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令和３年度山梨県地域 ICT 推進協議会総会次第  

 

 

                        日時 令和３年６月１日（火）  

                              ベルクラシック甲府  

 

 

議事  

 

 （１）第１号議案 令和２年度事業実績報告  

 

 （２）第２号議案 令和２年度収支決算報告  

 

 （３）第３号議案 役員改選（案）  

 

（４）第４号議案 令和３年度事業計画（案）  

 

 （５）第５号議案 令和３年度収支予算（案）  

 

 （６）その他  
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【第１号議案】 

 

令和２年度事業実績報告 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークやオンライン教育が注目されるなど、ＩＣＴの利活用にか

つてない関心が高まっている中、令和２年度においては、県民の暮らしに直結した分野でのＩＣＴの利活用

を推進し、地域の活力増進を図るため、次の活動を実施した。 

 

１ 総会の開催 

（１）総会 

   ○期   日 令和２年５月１５日（金） 

   ○会   場 書面開催 

   ○内   容 ・令和元年度事業報告及び収支決算報告 

・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）       

     ○出席団体 ６１団体 

 

２ 普及啓発事業 

（１）講演会の開催 

◆第１回講演会 情報通信月間記念講演会 

 ○期日／会場 令和２年７月２８日（火）／ベルクラシック甲府（YouTubeライブ配信も実施） 

 ○内   容 組織を強くするテレワーク導入 

   講演１：テレワーク導入効果を上げる「ワーク・ライフ・バランス」の考え方 

     小林 和美 氏 

   講演２：Withコロナ・Afterコロナを生き抜くためのICT戦略 

     石黒 仁 氏 

 ○参 加 者 ８９名（オンラインによる参加者含む） 

 

◆第２回講演会 秋期講演会 

 ○期日／会場 令和２年１１月６日（金）／ベルクラシック甲府（YouTubeライブ配信も実施） 

 ○内   容 ヤフービッグデータに見るウィズコロナ時代のデータ活用 

        ヤフー株式会社データソリューション事業本部パブリックエンゲージメント部部長 

   大屋 誠 氏 

 ○参 加 者   ９０名（オンラインによる参加者含む） 

   

  ◆第３回講演会 ローカル５G普及推進講演会（総務省共催） 

○期日／会場 令和３年２月１０日（水）／ オンライン開催（YouTubeライブ配信） 

○内   容 講演１：総務省におけるローカル５G等の推進施策 

        総務省情報流通行政局地域通信振興課 課長補佐 道祖土 直美 氏 
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       講演２：ローカル５Gの取組～ユースケースのご紹介～ 

日本電気株式会社ローカル５G 事業推進本部 シニアマネージャー 

 金子 博昭 氏 

 

講演３：ローカル５G を利用した高品質シャインマスカット生産のための匠の技の

    「見える化」実証 事例発表 

 株式会社YSK e-com エキスパート 出月 研二 氏 

   ○参 加 者 ２００名（オンラインのみ） 

 

（２）情報化展示会の開催 

  ■山梨テクノＩＣＴメッセ令和２年度オンライン展示会の開催 

   ○共   催   （一社）山梨県機械電子工業会、（公財）やまなし産業支援機構 

   ○期日／会場   令和３年２月１０日（水）～３月３１日（水）／オンライン開催 

   ○延べ入場者数 ５０６４名 

 

     【ＩＣＴ側出展団体：１３団体】 

   （株）システムインナカゴミ、(株)エービーエス、日本システムウエア（株）、日本電気（株）、山

 梨におけるビッグデータ利活用基盤構築とその有効性に関する実証実験（山梨大学）、（株）山梨

 ニューメディアセンター、（株）YSK e-com、（株）ワイ・シー・シー、NTT東日本山梨支店、（株）

 ドコモCS山梨支店、特定非営利活動法人地域資料デジタル化研究会、やまなしＩｏＴラボ、山梨県

 地域ＩＣＴ推進協議会 

 

    【本協議会オンライン展示内容】 

   ○マイナンバー制度に係る展示 

    ・マイナンバー関連パンフレット等の展示・配布 

   ○サイバー犯罪防止の啓発（協力：山梨県警察本部生活安全部） 

   ○県からのお知らせの展示（アバターロボット導入・利活用促進業務） 

 

  【企画イベント】 

   ○リアルタイムオンライン商談会 

    令和３年２月１０日（水）／オンライン開催 

    

   ○オンラインプレゼンテーション 

    令和３年２月１０日（水）／オンライン開催（YouTubeライブ配信） 

    ・マイナンバー制度に関する説明 ※上記イベント内で実施 
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３ 地域ＩＣＴ利活用支援事業 

  ◆自治体職員向け研修会（兼：ＩＣＴ利活用促進研究部会） 

   ○期日／会場 令和３年３月２６日／オンライン開催（YouTubeに動画を限定公開） 

   ○内   容 「山梨県デジタルトランスフォーメーション推進計画」説明会 

   山梨県総務部情報政策課職員 

 

４ 調査・研究事業 

  ＩＣＴ利活用促進研究部会（兼：地域ＩＣＴ利活用支援事業） 

  ・「山梨県デジタルトランスフォーメーション推進計画」意見照会（令和３年２月２６日） 

  ・展示会におけるICTの普及啓発 

 

５ 情報提供事業 

  協議会ホームページによる各種情報提供（協議会ホームページ <URL> https://www.fynet.or.jp） 



【第２号議案】

【収入】 （単位:円）

科　目 予算額 決算額 差引額

(a) (b) (b)-(a)

会費 2,160,000 2,180,000 20,000 県 500,000

市 260,000

町村 280,000

企業・団体 1,140,000

補助金 60,000 87,000 27,000 情報通信月間補助金

雑収入 16 18 2 預金利息 

前年度繰越金 1,007,854 1,007,854 0

合計(A) 3,227,870 3,274,872 47,002

【支出】 （単位:円）

科　目 予算額 決算額 差引額

(a) (b) (a)-(b)

会議費 130,000 0 130,000 総会費 0

事業費 1,900,000 641,400 1,258,600 講演会費 361,268

部会費 60,000

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関係費 220,132

事務費 150,000 285,512 △135,512 資料作成費 0

通信運搬費 13,640

その他 271,872

特別会計繰出金 900,000 1,300,000 △400,000

  

予備費 147,870 0 147,870

合計(B) 3,227,870 2,226,912 1,000,958

1,047,960

令和２年度一般会計収支決算報告

内　　　　訳

内　　　　訳

次期繰越収支差額 (A)-(B)
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【収入】 （単位:円）

科　目 予算額 決算額 差引額

(a) (b) (b)-(a)

負担金 3,600,000 450,000 △3,150,000 出展料　 450,000

椅子・オプションリース料 0

電気工事費・使用料 0

ＬＡＮ工事費 0

広告掲載料 0

一般会計繰入金 900,000 1,300,000 400,000

雑収入 7 6 △1 預金利息

前年度繰越金 638,763 638,763 0

合計(A) 5,138,770 2,388,769 △2,750,001

【支出】 （単位:円）

科　目 予算額 決算額 差引額 内　　　　訳

(a) (b) (a)-(b)

出展料 4,050,000 950,550 3,099,450 出展料　 450,000

協議会負担金 500,000

その他 550

印刷費 140,000 0 140,000 ポスター・来場案内印刷 0

広告費 370,000 770,550 △400,550 広告費 770,000

その他 550

事務費 250,000 6,120 243,880 事務費 6,120

 

予備費 328,770 0 328,770

合計(B) 5,138,770 1,727,220 3,411,550

661,549次期繰越収支差額 (A)-(B)

令和２年度テクノＩＣＴメッセ特別会計収支決算報告

内　　　　訳
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【第３号議案】 

役員改選（案） 

 

 

 

会 長 山梨県商工会議所連合会会長 進藤 中 

副会長 山梨大学名誉教授 新藤 久和 

 

運営委員 ＮＨＫ甲府放送局局長 

（株）テレビ山梨代表取締役社長 

東日本電信電話（株）東京事業部山梨支店長 

富士通Japan（株）山梨支社長 

（一社）山梨県銀行協会会長 

山梨県ＣＡＴＶ連絡協議会会長 

（一社）山梨県情報通信業協会会長  

山梨県信用金庫協会会長 

（株）山梨日日新聞社常務取締役 

山梨県市長会会長          

山梨県町村会会長 

山梨県リニア未来創造局長 

安出  光伸 

原田 由起彦 

繁尾 明彦 

峠谷 正 

関 光良 

中村 一政 

飯室 元邦 

小田切 繫 

西川 新 

樋口 雄一 

舩木 直美 

上野 良人 

監事 

 

日本電気（株）甲府支店長 

山梨県商工会連合会会長 

鈴木 一成 

中村 己喜雄 
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【第４号議案】  

令和３年度事業計画（案） 

  

 新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークやオンライン教育が注目されるなど、ＩＣＴの利

活用にかつてない関心が高まっている中、県民の暮らしに直結した分野でのＩＣＴの利活用を推進

するため、普及啓発による人材の育成や、県民の情報活用能力の向上、調査研究等の取り組みを推

進することとし、地域の活力増進を図るため、会員が互いに連携、協力し次の事業を行う。 

 

 １ 総会、運営委員会の開催 

  （１）総会の開催 

    通常総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。 

   

（２）運営委員会の開催 

    運営委員会を開催する。 

 

 ２ 普及啓発事業 

  （１）講演会の開催 ※予定 

  ①特別講演会（情報通信月間行事として開催）   ６月 

  ②夏期講演会                  ８月 

  ③山梨テクノＩＣＴメッセ２０２１記念講演会  １１月 

  ④地域情報化講演会       ２月 

 

  （２）山梨テクノＩＣＴメッセの開催 ※予定 

  山梨テクノＩＣＴメッセ２０２１を、一般社団法人 山梨県機械電子工業会、公益財団法

人 やまなし産業支援機構との共催により開催する。 

  併せて協議会のブースを設置し、県内における情報化の取り組みや各種プロジェクトの

紹介、ＩＣＴの利活用に関する展示等を行う。 

  ・期間：令和３年１１月１２日（金）～１３日（土） 

  ・会場：アイメッセ山梨 

   

  ○副実行委員長 富士通Japan 山梨支社 支社長 峠谷 正 

○実行委員（協議会役員から選任） 

ＮＥＣ甲府支店、東日本電信電話(株)山梨支店、富士通Japan山梨支社、山梨県情報通 

信業協会 

 

３ 地域ＩＣＴ利活用支援事業 

（１） 自治体職員向け研修会、相談会の開催 

最新のＩＣＴ動向を学ぶとともにＩＣＴ利活用の事例研究等を通じてＩＣＴに対する理

解、認識を深めるためのセミナーを開催する。 

   

（２）地域ＩＣＴ利活用支援に関する事業 

     インターネットやスマートフォンなど日常生活に活用可能なＩＣＴを中心に、県民の情報

活用能力向上支援のため、セミナーの開催や学校等が企画する研修会への講師派遣等を行う。 
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（３）講演会など他団体が実施する普及啓発事業に対する後援等 

     情報セキュリティ、情報資産の活用をはじめＩＣＴを利活用していく上で課題となって

いるテーマについて、他団体が講演会や普及啓発事業を実施する場合、団体からの申請に

基づき後援、共催等を行う。 

  

 ４ 調査・研究事業 

  次のとおり部会を開催し、調査研究を行う。 

（１） ＩＣＴ利活用促進研究部会（ＤＸ研究部会等）の開催 

 

 ５ 情報提供事業 

（１）協議会ホームページ（URL:https://www.fynet.or.jp）による各種情報提供 

（２）会員向け各種情報提供、会員間における情報交換・共有 



【第５号議案】

 

【収入】 （単位:円）

科　目 予算額 前年度予算額 増減額 内　　　　訳

(a) (b) (a)-(b)

会費 2,180,000 2,160,000 20,000 県 500,000

市 260,000

町村 280,000

企業・団体 1,140,000

補助金 87,000 60,000 27,000 情報通信月間補助金

雑収入 18 16 2 預金利息 

前年度繰越金 1,047,960 1,007,854 40,106 　

合計 3,314,978 3,227,870 87,108

【支出】 （単位:円）

科　目 予算額 前年度予算額 増減額 内　　　　訳

(a) (b) (a)-(b)

会議費 130,000 130,000 0 総会費・運営委員会費 130,000

事業費 2,000,000 1,900,000 100,000 講演会費 1,350,000

部会費 320,000

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関係費 230,000

地域ICT利活用支援事業費 100,000

事務費 150,000 150,000 0 資料作成費 50,000

通信運搬費 50,000

その他 50,000

900,000 900,000 0

 

予備費 134,978 147,870 △12,892

合計 3,314,978 3,227,870 87,108

令和３年度一般会計収支予算（案） 

特別会計繰出金
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【収入】 （単位:円）

科　目 予算額 前年度予算額 増減額 内　　　　訳

(a) (b) (a)-(b)

負担金 3,600,000 3,600,000 0 出展料　 2,200,000

オプションリース料 700,000

電気工事費・使用料 450,000

ＬＡＮ工事費 200,000

広告掲載料 50,000

一般会計繰入金 900,000 900,000 0

雑収入 6 7 △1 預金利息

前年度繰越金 661,549 638,763 22,786

合計 5,161,555 5,138,770 22,785

【支出】 （単位:円）

科　目 予算額 前年度予算額 増減額 内　　　　訳

(a) (b) (a)-(b)

出展料 4,050,000 4,050,000 0 出展料　 2,200,000

オプションリース料 700,000

電気工事費・使用料 450,000

ＬＡＮ工事費 200,000

広告掲載料 50,000

企画展示費 450,000

印刷費 140,000 140,000 0

広告費 370,000 370,000 0 広告・広報費用

事務費 250,000 250,000 0 消耗品他事務費用

予備費 351,555 328,770 22,785

合計 5,161,555 5,138,770 22,785

令和３年度テクノＩＣＴメッセ特別会計収支予算 （案） 

ポスター・パンフレット印刷費用
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（別添１） 

山梨県地域ＩＣＴ推進協議会会則 

（名称） 

第１条 本会は「山梨県地域ＩＣＴ推進協議会」と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、山梨県における、民間企業、各種団体、地方公共団体等が、連携、協力し、ＩＣＴの利

活用を推進することにより、活力に満ちた地域社会の実現及び住民福祉の向上に寄与することを目的と

する。 

（事業） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1)ＩＣＴ利活用に関する普及・啓発事業 

(2)ＩＣＴ利活用に関する調査・研究事業 

(3)ＩＣＴ利活用に対する支援事業 

(4)ＩＣＴ利活用に関する情報提供事業 

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業 

（組織） 

第４条 本会は、普通会員と特別会員をもって構成する。 

２ 普通会員は、本会の目的に賛同する、民間企業、各種団体、地方公共団体等とする。 

３ 特別会員は、会長が本会の目的達成のために特に必要と認めたものとする。 

（役員） 

第５条 本会は、役員として、会長１名、副会長１名、運営委員若干名及び監事２名を置く。 

２ 役員は、総会において選任する。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 運営委員は、本会の業務の推進にあたる。 

４ 監事は、本会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とす

 る。 
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（総会） 

第８条 通常総会は、毎年１回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨時総会を招

集することができる。 

２ 通常総会は、次の事項を審議する。 

(1)事業計画及び収支予算 

(2)事業報告及び収支決算 

(3)会則の改正 

(4)役員の選任 

(5)その他協議会に関する重要な事項 

３ 臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。 

４ 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は会長が指名する者が議

 長となる。 

５ 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。 

（運営委員会） 

第９条 本会に、運営委員会を設置する。 

２ 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員をもって組織する。 

３ 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。 

４ 会長が必要と認めたとき、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

５ 会長は、必要に応じ運営委員会を招集することができる。 

６ 運営委員会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は会長が指名する

 者が議長となる。 

７ 運営委員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。 

（運営委員会の役割） 

第10条 運営委員会では、次の事項を審議する。 

(1)総会に付すべき事項 

(2)部会の設置に関する事項 

(3)本会の業務に必要な事項 

(4)その他必要と認める事項 

（部会） 

第11条 専門的分野の事項を検討するため、必要に応じ部会を設置することができる。 

２ 部会の設置、構成及び運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。 
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（会計年度） 

第12条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（経費） 

第13条 本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充てる。 

２ 本会の会費は、年額１口10,000円とし、２口以上とする。 

３ 特別会員は、会費を要しないものとする。 

（事務局） 

第14条 本会の事務局は、山梨県リニア未来創造局リニア未来創造・推進課ＤＸ推進室に置く。 

（その他） 

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。 

 

附 則 この会則は、平成７年４月２６日より施行する。 

附 則 この会則は、平成９年４月２１日より施行する。 

附 則  この会則は、平成２２年４月１日より施行する。 

附 則 この会則は、平成２４年５月８日より施行する。 

附 則  この会則は、平成２８年４月１日より施行する。 

附 則  この会則は、令和３年４月１日より施行する。 
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（ 別 添 ２ ）  

山 梨 県 地 域 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 協 議 会  会 員 名 簿  

 

 

【普通会員】 

 

○企業・団体 ５７団体  

(株)ウインテックコミュニケーションズ 

(株)エーティーエルシステムズ 

ＮＥＣプラットフォームズ(株)甲府事業所 

ＮＥＣフィールディング(株) 

         西関東支社甲府支店 

ＮＨＫ甲府放送局 

(株)エヌディエス 

(株)エフエム富士 

(株)カルク 

河口湖有線テレビ放送(有) 

(有)峡西シーエーテーブイ 

グローバルデザイン(株) 

(株)ケーブルネットワーク大月 

甲府商工会議所 

甲府信用金庫 

(株)サンテレコム 

(株)ＣＡＴＶ富士五湖 

(株)シー・シー・ダブル 

(株)ジインズ 

(株)システムインナカゴミ 

(社)情報通信設備協会山梨県支部 

住友電気工業(株) 

中央コリドーＩＣＴ推進協議会 

都留市テレビ利用者組合 

(株)デジタルアライアンス 

(株)テレビ山梨 

東芝インフラシステムズ（株）西東京支店 

(株)ドコモＣＳ山梨支店 

日商エレクトロニクス(株) 

日東工業(株)  

日本システムウエア(株) 

日本電気(株)甲府支店 

(株)日本ネットワークサービス 

日本フィールド・エンジニアリング(株) 

               山梨支社 

(株)日本ユニシス 

(株)パスコ山梨支店 

東日本電信電話(株)山梨支店 

富士川シーエーティーヴィ(株) 

富士通Japan(株)山梨支社 

古河電気工業(株) 

(株)マネージ・ソフト 

特定非営利活動法人山梨ＩＣＴ＆コンタクト 

      支援センター 

山梨県警察本部 

山梨県ＣＡＴＶ連絡協議会 

山梨県商工会連合会 

(一社)山梨県情報通信業協会 

特別非営利活動法人山梨情報通信研究所 

山梨信用金庫 

山梨県信用組合協会 

山梨ＣＡＴＶ(株) 

(株)山梨中央銀行 

(公財)やまなし産業支援機構 

(株)山梨日日新聞社 

(株)山梨ニューメディアセンター 

(株)山梨放送 

リコージャパン(株)山梨支社 

(株)ＹＳＫ e-com 

(株)ワイ・シー・シー 
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○市町村等 ２８団体 

甲府市 

富士吉田市 

都留市 

山梨市 

大月市 

韮崎市 

南アルプス市 

北杜市 

甲斐市 

笛吹市 

上野原市 

甲州市 

中央市 

市川三郷町 

富士川町 

早川町 

身延町 

南部町 

昭和町 

道志村 

西桂町 

忍野村 

山中湖村 

鳴沢村 

富士河口湖町 

小菅村 

丹波山村 

山梨県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別会員】 

 

 ○国・大学 ６団体 

総務省関東総合通信局 

山梨学院大学 

山梨大学 

山梨県立大学 

山梨英和大学 

サンテクノカレッジ 

 

 

 

   ○関係団体 ４団体 

(一社)山梨県銀行協会 

山梨県信用金庫協会 

山梨県市長会 

山梨県町村会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和３年４月１６日現在 


