
 

 

平成２７年度事業・決算報告について 
 

 中国経済の急激な減少等世界的な経済の不透明性が高まるなか、IT 業界は、

一昨年度来の活況を維持してきた。一方で、技術力向上による企業競争力の強

化が求められるとともに、有能な技術者確保が緊急の課題となっている。 

 

こうしたなか、一般社団法人島根県情報産業協会では、「情報関連技術の開発

及び利用の促進、情報化の基盤整備等を通じて情報産業の振興を図り、もって

本県経済、社会の発展に寄与する」という協会の目的に即し、会員相互の親睦

交流と情報の交換、会員社の技術力向上のための人材育成研修を主要事業とし

て取り組んだ。 

 

また、国・島根県・松江市等の行政機関との連携はもとより、島根大学・松

江高専をはじめとする教育機関との連携を一層強化し、将来の IT 業界を支える

技術者育成に取り組んだ。なかでも、出雲商業に加え、松江商業においても、

会員社所属の技術者を講師として実践的な IT 教育が行われることになった。 

また、松江高専生に対する本県 IT 企業ガイダンスを協会主催・県共催の形で

引き続き取り組んだ。 

 

協会が独自に行っているソフト系 IT 企業実態調査については、協会会員企業

以外の企業の協力も得て実施した。今調査から、新たに技術人材不足を調査項

目に加え、調査対象の５５％の会社が技術者不足という実態が明らかにした。

順調に伸長する本県 IT 企業の動向を島根県知事への報告を皮切りに、松江・出

雲・浜田・益田の各市長に説明し、あわせて、IT 産業振興施策の一層の充実を

求める活動を行った。 

 

 

１ 会員の相互交流・情報交換 

  会員の相互交流については、総会、しまね情報化月間行事、新年会開催に

あわせ交流会を３回実施し、１９９名の参加があった。 

  また、小林克之ＮＴＴ西日本ビジネス営業本部地域ＩＣＴ部長によるサイ

バーセキュリティに関する講演会及び江口知之中国経済産業局地域産業部長に

よる経済産業省施策に関する講演会を実施し、168名が参加した。 

 

 



 

 

２ 人材育成研修 

  IT 企業の技術者の技術力向上を図るため、県助成を得て、18 講座（計画

22 講座）を開催した。業界繁忙のため、受講辞退があり、やむなく 4 講座を

中止せざるをえなかったが、142名の参加があった。 

 なお、研修経費助成制度に関しては、利用実績はなく、サテライト研修につ

いては、一講座 2 回実施した。 

 

３ 協会運営 

 会員については、県内立地企業を中心に、正会員１０社の加盟があり、平成

２８年３月３１日現在で正会員６０、賛助会員１６の組織となった。 

 

 適切な協会運営を行うため、定款に定める通常理事会を４回、臨時理事会を

１回開催した。 

 

 なお、平成２７年度の総会をもって役員の任期が終了するため、総会及び続

く臨時理事会において、代表理事には、吉岡宏会長・石𥔎修二副会長・井上浩

副会長を各選任し、理事１３名、監事１名の役員体制で協会業務を担うことに

なった。 

 

 

 また、協会活動の状況を広く伝えるため、会報編集委員会により会報誌「し

まね情産協」を２回、会員のほか、行政機関、教育機関、他県協会等に配布し

た。 



年 月 日 曜 行　　　　事 参加者等 会　場

　島根県情報産業振興室来局・新年度打合せ 　事務局 　情産協　事務室

平成27年度 「しまねＩＴ人材育成支援事業補助金交付申請書」提出 　島根県（情報産業振興室）

4月 2日 木 　まつえ産業支援センター来局・新年度打合せ 　事務局 　情産協　事務室

4月 2日 木 　チーム出雲オープンビジネス協議会設立総会 　会長 　出雲市役所

4月 6日 月 　平成27年度松江ｽﾏｰﾄ農業推進検討委員会総会 　会長 　松江市役所防災センター

4月 30日 木 　ANIA入会

4月 30日 木 　しまね産業振興財団来局・新年度打合せ 　事務局 　情産協　事務室

5月 2日 土 　新松江市合併十周年記念式典出席 　会長 　松江市役所

5月 14日 木 　平成27年度松江市海外先進地視察（～23日） 　会長 　

5月 20日 水 　スモウルビー・プログラミング甲子園実行委員会 　事務局 　オープンソース・ラボ

5月 21日 木 　平成２６年度業務・会計監査会 　監事２名・事務局 　情産協　事務室

5月 27日 水 　スモウルビー・プログラミング甲子園第１回ＷＧ 　事務局 　オープンソース・ラボ

5月 30日 土   第１回 SSS杯親睦ゴルフコンペ後援　(第23回）  SSS協議会主催:１３２名参加 　玉造温泉カントリー倶楽部

6月 3日 水 　理事会   理事・監事 　松江情報センター　会議室

　通常総会 　出席者    70名 　サンラポーむらくも（祥雲の間）

　臨時理事会 　理事・監事 　　　　　〃　　　　　　（興雲の間）

　交流会   参加者　  69名 　　　　　〃　　　　　　（瑞雲の間）

6月 12日 金 　チーム出雲オープンビジネス協議会第1回定例会 　会長 　出雲市役所 ５F

6月 16日 火 　スモウルビー・プログラミング甲子園第2回ＷＧ 　事務局 　オープンソース・ラボ

6月 18日 木 　平成２７年度アンケート調査開始

6月 22日 月   島根大学地域課題学習支援センター打合せ
島大（佐藤副学長他2名）・
会長・事務局

　ＴＰＪ本社

6月 22日 月   島根大学「地域創生推進事業」協働機関参画 　島根大学

6月 24日 水   「ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨｾﾐﾅｰ 2015 in 松江」後援 （H27年8月10日開催）  　プロジェクトゆうあい

6月 25日 木   松江商業高校来局（就業先確保協力要請）
　松江商業（校長他2名）・
　会長・事務局

　ＴＰＪ本社

6月 26日 金 　松江ｽﾏｰﾄ農業推進検討委員会・先進地視察 　会長 　世羅菜園（広島県世羅郡世羅町）

7月 23日 木 　富士通ＬＭ研修会打合せ 　富士通ＬＭ・事務局 　情産協　事務室

7月 28日 火 　松江ｽﾏｰﾄ農業推進検討委員会総会(第2回) 　会長 　松江市役所教育委員会室

8月 10日 月 　島根県商業教育研究会アンケート調査

8月 12日 水 　地域情報化委員会 　会長・委員・事務局 　松江テルサ別館２F

8月 18日 火 　IT人材育成事業概算払い請求（第一回） 　島根県（情報産業振興室）

8月 21日 金 　チーム出雲オープンビジネス協議会第2回定例会 　会長 　出雲市役所 ３F

8月 22日 土   ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ2015 Shimane後援 　松江テルサ

8月 25日 火 　会報編集会議 　総務委員会・事務局 　情産協　事務室

9月 9日 水   会報第４８号発刊

9月 10日 木 　第37回全情連大会 ＡＮＩＡいしかわ大会 　石碕副会長 　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢

9月 14日 月 　知事報告「ソフト系ＩＴ業界の実態調査報告書」 　会長、副会長、事務局 　島根県庁知事室

4月 1日 水27年

平成２７年度事業実施一覧　（平成２７年 ４月１日～平成２８年 ３月３１日） 

一般社団法人島根県情報産業協会

6月 10日 水



年 月 日 曜 行　　　　事 参加者等 会　場

9月 16日 水 　理事会   理事・監事 　松江情報センター　会議室

9月 24日 木 　松江市長報告「ソフト系ＩＴ業界の実態調査報告書」 　会長、副会長、事務局 　松江市役所市長室

9月 30日 水 　出雲市長報告「ソフト系ＩＴ業界の実態調査報告書」
会長、杉原理事、北村理
事、糸原（ｱｲﾃｨｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰ
ｽ)

　出雲市役所市長室

10月 8日 木 　情報モラルセキュリティコンクール（島根会場審査）  会長 　島根県庁会議棟第5会議室

10月 16日 金 　しまね情報化講演会 　講演会５８名・交流会２６名   松江エクセルホテル東急

10月 24日 土   第２４回親睦ゴルフコンペ  ２７名参加 　いづも大社カントリークラブ

10月 26日 月 　益田市長報告「ソフト系ＩＴ業界の実態調査報告書」
会長、高田（ﾏｽﾀﾞｼｽﾃﾑ開
発）、寺井（ｿｺﾛｼｽﾃﾑｽﾞ)

　益田市役所市長室

10月 27日 火 　浜田市長報告「ソフト系ＩＴ業界の実態調査報告書」
会長、竹内理事、井上
（浜田ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ）、
佐々木(e-Front)

　浜田市役所市長室

11月 10日 火 　島根労働局面会 　事務局長 　情産協　事務室

11月 10日 木 　インド・ケララ州訪日団歓迎会出席 　石碕副会長・井上副会長 　ホテル白鳥

12日 木

13日 金

11月 18日 水   Ｏｎｅ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ 2015 後援

11月 20日 金 　ﾃﾗｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ打合せ 　会長、事務局 　ＴＰＪ本社

11月 27日 金 　ANIA拡大理事会出席 　井上副会長 　東京

12月 1日 火 　ＩＴｴﾝｼﾞﾆｱ同士の交流会（地元コミュニティ＆立地企業）」後援 　島根県商工労働部

12月 1日 火 　富士通ＬＭ打合せ 　事務局 　情産協　事務室

12月 1日 火 　IT人材育成事業概算払い請求（第二回） 　島根県（情報産業振興室）

12月 2日 水   県議会IT議連会合 　会長・副会長・事務局 　島根県議会

12月 3日 木 　ハローワーク面会「正社員転換・待遇改善キャンペイン」 　松江職安所長、会長、事務局 　ＴＰＪ本社

12月 9日 水 　理事会   理事・監事 　松江情報センター　会議室

12月 11日 金 　チーム出雲オープンビジネス協議会第4回定例会 　会長 　出雲市役所 ３F

12月 14日 月 　㈱イード来局 　事務局 　情産協　事務室

12月 17日 木 　エネルギア・コミュニケーションズ来局 　事務局 　情産協　事務室

28年 1月 4日 月 　平成28年松江市民新年賀会 　会長・副会長 　松江テルサ

1月 13日 水 　松江高専企業ガイダンス 　会員企業22社参加 　松江テルサ

1月 26日 火 　富士通ＬＭ打合せ 　事務局 　情産協　事務室

2月 3日 水 　新年会（講演会・交流会） 　講演会110名・交流会104名 　松江エクセルホテル東急

2月 25日 木 　人材育成委員会   人材育成委員・事務局 　松江テルサ

3月 9日 水 　理事会（書面）   理事・監事

3月 15日 火 　会報編集会議 　総務委員会・事務局 　情産協　事務室

3月 17日 木 　情産協・ビジネス研究会合同勉強会  ６４名/36機関（内企業数33） 　テクノアークしまね　大会議室

3月 31日 木   会報第４９号発刊

3月 31日 木 平成27年度 「しまねＩＴ人材育成支援事業完了報告書」提出 　島根県（情報産業振興室）

以上

11月 　ＲｕｂｙＷｏｒｌｄ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　2015　 　くにびきメッセ



平成２７年度決算報告書

（第　２６　期）

自　　平成27年　4月　1日

至　　平成28年　3月31日

一般社団法人島根県情報産業協会



 （単位 ： 円）

2,567,395 833,253

 現金及び預金 1,611,395 未払費用 194,400

 未収入金 896,000 預り金 54,558

 前払金 60,000 人材積立引当金 584,295

1,684,295 833,253

【特定資産】

 敷金 100,000 3,418,437

 人材育成研修積立金 1,584,295 （ 内特定資産充当額 ） （1,684,295)

3,418,437

4,251,690 4,251,690

金　　額

負　　債　　の　　部

 〔貸　　借    対    照    表〕 

平成２８年  ３月３１日現在

資　産　の　部　合　計

一般社団法人 島根県情報産業協会

正 味 財 産 の 部 合 計

負債及び正味財産合計

【流動資産】 【流動負債】

資　　産　　の　　部

科　　　目 金　　額

負　債　の　部　合　計

【正味財産】

正　味　財　産　の　部

科　　　目

【固定資産】



一般社団法人 島根県情報産業協会 （単位 ： 円）

科  目 当年度 前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

（1） 経常収入

会費収入 4,698,000 4,338,000 360,000

入会金収入 80,000 40,000 40,000

特別会費（役員負担金） 980,000 980,000 0

補助金収入 5,040,219 5,793,762 △ 753,543

受講料収入 4,782,900 5,973,640 △ 1,190,740

受取利息 894 829 65

雑収入 629,360 514,158 115,202

経常収入  計 16,211,373 17,640,389 △ 1,429,016

1,213,428 1,071,197 142,231

611,719 549,262 62,457

401,348 408,146 △ 6,798

7,661,574 9,203,325 △ 1,541,751

　　事業支出計 9,888,069 11,231,930 △ 1,343,861

事務局費 6,280,880 5,624,846 656,034

　　管理費支出計 6,280,880 5,624,846 656,034

経常費用  計 16,168,949 16,856,776 △ 687,827

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等  計

当期経常増減額 42,424 783,613 △ 741,189

委託事業繰入金 0 0 0

0 0 0

0

　経常外費用  計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 42,424 783,613 △ 741,189

一般正味財産期首残高 3,376,013 2,592,400 783,613

一般正味財産期末残高 3,418,437 3,376,013 42,424

受取補助金等

一般正味財産への振替額 0 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

3,418,437 3,376,013 42,424Ⅲ 正味財産期末残高

 正  味  財  産  増  減  計  算  書 
平成２７年  ４月  １日  から  平成２８年  ３月３１日まで

2.管理費支出

　　情報交流事業費

　　普及啓発事業費

　　人材育成事業費

増  減

1.事業費支出

　　一般事業費（総会費用等）

（2） 経常費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部

（2） 経常外費用

　経常外収益  計

（1） 経常外収益

2 経常外増減の部


