NISA 濵本会長

2020年度の一般社団
法人長崎県情報産業
協会（NISA）第27回通
常総会は､新型コロナ
ウイルス感染症拡大
防止のため大会場で
の開催を自粛し、電
磁的手段による書面
決議を行いました。

【1】2020年度 通常総会(書面決議)
総会の決議があったとみなされた日
2020(R2)年6月25日(木)
全会員より書面決議のご承認を戴きました。
1号議案：議事録署名人の選任
2号議案：2019年度活動報告
2019年度決算報告
2019年度監査報告
3号議案：任期満了に伴う理事･監事の選任
4号議案：2020年度事業計画
5号議案：2020年度収支予算

当協会の活動においては、重点事業として取組ん
でいる研修事業を、会員皆様の課題・ニーズをお聞
きしながら計画を立て実施しました。実施にあたって
は、厚労省の「人材開発支援助成金」制度を、会員皆
様に積極的に紹介し活用して頂きました。 皆様方に
はIT業界における重要な経営資源の柱として、人材
育成の重要性をご認識され、熱心に受講して頂きま
した。会員企業様の多忙な業務の中、目標の200名
に対し201名の方に受講して頂きました。会員の皆様
に重ねて厚くお礼申し上げます。また､長崎県におけ
るAI・IoT、ロボット技術等先進的ビジネス創出と事業
化を目指し、「長崎県次世代情報産業クラスター協議
会」において協会会員様は中心的役割りとして活動
を継続してきました。2019年度に賜りました皆様のご
支援・ご協力て感謝しご挨拶と致します。
2020年度 新役員体制
新体制
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副会長
副会長
理事

【2】2020年度 第3回理事会
1.日時 2020(R2)年6月25日（木）15:30
2.場所 出島交流会館 9階 会議室
3.出席 新理事19名中､18名出席
新監事 2名中､1名出席
※会場参加：5名（理事4名､事務局1名）
WEB参加 （理事14名、監事1名)
オンライン会議システムは､
「 Webex Meetings 」を使用
4.審議
1号議案：代表理事(会長)1名の選任
2号議案：副会長2名の選任
3号議案：各委員会の委員長 6名の選任

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
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理事
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監事
監事
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顧問

[NISA理事会(2020/6/25) 於：出島交流会館(WEB)]
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氏名
濵本 浩邦
須藤 英明
北口 功幸
荒木 久生
石橋 圭介
柿田 茂博
峰松 浩樹
城戸 和則
荒木 泰道
山口潤次郎
松尾 隆宏
岩永 龍一
徳永 真也
山口 知宏
岩永 健
渡邊 哲之
木村 匡
坂本 信良
村井 浩一
髙木 潤
高橋 康至
中野 一英
佐藤 康彦

所属会社
不動技研工業㈱
アイティースペース㈱
㈱亀山電機
ＮＢＣ情報システム㈱
オフィスメーション㈱
㈱デュアルキーシステム
㈲ランカードコム
㈱ディーエスブランド
㈱ユースフル
㈱長崎ケーブルメディア
扇精光ソリューションズ㈱
ケービーソフトウェア㈱
㈱ＰＡＬ構造
㈱アドミン
㈲正文社印刷所
エコー電子工業㈱
㈱ＮＤＫＣＯＭ
㈱日本ビジネスソフト
㈱システック井上
リコージャパン㈱
㈱イシマル
㈱ＮＤＫＣＯＭ
システムファイブ㈱

これらの定款に照らし従来からの継続事業も勘案
し、今年の基本方針の概要は下記の通りです。
国では､昨年度後半より新型コロナウイルス感染
症発生の影響を受け、経済活動が著しく低迷し、特
に北海道や首都圏を中心に急速な感染拡大が見ら
れ､４月７日には東京都を含む7 都道府県に「緊急
事態宣言」が発令され､4月16日には対象を全国に
拡大されました。
5月に入ってから段階的に解除され､5月25日に
は全国で解除されましたが､懸念される第二波感染
拡大を回避し早期終息を図るために､国や自治体で
は助成金の拡充や､新型コロナウイルス対策を見据
えた新しい生活様式への転換政策が進められてい
ます。
その一環として､各地でテレワークやリモート会議
の活用が促進され、ICT 技術の活用が期待されてい
ます。また、米国では大統領選挙を控え､中国のコ
ロナウイルス対策遅延の責任が追及される中で､米
中動向の成り行きが不透明な状況が続いています。
本県では、「長崎県総合計画チャレンジ2020」に
基づき、「長崎県次世代情報産業クラスター協議
会」を中心に、産業界とのマッチング事業、先端技
術人材育成事業等が展開され、成果も上がってお
ります。
私ども長崎県のIT業界はAI・ＩｏＴ・ロボット・組込
み等の人材育成を図るとともに、長崎県を支える企
業とのマッチングにより、お互いの事業拡大・生産
性向上・付加価値向上に寄与することを目的に、
AI・ＩｏＴ・ロボットに関連した県・市の取り組みに積極
的に参加し推進して参ります。
こうした中、本年度も「一般社団法人」としての趣
旨に従い自主運営・管理の下、非営利法人として会
員や県内事業者の皆様のお役に立てることを第一
に、先進的なテーマへの取組みを交えながら運営し
ていきます。

１．皆様に役立つ情報を配信する情報提供事業
２．会員のニーズにマッチした研修事業の継続と
強化
３．研修事業との車の両輪として、助成金の利活
用の普及と拡大
４．JISA、ANIA等の関連団体との交流と連携事業
の展開
５．iCD協会・FISAと連携した「iコンピテンシ ディク
ショナリ・ワークショップ（中小企業向けITスキル
標準）」の推進
６．国・県・市とタイアップした事業の展開
７．協会会員間コラボ事業の発展
８．得意技術や製品、管理手法などを通して協業
化を図る「わが社の一押し」の継続
９．「長崎県次世代情報産業クラスター協議会」参
加による高度先端技術への取組み
10．県・市の「IoT推進ラボ」と連携したIoTビジネス
化への取組み
11．AI・クラウド化・ビッグデータ・センサー・セキュリ
ティ技術への対応など

ANIA（全国地域情報産業団体連合会）の通常総会
が､7月9日(木)にオンライン（ZOOM）で開催されました。
ANIAは､地域の情報通信産業の発展のため、また
情報通信インフラの整備や未来の社会づくりのための
活動を行っています。
現在のANIA正会員は､17会員（北海道､青森､埼玉､
千葉､石川､山梨､長野､岐阜､愛知､京都､島根､岡山､
広島､愛媛､福岡､長崎､宮崎）が加入しています。
本総会で､ANIA理事である長崎県情報産業協会
（NISA）の任期満了に伴う会長交替（中野会長→濵本
会長）により濵本会長がANIA理事に就任しました。

本年度も､定款 第4条 事業に関してその目的を
達成するため､次の事業を行います。
（1）情報産業の振興に関する事業
（2）情報産業に関する技術の研究開発事業
（3）情報産業の経営基盤の確立整備に関する
事業
（4）情報産業に関する国内交流事業及び国際
交流事業
（5）情報産業に関する研修教育事業
（6）情報化に関する調査及び啓蒙普及事業
（7）官公庁、団体その他の関係機関との連携
協調及び建議
（8）情報産業を支援する補助金・助成金に関
する調査及び啓蒙普及事業
（9）その他本協会の目的を達成するための必
要な事業

[ANIA総会(2020/7/9) NISAは､オンラインで参加]

ANIA事務局長会議が､8月4日(火)にオンライン（ZOOM）
で開催されました。
各地域の情報産業界が抱えている課題の解決事例や
活動状況などが紹介され､意見交換を行いました。
現在は､どこの地域でも新型コロナ対策で苦労していま
すが、今年は特に労働法改正により4月から施行された有
期雇用労働法が､中小企業は2021年4月から施行されるこ
とについて詳細説明会の開催要望などが有り､ANIAとして
の対応を検討中です。
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【1】第1回理事会

2020-4-23(木)15:00～17:00
【県南拡大委員会・県北拡大委員会】(2020-8-18)
出島交流会館（9F会議室）
2020年度新入会員4社の加入により､会員数 74社
議事録担当 北口理事
（正会員68社､特別賛助会員6社）となりました。
出席理事 17名
引き続き､入会の促進を図って行きます。
出席監事 1名
[役員以外出席者]
①【正会員】[4月23日理事会承認]
・長崎県産業労働部新産業創造課
有限会社 西九州メディア
課長補佐 江口 昭一様、係長 坊上 英樹様
長崎市家野町5-19
「令和2年度新産業創造課の実施事業」ご説明。
代表取締役 森田 記祥(ﾓﾘﾀ ﾉﾘﾖｼ)
・通常総会の会場開催中止の提案(コロナ対策)
窓口：常務取締役 松永 敬一(ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｲﾁ)
・任期満了に伴う役員改選公募
電話：095-848-4331

【2】第2回理事会

2020-5-21(木)15:00～17:00
出島交流会館（9F会議室）
議事録担当 須藤理事
出席理事 18名
出席監事 2名
[役員以外出席者]
・長崎県産業労働部新産業創造課 係長 松尾様
長崎市産業雇用政策課 山田様
十八銀行 地域振興部 鍬先様、成瀬様
「地方・都市部企業によるｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型新規
事業共創ﾓﾃﾞﾙについて」ご説明。
・通常総会の会場開催中止を決議(コロナ対策)
・任期満了に伴う役員改選公募

【3】第3回理事会

2020-6-25(木)15:30～17:00
出島交流会館（9F会議室）
議事録記名人:山口理事､荒木理事
出席理事 19名中､18名出席
出席監事 2名中､1名出席
・2020年度通常総会(書面決議)で役員改選につい
て承認を受け､新役員により､会長(代表理事)､
副会長を選任した。また各委員会の委員長を
選任した。

②【正会員】[5月21日理事会承認]
株式会社 Orange share（ｵﾚﾝｼﾞ ｼｪｱ）
長崎市万才町2-9 松本ﾋﾞﾙ202
代表取締役 河野 貴宏(ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ)
窓口：代表取締役 河野 貴宏(ｶﾜﾉ ﾀｶﾋﾛ)
電話：095-801-0770
③【正会員】7月8日(電磁的手段による全役員承認)
株式会社 長崎新聞社
長崎市茂里町3-1
代表者 徳永 英彦(ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ)
窓口：情報技術本部長 森 慶太(ﾓﾘ ｹｲﾀ)
電話：095-844-2120
④【特別賛助会員】
7月31日(電磁的手段による全理事・監事承認)
全国情報サービス産業企業年金基金
東京都中央区築地4-1-14
代表者 理事長 佐藤 和朗(ｻﾄｳ ｶｽﾞﾛｳ)
窓口：経営企画部長 古谷 芳秀(ﾌﾙﾔ ﾖｼﾋﾃﾞ)
電話：03-3546-5133

【4】第4回理事会

2020-7-16(木)15:00～17:00
佐世保情報産業ﾌﾟﾗｻﾞ(第2棟)
議事録記名人:柿田理事
出席理事 19名中､18名出席
(会場 9名､WEB 9名)
出席監事 2名(会場1名､WEB1名)
・2020年度JISA地域高度化事業に係る補助金申請。

【交流委員会】
・県北地域懇親会（今年度､初回の懇親会開催）
2020-7-16(木) 18:00～20:00
会場：佐世保「いけ潮博多屋」
出席：11名

【研修技術委員会】
2020年度NISA-IT技術研修は､新型ｺﾛﾅ対策から､
8月より開始しました。8/5～8/7開催 [C#による
ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ(基礎編)]は､ｵﾝﾗｲﾝ研修
を併用し､15名が受講しました。この内､会場で
の対面研修が13名､リモート研修が2名でした。
今回のﾘﾓｰﾄ研修は
Webex Meetingsを
使用して､2名は各
会社の会議室で受
講して戴きました。
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[NISA県北地域懇親会(2020/7/16) 於：いけ潮博多屋]
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（文責：総務広報委員会 岩永 龍一 ）

