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平成25年度決算および平成26年度収支予算　収入の部
（単位：円）

（単位：円）

総会風景

森 秀文会長　挨拶

越智 義道教授森 秀文会長

荒城理事乾杯挨拶講演会風景

懇親会風景

　大分県情報サービス産業協会平成26年度通常総会が、平成
26年４月23日（水）午後２時30分より、全労済ソレイユ７Ｆカ
トレアの間にて開催されました。
　森会長が議長となり総会議事が執り行われ、標記第１号議
案から第４号議案まで原案通りに承認されました。
　引き続いて、国立大学法人大分大学工学部教授　越智義道
氏にご挨拶をいただき、その後、大分県商工労働部部長　西
山英将氏より「大分県の産業振興施策について」の講演を行っ
ていただきました。
　総会終了後は来賓の方々を交えて懇親会が行われました。

26年度予算額
30,000

2,450,000
1,184,000
720,000
1,000

3,273,206
7,658,206

25年度決算額
0

2,375,000
1,068,000
750,000
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3,598,075
7,791,768

差　　　額
30,000
75,000
116,000
▲ 30,000

307
▲ 324,869
▲ 133,562

科 　 　 目
入 会 金
会 費
事 業 収 入
JISA交付金
事業外収入
前年度繰越金
収 入 合 計

平成25年度決算および平成26年度収支予算　支出の部

26年度予算額
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0
2,278,206
7,658,206

25年度決算額
622,347
162,070
3,734,145

0
0

3,273,206
7,791,768

差　　　額
123,653
37,903
599,855
100,000

0
▲ 995,000
▲ 133,562

科 　 　 目
管 理 費
総 会 費
事 業 費
予 備 費
特 別 予 算
次期繰越金
支 出 合 計

総会議事

第１号議案 平成25年度協会活動報告および委員会事業報告
 ならびに平成25年度収支決算承認の件

第２号議案 平成26年度協会活動方針
 および委員会事業計画決定の件

第３号議案 平成26年度収支予算承認の件

第４号議案 その他の件

平成26年６月現在
平成26年度大分県情報サービス産業協会役員

会員名・役職
㈱オーイーシー
代表取締役会長
九州東芝エンジニアリング㈱
代表取締役社長
大分交通㈱
常務取締役
ゴードービジネスマシン㈱
代表取締役社長
大分ＮＳソリューションズ㈱
代表取締役社長
㈱富士通九州システムズ
執行役員　基盤ソリューション本部　本部長
大銀コンピュータサービス㈱
代表取締役社長
㈱シーエイシー
代表取締役社長
モバイルクリエイト㈱
常勤監査役
㈱オーイーシー
常勤監査役

氏名

森 秀文

島添　光法

荒城　英世

小野　敬一

若杉　達也

小田 均

尾渡　秀成

高橋　敏明

伊東　道郎

津行　孝充

OISA役職

会 長

副 会 長

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

監 事

監 事

事務局長

代表者交代のお知らせ
㈱インテック九州センター大分営業所　　　　九州センター副所長　　　　鶴澤　聖
大分シーイーシー㈱　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　　　　　田原　富士夫
三菱商事太陽㈱　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　　　　　　山下　達夫
富士通㈱大分支店　　　　　　　　　　　　　支店長　　　　　　　　　　阿部　泰朋

新入会員紹介新入会員紹介
よろしくお願いいたします。

株式会社九州日立システムズ
大分営業所　所長

永岡　禎幸

事業内容：情報関連システム構築、
　　　　　保守
所在地：大分市都町1-1-23
　　　　住友生命大分ビル６Ｆ
ＴＥＬ：097-538-2858
ＦＡＸ：097-538-2859
所　属：総務委員会

株式会社ＪＡ大分総合情報センター
代表取締役常務

佐藤　清一

事業内容：情報サービス業

所在地：大分市東春日町１番１号
　　　　ＮＳ大分ビル３階
ＴＥＬ：097-574-5550
ＦＡＸ：097-574-5552
所　属：総務委員会

ミカサ商事株式会社
大分営業所　所長

下北　圭介

事業内容：情報関連機器販売

所在地：大分市東春日町17-19
　　　　大分ソフィアプラザビル３Ｆ
ＴＥＬ：097-532-4555
ＦＡＸ：097-532-2542
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１.　関係機関、関連団体および地域との交流と連携を深め、地域の情報化を推進するとともに、
 協会及び協会活動の一層の可視化を図る。
２.　委員会活動の充実を図り、高度情報化社会に対応する魅力ある事業を推進する。
３.　会員企業の技術力の向上を図るとともに、会員相互の情報交換と啓発活動を推進する。

１.　関係機関、関連団体および地域との交流と連携を深め、地域の情報化を推進するとともに、
 協会及び協会活動の一層の可視化を図る。
２.　委員会活動の充実を図り、高度情報化社会に対応する魅力ある事業を推進する。
３.　会員企業の技術力の向上を図るとともに、会員相互の情報交換と啓発活動を推進する。

平成 2 6 年 度 　 協 会 活 動 方 針

総務委員会
委 員 長　徳田　康彦
 （三菱商事太陽㈱　取締役相談役）
副委員長　鶴澤　　聖
 （㈱インテック九州センター大分営業所
 　九州センター副所長）
事 務 局　坂田　　明
 （九州東芝エンジニアリング㈱　参事）

１．事業方針
　　⑴協会の事業力強化と活性化を図るための諸施策を推

進する。
　　⑵会員相互の交流と親睦を図るための諸施策を推進す

る。
　　⑶社会貢献のための活動を推進する。

２．事業計画
　　⑴次の協会定例行事を企画・開催する。
　　　４月　通常総会後の講演会・懇親会　
　　　１月　新年例会、講演会
　　　２月　社会貢献活動推進
　　⑵行政、情報産業団体との交流。
　　⑶社会貢献活動の推進。

企画委員会
委 員 長　佐藤　隆己
 （㈱ＡＰＣ　代表取締役）
副委員長　渡辺　五朗
 （大交ソリューションズ㈱　部長）
事 務 局　山松　正樹
 （大分交通㈱　次長）

１．事業方針
　　委員会活動の充実と強化及び、会員相互の理解と協力

をより一層深める事を目的とした諸施策を展開する。

２．事業計画
　　先進地域ならびに先進企業への視察研修を実行する。
　　　８月下旬～９月上旬　県外対象（１泊２日）
　　　１月下旬～２月上旬　県内対象（日帰り）

イベント委員会
委 員 長　野尻　　健
 （大分中央電算㈱　代表取締役社長）
副委員長　中川　雅裕
 （㈱スリーエイ・システム　取締役）
事 務 局　大熊　洋司
 （ゴード―ビジネスマシン㈱　部長）

１．事業方針
　　⑴委員会活動を通じて当協会の存在を広く世間にアピ

一ルする。
　　⑵会員相互の交流と親睦を図るための諸施策を推進す

る。

２．事業計画
　　⑴第23回サウンズコンテストの開催
　　　従来の「純コンピュータ・ミュージック」を基本

に、新しいコンピュータ・ミュージックのコンテス
トを検討していく。ＩＴを利用して応募集客に工夫
し、後援各社の報道により応募・集客を図る。又、
大分フットボールクラブとの連携を深め夢のあるイ
ベントとし、地域社会に貢献する。

　　⑵第20回ＯＩＳＡボウリング大会の開催

技術委員会
委 員 長　安達　裕之
 （㈱システムトレンド
 　　　　　　営業マネージャー）
副委員長　田中　栄二
 （大分ケーブルテレコム㈱
 　　　　　　　　　　副本部長）
副委員長　本川　展也
 （三井造船システム技研㈱大分事務所　課長）
事 務 局　伊達　愼二
 （㈱富士通九州システムズ　部長）

１．事業方針
　　下記に関する活動を企画・実施し、情報社会への貢献

を目指す。
　　⑴最新技術動向に関する知識の普及。
　　⑵ＩＴに関する技術の向上。

２．事業計画
　　⑴技術交流会の開催
　　　業界の最新技術動向について、産学官の先進的な研

究成果やノウハウを持つ講師を招き、技術交流会を
開催する。

　　⑵技術研究会の開催
　　　会員が抱える共通の技術課題について技術研修会を

開催する。
　　　内容は、最新ＩＴ技術動向を十分意識し、これらの

情報技術や開発方法等について研究し、成果発表会
を行う。

広報委員会
委 員 長　河野　修一
 （㈱アトムス　取締役部長）
副委員長　吉田　靖
 （㈱日建コンサルタント
 　　　　　　　代表取締役社長）
事 務 局　田崎　貴裕
 （大銀コンピュータサービス㈱　部長）

１．事業方針
　　協会活動の内外への広報事業を展開し、当協会全体の

活性化を図る。

２．事業計画
　　⑴広報活動
　　　ＯＩＳＡニュースの発行
　　　年間３回、協会活動及び業界イメージアップに繋が

る情報発信を行う。
　　　・８月　総会特集・各委員会の事業計画
　　　・12月　各委員会活動特集
　　　・３月　新年例会・委員会活動特集
　　　ＯＩＳＡニュースの継続発行、紙面の充実を図ると

ともに、行政諸機関及び諸学校へのＯＩＳＡニュー
スを配布する。ＯＩＳＡニュースを利用して会員企
業や社員紹介を行い業界イメージアップに協力す
る。

　　⑵ホームページの利活用
　　　広報委員会で協会情報やＯＩＳＡニュース掲載の情

報更新を行う。
　　　各委員会開催行事の広報や開催結果をタイムリーに

ホームページに掲載し協会活動の推進に寄与する。

研修委員会　
委 員 長　安部　民枝
 （㈱アセンディア　部長）
事 務 局　鈴木　淳一
 （大分ＮＳソリューションズ㈱）

１．事業方針
　　⑴研修事業は協会会員企業の要望、必要性を充分に反

映して行う。
　　⑵開かれた協会活動に寄与する委員会活動を推進する。
　　⑶他委員会との合議を積極的に進め、行政との連携も

視野に委員会活動の活性化を図る。

２．事業計画
　　⑴事業計画の具体化には会員企業の意見を反映し、

ニーズの高い研修内容を企画する。
　　⑵県内企業の技術者向けに、専門技術あるいは先端技

術に関する講座を企画する。
　　⑶行政と充分な協力体制をもとに、地域に開かれた研

修活動を企画する。
　　⑷その他、会員の要望に応じた事業を企画する。

新任者紹介

〔総 務 委 員 会〕　㈱九州日立システムズ大分営業所 　　　　　　　　　　　　宮崎　隆行

　　　　　　　　　　㈱ＪＡ大分情報センター 課長　　　　　　　　　　大久保　裕至

〔企 画 委 員 会〕　大分ゼロックス㈱  営業本部　　　　　　　　木許　一夫

〔イベント委員会〕　西日本電信電話㈱大分支店 企画総務部総務担当　　　藤浪　浩一

〔研 修 委 員 会〕　大分ＮＳソリューションズ㈱ 　　　　　　　　　　　　鈴木　淳一

　　　　　　　　　　大分ＮＳソリューションズ㈱ 　　　　　　　　　　　　安部　加代子

　　　　　　　　　　鶴崎海陸運輸㈱  取締役　　　　　　　　　田崎　方人

〔技 術 委 員 会〕　大分ケーブルテレコム㈱ 副本部長　　　　　　　　田中　栄二

　　　　　　　　　　三井造船システム技研㈱大分事務所 課長　　　　　　　　　　本川　展也

　　　　　　　　　　㈱富士通九州システムズ 部長　　　　　　　　　　伊達　愼二

　　　　　　　　　　㈱富士通九州システムズ 　　　　　　　　　　　　吉良　香奈子

　　　　　　　　　　㈱オーガス  課長　　　　　　　　　　谷口　泰生

　　　　　　　　　　（公財）大分県産業創造機構 　　　　　　　　　　　　高村　優佳
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１.　関係機関、関連団体および地域との交流と連携を深め、地域の情報化を推進するとともに、
 協会及び協会活動の一層の可視化を図る。
２.　委員会活動の充実を図り、高度情報化社会に対応する魅力ある事業を推進する。
３.　会員企業の技術力の向上を図るとともに、会員相互の情報交換と啓発活動を推進する。

１.　関係機関、関連団体および地域との交流と連携を深め、地域の情報化を推進するとともに、
 協会及び協会活動の一層の可視化を図る。
２.　委員会活動の充実を図り、高度情報化社会に対応する魅力ある事業を推進する。
３.　会員企業の技術力の向上を図るとともに、会員相互の情報交換と啓発活動を推進する。

平成 2 6 年 度 　 協 会 活 動 方 針

総務委員会
委 員 長　徳田　康彦
 （三菱商事太陽㈱　取締役相談役）
副委員長　鶴澤　　聖
 （㈱インテック九州センター大分営業所
 　九州センター副所長）
事 務 局　坂田　　明
 （九州東芝エンジニアリング㈱　参事）

１．事業方針
　　⑴協会の事業力強化と活性化を図るための諸施策を推

進する。
　　⑵会員相互の交流と親睦を図るための諸施策を推進す

る。
　　⑶社会貢献のための活動を推進する。

２．事業計画
　　⑴次の協会定例行事を企画・開催する。
　　　４月　通常総会後の講演会・懇親会　
　　　１月　新年例会、講演会
　　　２月　社会貢献活動推進
　　⑵行政、情報産業団体との交流。
　　⑶社会貢献活動の推進。

企画委員会
委 員 長　佐藤　隆己
 （㈱ＡＰＣ　代表取締役）
副委員長　渡辺　五朗
 （大交ソリューションズ㈱　部長）
事 務 局　山松　正樹
 （大分交通㈱　次長）

１．事業方針
　　委員会活動の充実と強化及び、会員相互の理解と協力

をより一層深める事を目的とした諸施策を展開する。

２．事業計画
　　先進地域ならびに先進企業への視察研修を実行する。
　　　８月下旬～９月上旬　県外対象（１泊２日）
　　　１月下旬～２月上旬　県内対象（日帰り）

イベント委員会
委 員 長　野尻　　健
 （大分中央電算㈱　代表取締役社長）
副委員長　中川　雅裕
 （㈱スリーエイ・システム　取締役）
事 務 局　大熊　洋司
 （ゴード―ビジネスマシン㈱　部長）

１．事業方針
　　⑴委員会活動を通じて当協会の存在を広く世間にアピ

一ルする。
　　⑵会員相互の交流と親睦を図るための諸施策を推進す

る。

２．事業計画
　　⑴第23回サウンズコンテストの開催
　　　従来の「純コンピュータ・ミュージック」を基本

に、新しいコンピュータ・ミュージックのコンテス
トを検討していく。ＩＴを利用して応募集客に工夫
し、後援各社の報道により応募・集客を図る。又、
大分フットボールクラブとの連携を深め夢のあるイ
ベントとし、地域社会に貢献する。

　　⑵第20回ＯＩＳＡボウリング大会の開催

技術委員会
委 員 長　安達　裕之
 （㈱システムトレンド
 　　　　　　営業マネージャー）
副委員長　田中　栄二
 （大分ケーブルテレコム㈱
 　　　　　　　　　　副本部長）
副委員長　本川　展也
 （三井造船システム技研㈱大分事務所　課長）
事 務 局　伊達　愼二
 （㈱富士通九州システムズ　部長）

１．事業方針
　　下記に関する活動を企画・実施し、情報社会への貢献

を目指す。
　　⑴最新技術動向に関する知識の普及。
　　⑵ＩＴに関する技術の向上。

２．事業計画
　　⑴技術交流会の開催
　　　業界の最新技術動向について、産学官の先進的な研

究成果やノウハウを持つ講師を招き、技術交流会を
開催する。

　　⑵技術研究会の開催
　　　会員が抱える共通の技術課題について技術研修会を

開催する。
　　　内容は、最新ＩＴ技術動向を十分意識し、これらの

情報技術や開発方法等について研究し、成果発表会
を行う。

広報委員会
委 員 長　河野　修一
 （㈱アトムス　取締役部長）
副委員長　吉田　靖
 （㈱日建コンサルタント
 　　　　　　　代表取締役社長）
事 務 局　田崎　貴裕
 （大銀コンピュータサービス㈱　部長）

１．事業方針
　　協会活動の内外への広報事業を展開し、当協会全体の

活性化を図る。

２．事業計画
　　⑴広報活動
　　　ＯＩＳＡニュースの発行
　　　年間３回、協会活動及び業界イメージアップに繋が

る情報発信を行う。
　　　・８月　総会特集・各委員会の事業計画
　　　・12月　各委員会活動特集
　　　・３月　新年例会・委員会活動特集
　　　ＯＩＳＡニュースの継続発行、紙面の充実を図ると

ともに、行政諸機関及び諸学校へのＯＩＳＡニュー
スを配布する。ＯＩＳＡニュースを利用して会員企
業や社員紹介を行い業界イメージアップに協力す
る。

　　⑵ホームページの利活用
　　　広報委員会で協会情報やＯＩＳＡニュース掲載の情

報更新を行う。
　　　各委員会開催行事の広報や開催結果をタイムリーに

ホームページに掲載し協会活動の推進に寄与する。

研修委員会　
委 員 長　安部　民枝
 （㈱アセンディア　部長）
事 務 局　鈴木　淳一
 （大分ＮＳソリューションズ㈱）

１．事業方針
　　⑴研修事業は協会会員企業の要望、必要性を充分に反

映して行う。
　　⑵開かれた協会活動に寄与する委員会活動を推進する。
　　⑶他委員会との合議を積極的に進め、行政との連携も

視野に委員会活動の活性化を図る。

２．事業計画
　　⑴事業計画の具体化には会員企業の意見を反映し、

ニーズの高い研修内容を企画する。
　　⑵県内企業の技術者向けに、専門技術あるいは先端技

術に関する講座を企画する。
　　⑶行政と充分な協力体制をもとに、地域に開かれた研

修活動を企画する。
　　⑷その他、会員の要望に応じた事業を企画する。

新任者紹介

〔総 務 委 員 会〕　㈱九州日立システムズ大分営業所 　　　　　　　　　　　　宮崎　隆行

　　　　　　　　　　㈱ＪＡ大分情報センター 課長　　　　　　　　　　大久保　裕至

〔企 画 委 員 会〕　大分ゼロックス㈱  営業本部　　　　　　　　木許　一夫

〔イベント委員会〕　西日本電信電話㈱大分支店 企画総務部総務担当　　　藤浪　浩一

〔研 修 委 員 会〕　大分ＮＳソリューションズ㈱ 　　　　　　　　　　　　鈴木　淳一

　　　　　　　　　　大分ＮＳソリューションズ㈱ 　　　　　　　　　　　　安部　加代子

　　　　　　　　　　鶴崎海陸運輸㈱  取締役　　　　　　　　　田崎　方人

〔技 術 委 員 会〕　大分ケーブルテレコム㈱ 副本部長　　　　　　　　田中　栄二

　　　　　　　　　　三井造船システム技研㈱大分事務所 課長　　　　　　　　　　本川　展也

　　　　　　　　　　㈱富士通九州システムズ 部長　　　　　　　　　　伊達　愼二

　　　　　　　　　　㈱富士通九州システムズ 　　　　　　　　　　　　吉良　香奈子

　　　　　　　　　　㈱オーガス  課長　　　　　　　　　　谷口　泰生

　　　　　　　　　　（公財）大分県産業創造機構 　　　　　　　　　　　　高村　優佳
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平成26年度技術研究会説明会実施平成26年度技術研究会説明会実施

今年も開催！　第21回  OISA技術力アップ研修今年も開催！　第21回  OISA技術力アップ研修

　本年度の技術研究会の共同研究部会を下記日程で開催いたしました。平成26年12月３日（水）予定の成果発表会に向けて
部会活動を引き続き行います。

　日　時：平成26年５月14日（水） 15：00 ～ 17：00
　場　所：富士通大分システムラボラトリ　ＡＶホール
　内　容：①３Ｄプリンター部会　参加人数　５名（４社、１大学）
　　　　　　テーマ「家庭への３Ｄプリンター普及の課題と解決策について」
　　　　　②ウェアラブルデバイス部会　参加人数　６名（４社、１大学）
　　　　　　テーマ「ウェアラブルデバイスについての現状と今後について」                    （技術委員会）

おおいたＩＴフェア２０１４
　本フェアは、ＩＴ導入に関心のある中小企業経営者を対象に、ＩＴ導入による事務効率化、売上増加等の事例を紹介
するとともに、県内ＩＴ企業の展示ブース、セミナー・講演等を実施し、ＩＴ導入の意欲向上および県内ＩＴ企業との
マッチング促進を図る目的としています。

　平成26年度の研修は、今年２月にOISA会員企業様向けに行ったアンケート調査の結果から、ニーズが一番高かった「プ
ロジェクトマネージャ研修」の実施を決定しました。

　日　時：平成26年10月22日（水）～ 24日（金） 9：30 ～ 16：30
　場　所：アイネス（大分県消費生活・男女共同参画プラザ）２階　小会議室３
　内　容：PMBOK（プロジェクトマネジメントの知識体系。事実上の標準）の５つのプロセスエリアと

９つの知識エリアから、「いつ」「何を」「どうするか」といった知識を習得します。
　定　員：15名　受講料：￥18,000（消費税込）

　お問い合わせ先：OISA研修委員会事務局　oisa_kenshu@oita.ns-sol.co.jp　　　　　　　　（研修委員会）

コンピュータ・エンジニアリング株式会社

山田　拓弥
趣味：歌唱
好きな言葉：失敗は成功の基

　昨年４月に入社し１年が経過しました。現在はＳＥとして、
主に医療システムの導入・運用保守・支援を行っています。
これまで全く経験の無かった分野に携わる事になりました
が、諸先輩方にご指導をいただき、時に助けられながら日々
仕事に取り組んでおります。
　業務上、お客様と会話する機会が多く、当初は緊張のあま
り上手く話すことができませんでした。
　しかし、最近は自然に会話できるようになり、お客様からは
以前より問題点の原因・対処法や、システムの操作説明等が分
かり易くなったと伺いました。また、急な問合せに対しても迅
速に対応してくれるので、安心して仕事を任せられると伺い、
少しずつですが成長している自分を実感しております。
　まだまだ学ぶことは多くありますが、日々努力を重ねお客様
から信頼されかつ喜んでもらえるＳＥになれるよう頑張ります。

大分中央電算株式会社
システム開発部

松村　祐樹
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：継続は力なり

　私は今年の３月に学校を卒業し、同年４月に入社して早く
も３か月が経ちました。
　学校でプログラムの勉強はしていましたが実際に仕事をし
てみると新しいことの連続で、覚えることが次々に出てきて
難しいと感じることもありました。
　しかし上司や先輩方のご指導もあり、少しずつではありま
すが、仕事にも慣れることが出来ています。
　最近では実際にお客様に使っていただくプログラムの作成
を任せてもらえるようになりましたので、責任を持って仕事
をしていきたいと思います。
　まだまだ未熟で失敗をすることもあるとは思いますが、少
しでも早く社会人として技術者として、成長していけたらと
思っています。

フレッシュさん紹介   よろしくお願いいたします。フレッシュさん紹介   よろしくお願いいたします。

平成26年度通常総会記念講演会
演　題：「大分県の産業振興施策について」
講　師：大分県商工労働部
　　　　部長　西山　英将 氏
日　時：平成26年４月23日（水）
場　所：全労済ソレイユ７階　カトレアの間

　皆さんこんにちは。大分県
商工労働部長の西山です。
　本日は、大分県の経済状
況、10年20年後を見据えて商
工労働部あるいは国が実行し
ようと考えていること、そし
て、皆さんに県や国をうまく
活用してもらい多くのアイデ
アをいただきたい、というこ
とについて話をさせていただ

きます。
　昨日は、広瀬知事が内外情勢調査会において、今年１年
あるいは向こう10年に向かって、安心、活力、発展という
分野で何をやっていこうかというお話をされていました。
その中でも時間を割いていたのは、社会保障制度を支える
にしても何にしても、産業政策をしっかり実施して産業が
伸びていくことが県を支える礎だということです。農業そ
れから商工業という２つについて１時間近くお話をされて
いました。ですから、今年度新しく始める政策について
は、情報産業の方にも大いに活用していただき、特に地場
の中小・中堅企業の方に利用してもらい、将来の大分を
引っ張っていただけるような企業に育っていただきたい、
そして活用していただきどんどん大きくなってほしいと、
そういう気持ちであります。
　では本日の構成として、産業の状況、企業誘致の状況、
人口の問題などを簡単におさらいした後に、地場の中小・
中堅企業にどうやって大きくなっていただくかということ
で話したいと思います。
　まず、大分県の産業状況については、昭和40年代に新産
都ができて臨海部にコンビナートが立地、1984年にテクノ
ポリスができて国東と大分市内に情報系・ソリューション
系企業が立地、最近では自動車産業が立地して、その関連
企業が愛知や大阪、北関東から移ってきています。産業別
の生産割合では、ＧＤＰベースでみても大分県は全国とか
なり似た構造になっています。事業所数でいうと圧倒的に
多いのは食品加工系で25%を占めています。製品出荷額で
見ますと、広瀬知事が就任された10年前には２兆８千億円
でしたが、現在は４兆１千億円と増えており、1.5倍くら
いの伸び率ですが、これは多分全国１位です。地元の中小
企業が大きく成長して１兆円を稼ぎ出したという例は、や
はり企業誘致の効果が絶大だったというのが見て取れると
思います。これらの企業誘致による地場産業の集積効果に
ついては、「地場のビジネス機会の拡大」「関連需要の発生」
「雇用の発生」の３つに非常に大きな効果を生んでいます。
これ自身が、大分県の社会保障制度や財政システムを大き
く支えてきました。
　次に、人口問題について、現在大分県の人口は119万人
ですが、平成52年では95万5,000人と予測されます。普通
に何もせずに対応していくと人口は減ります。今から子供

を一生懸命生む人が増えたとしても、やはり人口は一気に
増えないということで、減っていく方向です。実際に労働
力として県を支えてくれる人が出てくるまでに生まれて20
年後ということになります。生産年齢人口が急激に減少
し、高齢者65歳以上の人の比率が劇的に増えていきます。
昭和55年くらいですと、生産年齢人口が３分の２くらいあ
り、老年人口を２人で１人を支えるという状況でしたが、
これからは１人が１人を支えないといけないという状況に
なってきます。これは明らかに県内あるいは日本の経済活
力を失わしめる方向になってきます。また、経営者にとっ
て人を雇うということが非常に難しいという状況が早晩来
るという状況です。
　では今後、我々の商工労働政策としてどのようにするか
という話になりますが、整理すると企業立地を核として産
業集積が増えてきたというのが今までですが、課題として
は、グローバル化によって企業は九州の上を飛んで行って
アジアに立地する、自動車産業も国内で集中すべきところ
もかなり一巡して集中が終わった、そして、高齢社会が到
来する、という流れをどうしていくかということです。今
後も、企業立地は、非常に大切な政策ルールで県経済の不
動のカギを握ると思いますが、やはり何といっても地場産
業を強くしていくという事が必要になってくる、また、新
しい産業の創出ということもやっていきます。
　まずその中で、「ものづくり補助金」の募集については、
ソフトウェアの開発も全部含まれるようになりました。今
回は、金融機関や産業創造機構、商工会・商工団体、中央
会などいろんなところが非常に協力的に活動いただき、60
数件の応募をいただいていると思います。国には、補助と
か緊急雇用のお金だとかがたくさんあります。我々はそれ
を皆さんに周知して手を挙げていただければ、できるだけ
サポートすることが仕事です。
　また今までは、メディカル、エネルギー、食品という産
業群を特定して応援してきましたが、今後を考えると、仕
事をしっかりと引っ張っていけるような企業を幾つも産み
出していく作業をやらなければいけないのではないかと考
えています。今年度は、地域牽引企業創出事業として募集
いたしますので、大企業の立地と同じような効果を内発的
に生んでいくためにも、ぜひ、情報系の企業からも積極的
な応募をいただきたいと思います。
　さらに県では、「いきいきと働ける社会づくり」を掲げ
ていますが、働ける人はどんどん働いてもらおうじゃない
かということです。「子育て日本一」ということも標榜し
ていますので、女性の活躍も応援するということです。
　私ども商工労働部では、働きたいという女性が社会に戻
るときのお手伝いをしようということで、託児所付きの職
業訓練や、今年からは、企業とのマッチングをしてイン
ターンシップ的に働いていただき、１か月分の給料は県が
面倒をみる、という施策を応援しようと思っています。さ
らに将来的には、60歳以上の方も、自分の経験を活かして
労働力として活躍していただく時期がきっと来るのではな
いか、と思っています。
　これからは、男性と女性に関わらず働ける環境、また、
介護などで休むことが普通で当たり前だというような社会
にしていかなければ、会社も回らないという時代が来ると
思いますので、皆さん方にも積極的に取り組んでいただけ
ればと思います。
　以上で私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありが
とうございました。 

（総務委員会）

日　　時：平成26年８月26日（火）、27日（水） 10：00 ～ 17：00
場　　所：コンパルホール（多目的ホール、300会議室、304会議室、305会議室）
参加費用：無料（ただし、展示・セミナーに係る経費は各社・団体負担とさせていただきます。）
主　　催：大分県商工労働部 情報政策課

お問い合わせ先：（公財）ハイパーネットワーク社会研究所　TEL：097-537-8180
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平成26年度技術研究会説明会実施平成26年度技術研究会説明会実施

今年も開催！　第21回  OISA技術力アップ研修今年も開催！　第21回  OISA技術力アップ研修

　本年度の技術研究会の共同研究部会を下記日程で開催いたしました。平成26年12月３日（水）予定の成果発表会に向けて
部会活動を引き続き行います。

　日　時：平成26年５月14日（水） 15：00 ～ 17：00
　場　所：富士通大分システムラボラトリ　ＡＶホール
　内　容：①３Ｄプリンター部会　参加人数　５名（４社、１大学）
　　　　　　テーマ「家庭への３Ｄプリンター普及の課題と解決策について」
　　　　　②ウェアラブルデバイス部会　参加人数　６名（４社、１大学）
　　　　　　テーマ「ウェアラブルデバイスについての現状と今後について」                    （技術委員会）

おおいたＩＴフェア２０１４
　本フェアは、ＩＴ導入に関心のある中小企業経営者を対象に、ＩＴ導入による事務効率化、売上増加等の事例を紹介
するとともに、県内ＩＴ企業の展示ブース、セミナー・講演等を実施し、ＩＴ導入の意欲向上および県内ＩＴ企業との
マッチング促進を図る目的としています。

　平成26年度の研修は、今年２月にOISA会員企業様向けに行ったアンケート調査の結果から、ニーズが一番高かった「プ
ロジェクトマネージャ研修」の実施を決定しました。

　日　時：平成26年10月22日（水）～ 24日（金） 9：30 ～ 16：30
　場　所：アイネス（大分県消費生活・男女共同参画プラザ）２階　小会議室３
　内　容：PMBOK（プロジェクトマネジメントの知識体系。事実上の標準）の５つのプロセスエリアと

９つの知識エリアから、「いつ」「何を」「どうするか」といった知識を習得します。
　定　員：15名　受講料：￥18,000（消費税込）

　お問い合わせ先：OISA研修委員会事務局　oisa_kenshu@oita.ns-sol.co.jp　　　　　　　　（研修委員会）

コンピュータ・エンジニアリング株式会社

山田　拓弥
趣味：歌唱
好きな言葉：失敗は成功の基

　昨年４月に入社し１年が経過しました。現在はＳＥとして、
主に医療システムの導入・運用保守・支援を行っています。
これまで全く経験の無かった分野に携わる事になりました
が、諸先輩方にご指導をいただき、時に助けられながら日々
仕事に取り組んでおります。
　業務上、お客様と会話する機会が多く、当初は緊張のあま
り上手く話すことができませんでした。
　しかし、最近は自然に会話できるようになり、お客様からは
以前より問題点の原因・対処法や、システムの操作説明等が分
かり易くなったと伺いました。また、急な問合せに対しても迅
速に対応してくれるので、安心して仕事を任せられると伺い、
少しずつですが成長している自分を実感しております。
　まだまだ学ぶことは多くありますが、日々努力を重ねお客様
から信頼されかつ喜んでもらえるＳＥになれるよう頑張ります。

大分中央電算株式会社
システム開発部

松村　祐樹
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：継続は力なり

　私は今年の３月に学校を卒業し、同年４月に入社して早く
も３か月が経ちました。
　学校でプログラムの勉強はしていましたが実際に仕事をし
てみると新しいことの連続で、覚えることが次々に出てきて
難しいと感じることもありました。
　しかし上司や先輩方のご指導もあり、少しずつではありま
すが、仕事にも慣れることが出来ています。
　最近では実際にお客様に使っていただくプログラムの作成
を任せてもらえるようになりましたので、責任を持って仕事
をしていきたいと思います。
　まだまだ未熟で失敗をすることもあるとは思いますが、少
しでも早く社会人として技術者として、成長していけたらと
思っています。

フレッシュさん紹介   よろしくお願いいたします。フレッシュさん紹介   よろしくお願いいたします。

平成26年度通常総会記念講演会
演　題：「大分県の産業振興施策について」
講　師：大分県商工労働部
　　　　部長　西山　英将 氏
日　時：平成26年４月23日（水）
場　所：全労済ソレイユ７階　カトレアの間

　皆さんこんにちは。大分県
商工労働部長の西山です。
　本日は、大分県の経済状
況、10年20年後を見据えて商
工労働部あるいは国が実行し
ようと考えていること、そし
て、皆さんに県や国をうまく
活用してもらい多くのアイデ
アをいただきたい、というこ
とについて話をさせていただ

きます。
　昨日は、広瀬知事が内外情勢調査会において、今年１年
あるいは向こう10年に向かって、安心、活力、発展という
分野で何をやっていこうかというお話をされていました。
その中でも時間を割いていたのは、社会保障制度を支える
にしても何にしても、産業政策をしっかり実施して産業が
伸びていくことが県を支える礎だということです。農業そ
れから商工業という２つについて１時間近くお話をされて
いました。ですから、今年度新しく始める政策について
は、情報産業の方にも大いに活用していただき、特に地場
の中小・中堅企業の方に利用してもらい、将来の大分を
引っ張っていただけるような企業に育っていただきたい、
そして活用していただきどんどん大きくなってほしいと、
そういう気持ちであります。
　では本日の構成として、産業の状況、企業誘致の状況、
人口の問題などを簡単におさらいした後に、地場の中小・
中堅企業にどうやって大きくなっていただくかということ
で話したいと思います。
　まず、大分県の産業状況については、昭和40年代に新産
都ができて臨海部にコンビナートが立地、1984年にテクノ
ポリスができて国東と大分市内に情報系・ソリューション
系企業が立地、最近では自動車産業が立地して、その関連
企業が愛知や大阪、北関東から移ってきています。産業別
の生産割合では、ＧＤＰベースでみても大分県は全国とか
なり似た構造になっています。事業所数でいうと圧倒的に
多いのは食品加工系で25%を占めています。製品出荷額で
見ますと、広瀬知事が就任された10年前には２兆８千億円
でしたが、現在は４兆１千億円と増えており、1.5倍くら
いの伸び率ですが、これは多分全国１位です。地元の中小
企業が大きく成長して１兆円を稼ぎ出したという例は、や
はり企業誘致の効果が絶大だったというのが見て取れると
思います。これらの企業誘致による地場産業の集積効果に
ついては、「地場のビジネス機会の拡大」「関連需要の発生」
「雇用の発生」の３つに非常に大きな効果を生んでいます。
これ自身が、大分県の社会保障制度や財政システムを大き
く支えてきました。
　次に、人口問題について、現在大分県の人口は119万人
ですが、平成52年では95万5,000人と予測されます。普通
に何もせずに対応していくと人口は減ります。今から子供

を一生懸命生む人が増えたとしても、やはり人口は一気に
増えないということで、減っていく方向です。実際に労働
力として県を支えてくれる人が出てくるまでに生まれて20
年後ということになります。生産年齢人口が急激に減少
し、高齢者65歳以上の人の比率が劇的に増えていきます。
昭和55年くらいですと、生産年齢人口が３分の２くらいあ
り、老年人口を２人で１人を支えるという状況でしたが、
これからは１人が１人を支えないといけないという状況に
なってきます。これは明らかに県内あるいは日本の経済活
力を失わしめる方向になってきます。また、経営者にとっ
て人を雇うということが非常に難しいという状況が早晩来
るという状況です。
　では今後、我々の商工労働政策としてどのようにするか
という話になりますが、整理すると企業立地を核として産
業集積が増えてきたというのが今までですが、課題として
は、グローバル化によって企業は九州の上を飛んで行って
アジアに立地する、自動車産業も国内で集中すべきところ
もかなり一巡して集中が終わった、そして、高齢社会が到
来する、という流れをどうしていくかということです。今
後も、企業立地は、非常に大切な政策ルールで県経済の不
動のカギを握ると思いますが、やはり何といっても地場産
業を強くしていくという事が必要になってくる、また、新
しい産業の創出ということもやっていきます。
　まずその中で、「ものづくり補助金」の募集については、
ソフトウェアの開発も全部含まれるようになりました。今
回は、金融機関や産業創造機構、商工会・商工団体、中央
会などいろんなところが非常に協力的に活動いただき、60
数件の応募をいただいていると思います。国には、補助と
か緊急雇用のお金だとかがたくさんあります。我々はそれ
を皆さんに周知して手を挙げていただければ、できるだけ
サポートすることが仕事です。
　また今までは、メディカル、エネルギー、食品という産
業群を特定して応援してきましたが、今後を考えると、仕
事をしっかりと引っ張っていけるような企業を幾つも産み
出していく作業をやらなければいけないのではないかと考
えています。今年度は、地域牽引企業創出事業として募集
いたしますので、大企業の立地と同じような効果を内発的
に生んでいくためにも、ぜひ、情報系の企業からも積極的
な応募をいただきたいと思います。
　さらに県では、「いきいきと働ける社会づくり」を掲げ
ていますが、働ける人はどんどん働いてもらおうじゃない
かということです。「子育て日本一」ということも標榜し
ていますので、女性の活躍も応援するということです。
　私ども商工労働部では、働きたいという女性が社会に戻
るときのお手伝いをしようということで、託児所付きの職
業訓練や、今年からは、企業とのマッチングをしてイン
ターンシップ的に働いていただき、１か月分の給料は県が
面倒をみる、という施策を応援しようと思っています。さ
らに将来的には、60歳以上の方も、自分の経験を活かして
労働力として活躍していただく時期がきっと来るのではな
いか、と思っています。
　これからは、男性と女性に関わらず働ける環境、また、
介護などで休むことが普通で当たり前だというような社会
にしていかなければ、会社も回らないという時代が来ると
思いますので、皆さん方にも積極的に取り組んでいただけ
ればと思います。
　以上で私の話を終わらせていただきます。ご清聴ありが
とうございました。 

（総務委員会）

日　　時：平成26年８月26日（火）、27日（水） 10：00 ～ 17：00
場　　所：コンパルホール（多目的ホール、300会議室、304会議室、305会議室）
参加費用：無料（ただし、展示・セミナーに係る経費は各社・団体負担とさせていただきます。）
主　　催：大分県商工労働部 情報政策課

お問い合わせ先：（公財）ハイパーネットワーク社会研究所　TEL：097-537-8180
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