平成２６年度事業報告書
自：平成２６年４月１日 ～ 至：平成２７年３月３１日
Ⅰ．事業概況
平成２６年度は、公益社団法人として３期目を迎え様々な事業を実施致しましたが、会員各社
および行政機関や諸団体からのご協力により、概ね計画どおりに事業を遂行することができました。
当年度の景気は、期初の消費税の引上げにより一時的な落込みはあったものの、年後半より緩や
かな改善傾向が見られ、有効求人倍率は高水準を持続しており、特に情報サービス産業界では人的
不足の状況にあり、当協会でも求人対策のため、県内大学・専門学校等との連携を強化して、新規
求人対策を実施致しました。また、社会保障・税番号制度の事業者対応や労働者派遣法改正につき
ましても、各種情報の収集と提供を強化致しました。
新規事業としては、行政機関と連携し公共オープンデータ活用協議会や中小サービス産業
の生産性向上協議会への参画、埼玉県警察本部サイバーセキュリティー推進会議の構成員となり、サ
イバーセキュリティー犯罪被害防止啓蒙などに参加して参りました。
Ⅱ．事業活動報告
１．人材育成事業
（１）事務効率化研修事業

２科目

参加人員１７名

（２）技術研修事業

３科目

参加人員２７名

（３）ｅラーニング

参加企業

（４）経営者セミナー

２月開催 参加人員４０名

８社

２．地域情報化推進事業
（１）彩の国ビジネスアリーナ２０１５
埼玉県を中心とした産業振興を図るため、当協会・（公益財）埼玉県産業振興公社・埼玉県
内６金融機関の共催により開催されました。
出展団体数：６１９企業・団体（７８０小間）
来場者数 ：１６，９８９人（２日間延べ人員）
当協会主催セミナー：ＩＴセミナー「地域の便利・安全・元気」を紡ぐＩＴ活用
聴講者：８４名
第１部：ＯｎＬｉｎｅ ＴＯ ＯｆｆＬｉｎｅ施策の切り札ｉＢｅａｃｏｎ
講演者（株）エンプライズ

取締役社長 清 卓也

氏

第２部：昨今の情報セキュリティーの現状と対策～埼玉セキュリティー推進～
講演者（株）シマンテックプリンシパル セールスエンジニア 金田智史 氏
（２）第１９回彩の国さいたまホームページコンテスト２０１４
恒例のホームページコンテストは、埼玉県知事賞・さいたま市長賞・総務省関東総合通信局長
賞・経済産業省関東経済産業局長賞・厚生労働省埼玉労働局長賞に加え、新たにさいたま市教
育長賞が設けられた他、
８企業賞の表彰式が２７年１月２２日パレスホテル大宮にて開催され
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ました。
応募作品数：９９作品・応募者数：１２６名 詳細はサイプレス８３号に掲載
（３）埼玉県・さいたま市等地方自治体との連携強化
①第２回埼玉県自治体クラウドセミナーの開催
開催日：平成２６年６月２７日
場 所：埼玉県県民健康センター
参加者：自治体関係１９団体３９名・一般法人８社８名
会員展示企業：８社
②公共オープンデータの活用
行政機関が保有するデータを誰もが二次利用できる形式で公開し、民間企業等が効果
的な活用により新たな価値を創造してゆく。
平成２６年１１月埼玉県情報システム課と協会会員へのオープンデータのアンケート
調査を実施し埼玉県情報システム課・さいたま市情報システム課と利用について検討
会を開催、アイデアソンの試行を１月３０日に実施した。
③サービス産業の生産性向上についての検討
県産業労働部と中小サービス事業者のＩＴ活用について２月２６日及び３月１７日、
担当者会議を実施、今後定期的に開催する。
（４）埼玉ＩＴネットワーク会議開催
平成２４年度より行政・県内諸団体を支援団体として「地産地消」をテーマに３年間に亘
り活動を続け行政・支援団体からの助言を得ている。
２６年度開催：２回
（５）ビジネス交流会開催
公開特許について埼玉県産業技術総合センターの鈴木副センター長より説明があり、利用
についての相談も受付けられる。
公益財団法人さいたま市産業創造財団の平松氏より日産自動車の開放特許情報の紹介があり
ました。
３．調査事業研究
（１）県内地方公共団体情報化動向に関るアンケート調査
県内の地方公共団体を対象に情報化動向を把握し、地域情報化戦略立案や情報化計画策定へ
の情報提供と地域情報産業の技術力向上を目的に実施。
対象自治体６３市町村中、３６市町村が回答（回収率５７．１％）
調査結果の詳細［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］ ８１号に掲載
（２）県内企業情報化実態調査
県内企業のＩＴ利活用の実態とニーズを把握し、協会及び会員企業が地域活性化の提案・
支援をおこなえるかを目的として実施。
対象企業

協会主催セミナー参加者、県内諸団体加盟企業を主体

有効回答数８４社 調査結果［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］８１号に掲載
（３）プロジェクト管理技術・開発方法・先進ＩＴの研究
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システム技術部会を中心として原則、毎月１回開催
研究結果は適時［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］に掲載
４．啓蒙・普及事業
（１）広報誌［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］の発行：年２回 １月・７月
電子版デジタル［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］の発行年２回 ４月・１０月
（２）ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ速報の発信
情報・案内等を適時会員にメールにて送達
（３）県立工業高校ソフトウエア・ホームページコンテスト大会の後援
全国工業高等学校選抜大会であり、審査員の派遣、賞品の提供
５．産・学・官交流事業
情報サービス産業振興のため、埼玉県をはじめ行政機関及びＪＩＳＡ・ＡＮＩＡ等関係諸団体、
各種交流協議会への参画、国際交流をおこなった。
（１）世界情報技術産業会議（ＷＣＩＴ）メキシコ大会
開催日 ：平成２６年９月２７日～１０月５日
開催場所：メキシコ・グアダハラ

参加者１１名

（２）全国地域情報団体連合会（ＡＮＩＡ）岡山大会
開催日 ：平成２６年１０月１５日～１６日
開催場所：岡山市

参加者１３名

（３）アジア・オセアニアコンピュータ産業会議（ＡＳＯＣＩＯ）－ＩＣＴ

Ｓｕｍｍｉｔ

開催日 ：平成２６年１０月２８日～１１月２日
開催場所：ベトナム・ハノイ

参加者１０名

（４）首都圏情報団体幹部会
開催日 ：平成２７年３月１３日
開催場所：甲府市

参加者４名

（５）大学提携講座
・埼玉大学

科目「職業と情報」

派遣講師６名

・東京理科大学 科目「職業について」 派遣講師１名
（６）新年賀詞交歓会
開催日 ：平成２７年１月２２日
開催場所：パレスホテル大宮

参会者１４７名

※「第１９回彩の国さいたまホームページコンテスト２０１４」表彰式を賀詞交歓会に
併せ実施した。
（７）情報セキュリティー啓蒙活動
ＩＰＡ主催の情報セキュリティー標語・ポスター・４コマ漫画の埼玉県内作品から、当協会
より優秀作品を選出し表彰を実施した。
６．福利厚生事業
（１）第１９回チャリティゴルフコンペ開催
開催日 ：平成２６年９月１８日
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開催場所：高麗川カントリークラブ

参加者３３

（２）第２１回ボウリング大会開催
開催日 ：平成２７年２月２０日
開催場所：浦和スプリングレーンズ 参加者 ９６名
７．労働環境改善・共同求人事業
（１）ウーマノミクス・女性登用の推進
講演会 ：「ウーマノミクス推進が企業を変える」
講演者 ：（株）ウーマンエコノミクス総研 代表取締役社長 宮本 直美 氏
講演日 ：平成２６年６月５日
講演場所：大宮サンパレス （第３回定時総会に併せ実施）
（２）ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍａｎフェスタ２０１４への参加
開催日 ：平成２６年９月１３日～１４日
開催場所：さいたまスーパーアリーナ
出展企業：ＡＧＳ(株)・関東図書(株)・パシフィックシステム(株)
（３）学校と企業の就職交流会
開催日 ：平成２６年１０月２４日
開催場所：大宮サンパレス
参加学校：県内大学・専門学校２１校 ２５名
参加企業：会員企業２３社 ３７名
（４）埼玉県内１６大学合同企業説明会
開催日 ：平成２６年８月８日
開催場所：ホテルブリランテ武蔵野
参加企業：５７社
参加学生：３２１名
８．新規会員増強運動
目標：５社

実績：７社（退会：５社）

２７年３月末会員企業：１０４社（賛助会員含む）
Ⅲ．会議報告
１．第３回定時総会
開催日 ：平成２６年６月５日
開催場所：大宮サンパレス
参加者数：合計６９社（出席会員２７社、委任状提出会員４２社）
※開催日時点の正会員８７社
議 案 ：第１号議案 平成２５年度事業報告書案
第２号議案 平成２５年度収支決算書案
第３号議案 役員改選について
※何れも原案通り可決
２．理事・監事会
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（１）第１３回理事・監事会
開催日：平成２６年５月２０日
出席者：理事１９名中 １４名・監事２名中 ２名
議 案：第１号議案 平成２５年度事業報告書案
第２号議案 平成２５年度収支決算書案
第３号議案 役員改選について
第４号議案 入会承認の件
※何れも原案通り可決
報告事項：各部会より報告
（２）第１４回理事・監事会
開催日：平成２６年６月５日
出席者：理事１７名中 １２名・監事２名中 ２名
議 案：第１号議案 入会承認の件
第２号議案 業務執行理事の選任
※何れも原案通り可決
報告事項：各部会より報告
（３）第１５回理事・監事会
開催日：平成２６年７月１７日
出席者：理事１７名中 ９名・監事２名中 ２名
議 案：寄附金取扱規程について
※原案通り可決
報告事項：各部会より報告
（４）第１６回理事・監事会
開催日：平成２６年１０月２４日
出席者：理事１７名中 １０名・監事２名中 １名
議 案：入会承認の件
※原案通り可決
報告事項：各部会より報告
（５）第１７回理事・監事会
開催日：平成２６年１１月２１日
出席者：理事１７名中 １１名・監事２名中 ２名
報告事項：各部会より報告
（６）第１８回理事・監事会
開催日：平成２７年１月２２日
出席者：理事１７名中 １３名・監事２名中 ２名
議 案：入会承認の件
※原案通り可決
報告事項：各部会より報告
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（７）第１９回理事・監事会
開催日：平成２７年３月２０日
出席者：理事１６名中 １０名・監事２名 ２名
議 案：第１号議案 平成２７年度事業計画案
第２号議案 平成２７年度収支予算書案
第３号議案 入会承認の件
第４号議案 部会・委員会設置規程について
※何れも原案通り可決
報告事項：各部会より報告

以
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上

