第１号議案

平成 28 年度事業報告

1. 総会
設立総会
平成 28 年 7 月 22 日（金）16:00～16:15
出席社員 17 名
・一般社団法人設立について
・会費等規程について

経団連会館

臨時総会
平成 28 年 9 月 20 日（火）14:00～14:30 ヤフー株式会社内
出席社員 17 名（委任状による者も含む）
・主たる事務所の変更に伴う定款変更に関する事項

2. 各種交流会、懇親会
新春交歓会
平成 29 年 2 月 9 日（木）18:00～20:00 東海大学校友会館
参加者：国会議員 26 名、中央省庁 11 名、友好団体 24 名
ANIA60 名、IT 連盟 53 名
計 174 名
省/庁

役職

氏名

経済産業省 大臣官房

サイバーセキュリティ・情報化審議官

伊東 寛

経済産業省 商務情報政策局

商務情報政策統括調整官

吉本 豊

経済産業省 商務情報政策局

情報処理振興課長

滝澤 豪

経済産業省 商務情報政策局

情報処理振興課 課長補佐

宇留賀 敬一

経済産業省 商務情報政策局

情報処理振興課 課長補佐

辻 洋祐

経済産業省 商務情報政策局

情報処理振興課

長谷川 麗佳

経済産業省 商務情報政策局

地域情報化人材育成推進室長

藤岡 伸嘉

総務省

情報通信国際戦略局長

谷脇 康彦

総務省

情報通信政策課

西潟 暢央

総務省

大臣秘書官

松井 正幸

厚生労働省

元厚生労働審議官

渡邊 信
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所属

役職

氏名

自由民主党 衆議院議員

総務大臣

高市 早苗

自由民主党 衆議院議員

厚生労働副大臣

橋本 岳

自由民主党 衆議院議員

細田 博之

自由民主党 衆議院議員

IT戦略特命委員会委員長

平井 卓也

自由民主党 衆議院議員

内閣総理大臣補佐官

柴山 昌彦

自由民主党 衆議院議員

IT戦略特命委員会事務局長

福田 峰之

自由民主党 衆議院議員

経済産業大臣政務官

中川 俊直

自由民主党 衆議院議員

星野 剛士

自由民主党 衆議院議員

鈴木 隼人

自由民主党 衆議院議員

和田義明

自由民主党 衆議院議員
自由民主党 衆議院議員

瀬戸 隆一
農林水産大臣

山本 有二 （代理出席）

自由民主党 衆議院議員

茂木 敏充 （代理出席）

自由民主党 衆議院議員

棚橋 泰文 （代理出席：長島卓巳）

自由民主党 衆議院議員
自由民主党 衆議院議員

小林 史明 （代理出席：田中昭彦）
文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 兼復興大臣政務官

自由民主党 衆議院議員
自由民主党 衆議院議員

田野瀬 太道（代理出席：長田誠子）
石破 茂 （代理）

法務大臣

金田 勝年（代理：小田島 希美）

自由民主党 参議院議員

北村 経夫 （代理：菅田誠）

自由民主党 衆議院議員

西村 康稔（代理：平野 勝敏）

公明党

衆議院議員

高木 美智代

公明党

衆議院議員

輿水 恵一

民進党

衆議院議員

古川 元久

民進党

衆議院議員

笠 浩史

民進党

衆議院議員

高井 崇志

民進党

衆議院議員

階 猛 (代理）

3. 理事会、委員会
(1) 理事会
第 1 回理事会 平成 28 年 7 月 22 日（金）16:15～16:20 経団連会館
出席理事 14 名、出席監事 1 名
・役付き理事の選定
・入会承認
第 2 回理事会
平成 28 年 9 月 16 日（金）書面決議
・定款変更に伴う臨時総会開催の件
・主たる事務所の移転の件
・副会長人事（候補者）の件
・政策委員会及び各委員会の委員長委嘱の件
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第 3 回理事会
出席理事 8 名

平成 29 年 2 月 8 日（水）16:00～17:00 ヤフー（株）
出席監事 1 名

・活動報告
・入会承認
・サービス産業等生産性向上 IT 導入支援事業について
(2)委員会
1. 政策委員会 活動実績
・「データ利活用による世界最高水準の IT 国家創造に向けて」の提言
・「民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集」
に対するコメント
・経済産業省 FinTech 検討会合の委員就任
・経済産業省 経営力向上・IT 基盤整備支援事業「業種の垣根を越えた
データ連携システム整備委員会」の委員就任
・民進党 内閣・総務合同部会への出席
・「越境データ移転に関するシンポジウム」の共催
・第 1 回 政策勉強会の開催
（講師：自民党 IT 戦略特命委員会 平井たくや委員長）
2.

IT 人材育成委員会 活動報告
・経済産業省及び IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）と、「情報処理
安全確保支援士」資格の普及によるサイバーセキュリティ分野の人材育成
協業を検討中（1/12.2/9,3/2 に検討会議を実施）
※人材育成委員会の注力領域：IT エンジニアの職種転換のための技術
再教育の推進（サイバーセキュリティ、データアナリティクス分野）

4. 外部の会議、定例ミーティング等
(1) 経済産業省 Fintech の課題と今後の方向性に関する検討会合に委員として
出席
(2) 経済産業省 経営力向上・IT 基盤整備支援事業「業種の垣根を越えたデー
タ連携システム整備委員会」に委員として出席
(3) デジタルソサエティ推進議員連盟への参加
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5. 会員の状況
(1)平成 28 年末会員数
正会員
16 団体（総口数：16 口）
賛助会員
0 団体
合計
16 団体
(2)平成 29 年度新規入会見込み数
正会員
1 団体 口数+1 口

6. 外部からの委託事業
(1) 経済産業省

サービス等生産性向上 IT 導入支援事業

7. 後援名義使用許可
(1) 【イベント名】OGC シンポジウム 2017
「データ流通時代の幕開け～データによる価値創造」
【主催】
【開催日時】
【開催場所】
【内容】

一般社団法人 オープンガバメント・コンソーシアム
2017 年 2 月 20 日 (月) 13:30～17:35
全国町村会館
活動成果をご紹介するとともに、資源としてのデータの流通
を促進し、新たな価値を創り出すために何が今求められ、ど
のように対応してゆくべきかを議論する。

(2) 【イベント名】第 30 回国際情報オリンピック日本大会
(略称：IOI 2018 JAPAN)
【主催】
IOI 2018 JAPAN 組織委員会
（情報オリンピック日本委員会）
【開催日時】 2018 年 9 月 1 日(土) ～8 日（土）
【開催場所】 茨城県 つくば市
競技会場：つくばカピオ 会議場：国際会議場エポカル
【内容】
世界約 80 数か国から国内選考を通過した選手たちの個人戦
による世界大会
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(3)【イベント名】会津若松市 IoT セミナー
【主催】
福島県会津若松市
【開催日時】
【開催場所】
【内容】

2018 年 3 月 17 日(金) 15:00-19:30 18 日(土) 10:00-15:30
会津若松商工会議所
参加企業等による IoT 取組説明・講座（健康、医療、環境、
産業等）
参加企業の展示コーナー設置と地元事業者、農業経営者等と
の意見交換

(4) 【イベント名】IT 導入で商売繁盛！「プラス IT フェア」
【主催】
中小企業庁・経済産業局
【開催日時】 2017 年 3 月～4 月（各会場１日間）11:00～18:00
【開催場所】 全国 10 ブロック／各 1 会場
（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・金沢・広島・松山・熊本・那覇）

【内容】

サービス等生産性向上 IT 導入支援サービスの普及

(5) 【イベント名】JASPA フェア
【主催】
全国ソフトウェア協同組合連合会
【開催日時】 2017 年 5 月 18 日（木）
【開催場所】 品川フロントビル
【内容】
参加者の新たなビジネス獲得の支援、地方企業の活性化
「ビジネス市場～明日にも契約できる大商談会～」をテーマ
にビジネスマッチングも開催する。

(6) 【イベント名】U-22 プログラミング・コンテスト 2017
【主催】
U-22 プログラム・コンテスト実行委員会
【開催日時】 2017 年 10 月 1 日（日）
【開催場所】 秋葉原カンファレンスホール
【内容】
我が国の技術や経済活動を支える IT 人材として活躍が期待
される若い世代に対して、IT 技術習得の励みとなるような
高い目標と IT 化の進展について正しい知識を与えるため、
U-22 プログラミング・コンテストを実施する。
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