令和元年度第４期事業報告

1. 総会
令和元年度は、以下の通り 1 回の総会を開催した。
■第 3 回定時総会
令和元年 6 月 25 日（火）16:00～17:00
全日通霞が関ビル 7 階会議室
出席社員 19 名（委任状及び議決権行使書による者を含む）
議題
(1) 第３期事業報告および決算報告の承認に関する件
(2) 第４期事業計画案および予算案の承認に関する件
(3) 定款変更の件
(4) 役員選任の件

2. 理事会
令和元年度は、以下の通り４回の理事会を開催した。
■第 17 回理事会
令和元年 5 月 17 日(金) 17:00～18:00
京都情報大学院大学 京都駅前サテライト 4 階会議室
出席理事 11 名、出席監事 0 名、欠席理事 5 名、監事 1 名
議題
(1) 第 1 号議案

第 3 期事業報告ならびに決算報告に関する件につき

(2) 第 2 号議案

2019 年度予算の修正につき

(3) 第３号議案

理事選任について

(4) 報告

６月２５日（火）総会・懇親会について

(5) 報告

各委員会の活動につき
政策委員会：トラヒック調査について
IT 人材開発委員会：活動報告
IT 教育委員会：活動報告
情報銀行推進委員会：SIP 入札について
その他：日本認知症官民協議会参加について

■第 18 回理事会
令和元年 6 月 25 日（火）16:00～17:00
全日通霞が関ビル 7 階会議室
出席理事 11 名、出席監事１名、欠席理事１名、欠席監事１名
議題
(1) 第１号議案

副会長、 専務理事 の 選定 に関する件

(2) 第２号議案

日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)との覚書締結

について
(3) 第３号議案

情報銀行推進委員会から進捗報告

(4) 第４号議案

テレワーク・デイズ 2019 への参加について

■第 19 回理事会
令和元年 10 月 29 日（火）１６：００～１７：００
京都情報大学院大学 京都駅前サテライト ４階会議室
出席理事 12 名、出席監事 0 名、欠席理事 5 名、欠席監事 2 名
議題
(1) 第１号議案 新規入会の件
(2) 第２号議案 賛助会員募集の件
(3) 第３号議案 サイバーセキュリティ委員会設立の件
(4) 第４号議案 事務所開設の件
(5) 第５号議案 情報銀行推進委員会のスマートシティ官民連携ＰＦ参加の件
(6) 報告

情報銀行推進委員会の広報に関する件について

(7) 報告

情報銀行認定に関するデータセンター国内設置の件について

(8) 報告

政府委員会、政党部会等への参加について

(9) 報告

委員会、事務局の活動について

■第 20 回理事会
令和２年３月６日（金）１０：００～１１：３３
赤坂Ｋタワー２４Ｆ ヤフー（株）内 ２４－０１会議室
出席理事 10 名、出席監事 2 名、欠席理事 7 名
議題
(1) 決議事項：新規入会の件について
(2) 決議事項：ＩＴ教育委員会と人材開発委員会について
(3) 確認事項：委員会ガバナンスについて
(4) 決議事項：賛助会員について

(5) 決議事項：定款変更について、会費規定について
(6) 決議事項：新任理事候補について
(7) 決議事項：理事の再任について
(8) 決議事項：６月２５日の総会懇親会について
(9) 報告事項：新春交歓会報告について
(10)

報告事項：政策委員会からの報告

(11)

報告事項：情報銀行推進委員会からの報告

(12)

報告事項：サイバーセキュリティ委員会からの報告

3.委員会
令和元年度の各員会の活動実績については以下の通り。
■政策委員会 活動実績
【政策提言・勉強会】
・ 2019 年 10 月 30 日 自由民主党情報通信戦略調査会「５Ｇ 投資促進税
制」について意見発表
・ 2019 年 11 月 5 日 公明党 ICT 社会推進本部と政策勉強会
・ 2019 年 11 月 20 日 自由民主党デジタル社会推進特別委員会委員と勉
強会
・ 2019 年 12 月 4 日 自由民主党「前例のない大胆な支援による、安全・
安心な５Ｇインフラを実現する決起会合」にて意見発表
・ 2020 年１月 14 日 「個人情報保護法いわゆる 3 年ごと見直し 制度改正
大綱」について、意見書を提出
・ 2020 年１月 15 日 竹本直一 IT 政策担当大臣に令和元年度政策要望を
手交
・ 2020 年１月 21 日 寺田稔総務副大臣に政策要望を手交
・ 2020 年２月 17 日 小池百合子東京都知事と「『未来の東京』戦略ビジョ
ン」について意見交換
■IT 人材育成委員会 活動実積
【委員会開催】
人材育成委員会は構成員（19 名）により、IT（関連）人材の育成に直接、
間接に関与されている組織から、育成内容、課題、今後のテーマなどを拝
聴した。

日付

サマリー

参加者

（人）
1. 委員長挨拶
2. 講演：5G，ローカル 5G の課題と推進状況について
第 10 回
2020.2.25

（MCPC ワイヤレスシステム活用委員会委員長 小林佳和
氏）

１6

3. DX 推進人材に関する調査結果について
（情報処理推進機構 片岡 晃氏）
4. 意見交換

■IT 教育委員会 活動報告
【政府ならびに関係団体との連携】
IT 教育委員会は、次世代が望む教育について IT 人材輩出につながる環
境整備をすべく、政府ならびに関係団体との連携強化の活動を行い、以下
2 団体との MOU を締結、文部科学省設置委員会で意見を提出した。
・一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)
・一般社団法人 情報処理学会
・文部科学省の大学における「数理・データサイエンス・AI（リテラシーレ
ベル）モデルカリキュラム」作成のために設けられた、「モデルカリキュラム
（リテラシーレベル）の全国展開に関する特別委員会」の委員に長谷川委員長
が就任。

■国際委員会 活動報告
・国際委員会の今後の活動について討議
■情報銀行推進委員会 活動報告
・2019 年 5 月 30 日
「アジア太平洋プライバシー機関(APPA)フォーラム」において、情報銀行
についてプレゼンテーションを実施。
・2019 年 6 月 3 日
G20 のサイドイベント「個人データ国際セミナー」において、情報銀行に
ついてプレゼンテーションを実施。
・2019 年 6 月 26 日

情報銀行認定(第一弾)、三井住友信託銀行とフェリカポケットマーケティ
ングを決定。
・2019 年 7 月 8 日
「情報銀行」認定マーク・認定授与式を開催。
・2019 年 10 月 23 日
TOKYO FM のラジオ放送番組「未来授業」において、情報銀行に関する内容
が放送された。
・2019 年 12 月 11 日
「日 EU・ICT 戦略ワークショップ」において、情報銀行認定についてプレ
ゼンテーションを実施。
・2019 年 12 月 25 日
情報銀行認定(第 2 弾)、J.score を決定。
・2020 年 1 月 14 日
「個人情報保護法いわゆる 3 年ごと見直し 制度改正大綱」に対する意見
募集において、
情報銀行について意見を提出。
・2020 年 2 月 17 日
情報銀行認定(第 3 弾)、中部電力を決定。
・2020 年 3 月 4 日～3 月 17 日
「情報銀行」認定申請ガイドブック Ver2.0(案)について、パブリックコメ
ントを募集。
・2020 年 3 月 12 日
情報銀行認定(第 4 弾)、初の通常認定として Datasign を決定。
■サイバーセキュリティ委員会 活動報告
 2019 年 10 月 29 日
第 19 回理事会で、サイバーセキュリティ委員会設立承認
 2019 年 11 月 26 日
サイバーセキュリティ委員会シンポジウム開催・プレスリリース配信
 聴講者：

一般 115 名（登録は 159 名）
メディア 16 名（9 媒体）
掲載媒体 4 媒体（日経、産経、中部経済、静岡新聞）

 概要
1. 主催者挨拶 長谷川筆頭副会長
2. 来賓挨拶

平井卓也衆議院議員・丸川珠代参議院議員

3. 基調講演

山内智生氏（NISC 副センター長・内閣審議官 ）

4. 特別講演

奥隆行氏（インターポール捜査インテリジェンス課長）

5. パネルディスカッション「IoT 時代の経営を支えるサイバーセキュリティ」
パネリスト:
総務省サイバーセキュリティ統括官 竹内芳明氏
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

三角育生氏

大日本印刷 AB センターコミュニケーション開発本部本部長 井上貴雄氏
PwC コンサルティング合同会社パートナー

外村慶氏

サイバーセキュリティ委員会委員長 下村正洋氏
日本 IT 団体連盟専務理事 中谷昇氏
6.

閉会挨拶

下村理事・サイバーセキュリティ委員会委員長

 2020 年 1 月 30 日
第 1 回サイバーセキュリティ委員会開催
 概要
１．委員長挨拶及び委員による自己紹介
２．サイバーセキュリティ委員会開催要綱の説明（事務局より）
３．サイバーセキュリティ委員会設立シンポジウム報告（事務局より）
４．その他

 分科会活動実績はついては以下の通り。
＜企業評価分科会の活動実績＞
日付

サマリー

参加者

第１回
2020．1/15
13:00-15:00

キックオフの位置づけでミーティングを開催。各委員の紹介の
後、企業評価分科会の趣旨説明、方向性の合意、今後の進
め方について議論を実施。

13 名

第2回
2020．3/3
10:00-12:00

企業評価に関する各委員からの意見を集約するためのミーテ
ィングを実施。評価する企業規模や業界、評価する項目、評
価される企業のモチベーションなどについて、各委員からの意
見をもとに議論を実施。

14 名

【TV ニュース報
道】
2020．2/25

「ＮＨＫニュースおはよう日本」に、企業評価分科会に関する
内容が取り上げられた。主査の外村氏が取材対応。

-

＜サイバーセキュリティ演習分科会の活動実績＞
日付

サマリー

参加者

プレ会合
2020．1/16
10:00-12:00

キックオフの位置づけでミーティングを開催。各委員の紹介の
後、サイバーセキュリティ分科会組織の確認（主査の選出 ⇒
DNP 谷氏）、本分科会の活動や目指す方向性について議論

6社

を実施。以下の項目については第１回会合にて議論とする。
・演習の範囲、定義の明確化、分科会目的の明確化
・国内市場の演習相当のサービスをリストアップ
・演習の範囲、定義の明確化
⇒①組織と人の能力評価、対策が機能するか否か、不備の
有無の見える化
②組織と人の有事の際の行動の再現性獲得（平時から
第1回
2020．2/19
10:00-12:00

第2回
2020．3/16
16:00-18:00

の防災訓練）
・分科会目的の明確化
⇒主に「組織の演習」
必要な演習枠（企業内レイヤー、役割、能力）のマッピング
と各々に見合った演習講座のマッチング
・分科会としてのアウトプット
⇒演習に関する「政策提言」※時期未定
⇒本年 10 月目途で、イベント（セミナー）を計画
・分科会「費用」について議論実施
⇒通常活動での、議事録等はメンバーで持ち回り、イベント
等一過性の費用については、メンバーにて協議し、分担と
する
・企業内対象を 4 象限に整理
※「求められる専門知識の高低」「個人と組織」
⇒4 象限に、演習コースをマッピング検討開始

6社

7社

4.各種交流会、懇親会
令和元年度の交流会、懇親会は、以下の通り定時総会後の懇親会と ANIA と
の合同開催となる新春交歓会の 2 回開催した。
■定時総会 懇親会
令和元年 6 月 25 日（火）18:00～19:30 東海大学校友会館
参加者：国会議員 45 名、中央省庁 21 名、友好団体 3 名、IT 連盟 97 名
計 166 名
■新春交歓会（ANIA との合同開催）
平成 31 年 2 月 6 日（木）18:00～19:30 東海大学校友会館
参加者：国会議員 41 名、中央省庁 22 名、友好団体 2 名、IT 連盟 144 名
計 209 名

5.外部の会議等への参加

省庁や政党の会議等をはじめ外部の会議に参加した。具体的には、以下の通
り。
１．個人情報保護委員会
・個人情報保護法のいわゆる３年見直しヒアリング対応
２．内閣官房 ＩＴ総合戦略室
・官民データ活用推進基本計画実行委員会データ流通・活用ＷＧへのオ
ブザーバ参加
３．総務省
・地域ＩｏＴ官民ネット
４．経済産業省
・キャッシュレス推進協議会（経済産業省、金融庁等）
５．文部科学省
・モデルカリキュラム（リテラシーレベル）の全国展開に関する特別委
員会
６．厚生労働省
・日本認知症官民協議会「認知症バリアフリーＷＧ」
７．金融庁
・金融審議会決済・仲介 WG
８．消費者庁
・デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境
整備等に関する検討会
９．政党
・デジタルソサエティ推進議員連盟
・自民党 情報通信戦略調査会、デジタル社会推進特別委員会
・公明党 デジタル社会推進本部

6.会員の状況
令和元年度末時点の会員数は以下の通り。
正会員
23 団体（総口数：23 口）
賛助会員
0 団体
合計
23 団体

７.後援名義使用許可
令和元年度は、以下の 10 件に対して後援名義の使用許可を行った。
■JASPA フェア 2019 ～Digital Transformation 次世代への挑戦！！～
【主催】全国ソフトウェア協同組合連合会
【開催日時】2019 年 5 月 16 日(木)
【開催場所】きゅりあん（品川区立総合区民会館）７F イベントホール
【内容】JASPA フェアも第 6 回を迎えました。規模も年々拡大し、今年は新
たな会場に開催の場を移して例年以上の規模でビジネス市場での商談
会、ブース展示を展開します。更に講演会場では、特別ゲストによる基
調講演や技術講演、出展企業による多彩なセミナーを開催し、あらゆる
角度から IT 新時代に切り込むと同時に皆様に新しい視座が提供できる
よう工夫いたしました。AI や IoT、時代を先取りする言葉が乱れ飛び、
私たちのビジネスにも大きな転換期が訪れようとしています。このフェ
アが全国の組合員、賛助会員企業様、そしてお客様企業の皆様が新たな
時代に対応していくための一助となることを祈念いたしております。
■Ruby ビジネス創出展 2019
【主催】一般社団法人 Ruby ビジネス推進協議会
【開催日時】2019 年 7 月 19 日(金)
【開催場所】グランフロント大阪 カンファレンスルーム タワーC
【内容】
・新ビジネス創出のキッカケ作りの場を提供・Ruby 技術者育成のキ
ッカケとなる場を提供・団体、行政、自治体との連携創出の場を提供・
未来への「たねまき」の場を提供・Ruby 協ソリューション発表の場を提
供
■IT 検証フォーラム 2019『IoT 時代の第三者検証』～IoT の品質をどのよう
に支えるのか～

【主催】一般社団法人 IT 検証産業協会
【開催日時】2019 年 7 月 25 日(木)
【開催場所】東京大学 伊藤国際学術研究センター
【内容】検証事業の産業化を目指し、第三者検証業務のそのものの認知度向
上を図ることで IoT システムや社会システム全般の品質向上を目的とし
ます。
■第 19 回日本情報オリンピック
【主催】特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会
【開催日時】2019 年 9 月 21 日(土)～2020 年 2 月 9 日（日）
【開催場所】茨城県つくば市
【内容】日本情報オリン ピック（Japanese Olympiad in Informatics, JOI）
は、日本の高校生以下の生徒の中から情報科学的な能力の豊かな 生徒
を見出し、その才能の育成を助けるとともに、国際情報オリンピックに
日本代表選手として派遣するための事業です。
■ OGC シン ポジウム 2019・福山「 デジタルシフトによる地方創生～ス マ
ートシティとは何？」
【主催】一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム
【開催日時】2019 年 9 月 28 日(土)
【開催場所】福山ニューキャッスルホテル 2F ばらの間
【内容】一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアムのこれまでの取
り組みの実績 や経験を福山市の皆様と共有させて頂くとともに、スマ
ートシティ 、ディジタルバメント、未来社会・ソサイエティ 5.0 に取り
組むポリシーメーカーにお集まりいただき、 デジタルソサエティ実現
に向けた課題、課題解決のロードマップを議論する
■クラウド・IT ビジネスメッセ 2019 in 名古屋
【主催】特定非営利活動法人日本情報技術取引所
【開催日時】2019 年 10 月 9 日 (水)
【開催場所】ウインクあいち 5 階セミナー会場及び 6 階展示場
【内容】中部圏 での IT・クラウ ドビジネスの更なる発展のため、今年は
さらに規模・内容ともに充実した新しいフェアを企画中です。今年は「AI」
「IoT」
「セキュリティ」に加え、IT を活用した「働き方改革」にも焦点
を当てていきます。

■U-22 プログラミング・コンテスト 2019
【主催】U-22 プログラム・コンテスト実行委員会
【入選作品紹介】2019 年 10 月 15 日～18 日 CEATEC JAPAN2019 会場
【最終審査会・特別講演・懇親会・各賞表彰】都内会場を予定
【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。
■ OGC シンポジウム 2019・高松 「スマートシティで市民生活はどう変わ
る」
【主催】一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム
【開催日時】2019 年 11 月 30 日(土)
【開催場所】リーガホテルゼスト高松 3 階『ダイヤモンド』
【内容】高松 市が 現在 取り組んでいるスマートシ
ティ構築の一 層の
推進のために、スマートシ ティ への 思いや取り組みの経験 を高松
市の皆様と共有 するとともに、スマートシ ティ、地域 産業 デジタ
ル化、未来社会・ソサイエティ 5.0 に取り組むポリシー メーカー、実
務家にお集まりいただき、 デジタルシフトによる地方 創生に向け た
課題 、課題解決のロードマップを熱く議論する。
■JIET EXPO 2019
【主催】特定非営利活動法人日本情報技術取引所
【開催日時】2019 年 12 月 6 日(金)
【開催場所】TEPIA 4 階 ホール および 会議室
【内容】講演： 基調講演 村上 憲朗氏協賛企業のセミナー、AI、IoT、働き
方改革などに関わる 4 講座程度を予定展示：クラウドサービス、総合 IT
サービス 、採用情報 のブース出展 （11 ブース予定）
■ OGC シン ポジウム 2020 「 本のナショナルアジェンダをデジタライゼー
ションで乗り切日る為に！」
【主催】一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム
【開催日時】2020 年 2 月 17 日(月)
【開催場所】全国町村会館 2F ホール
【内容】OGC が考え取り組んできたデジタライゼーション事業をご紹介 す
るとともに、 我が国政府のデジタル政策のポリシーメーカー、デジタル

技術の地域への利活に取り組む専家らをお招きし、デジタル技術による
社会開発の可用門能性と課題を熱く議論する。
以上

