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平成２９年度事業報告書 

 

自：平成２９年４月１日 ～ 至：平成３０年３月３１日 

 

Ⅰ．事業概況 

平成２９年度事業も、会員企業に加え行政機関や諸団体からの多大なる支援のもと、事業計画に 

基づき着実に遂行することができました。 

   主な事業といたしましては、恒例となりました地域情報化推進事業である「彩の国ビジネスアリー 

ナ２０１８」、並びに「彩の国さいたまＩＣＴコンテスト２０１７」の二大イベントを開催し、地域

活性化・情報通信事業推進の啓蒙活動を実施いたしました。 

「彩の国ビジネスアリーナ２０１８」におきましては、特別企画展示としてＩｏＴ特別コーナーを

実施いたしました。「デジタルサイネージ」の運用や各種イベントを開催しビジネスアリーナの目玉

企画として成功を収めることができたと考えております。 

労働環境分野では、情報サービス産業界での人材不足に対応するため、県内大学・専門学校との連 

携を強化して、就職交流会や合同企業説明会等を実施し、新規求人対策に取り組んで参りました。 

   

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 ２１名 

  （２）技術研修事業        ３科目  参加人員 ６４名 

（３）ｅラーニング         参加企業  ６社 

 

２．地域情報化推進事業 

  （１）彩の国ビジネスアリーナ２０１８ 

埼玉県の企業・団体を中心として広く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・埼玉県内６金融機関等の共催により平成３０年１月２４日・2５日に開催 

      出展社数：６６０企業・団体（８１９小間） 

      来場者 ：１７，１５６人（２日間延べ人員）  

     当協会主催特別講演 

      ソフトバンク流 働き方改革 with ＲＰＡ 

      ～RPA を活用した社内取組事例紹介～ 

      講 師：ソフトバンク株式会社 法人事業統括部 プロセスマネジメント本部 

           副本部長兼 RPA 推進室長 上永吉 聡志氏 

      聴講者：７６名  

     IoT 特別コーナー実施 

            目 的：製造業を中心とした県内中小企業における IT/IoT を活用した企業活動の高度化を目指 

  すための支援の実施 

        テーマ：IT/IoT を中心としたよろず相談所の開設、製品展示 

    出展企業：会員、賛助会員７社＋３社 計１０社 

企画内容 
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① IT/IoT 相談コーナー 

② ミニセミナー＋出展企業プレゼン 

③ IoT 製品展示 

④ その他 

・埼玉ブロンコス＆全日本プロレス 現役選手によるトークショー 

・プロゴルファーによるゴルフクリニック 

（２）彩の国さいたまＩＣＴコンテスト２０１７ 

     今年度はホームページ部門、アイデア部門、プログラム部門の３部門からなるコンテストを大宮 

ソニックシティにて実施 

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・さいたま商工会議所会頭賞・協賛企業８社賞の表彰式が、平成３０年１

月１９日パレスホテル大宮にて開催         

      応募作品数：１２６作品 

応募者数 ：１８３名  

詳細は［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］９５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 

      第５回埼玉県自治体ＩＣＴセミナーの開催  

      開催日：平成２９年７月７日 

      場 所：埼玉県県民健康センター 

      テーマ：マイナンバー・セキュリティ関連 

      会員展示企業：５社 

参加者：自治体関係２１団体３０名・一般法人５社５名 

      講演①：「マイナンバーカードを活用した地域経済好循環施策～マイキープラットフォームと 

自治体ポイント管理クラウド～」 

講 師：総務省 自治行政局 地域情報政策室 企画官 三木 浩平氏 

講演②：「サイバー攻撃の最新動向とインシデント対応のポイント」 

講 師：一般社団法人ＪＰＣＥＲＴコーディネーションセンター 早期警戒グループ 

    情報セキュリティアナリスト 佐々木 勇人氏 

（4）埼玉ＩＴ活用経営支援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域活性化の為のＩＣＴ活用推進事業をテ 

ーマに行政・地域金融機関・支援団体からの助言を得て開催 

      開催日：平成３０年２月１３日 

      場 所：埼玉会館 

（５）ビジネス交流会開催 

ビジネス交流会は会員同士の情報交換の中からビジネスヒントをつかむ目的で開催 

      開催日：平成２９年１１月１７日 

      場 所：大宮ソニックシティ 
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３．調査事業研究 

（１）モバイル機器利用に関するアンケート調査報告 

    平成２７年度に実施しました「モバイル機器利用アンケート」の第２回アンケート調査を協会 

会員及びその家族をはじめ、今回より県内の学生の皆様にもご協力いただき実施 

      調査結果は［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］９５号に掲載 

  （２）プロジェクト管理技術・開発方法・先進ＩＴの研究 

     システム技術部会を中心として毎月１回継続開催 

      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１回 １月 

      電子デジタル版［ＳＡＩ－ＰＲＥＳＳ］の発行：年３回 ４月・７月・１０月 

  （２）各種情報の発信 

      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、国際交流を実施 

  （１）全国地域情報団体連合会（ＡＮＩＡ）長崎大会 

      開催日 ：平成２９年１１月９日～１０日 

      開催場所：長崎市   

参加者 ：１２名 

  （２）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２９年９月１０日～１３日 

      開催場所：台湾   

参加者 ：１０名 

  （３）首都圏情報団体幹部会…（一社）神奈川県情報サービス産業協会が幹事団体 

      開催日 ：平成３０年３月２日 

      開催場所：横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

参加者 ：２７名（７団体）  

  （４）大学提携講座   

埼玉大学  科目「職業と情報」 派遣講師５名 

  （５）新年賀詞交歓会 

      開催日 ：平成３０年１月１９日 

      開催場所：パレスホテル大宮   

参加者 ：１４２名 

      ※「彩の国さいたまＩＣＴコンテスト２０１７」表彰式を賀詞交歓会に併せ実施 
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  （６）情報セキュリティ啓蒙として、ＩＰＡ主第１３回「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクー

ル」２０１７に参画し、標語部門・ポスター部門・４コマ漫画部門の優秀賞当協会として県内作品

の中から優秀作品を表彰 

 

 ６．福利厚生事業 

  （１）第２２回チャリティゴルフコンペ開催 

      開催日 ：平成２９年９月２６日 

      開催場所：大麻生ゴルフ場   

 参加者 ：３２名 

  （２）第２４回ボウリング大会開催 

      開催日 ：平成３０年２月１６日 

      開催場所：浦和スプリングレーンズ  

参加者 ：２２組８８名 

 

 ７．労働環境改善・共同求人事業 

（１）第６回定時総会講演会 

      開催日 ：平成２９年５月２６日 

      開催場所：大宮サンパレス 

      テーマ：「職場に新しい風を吹かせよう～新時代に向けた働き方改革～」 

    講 師：有限会社フェードイン 代表取締役 工藤 敬子氏 

      テーマ：｢埼玉県ウーマノミクス課の取り組み｣ 

    講 師：埼玉県産業労働部 ウーマノミクス課 関根 梨絵氏 

  （2）学校と企業の就職交流会 

      開催日 ：平成２９年１０月２０日 

      開催場所：大宮サンパレス 

      参加県内大学・専門学校：２１校２３名 

 参加企業：２０社３３名 

  （3）埼玉県内１７大学合同企業説明会 

      開催日 ：平成２９年８月８日 

      開催場所：ホテルブリランテ武蔵野 

      参加企業：５８社   

参加学生：２５１名 

 

８．会員増強運動 

   目標：５社   実績：４社（退会：１０社） 

  30 年３月末会員企業 ９１社 
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Ⅲ．会議報告 

 １．第６回定時総会  

    開催日時：平成２９年５月２６日 大宮サンパレス 

参加者数：合計６３社（出席会員２６社、委任状提出３７社） 

※平成２９年５月２６日現在：正会員８０社 

    議 案：第１号議案 平成２８年度事業報告書案 

        第２号議案 平成２８年度収支決算書案 

        ※何れも原案通り可決  

    報告事項：平成２９年度事業計画並びに収支予算案 

 

 ２．理事・監事会 

  （１）議案説明会 

      開催日：平成２９年４月２０日      

 出席者：理事１６名中 ８名・監事２名中 ２名 

  議 案：第１号議案 平成２８年度事業報告書案 

          第２号議案 平成２８年度収支決算書案 

         第３号議案 新入会員承認の件 

                正会員：株式会社システムプラザ 

          ※何れも原案通り可決  

      報告事項：部会報告・その他 

  （２）第３２回理事・監事会 

       開催日：平成２９年５月２６日      

   出席者：理事１６名中 ９名・監事２名中 ２名 

       議 案：第１号議案 「彩の国さいたまＩＣＴコンテスト（仮称）」実施の件 

          第２号議案 新入会員承認の件 

          正会員：株式会社フォー・ジェイ 

          ※何れも原案通り可決 

      報告事項：部会報告・その他 

  （３）第３３回理事・監事会 

      開催日：平成２９年７月２１日     

  出席者：理事１６名中 １０名・監事２名中 ２名 

      議 案：新入会員承認の件 

          正会員：株式会社タカインフォテクノ 

          正会員：NTT コムマーケティング株式会社 

          ※原案通り可決 

      報告事項：部会報告・その他 
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  （４）第３４回理事・監事会 

      開催日：平成２９年１０月２０日    

出席者：理事１６名中 ９名・監事２名中 ２名 

議 案：事務局長交代の件 

      報告事項：部会報告・その他 

  （５）第３５回理事・監事会 

 開催日：平成３０年１月１９日     

 出席者：理事１６名中 １０名・監事２名中 ２名 

      報告事項：部会報告・その他 

  （６）第３６回理事・監事会 

      開催日：平成３０年２月 2３日     

  出席者：理事１６名中 １０名・監事２名中 ２名 

      議 案：第１号議案 平成３０年度事業計画書案 

          第２号議案 平成３０年度収支予算書案 

          第３号議案 「平成３０年度・平成３１年度役員選任について」 

          ※何れも原案通り可決 

      報告事項：部会報告・その他          

 

以 上 


