
令和5年 ANIA・IT連盟 合同新春交歓会 （NISA参加者３名：ご報告）
（主催：一般社団法人全国中小企業団体連合会、一般社団法人日本IT団体連盟）

１．日時：2023(令和5)年 2月9日(木) 18:00 ～ 19:30
２．場所：ホテルニューオータニ東京 「芙蓉の間」 (東京都千代田区紀尾井町4-1 ザ・メイン１階 TEL:03-3265-1111)

今年は、政府 関係省庁より大臣(副大臣)をお招きして
東京で「新春交歓会」が開催されました。
NISA会員へ参加募集し､今年は３名が参加しました。
ANIAの活動として､政府に対するIT業界からの意見提
言などを実施しています。今年は､右記の方々が登壇さ
れ､懇親会で名刺交換、意見交換を行いました。

デジタル大臣
河野 太郎氏

経済産業大臣
西村 康稔氏

前デジタル大臣
デジタル社会推進本部 幹事長
牧島 かれん氏

初代デジタル大臣
平井 卓也氏

総務副大臣
尾身 朝子氏

総務大臣
松本 剛明氏

経済安全保障担当大臣
内閣府特命担当大臣
高市 早苗氏

（一社）日本IT団体連盟
会長 川邊 健太郎氏

ANIA会長 長谷川 亘氏ホテルニューオオタニ東京



(1)わが社の一押し発表（3階「紫陽花の間」）
① ｢快適･集中･交流･愛着･健康

～日経ニューオフィス賞受賞のmo＃Re OFFICEのご紹介～｣
㈱イシマル SC事業部 福島 健一様

② ｢社会問題を解決できるIT化を目指して｣
DX有明支縁校 理事長 草野 紀視子様

③ ｢人を察し､活かし､健やかにするAI・IoT活用によるDX推進
～心 sensorｼﾘｰｽﾞのご紹介～｣

㈱シーエーシー 取締役 兼 業務担当執行役員 鈴木 貴博様

(2) 特別講演（3階「紫陽花の間」）
｢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～｣
㈱CAC Holdings 特別顧問
長崎大学経済学部非常勤講師 島田 俊夫様

令和5年 『新春講演会・産学官交流会』 開催 [ 2023年1月26日(木) ]
（主催：一般社団法人長崎県情報産業協会）

新春講演会 ホテルセントヒル長崎 3階 紫陽花の間

♣ 2023年（令和5年）1月26日(木) 令和5年 「新春講演会」 開催 （ 於：ホテルセントヒル長崎 3階「紫陽花」 ）

㈱イシマル
福島 健一様

DX有明支縁校
草野 紀視子様

㈱シーエーシー
鈴木 貴博様

㈱CAC Holdings
島田 俊夫様

一般社団法人長崎県情報産業協会が主催する「令和5年新春講演会」、及び
「産学官交流会」を開催しました。
「新春講演会」には、長崎県、長崎市の関係者､及び、大学、団体､当協会会員、
など、会場参加76名、WEB参加32名の合計108名様のご参加を戴きました。



「産・学・官 交流会」イベント開催のご報告

産学官交流会会場 (ホテルセントヒル長崎2階 妙見の間)

長崎県産業労働部政策監
兼 企画部政策監
三上 建治様

長崎市商工部
政策監 大賀 史郎様

長崎大学 情報データ科学部
学部長 西井 龍映様

2023年1月26日(木)長崎市内 「ホテルセントヒル長崎｣(長崎市筑後町4番10号)に
於いて 「令和5年 新春講演会」、及び 「産学官交流会」を開催しました。
「新春講演会」には、長崎県、長崎市の関係者､及び、大学、団体､当協会会員、一般参
加を含め、会場参加76名、WEB参加32名の合計108名様にご参加を戴きました。
また､18時からの 「産学官交流会(懇親会)｣は､新型コロナウイルス感染対策を考慮して､
アクリル板のセパレートを付けた円卓に着座して飲食する会席方式として、会場参加にて開
催しました。「交流会」には、長崎県、長崎市の関係者､及び、長崎大学、長崎総合科学大
学、関連団体､当協会会員などを含め、77名様にご参加戴きました。

来賓ご挨拶

公益財団法人
ながさき地域政策研究所
理事長 菊森 淳文様

令和４年度 NISA新規入会 会員紹介

㈱マゴオリ 長崎支店長
執行役員 野母 勝哉様

マックスコーポレーション㈱
次長 川渕 靖博様

㈱Laplust（ラプラス）
取締役 原崎 芳加様

♣2023年（令和5年）1月26日(木) 令和5年 「産学官交流会」 開催 （ 於：ホテルセントヒル長崎 2階 妙見）



令和4年度 『長崎県工業技術センターとの意見交換会』 開催
（主催：一般社団法人長崎県情報産業協会）

長崎県工業技術センターとの意見交換会 （於：出島交流会館）

1.開催日：2022年12月22日(木) 16:00～17:15
2.場 所：出島交流会館 9階会議室（長崎市出島町2-11 ☎095-828-1616）
3.方 式 ：会場参加＋オンライン(Webex)参加の併用で開催
4.挨拶 ：長崎県工業技術センター 所長 橋本 亮一様

：長崎県情報産業協会 会長 濵本 浩邦
5.工業技術センターの概要説明、工業技術センターの導入設備、研究事例の紹介
7.令和4年度「デジタル化推進活動支援事業」について
8.意見交換会

出席者：30名（会場10名、WEB20名）
・長崎県工業技術センター 所長 橋本 亮一様

次長 兵頭 竜二様
基盤技術部長 大脇 博樹様
研究企画課課長 田口 喜祥様
主任研究員 久保田 慎一様

・長崎県産業振興財団 産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 伊東 秀樹様
・長崎大学 産学官連携推進室 室長 竹下 哲史様
・長崎県情報産業協会 濵本会長、他22名

※詳細は､NISA-HP(お知らせ欄)をご参照下さい。



令和4年度 『長崎県と情報産業協会との意見交換会』 開催
（共催：長崎県、一般社団法人長崎県情報産業協会）

長崎県と情報産業協会との意見交換会 （於：ホテルセントヒル長崎）

1.開催日：2022年12月21日(水) 15:00～17:00
2.場 所：ホテルセントヒル長崎 2階「妙見の間」 （長崎市筑後町4番10号 ☎095-822-2251）
3.参加費：無料
4.方 式 ：会場参加＋オンライン(Webex)参加の併用で開催
5.各部門からの報告：①情報産業協会

②長崎県（企画部デジタル戦略課、総務部スマート県庁推進課、産業労働部 [ 若者定着課、
雇用労働政策課、新産業創造課 ] ）

6.意見交換会
(1)県内中小企業のDX推進について
(2)地元の中小企業が大型案件を受注するための取組について
(3)ICT人材不足の解消策や人材育成について
(4)その他

◆「意見交換会」 出席者：35名（会場16名、WEB19名）
・長崎県（企画部・産業労働部 政策監 三上建治様、

他6名、WEB3名）
・NISA (長崎県情報産業協会 会長 濵本 浩邦、

他10名、WEB14名)

※詳細は､NISA-HP(お知らせ欄)をご参照下さい。



令和4年度 『 デジタルの日 記念講演会 』 開催
（ 長崎県情報産業協会と福岡県情報サービス産業協会の共催 ）

講演会会場
［西鉄グランドホテル2F プレジールB ］

西鉄グランドホテル
（福岡県中央区大名2-6-60）

1.開催日：2022年10月3日(月) 15:00～17:10
2.場 所：西鉄グランドホテル プレジールB （福岡県福岡市中央区大名2-6-60）
3.参加費：無料
4.方 式 ：会場参加＋オンライン(Zoom)参加の併用で開催

5.講演会：[第1部] 15:10～16:00 「自動運転推進に係る国の取組みについて」 (オンラインご登壇)
経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐 秋元 裕太氏

[第2部] 16:10～17:10 「進化し続ける自動車の今と未来」（会場ご登壇）
トヨタ自動車九州株式会社 次世代事業室 主幹 植野 直亮氏

◆講演会参加者： 145名
・会場参加： 34名（内､長崎県 6名）
・オンライン参加：111名（内､長崎県 30名）

◆デジタル技術が飛躍的な進歩を続けている今日、我々の暮
らしに無くてはならないパートナーである自動車は､今後、どの
ように進化して行くのか､我々にどんな驚きと感動を与えてくれ
るのか､講演会では､デジタル技術が変えていく自動車の未来
について､ご講演を戴きました。



長崎大学（情報データ科学部）と情報産業界の懇談会・懇親会（参加）

◆長崎大学 情報データ科学部からのご案内（HPより抜粋）
長崎大学では､企業のみなさまとともに人財を育成し、協働して学術的な活動を豊かにしようとする社会的な取り組みとなることを目指しています。社会にお
ける問題から具体的な課題を発見し、大学に持ち込んでいただくことで、学生にとっては学びの機会が生まれ、企業にとっては、大学と協働してその課題が解
決することにつながります。また、それを解決していくという実践的な取り組みを通じて、課題解決の方法をデザインする力、多種多様なデータの収集と解析する
知識・技能、さらにはチームで協働できるために必要なコミュニケーションの技能、創造性、批判的思考力などを高めていくため、学んだ知識技能を課題解決
に活用することで、用いた知識や技能についての理解を深めるだけでなく、自らが持っている知識・技能・経験では対処できない課題に直面することで、次の学
びに繋がります。多くの企業のみなさまとの協働を実現したく、本学学生に挑戦する機会を与えていただきますよう、お力添えください。
IoT、AI、ビッグデータ、ソフトウェア工学、データベース、パターン認識、暗号化、VR/AR/MR など、様々な分野の専門家とそれを学ぶ学生とともに課題解決
に取り組みましょう！

1.開催日：2022年9月26日(月) 15:00～16:30（懇親会：17:30～20:00）
2.場 所：出島メッセ 会議室102
3.参加費：無料 （懇親会参加者は､¥2,000）
4.次 第：15:00～15:45 第1部 学部紹介

15:45～16:30 第2部 パネルディスカッション
17:30～20:00 第3部 懇親会 (出島メッセ 会議室)

5.参加要件：
(1)コロナワクチン2回以上接種済みであること。
(2)開催前7日間の体調に問題がないこと。
(3)懇親会参加者は､当日受付で実施する抗原(定性)検査を受け陰性であること。

◆懇談会・懇親会のご報告
・懇談会参加者：136名 【内､NISA(長崎県情報産業協会)会員は､18社・47名が参加しました】
・懇親会参加者： 90名 (立食パーテｨ形式)



令和4年度 『サイバーセキュリティセミナー in 長崎』 開催
(主催：一般社団法人長崎県情報産業協会)

1.開催日：2022年7月11日(月) 15:00～17:00
2.場 所：ホテルセントヒル長崎 2階「妙見の間」

【講演1】 15:00～16:30（90分間：質疑応答を含む）
・演題：「中小企業を取り巻く脅威の動向とサイバーセキュリティ対策」
・講師：IPAセキュリティセンター企画部エキスパート 横山尚人様

（IPA：独立行政法人情報処理推進機構）

・概要 ①最近の脅威の動向
・｢情報セキュリティ10大脅威2022｣等から
・中小企業を巡るサイバーセキュリティの状況

②中小企業が取り組むべき対策
・SECURITY ACTION制度
・IT導入補助金セキュリティ対策推進枠のご紹介

③その他参考情報
・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)

【講演2】 16:35～16:55（20分間：質疑応答を含む）
・演題「長崎県のサイバー犯罪の情勢について」
・講師：長崎県警察本部 生活安全部サイバー犯罪対策課

サイバーセキュリテイ対策係長 警部 岩下大吾様

IPAセキュリティセンター企画部
エキスパート 横山尚人様

長崎県警察本部
生活安全部サイバー犯罪対策課
サイバーセキュリティ対策係長
岩下 大吾様



令和4年度(2022年度) 第29回 通常総会・講演会・交流会 開催
(主催：一般社団法人長崎県情報産業協会)

1.開催日：2022年6月16日(木) 講演会：15:00～17:30、交流会(懇親会)：18:00～20:00
2.場 所：ホテルセントヒル長崎 2階「妙見の間」、3階「紫陽花の間」
3.参加費：無料 （懇親会参加者は､¥7,000）
4.次 第：14:00～14:50 NISA通常総会 3階「紫陽花の間」

15:00～17:30 ｢わが社の一押し発表｣、｢エッジクロス紹介｣､「特別講演」
18:00～20:00 「産学官交流会(懇親会)」 2階「妙見の間」

今回は､新型コロナウイルス感染状況が一段落した為、通常総会、講演会が終了した後に、2年ぶりに「産学官交流会(懇親会)｣をでリアルで開催しました。
会場には､長崎県、市の関係者、関連団体、大学、当協会会員等、42名様にご参加戴きました

作家・ワークスタイル＆組織開発専門家
あまねキャリア株式会社 CEO
浜松ワークスタイルLab所長 沢渡 あまね様

オーシャンソリューションテクノロジー(株)
代表取締役 水上 陽介様

シャイン（株）
代表取締役 小河原 茂様

Edgecrossコンソーシアム 事務局
髙橋 和也様

産学官交流会(懇親会) ホテルセントヒル長崎 2階「妙見の間」

[わが社の一押し講演]（NISA会員企業） [特別講演][Edgecross紹介]
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