
平成２８年度事業・決算報告について 

 世界的に政治・経済の不透明性が高まるなか、IT 業界は、引き続き活況を

維持してきた。技術力向上による企業競争力の一層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活動の柱と

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。出雲商業・松江商業高校における会員社所属の技

術者を講師とする実践的な IT 教育を引き続き行った。 

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

で引き続き取り組むとともに、学生を対象とする会員社の自主的なガイダンス

事業について後援を行い、その活動のサポートを行った。 

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、会員企業以

外の企業の協力も得て実施した。前年度から実施した技術人材不足調査につい

ては、調査対象の７割を超える会社が技術者不足としており、不足の実態が拡

大していることが明らかになった。 

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。 

人材確保に関する協会独自の施策実施に関しては、総務委員会での議論を 

行った結果、引き続き内部での比較検討を行うことにした。 



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、１９１名の参加があった。 

  また、各交流会に先立って、安井県商工労働部長による「島根県の産業振

興策」、達家県警情報技術管理官による「サイバーセキュリティの脅威と対

策」、松浦松江市長による「選ばれるまち・松江の実現へ」と題した講演会

をそれぞれ開催し、計２２９名が参加した。 

  会員交流のための親睦ゴルフコンペについては、２回実施し、５８名の参

加があった。 

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、県の助成を得て、１９講座（計

画２０講座）を開催し、14１名の参加があった。うち、研修経費助成制度

に関しては、１講座１名の利用があった。 

  なお、前年度末に創設した人材研修基金積立金の活用により、計画人数に

申込数が満たない場合でも、多少のかい離であれば開催できることになっ

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１社の加盟、会社精算に

伴う脱会した正会員１社があり、会員数は、前年度と同じく平成２９年３

月３１日現在で正会員数は６０社で前年度同数であった。賛助会員につい

ては、年度末をもって１社脱会したため１５社の現在数となった。 

監事辞任に伴い、平成２８年６月１５日に開催した総会において、新たに

理事１１名、監事２名の役員体制とすることを決議した。その体制のもと、

定款に定める通常理事会を４回開催した。うち１回が書面による理事会で

ある。 

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。 



平成29年3月31日

年 月 日 曜 行　　　　事 参加者等 会　場

28年 4月 1日 金 平成28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 4日 月  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

4月 7日 木 　ANIA拡大理事会  井上副会長 　東京国際フォーラム

4月 27日 水 　チーム出雲ｵｰﾌﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会  会長 　出雲市役所

4月 28日 木 　島根県議会 吉野議員来局  事務局 　情産協　事務室

4月 28日 木 　平成27年度人材育成事業完了報告書確認  情報産業振興室・事務局 　情産協　事務室

5月 11日 水 　(株)ジインズ（山梨県）廣瀬社長 面会  会長、事務局 　ＴＰＪ本社

5月 13日 金 　平成２7年度業務・会計監査会  監事・会長・事務局 　情産協　事務室

5月 18日 水 　島根県戦略産業創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進協議会（第１回）  会長 　サンラポーむらくも

5月 19日 木  松江産業支援センター来局  事務局 　情産協　事務室

5月 23日 月 　ｽﾓｳﾙﾋﾞｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 審査会  事務局

5月 30日 月 　スモウルビー甲子園WG  事務局

　中国情報通信懇談会総会出席

　Ｈ28年度「電波の日・情報通信月間]]記念式典出席

6月 1日 水  ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ2016 Shimane後援 　松江テルサ

6月 7日 火  セコム山陰来局　（後援依頼）  事務局 　情産協　事務室

6月 8日 水  平成28年度 第1回理事会  理事・監事 　松江情報センター　会議室

6月 9日 木  松江市定住企業立地推進課来局  事務局 　情産協　事務室

6月 13日 月  東部高等技術校　Ｗｅｂデザイン科来局  事務局 　情産協　事務室

6月 14日 火  「オープンソースカンファレンス2016 Shimane」後援

6月 15日 水  島根大学キャリアセンター「人と職業」授業協力  会員社 　島根大学

　通常総会 69名 サンラポーむらくも(祥雲の間)

　臨時理事会 　　〃　　　　（白雲の間）

　講演会・交流会 講演会 93名・交流会 86名 　　〃 （祥雲の間・瑞雲の間）

6月 17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　

6月 18日 土  第25親睦ゴルフコンペ 　出雲空港カントリー倶楽部

6月 20日 月 　平成２８年度地域活性化事業助成金交付申請書提出 　ＪＩＳＡ

6月 21日 火 　損保ジャパン・日本興亜来局  事務局 　情産協　事務室

6月 22日 水 　平成２８年度アンケート調査開始

6月 29日 水 「島根県ＩＴ企業・学生　合同交流会」後援

7月 4日 月 　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）

7月 5日 火 　「スキル標準活用セミナー」後援

7月 21日 木 　ハイパーネットワーク研究所来局  事務局 　情産協　事務室

7月 21日 木 　島根県警察本部生活安全課来局  事務局 　情産協　事務室

7月 25日 月 「情報モラル指導者育成セミナー」後援

7月 25日 月 　松江市　まつえ産業支援センター来局  事務局 　情産協　事務室

7月 27日 水 　中国経済産業局地域経済部来局  事務局 　情産協　事務室

7月 28日 木 　ＩＰＡ来局  事務局 　情産協　事務室

7月 28日 木 「いわみプログラミング少年団　結団式 開催」後援

8月 10日 水 　島根県情報政策課来局  事務局 　情産協　事務室

8月 17日 水  「ウェブアクセシビリティセミナー2016 in 出雲」後援

8月 19日 金 　総務委員会開催  総務委員・会長・事務局 　松江情報センター　会議室

8月 25日 木 「いわみプロブラミング少年団」結団式出席  会長 　益田駅前ビル EAGA2F

　平成２８年度事業実施一覧　（平成28年4月1日～平成29年3月31日 ） 

一般社団法人島根県情報産業協会

6月 15日 水

6月 1日 水  石碕副会長・事務局 　ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島



年 月 日 曜 行　　　　事 参加者等 会　場

9月 6日 火 　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 （16：00～）

9月 7日 水 　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 （10：00～）

9月 7日 水  平成28年度 第２回理事会  理事・監事 　松江情報センター　会議室

9月 8日 木  ＩＴＯＣ・財団来局  事務局 　情産協　事務室

9月 9日 金
「日本ｼｽﾃﾑ監査人協会　2016年度西日本支

部合同研究会 in Matsue」 後援

9月 15日 木 「ヘルスケア共創サミットｉｎしまね」 後援

9月 16日 金  ＩＴ産業育成等振興議員連盟総会　アンケート報告  会長、事務局 　県議会議事堂別館1階大会議室

9月 26日 月 「ＩоＴセミナー」 後援

9月 26日 月 　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 　出雲市役所市長室

9月 30日 金  会報第５０号発刊

10月 12日 水 　益田市長報告「ソフト系ＩＴ業界の実態調査報告書」

会長・三家本(ｿｺﾛｼｽﾃﾑｽﾞ)・

中村(ｼｽﾃﾑｽﾞｱｲ)・高田(石見

IT研究所)

　益田市役所市長室

10月 13日 木 　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)・佐々木(e-

front)・高田(石見IT研究所)

　浜田市役所市長室

10月 13日 水 　情報モラルセキュリティコンクール（島根会場審査）  会長、事務局 　島根県庁会議棟 (13時～15時)

10月 26日 水 　しまね情報化講演会  講演会61名・交流会33名　  松江エクセルホテル東急

11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）

11月 2日 水 　自民党「“合区解消”を主に考える合同研修会」  石﨑副会長 　ホテル一畑

3日 木

4日 金

11月 21日 月 　第2回島根県戦略産業雇用創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進協議会  会長 　サンラポーむらくも ［八雲の間」

11月 24日 木  「ＩＴエンジニア同志の交流会」後援 　島根県　企業立地課

11月 24日 木  「サイバーセキュリティセミナー」後援 　しまね産業振興財団

11月 26日 土  第26親睦ゴルフコンペ 　玉造温泉カントリー倶楽部

11月 29日 月  第12回「ひろげよう情報モラルコンクール」表彰 　ＩＰＡ

12月 2日 金  松江高専/文科省ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業協力について  高専金山教授・会長・事務局 　テクノプロジェクト本社

12月 6日 火  平成29年度人材研修打ち合わせ 富士通ＬＭ・事務局 　情産協　事務室

12月 7日 水  平成28年度 第３回理事会  理事・監事 　松江情報センター　会議室

12月 8日 木 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

29年 1月 4日 水  平成29年松江市民新年賀会  会長・副会長 　松江テルサ１階テルサホール

1月 13日 金  松江高専「教育プログラム開発事業委員会」 会長・事務局長 　くにびきメッセ（会議室）

1月 13日 金  松江高専企業ガイダンス  ２３社参加 　くにびきメッセ（大展示場）

1月 23日 月  高等技術校・Webサイト制作成果発表会  杉原理事 　島根県立東部高等技術校

2月 1日 水  平成29年新年会（講演会・交流会）  講演会75名・交流会72名　 　松江エクセルホテル東急

2月 23日 木  人材育成委員会  会長・委員・事務局 　テクノアークしまね会議室

2月 27日 月  島根大学・松江市産業支援センター  事務局 　情産協　事務室

3月 8日 水  平成28年度 第４回理事会（書面審議）  理事・監事

3月 31日 木  会報第５１号発刊

3月 31日 木 平成2８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　2016　 　くにびきメッセ



平成28年度決算報告書

（第　２7　期）

自　　平成28年　4月　1日

至　　平成29年　3月31日

一般社団法人島根県情報産業協会



 （単位 ： 円）

1,667,438 216,770

 現金及び預金 973,438 未払費用 194,400

 未収入金 634,000 預り金 22,370

 前払金 60,000

2,360,295 216,770

【特定資産】

 敷金 100,000 3,810,963

 人材育成研修積立金 2,260,295 （ 内特定資産充当額 ） （2,360,295)

3,810,963

4,027,733 4,027,733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】

金　　額

負　　債　　の　　部

 〔貸　　借    対    照    表〕 

平成２９年  ３月３１日現在

（



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 5,058,000 4,698,000 360,000

入会金収入 30,000 80,000 △ 50,000

特別会費（役員負担金） 980,000 980,000 0

受取利息 87 894 △ 807

雑収入 494,395 629,360 △ 134,965

補助金収入 5,359,128 5,040,219 318,909

受講料収入 4,845,900 4,782,900 63,000

経常収入  計 16,767,510 16,211,373 556,137

1,218,678 1,213,428 5,250

710,628 611,719 98,909

409,117 401,348 7,769

8,336,011 7,661,574 674,437

　　事業支出計 10,674,434 9,888,069 786,365

事務局費 5,700,550 6,280,880 △ 580,330

　　管理費支出計 5,700,550 6,280,880 △ 580,330

経常費用  計 16,374,984 16,168,949 206,035

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 392,526 42,424 350,102

委託事業繰入金 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 392,526 42,424 350,102

一般正味財産期首残高 3,418,437 3,376,013 42,424

一般正味財産期末残高 3,810,963 3,418,437 392,526

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

3,810,963 3,418,437 392,526

　経常外収益  計

（1） 経常外収益

2 経常外増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

Ⅱ 指定正味財産増減の部

（2） 経常外費用

  正  味  財  産  増  減  計  算  書    

平成２８年  ４月  １日  から  平成２９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
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