独)中小企業基盤整備機構（D-FLAG）
・ANIA(全国地域情報産業団体連合会)地域団体会員
・JISA（情報サービス産業協会）
・IPA（(独)情報処理推進機構）
・IT連（日本IT団体連合）
・ITCA（ITコーデｨネータ協会）
・(一社)コンピュータソフトウェア協会
・(一社)ITビジネス研究会
・全国ソフトウェア共同組合連合会
・(特定)日本情報技術取引所
・長崎大学
・長崎県立大学
・長崎総合科学大学
・国立佐世保高専 地域連携：他県・他団体・企業との交流促進

http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2167.pdf

http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info3484.pdf

(2023年度は､福岡大会が予定されています）

http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info2167.pdf
http://www.nagisa.or.jp/info/data/tmp/01info3484.pdf


【3】 研修事業 ① ＩＴ技術者育成研修事業（2023年度 長崎県後援 「情報技術者育成研修事業」）

（1）長崎県の後援を受けた「情報技術者育成研修」として、就業者向けに「NISA-IT技術者研修」を毎年実施しています。
講師は､㈱富士通ﾗｰﾆﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｱの他、東京など首都圏から実践を積んだ専門講師を招き､地場でIT技術研修を受講できます。
講座内容は､最新技術を含む 約70講座から、会員の受講希望アンケートに基き、令和5年度は､年間25講座を選定しています。
本講座は､厚生労働省「人材開発支援助成金」を活用できるため､助成金利用により受講料の約80%が助成されます。

（2）上記(1)の就業者IT研修の他に、毎年4月～5月に「38日間」の「新入社員研修(IT エンジニア育成研修)｣を実施しています。
2023年度の新入社員研修は､｢長崎市｣、｢佐世保市｣、「諫早市」の3カ所の会場で38名が「対面式集合研修」に参加します。

（4）上記の他に「JISA」の地域高度化事業として「IoT実践講座」を開催し､会員外の一般受講者を含めた研修を実施しています。

■NISA-IT研修は、2008(Ｈ20)年より
実施しており､2022(Ｒ04)年までの15
年間の受講者数は､累計3,117名です。

①2020(R02)年度は､新型コロナウイルス
感染対策のため、6講座を中止しましたが、
年間121名に受講して戴きました。

②2021(R03)年度は､1講座を中止し、
年間169名に受講して戴きました。

③2022(R04)年度は､3講座を中止し､
年間117名に受講して戴きました。

④2023(R05)年度は､目標 ｢25講座､
年間受講者数 200名｣を計画します。



【1】新入社員(新人)ITエンジニア育成研修
「C#.NET技術者養成コース」
２ヶ月(38日)間の研修で､驚きの成長・戦力化
(2023年度は､長崎県は下記3会場にて38名参加)
①長崎市会場(対面) :4/6～6/2 (2社 16名)
②佐世保市会場(対面) :4/5～6/1 (4社 7名)
③諫早市会場(対面) :5/15～7/5 (1社 15名)

【2】NISA-IT技術研修 (就業者向人材育成)
（2023年度:年間25講座を計画。内容は右表参照）
会員外の受講も可能。(助成金の利用が可能)

【3】JISA/NISA共催研修 (地域高度化事業)
「IoT実践講座：人工知能入門講座(実践編)｣(無料)
2023年3月9日・10日(2日間コース5名参加で開催済)
(次回､2024年3月7日-8日 開催予定）

【3】②「NISA技術研修」のご紹介 ◆2023（令和5）年度 NISA-IT技術研修（開催日・講座名）(25講座､受講数目標200名)

IT人材育成・ITスキルアップ研修として下記３種類の
研修 を実施しています。【1】と【2】は､厚生労働省「人材
開発支援助成金」の適用講座です。

開催 日程 講座 講師(※) 講座名（１日７時間✕3日間コース）

６月 6/21～6/23 01a AES ITプロジェクトのテスト設計

7/5～7/7 02ｊ FLM データベースの基礎と性能分析、対処方法

7/12～7/14 03j FLM 品質確保のためのレビューテスト技術

7/26～7/28 04s FSC デジタル（DX）時代の事例から学ぶビジネス価値提案

8/2～8/4 05s FSC IT技術者のためのシステム・シンキング

8/23～8/25 06s FSC ルータを中心に学ぶネットワーク基礎とセキュリティ

8/30～9/1 07j FLM C＃によるVisual Studioを使用したWebアプリの開発

9/6～9/8 08s FSC Python & Excelで業務活用研修

9/20～9/22 09a AES データベース設計とデータモデリング

9/27～9/29 10s FSC ファイアウォールで学ぶネットワークセキュリティ

10/11～10/13 11s FSC IT技術者のためのリーダーシップ～「部下育成」、「動機づけ」～
10/18～10/20 12a AES ソフトウェア開発者のための対人対応力強化講座

10/25～10/27 13a AES ケースに学ぶITプロジェクトにおける品質マネジメント
11/8～11/10 14s FSC IT技術者のためのコミュニケーション研修
11/15～11/17 15s FSC Python プログラミング応用
11/29～12/1 16s FSC 信頼されるSEに求められる問題解決力
12/7～12/8 17j FLM アプリケーションテスト 実践トレーニング
12/13～12/15 18a AES ソフトウェア開発のためのモデリングとUI設計
12/20～12/22 19j FLM IoT時代の無線LAN～構築からトラブル防止とトラブルシューティング～
1/17～1/19 20a AES プロジェクトチームの現場力向上
1/31～2/2 21s FSC IT技術者のためのドキュメンテーション研修
2/7～2/9 22s FSC 失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力
2/14～2/16 23a AES エンジニアのスキルを徹底活用するための書き方・話し方
2/28～3/1 24s FSC 失敗しないプロジェクトのための段取り力

３月 3/13～3/15 25s FSC ヒトを動かす提案書・企画書作成のための図解手法

１月

２月

※講師：FLM(富士通ラーニングメディア)、AES(麻生教育サービス)、FSC(福岡ソフトウェアセンター)

７月

８月

９月

10月

１１月

１２月



【4】講演・セミナー事業

政府をはじめ地方公共団体では、地域情報化に向けて、「Society5.0」、「DXの推進」を掲げ､広く産業界、および一般利用者向けに､
情報サービス向上や業務システム最適・最新化を図るため、情報通信技術(ICT)やIoTなどの活用によるデジタル革新を強く推進していま
す。また、産業界では、IoT・クラウド・AI 技術の展開が急速に進みつつあり、これらの技術の共有が急務です。
これらの実現のためには、ICT 化に関わる政府をはじめ地方自治体、産学及び団体が取組んでいる施策に関する情報について、産学官

で知見を深め、共有することが重要です。 そこで、その情報化に関する啓蒙普及の一環として、産学官の各専門家を招聘し情報提供、
技術習得に関する講演会・セミナーを開催しています。

◆産学官・他団体・メーカー等との連携、及び講演会・セミナー開催。
（１）長崎県産業労働部(新産業創造課、他関連部門)
（２）大学(長崎大・県立大・総科大)・高専 (産学連携)
（３）長崎県次世代情報産業クラスター協議会(会員)
（４）(公財)長崎県産業振興財団(誘致企業連携等)
（５）長崎工業会/長崎県工業連合会(製造業連携等)
（６）長崎県中小企業団体中央会（会員）
（７）JISA:(一社)情報サービス産業協会(情報共有、研修)
（８）IPA:(独)情報処理推進機構(情報ｾｷｭﾘﾃｨｾﾐﾅ-等)
（９）(一社)iCD(ｱｲ・ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼ・ﾃﾞｨｸｼｮﾅﾘ)協会(賛助会員)

■デジタルの日記念講演(2021年10月11日）
(於:ホテルセントヒル長崎)

『デジタルに向き合うニューノーマル時代のDXと政策課題』
経済産業省 中小企業庁 経営支援部
技術･経営革新課長 田辺 雄史様

■NISA 新春講演会（2023年1月26日）
(於:ホテルセントヒル長崎) 特別講演

『新年展望：我々を取り巻く環境変化について
～Web3.0、キャリア自律、サステナビリティ経営など～』

株式会社CAC Holdings 特別顧問
長崎大学経済学部非常勤講師 島田 俊夫様

■デジタルの日記念講演(2021年10月11日）
(於:ホテルセントヒル長崎)

長崎県 企画部 政策監 兼 産業労働部政策監
(前･経済産業省 デジタル戦略官) 三上 建治様

[ 実施例紹介 ]



「NISA長崎・ホームページ」
のご案内

http://www.nagisa.or.jp/

情報産業に関する情報をワンストップ
で掲載しています。

協会活動､研修などの詳細については、
ホームページに掲載の関連ページ
をご参照願います。

※NISA会員は､会員専用ページ
をご覧になれます。

[お問合せ先]
〒850－0032 長崎市興善町４-6-701
一般社団法人 長崎県情報産業協会
E-Mail：nisa@hkg.odn.ne.jp
URL：http://www.nagisa.or.jp
TEL：095-824-0332
FAX：095-824-0813
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