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ITCA憲章

会員の事業環境は、従来のモノへのサービス（ハードの構築・保守）に加え、ヒトへのサービス（ICTツールや情報の
活用）が求められる時代へと変化しています。 この情報化社会の進展による経営環境の急激な変化を真摯に受け止め、
協会の目指す未来が、行政機関及び関係団体等の理解を得て、特に会員の中心的顧客である中堅・中小企業の ICT活用
に貢献することを通じ、日本経済の発展、文化の形成に寄与する団体（会員）であることを明確にするため、ITCA憲章
を定めます。

情報通信設備協会及び会員は、情報化社会が進展する中で、ICTを通じて中堅・中小企業の自由闊達な展開と
繁栄に寄与し、中小企業憲章の理念を尊重しつつ、日本経済の発展、文化の形成に貢献します。

1.会員は、企業の個性と独創性を実現する ICTとソリューションのサービス提供を図り、企業の発展に寄与
します。

2.会員は、時代とニーズをリードする技術とサービスの革新を図るため、能力研鑽によって進化し、エンド
ユーザーの期待に応えます。　　

3.協会は、各種教育研修、新サービス・新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー
ビス力の向上を支援します。

4.協会は全国10か所の地方本部と共に、情報技術とサービスの革新に向けて、電気通信事業者、ソフト・ハー
ドメーカー、及び関連業界団体、商工会議所等の経済団体との連携を深め、中小企業に対する国等の育成支
援策も踏まえて、活力ある企業の繁栄に寄与します。
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FRONT VOICE

一般社団法人 情報通信設備協会
理事長　大輪 堅一

令和２年度の事業運営に向けて
～公益目的事業の終了を踏まえた財務基盤の安定を目指して～

会員の皆様には、日頃より協会活動にご理解とご支援
を賜り、厚くお礼申し上げます。

今年は、新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、各国・
地域の外出禁止や渡航制限で一気に経済活動が停滞しつ
つあり、リーマンショック以来の急激な景気悪化が現実
味を帯びています。こうした中、皆様におかれましても
会社機能の維持、感染防止対策など日々ご苦労されてい
ることと思われます。

さて、令和元年の事業活動を振り返りますと、総収益
125,359千円、総費用121,746千円、当期一般正味財産増減
額（利益額）は3,613千円の黒字となりました。正味財産
期末残高は117,065千円となり、　平成29年度の九州地方
本部の貸倒引当金計上を除けば、4年連続の黒字決算とな
りました。

また、一般社団法人への移行に伴い実施義務である公
益目的事業は、計画どおり8年が経過し各地方本部の協
力のもと、計画である178,445千円を完全消化しました。
協会事業が内閣府への届出不要となることを踏まえ、そ
の先を見据えた協会事業の在り方や更なる経費削減に取
り組んで参ります。

一方、会員数につきましては、ここ数年は減少傾向に
歯止めがかかりつつありますが、依然として入会数より
退会数が上回る傾向が続いており、退会阻止に向けた要
因分析と対策が喫緊の課題であります。協会の財務基盤
は会費収入に支えられており、協業ビジネスである「オ
フイスリンク」や「光コラボ」など会員に役立つ事業を
アピールするとともに、「協会パンフレット」・「入会のし
おり」などの配布拡大も併せ、より魅力ある協会を目指
して改革を進めていかなくてはなりません。

令和 2 年度の事業運営は、去る 3 月 18 日の理事会で
承認され活動がスタートしました。ご承知のとおり、本
年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各イ
ベント開催など先行き不透明かつ流動的ではありますが、
次の活動を柱に事業運営を行うことといたします。

令和2年度予算につきましては、経常収益132,423千円、
経常費用 135,129 千円、当期一般正味財産増減は▲ 2,705
千円で、正味財産期末残高は114,359千円の計画予算で事
業を推進して参ります。

１、人材育成および育成支援
（１）初級ネットワーク技術者研修　
　　　　e－ラニング　全国 3ヶ月
（２）中級ネットワーク技術者研修　
　　　　東京・大阪 2日間
（３）無線LAN技術研修　　　　　 
　　　　東京・大阪 2日間
（４）「工事担任者」資格取得直前研修　
　　　　座学・e－ラニング　会員特別価格
（５） その他、陸上無線技士・CCNA・CAP、新入社員集

合研修、経営セミナー、技術セミナー、セキュリティ
研修など会員向けに最新情報を提供いたします。

※上記（１）～（３）の研修は、賛助会員であるアライド
テレシス（株）の研修教材「はじめてのTCPIP/IP」・「Net.
Campus」製品を活用し、本部研修として実施します。

２、各種情報の収集および調査研究
（１） 機材展等の開催、情報通信関係展示会への参加を

通じて、会員への新機材、新サービスの紹介、協
会の認知度向上を行います。

（２） 高速化、広帯域化が進む中、機器・無線技術の最
新開発状況およびサービスなどに関する調査研究
活動を行い、会員の事業に役立つ情報提供を実施
します。

３、行政機関および関係諸団体との協力連携
（１） 総務省主催の情報通信月間、情報通信団体への参

画を通じて情報通信の普及促進、　諸制度改正など
の活動を推進します。

（２） 国家資格である工事担任者資格者による、監督・
施工従事・保守に関する必要性を関係諸団体と連
携して総務省など関係機関へ働きかけるとともに、
会員への周知に取り組みます。

我が国の情報化社会が進展する中、ICTの戦略的活用
は経済再生、高齢化社会に於ける医療・介護、働き方改革、
教育、地方創生など社会的課題解決に向けて益々重要性が
増しております。当協会は、多様化する情報通信に関する
技術を通じて、社会に貢献するとともにビジネス拡大の
チャンスと捉え、会員企業の更なる発展と事業基盤の確立
を目指して尽力する所在であります、皆様方の一層のご支
援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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地方本部だより

北海道地方本部の会員数は 28 社で構成され、北海
道を 4 つのエリアに分けると道南（3 社）・道央（19
社）・道東（4 社）・道北（2 社）で地方本部がある札
幌から遠いところで、200 キロ以上もの距離があり
会員が同時に集まって活動することに課題がありま
すが、ITCA 憲章に基づき活動を行っております。

・会員増強の取り組み
2018 年度には会員紹介キャンペーンを行い、会員

からの紹介を受け 2 社の会員が新たに加入となりま
した。
・会員相互の親睦
　年間の活動の計画については合同委員会において
取りまとめ、企業見学・研修・ゴルフコンペ等を行っ
ています。2018 年 9 月に起きた胆振東部を震源とし
た地震により、北海道全域のブラックアウトを経験
し、会員相互の絆の大切さに再認識をしたところです。

 

■さっぽろ雪まつり
2020 年さっぽろ雪まつりは大通り会場に大小合わ

せ 119 基の雪像が制作され、8 日間で 1,575,000 人の
目を楽しませてくれました。

さっぽろ雪まつりは、1950 年に地元の中・高校生
が 6 つの雪像を大通り公園で作成したことをきっか
けに始まり、今年で 71 回を迎えましたがその大雪像
がどの様にして作られるかご紹介いたします。

■大雪像作成の工程
１．雪の確保
　2020 年 1 月における札幌地方の降雪が少なく札幌
から 100 キロ離れた京極町方面からきれいな雪を輸
送しました。

さっぽろ雪祭りで使用する雪は、5t トラックで約
6000 台分にもなります。

２．足場の組立て
　足場づくりは大型重機を使用し、5 階建ビル建設
工事に匹敵する高さにしっかりと組立てられます。
 

３．寝かせ
　大型ショベルカーで雪を何度もすくい落とし、サ
ラサラの雪の体積を少なくさせて積み上げ、雪の結
着を安定させるために少し寝かせます。

 

北海道地方本部は2019年4月に事務局長交代と共に北海道地方本部事務所を移転し活動しています。北海道の取
り組みと、観光についてご紹介いたします。

北海道地方本部の活動状況及びさっぽろ雪まつり
一般社団法人情報通信設備協会　北海道地方本部

事務局長　矢島 三広

プロジェクターを活用しペーパーレスの会議模様

足場の組み立て

ショベルカーで雪の積み上げ
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４．彫　刻
　寝かせが終わると雪像をイメージし、固めた雪を
削っていきます。

1 月における札幌地方の気温は毎日氷点下で、寒
さと闘いながら作業を進めて行きます。

また、夜間作業はヘルメットにつけたライトを照
らしながらの作業になります。
 

５．細部削り・仕上げ
　気温に変化する雪への彫刻は最終段階へと進み補
修や文字入れ等を行います。

 

６．完　成
幅 21 メートル、高さ 15 メートルの巨大な雪像が

完成です。この雪像は陸上自衛隊第 18 普通科連隊の
制作で、中央には村を守る神「コタンコロカムイ」
シマフクロウが右手にある 2020 年 5 月オープン予定
の国立アイヌ民族博物館を見守る形で鎮座していま
す。

 

■2020年 5月オープン予定の国立博物館
　日本国内には 7 館の国立博物館かありますが国立
アイヌ民族博物館は、北海道では初めてつくられる
最北の国立博物館です。

館内には 6 つのテーマに沿って展示されています。
●私たちのことば

口伝えで語り継がれてきたアイヌの口承文芸をは
じめ、アイヌ語のしくみやアイヌ語由来の地名など
について、音声や映像を交えて紹介します。
●私たちの世界
　儀礼に使われる道具などを通じて、アイヌの世界
観の中心となる、カムイ（神）の考えかた、自然観、
死生観などについて紹介します。
●私たちのくらし
　衣食住、人の一生、音楽や舞踊など、アイヌ文化
の特色や地域差を紹介します。
●私たちの歴史
　地図と年表が連動する「ヒストリーウォール」に
より、現代に続くアイヌの歴史のひろがりと連なり
を視覚的にわかりやすく紹介します。
●私たちのしごと
　狩猟、漁ろう、採集、農耕といった伝統的な生業
のほか、現代を生きるアイヌ民族の多様な仕事を紹
介します。
●私たちの交流
　アイヌ民族は、まわりの民族と交流を行ってきま
した。交易品を通して、様々な文化や民族との交流
をたどっていくとともに、現在に続く民族共生のあ
りかたを伝えます。

新千歳空港駅から特急列車利用で約40分とアクセ
スも便利な白老町に国立アイヌ民族博物館がありま
す。北海道へお越しの際にはぜひ足を運んではみて
はいかがでしょうか。

問合せ : 公益財団法人アイヌ民族文化財団
            TEL:011-206-7427
            info@ainu-upopoy.jp

氷点下の中での作業模様

細部の仕上げ作業模様

ウポポイ（民族共生象徴空間）

ウポポイ（本画像はイメージ図です）
提供：文化庁
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業界ニュース　2月 

　リコージャパン㈱は、「契約書」や「企画書」などの文書を電子化し、文書の保管から廃棄までを業務委託とし
て請け負う「リコー ドキュメントライフサイクルサービス」を2020年 2月 20日から提供開始した。本サービスは、
高い専門性を持つパートナーとの連携により実現したトータルサポートサービスである。①過去からの文書を一括で
電子化したり、日々発生する文書を継続的に電子化する「電子データ化」、②紙の原本を倉庫でお預かりし、保存期
限満了後の紙文書を廃棄・リサイクルする「保管・管理」③必要な文書はクラウド上の文書管理システムからいつで
もどこでも閲覧して活用できる環境を提供する「情報共有」の3つの機能から、お客様が必要なものを柔軟に組み合
わせて提供する。お問い合わせ先：リコージャパン㈱MDS窓口：E-mail zjc_MDSMarketing@kp.ricoh.com　
（URL: https://jp.ricoh.com/release/2020/0203_1/ ）

リコーがドキュメントの電子化から文書保管・廃棄までをトータルサポート
「リコードキュメントライフサイクルサービス」を提供開始

　IDC Japan ㈱は、「2019 年 5G 企業ユーザー調査」の結果について発表した。この調査は、国内の企業（従業員
数 50 名以上）にフルタイムで勤務し、携帯電話・データ通信カード・PC 関連の導入に関する選定に関与してい
る 20 ～ 69 歳のフルタイムワーカー 1,087 名を対象にして 2019 年 10 月に、Web アンケート方式で実施したもの
である。5G のビジネス利用意向は全体として高い傾向にあり、何らかの形で 5G の利用意向ありとした回答は全
体の 53.0％と半数を超えた。これは AI（同 54.2％）に次ぐ高い水準での利用・採用意向となった。業種別でみると、
情報通信（同 67.7％）をトップとして、サービス業や建設土木業、製造業など多くの業種で高い利用意向がみら
れた。5G 利用意向層において 5G の利用意向のある機器としては「スマートフォン・携帯電話」が 64.6％と最も
高く、それとほぼ並ぶ形（61.2%）でノートパソコンが挙げられた。AR や VR のヘッドセットはいずれも少数に
とどまった。携帯電話・スマートフォン等での 5G 利用を検討している層にその理由を尋ねたところ、トップに
挙げられたのは、「大容量のデータをやり取りしやすい」という広帯域性であり、5G のユーザー側へのもう一つ
のメリットである低遅延性は下位にとどまった。

（URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46081120 ）

IDCJapanが国内企業を対象にしたクライアント端末利用意向調査の結果を発表

　㈱ NTT ドコモとシスコシステムズ合同会社は、お客様の働き方改革の推進支援を目的にクラウド型の電話シ
ステムにおける協業を開始した。NTT ドコモは、シスコシステムズのクラウドサービスである「Cisco Webex
Ⓡ Calling」、および固定電話や内線電話などの従来の電話システムと「Cisco Webex Calling」を接続させること
ができるドコモのクラウド型電話ソリューションを、法人のお客様向けに 2020 年 3 月 2 日より提供開始した。本
サービスは、クラウド型の電話交換機（PBX）機能を提供するもので、電話によるコミュニケーションに加え、
Webex Teams、Webex Meetings が提供するチャット、Web 会議などと連携することにより、単一のユーザイ
ンタフェースで電話、チャット、Web 会議、ファイル共有が可能になるサービスである。本協業により、「Cisco 
Webex Calling」とドコモのクラウド型電話ソリューションの連携が可能となり、お客様が現在ご利用中の従来の
電話システムと「Cisco Webex Calling」の音声通話サービスの接続ができるようになるため、お客様は専用アプ
リをインストールするだけで、在宅勤務やリモートワーク先でも、会社の固定電話番号（0AB ～ J）を用いた発
着信ができるようになる。提供料金：個別見積もり　お問い合わせ先：ドコモ法人営業担当、「ドコモのホームペー
ジ法人のお客様お問い合わせページ」

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/02/03_00.html ）

NTTドコモとシスコシステムズがクラウド型の電話システムにおける協業を開始

　㈱富士通ラーニングメディアは、お客様の第 5 世代移動通信方式やローカル 5G の利用促進に向けて、人材教
育プログラムをエリクソン・ジャパン社の公開講座を申込受付し、2020 年 3 月 23 日より提供開始した。具体的
には、5G やローカル 5G を活用したサービスを提供したいお客様向けに、5G・ローカル 5G の概要と活用事例を
紹介するコースや、より技術中心の内容を学びたいお客様向けには、5G・ローカル 5G のネットワーク技術およ
び基礎となる移動体通信網の技術を解説するコースなどを提供する。価格（税別）：30,000 円より　お問い合わせ
先：㈱富士通ラーニングメディア　お客様総合センター　TEL0120-55-9019

（URL: https://www.fujitsu.com/jp/group/fl m/about/resources/news/press-releases/2020/0225.html ）

富士通ラーニングメディアが DXを加速する5Gの人材教育プログラムを開始
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　東日本電信電話㈱および、西日本電信電話㈱は、これまでの光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ネクスト」
に加え、通信速度が上り / 下り最大概ね 10Gbps の「フレッツ 光クロス」（FTTH アクセスサービス）を 2020 年
4 月 1 日より提供開始した。本サービスは、加入者光ファイバーを複数のお客様で共用し、お客様が契約するイ
ンターネットサービスプロバイダー等へ上り/下り最大概ね10Gbpsの通信速度で接続するベストエフォートサー
ビスである。なお、本サービスは、光コラボレーションモデルの対象サービスである。また、本サービスの提供
開始に合わせて、最新の高速無線 LAN 規格「Wi-Fi6」に対応した「フレッツ 光クロス対応レンタルルータ」を
提供する。これによりスマートフォンやタブレット端末等による無線接続でのインターネットもより快適に利用
することが可能である。提供エリア：NTT 東日本（東京 23 区の一部より順次拡大）・NTT 西日本（大阪市およ
び名古屋市）　お問い合わせ先：NTT 東日本　URL:https://fl ets.com   NTT 西日本 URL:https://fl ets-w.com

（URL: https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20200218_01.html ）

NTT東日本と NTT西日本が「フレッツ 光クロス」を提供開始

　サクサ㈱は、中小規模オフィスにおけるオフィス運営代理人システム「Offi  ce 
AGENT」シリーズの一つである「GF1000」をさらに強化し、働き方改革関連法対策や
容易に安全なファイルの取扱いを可能にする働き方改革サーバー「GF1000Ⅱ」を 2020
年 3月 2日から発売開始した。本製品は、従来のGF1000の機能に加え、スマートフォ
ンで利用できる「メモリー勤怠管理」機能を提供し、社員の外出先での勤怠管理をサポー
トする。また、大容量ファイルを送ることができる「大容量ファイル転送機能」を強
化し、新たに、相手から受信する機能にも対応した。相手先が適切なセキュリティ対
策を取れているかどうか不明な場合でも、安心して重要な情報の受け渡しすることが
可能である。標準価格（税別）：GF1000Ⅱ Std 498,000円／ 1台　 GF1000Ⅱ Pro（2TB）   
598,000 円／ 1 台　 GF1000 Ⅱ Pro（4TB）　748,000 円／ 1 台  GF1000 Ⅱ Pro（6TB）　
898,000円／ 1台　お問い合わせ先：サクサ㈱　営業企画部　TEL:03-5791-3930

（URL: https://www.saxa.co.jp/pdf/20200225.pdf ）

サクサが働き方改革機能をさらに強化！働き方改革サーバー「GF1000Ⅱ」を新発売

GF1000ⅡStd

GF1000ⅡPro

　ディーリンクジャパン㈱（以下：D-Link）は、D-Link のクラウド型ネットワーク管理サー
ビス「Nuclias」に対応した11ac wave2 4 ストリーム（4× 4）対応の高速無線アクセスポイン
ト「DBA-2820P」を、2020 年 2 月 13 日よりパートナー各社を通じて販売開始した。本製品は、
802.11ac wave2対応した無線アクセスポイント製品である。送信・受信アンテナを各4本ずつ
内蔵した 4 ストリーム（4 × 4）対応製品で、最大 1733Mbps の高速通信が可能である。小中
学校、大学などの無線LAN同時アクセス数の多い環境はもちろん、病院、民間企業、公衆無
線LANサービスなどの幅広い環境で利用できる。また、D-Linkのクラウド型ネットワーク機
器統合管理サービス「Nuclias」に対応しており、無線LANの初期設定や設定変更、およびモニタリング機器によるネッ
トワーク監視機能など、すべて「Nuclias」を介した集中管理が可能である。価格（税別）：55,800円　お問い合わせ先：
ディーリンクジャパン㈱　URL: https://www.dlink-jp.com/support/contact　

（URL: https://www.dlink-jp.com/release/28307 ）

ディーリンクジャパンがクラウド型ネットワーク機器管理「Nuclias」対応
11ac wave2無線アクセスポイント「DBA-2820P」を販売開始

DBA-2820P

　NECは、耳音響認証技術で個人を特定し、様々なセンシグデータを紐づけて、一括管理・分析ができるサービス「NEC
ヒアラブルデバイストライアルキット」を2020年 2月 13日より販売開始した。本サービスは耳音響認証をはじめと
する多彩な機能が搭載されたヒアラブルデバイスとクラウド上の分析環境を用いて、お客様の職場や業務環境に合わ
せたトライアルを 6 ヵ月間実施可能とするものである。本サービスは、ヒアラブルデバイスに搭載された NECの生
体認証「Bio-IDiom」の 1 つである耳音響認証技術の活用や、各種センサーで収集した装着者の活動情報などを可視
化し、いつ、だれが、どのような状況かを把握することができる。さらにこれらのデー
タとお客様が保有しているデータなどを組み合わせて分析できるクラウド環境もあわ
せて提供する。これにより、騒音環境下のクリアな音声コミュニケーションに加えて、
ヒアラブルデバイスから得られる活動・音声情報などを活用することで、作業内容の
可視化による新たな気づきや、業務改善ポイントの把握を可能にする。お問い合わせ
先：NECデジタルプラットフォーム事業部　hearable-contact@dpf.jp.nec.com

（URL: https://jpn.nec.com/press/202002/20200213_01.html ）

NECが耳音響認証で個人の特定が可能なヒアラブルデバイスを活用したトライアルサービスを販売開始

NECヒアラブルデバイス
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業界ニュース　3月 

 　総務省は、2020年 3月 19日に電気通信事業者関連4団体に対して、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う
固定電話・携帯電話等に係る料金の支払期限延長等の実施について要請を行った。3 月 18 日に開催された「新型コ
ロナウイルス感染症対策本部」において、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、その中で新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金（上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電
話の使用料）の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に
対応するよう要請する旨の方針が示された。固定電話や携帯電話等の利用者においては、新型コロナウイルス感染症
の影響拡大に伴い、経済的な事情により定められた期日までに料金の支払が困難な場合や外出ができず支払や契約更
新等の手続が難しい場合が想定される。このような状況を踏まえ、総務省では、利用者が不利益を被ることがないよう、
電気通信事業者関連4団体に対し、各団体の会員各社において、電話料金等の支払や契約の更新などについて、利用
者が置かれた状況に配慮し、十分な猶予期間を設ける等柔軟な措置を講ずるとともに、その講ずることとした措置を
利用者等に対して広く周知するよう努めることについて要請を行った。

（URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html ）

総務省が新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請を発表

トレンドマイクロ㈱は、家庭内ネットワークに繋がるスマート家電の安全性を診断する無料アプリ「スマートホーム
スキャナー」を iOSユーザ、Androidユーザ向けに2020年 3月2日より提供開始した。スマート家電にマルウェアを感
染させボット化する「Mirai（ミライ）」や「Satori（サトリ）」は、スマート家電が持つUPnPの脆弱性などを利用し、スマー
ト家電をスパムメールの送信といったサイバー攻撃の踏み台にする恐れがある。他にも、スマート家電で採用されてい
るUnix系OSのシェルBashの脆弱性Shellshockを利用して仮想通貨の発掘などを行う「Bashlite（バッシュライト）」など、
家庭内ネットワークに繋がるスマート家電の脆弱性を悪用する複数のマルウェアをトレンドマイクロでは確認している。
スマートホームスキャナーは、「脆弱性チェック機能」と「オープンポートチェック機能」をスマホから利用できる。「Mirai」
を始めとするマルウェアの感染に利用される脆弱性の有無、ポート開放等の有無を診断できる。これらの機能を利用す
ることで、家庭内のスマート家電がサイバー攻撃を受けるリスクを可視化し、修正プログラムの適用や設定の変更など
必要な対策を講じることができる。スマートホームスキャナーは、App Store、Google Playからダウンロードできる。
（URL: https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/press-release/2020/pr-20200302-03.html ）

トレンドマイクロが家庭内ネットワークに繋がるスマート家電の安全性を診断する無料アプリ
「スマートホームスキャナー」を提供開始

㈱内田洋行グループは、NTTグループと国が掲げる「GIGAスクール構想の実現」を支援するため、複雑な機器の
仕様やネットワーク構築について自治体や学校からのお問い合わせ等に対応する「GIGAスクールホットライン」を
開設した。開設期間：2020年 3月 9日～2021年 3月 31　提供内容：自治体・学校からの「整備の進め方」「一般的な
構成」「選定のポイント」「教材・アプリ」「整備後の管理・運営」などのお問い合わせ（ただし個別の詳細見積・現地
調査・調達プロセスに関わるものは受けられない）　受付窓口：Web : https://www.giga-hotline.jp  メール : info@giga-
hotline.jp  TEL:0570-028-635  受付時間：平日9：30～ 17：00　※夏季（8/13-15）および年末年始（12/29-1/3）を除く
（URL: https://www.uchida.co.jp/company/news/press/200303.html ）

内田洋行グループと NTTグループが「GIGAスクール構想の実現」に向けた
「GIGAスクールホットライン」を開設

㈱ブイキューブは、Web会議サービス「V-CUBEミーティング」とリモートアクセスサービス「Magic Connect」を組
み合わせ、テレワーク先から社内にある基幹システムやイントラネットへ安全にアクセスし、オフィス内にある資料や
データを共有しながらWeb会議を実現するテレワークソリューションを2020年3月6日より提供開始した。本サービス
は、NTTテクノクロス社が提供する、手元端末にオフィスPCのデスクトップ画面を呼び出して操作するサービスである。
画面転送方式のリモートアクセスツールであり、オフィスPCの業務ソフトや社内システムなどをすべて社外で安全に利
用できる。これにより社内データを持ち出すことなく、普段と同じ環境で仕事ができる。また、ブイキューブが提供する
Web会議サービス「V-CUBEミーティング」と組み合わせることで、リモートアクセスで見ている社内の資料やデータを
Web会議の参加者に共有しながら会議することが可能になる。お問い合わせ先：㈱ブイキューブ　TEL:0570-03-2121
（URL: https://jp.vcube.com/news/release/20200306-0900.html ）

ブイキューブがテレワーク時に安全に社内データにアクセスするためのリモートアクセスを
Web会議と連携させて販売開始
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ソフトバンク㈱は、子どもの見守りや大切な物の位置情報を確認できる小型のIoTデバイ
ス「どこかなGPS」（ZTE製）を、2020年 3月 12日に発売した。「どこかなGPS」は、本体
と2年間の通信料金をセットにして、一部のソフトバンクショップの他、全国の家電量販店

（一部店舗を除く）、SoftBank SELECTIONオンラインショップ、+Style、Yahoo!ショッピング、
Amazonなどで販売する。本体は、約4.7センチメートル四方の薄型軽量なデザインになって
おり、かばんなどに入れてもかさばることがない。また、防水（IPX7）と防じん（IP6X）に
対応している。例えば一人で通学する子どものランドセルのポケットなどに入れておくだけ
で、保護者はいつでも簡単に子どもの位置情報を把握することができて安心である。希望小
売価格（税抜）：本体と2年間の通信料金を合わせて12,000円　3年目以降は、月額400円
（URL: https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2020/20200304_01/ ）

ソフトバンクが子どもの見守りや大切な物の位置情報を
スマホで簡単に確認できる「どこかな GPS」を提供開始

どこかなＧＰＳ

　キヤノン㈱は、インクジェットプリンターTRシリーズの新製品として、小型・軽量で手軽に持ち運び可能なモバイ
ルプリンター「TR153」を2020年 4月 9日に発売した。本製品は、スマホやタブレットから快適に印刷でき、外付けバッ
テリー（別売り）を装着することで、電源確保を気にすることなく使用できる。営業活動や医療・介護などの訪問先、コワー
キングスペースやカフェでの書類作成などのビジネスシーンでの活用に加え、高画質印刷を実現する5色ハイブリッド
インクの採用により、家庭での文書や写真のプリントニーズにも応える。特長
は、①外出先に手軽に持ち運び可能な小型・軽量設計と5GHzのWi-Fi対応②
多様なビジネス現場での快適なプリント環境を提供するユーザビリティー③幅
広いプリントニーズに応える多彩な機能・サービス　価格：オープン価格　お
問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター　TEL:050-555-90015

（URL: https://canon.jp/newsrelease/2020-03/pr-tr153.html ） モバイルプリンターＴＲ１５３

キヤノンが小型・軽量で持ち運びしやすいモバイルプリンター「TR153」を発売

　㈱タカラトミーは、ロボット玩具型のコミュニケーションロボット「キミだけのともだち ドラえもんwith U」を、
2020 年 6 月下旬より販売開始する。全国の玩具専門店、百貨店、量販店等の玩具売場、インターネットショップ、
一部の書店、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて販売開始する。本商品は、「ド
ラえもんがおうちにやってきた！」というコンセプトの基、「ドラえもんと話したい・遊びたい」といった夢や憧れ
を叶える商品として企画した。様々なセンサーを活用することで多彩なコミュニケーションや感情表現を実現し、さ
らに時計・カレンダー機能により季節や時間に関するセリフも話すため、365 日一緒に楽しむことができる。また、
付属のカードを使って「ドラえもん」のおしゃべりや仕草をプログラミングすることが可能である。4,000 通り以上
のプログラムを作成することができ、自分だけの「ドラえもん」にカスタマイズできる。希望小売価格（税抜）:19,800
円　お問い合わせ先：㈱タカラトミー　お客様相談室TEL:0570-041031

（URL: https://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p200306_01.pdf ）

タカラトミーがプログラミングを作成して遊べる「キミだけのともだち　ドラえもん with U」を発売

㈱日立ソリューションズは、設定された時刻にPCを自動的に
シャットダウンさせることでPCの利用を抑止し、時間外労働の
上限規制への対応を支援する「PC自動シャットダウンシステム」
の製品ラインナップに、「PC自動シャットダウンシステムBasic 
Edition」を追加し、2020年 3月 27日より提供開始した。本シス
テムは、特定の時刻以降のPC利用抑止という基本機能に特化し、
残業申請ワークフロー機能を省くことで専用サーバーを不要と
した「PC自動シャットダウンシステムBasic Editon」の提供を
開始した。特徴は、①特定の時刻以降は翌朝までPCを利用抑止
することで、時間外労働を抑制　②一般的なPCの知識で行える
導入と運用　価格：オープン価格　お問い合わせ先：㈱日立ソ
リューションズ　お問い合わせフォーム：https://www.hitachi-
solutions.co.jp/inquiry/newsrelease/input
（URL: https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2020/0326_1.html ）

日立ソリューションズが就業時間外の PC利用を抑制する
「PC自動シャットダウンシステム」の製品ラインナップを拡充

ＰＣ自動シャットダウンシステムの機能
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特集

食べ残し、売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、食べられるのに捨てられてしまう食品「食品ロス」。日本
の食品ロス量は、年間600万トンを超え、毎日、大型トラック（10トン車）トラック約1,700台分の食品を廃棄
しています。大切な食べものを無駄なく食べきり、環境面や家計面にも優しい簡単な工夫をご紹介します。

もったいない！
食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう

１．なぜ、食品ロスが問題になっているの？

　　大量の食品が無駄に廃棄され、環境に悪影響も。

日本の食品廃棄物等（※ 1）は年間 2,759 万トン、
そのうち食べられるのに捨てられる食品「食品ロス」
の量は年間643万トン（※2）と推計されており、日
本の人口 1 人当たりの食品ロス量は年間約 51 キログ
ラムです。日本では、家計における食費は消費支出
の中で 4 分の 1（※ 3）を占めています。食料自給率

（カロリーベース）は 38％（※ 4）で、食料の多くを
海外からの輸入に依存しています。また、世界の食
料廃棄量は年間約 13 億トンで、人の消費のために生
産された食料のおおよそ3分の 1を廃棄（※5）して
います。
 

このように、食料を大量に生産、
輸入しているのに、その多くを捨
てている現実があるのです。

大量の食品ロスが発生すること
により、様々な影響や問題があり
ます。食品ロスを含めた多くのご
みを廃棄するため、ごみ処理に多
額のコストがかかっています。ま
た可燃ごみとして燃やすことで、
CO2 排出や焼却後の灰の埋め立て
等による環境負荷が考えられます。

経済の観点では、食料を輸入に頼る一方で、多く
の食料を食べずに廃棄している状況は無駄がありま
す。人や社会への観点では、多くの食品ロスを発生
させている一方で、7人に 1人の子どもが貧困で食事
に困っている状況です。

私たち一人ひとりが食べものをもっと無駄なく、
大切に消費していく必要があります。
※1：飼料等として有価で取引されるものや、脱水等

により減量した分を含む
※2：平成28年度推計（農林水産省・環境省）
※3：総務省家計調査（平成29年度）
※4：農林水産省「食料需給表（平成29年度）」
※ 5：国連食糧農業機関（FAO）「世界の食料ロスと

食料廃棄（2011年）」 

２．食品ロスはどこから発生しているの？

食品関連事業者だけでなく、家庭からも発生し

ています

日本の食品ロス量年間 643 万トンのうち、事業
系は 352 万トンで、主に規格外品、返品、売れ残り、

食品廃棄物等の発生状況〈概念図〉

資料：農林水産省及び環境省「平成28年度推計」
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食べ残しなど、家庭系からは 291 万トンで、主に食
べ残し、手つかずの食品（直接廃棄）、皮の剥きすぎ
など（過剰除去）が発生要因です。
 

家庭系の食品ロスについて、消費者庁が平成 29 年
に徳島県で実施した食品ロス削減に関する実証事業
の結果では、まだ食べられるのに捨てた理由として、

（1）食べ残し 57％、（2）傷んでいた 23％、（3）期限
切れ11％（賞味期限切れ6％、消費期限切れ5％）の
順で多いことが分かりました。

食品ロスを減らすためには、事業者や家庭の皆様
一人ひとりが意識して、国民全体で食品ロスの削減
を目指すことが大切です。

 

３．食品ロスを減らすためにできることは？

　食べものを「買いすぎない」「作りすぎない」「食

べ切る」工夫を

　食品ロスを減らすための小さな行動も、一人ひと
りが取り組むことで、大きな削減につながります。
食べものをつくる生産者・製造者への感謝の気持ち
や、食べものを無駄にしないという意識はあっても、
行動に移せていない方もいらっしゃるかもしれませ
ん。

そこで、身近なところから食品ロスを減らすため
のヒントをご紹介します。

基本は、買物時に「買いすぎない」、料理を作る際「作

りすぎない」、外食時に「注文しすぎない」、そして「食
べきる」ことが重要です。
（1）家庭での取組

■買物時の工夫

①冷蔵庫や食品庫にある食材を確認する

買物をした後に、冷蔵庫に同じ食材があったこと
に気づき、食材を余らせてしまうケースもあります。
無駄をなくすためにも、事前に冷蔵庫や食品庫にあ
る食材を確認するようにしましょう。買物前のちょっ
とした時間に、冷蔵庫内を、携帯電話のカメラ機能
で撮影しておくのもよいでしょう。
②必要な分だけ買って、食べきる

お得なまとめ買いをしたものの、使わずに、期
限が過ぎてしまい捨ててしまうことが考えられます。
必要な時、必要な分だけ買ったほうがお得な場合も
あります。
③利用予定と照らして、期限表示を確認する

食品スーパーで買物をする際、期限までの期間が
より長いものを買おうと、棚の奥から商品を取るこ
ともありますが、すぐ使う食品は棚の手前から取り
ましょう。期限が短かったり、切れてしまうと、お
店で返品や廃棄してしまうので、お店での食品ロス
が発生してしまいます。
■調理、食事での工夫

①食品に記載されている保存方法に従って保存する

誤った方法で保存すると、食品の劣化が早くなる
場合があります。保存は正しい方法で、食品をおい
しく食べきりましょう。
②野菜は、冷凍、乾燥など下処理し、ストックする

一度に食べきれない野菜は、冷凍や乾燥の下処理
をして、小分け保存などして、食材を長持ちさせる
工夫をしてみましょう。
③残っている食材から使う

新しく買ってきた物を先に使ってしまうと、残っ
ている食材は傷んでしまう可能性があります。残っ
ている食材から使いきるようにしましょう。
④体調や健康、家族の予定も配慮し、食べきれる量

を作る

家族とのコミュニケーションで、食品ロスがでな
いように工夫しましょう。
⑤作り過ぎて残った料理は、リメイクレシピなどで

食べきる

リメイクやアレンジレシピで、作り過ぎてしまっ
た料理を食べきりましょう。

資料：消費者庁作成　啓発用ポスター／捨ててしまう理由編
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 （2）外食時、宴会時の取組
■外食時の工夫

①食品ロス削減に、積極的に取り組む店を選ぶ

料理の量を選べる店、食べきれない料理を持ち帰
ることができるお店を選びましょう。
②小盛りメニューやハーフサイズを活用し、食べら

れる量だけ注文する

食べられる量を相談できることで、食べきれる量
の料理をおいしく食べきりましょう。

③どうしても残してしまった料理は、お店と相談し

て持ち帰ることも検討しましょう。

■宴会時の工夫

①料理を楽しむ味わいタイムを設ける

乾杯後、席を立たずに料理を楽しむ時間を設けま
しょう。
②食べきりタイムを設ける

お開き前に、もう一度料理を食べきる時間を設け、
幹事は「食べきり」を呼び掛けましょう。

資料：消費者庁作成「食品ロス削減啓発三角POP（外食編・宴会編）
で紹介している外食時、宴会時の食べ残しを減らすポイント」

資料：消費者庁作成「食品ロス削減啓発用ポスター／軽量・計測編」
　　「食品ロス削減啓発冊子／計ってみよう！家庭での食品ロス」

資料：消費者庁作成　食品ロス削減啓発三角POP（お買物編・ご
家庭編）で紹介している買物時や家庭で食品ロスを減らすポイント



11

（3）家庭での食品ロスの把握

消費者庁が平成 29 年に徳島県で実施した食品ロス
削減に関する実証事業では、食品ロスは、計量する
だけでも約 2 割減少、さらに削減の取組を行うこと
で約4割減少する結果となりました。

まずは、家庭でどのぐらいの食品ロスが発生して
いるか、把握してみることから始めてみましょう。

４．地方公共団体、事業者等の取組は？

　「食べきり運動」や「フードシェアリング」など

様々な取組が全国で展開

（1）地方公共団体の取組

地方公共団体と地域の飲食店が連携し、食べ残し
を減らす取組を行っています。地方公共団体が把握
している食べ残しを減らす取組を実施している飲食
店舗数は、2018年度で 13,650店舗でした。
・地方公共団体における食品ロス削減の取組状況に
ついては広く全国で食べきり運動等を推進し、食品
ロスを削減することを目的とした自治体間でネット
ワークが構築されるなど、地域から「もったいない」
を見直す取組が広がっています。
（2）事業者の取組

農林水産省では、食品ロス削減に向けた消費者の
理解を促進するため、小売事業者等が利用可能なポ
スター等を作成し、平成 30（2018）年 10 月を啓発月
間として啓発活動を実施しました。

食品メーカーでは、容器包装の工夫により鮮度保
持期限を延長したり、一人前ずつの個包装による食
べ残しを防いだりする取組も行われています。

アプリ開発事業者が飲食店と連携して、閉店近
くに余って廃棄の危機にある安全でおいしい食事を、

最後までおいしく食べてもらおうと、ITを使ったフー
ドシェアリングサービスも展開されてきています。
 

（3）学校、大学での取組

生徒・学生等も、活発に取組を行っています。
・野菜を皮ごと使ったり、残った料理をリメイクした
り、備蓄食料を活用した食品ロス削減につながるレ
シピを考案
・食品ロスの問題に関する新聞を作成して、学校内や
町内会に配布
・出前授業や地域イベントでの食品ロス削減の啓発活
動
・家庭で余っている未開封の食品を集めてフードバン
クに寄付

など
これらの取組については、消費者庁ウェブサイト

で事例を紹介しています。事例を参考に、できるこ
とから行動してみませんか。

資料：消費者庁作成「食品ロス削減啓発用ポスター／軽量・計測編」
　　「食品ロス削減啓発冊子／計ってみよう！家庭での食品ロス」

画像：農林水産省作成　食品ロス削減に資する小売店頭用啓発資材

画像：全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会ウェブサイト

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/
useful/article/201303/4.html）
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東京はスマートな都市に生まれ変わる―。
　東京都が 2 月 7 日に発表した ｢スマート東京実施
戦略｣ は、デジタルトランスフォーメーション（DX）
によって東京のポテンシャルを引き出し、都民の生
活の質（QOL）を向上させる ｢スマート東京｣ の実
現に向けた具体的な取り組みを明らかにしたものだ
（図表1）。
　背景には、国際的な都市間競争ヘの遅れに対する
強い危機感がある。
　海外では、各地で最先端の通信インフラ技術を活
用したスマートシティ化が進んでいる。
　そうした都市では、住民の QOL が高まるだけでは
ない。スタートアップや大学などが集まり、イノベー
ションによる新たな価値も創出する。経済効果をも

たらすのはもちろんだが、都市としての魅力が高ま
り、国際競争力の強化にも一役買うことになる。
　翻って日本は第 4 次産業革命への対応の遅れもあ
り、近年、国際的な存在感が低下している。さらに
少子高齢化による人口減少や気候変動による災害の
増加などの課題も抱える。

折しも 2020 年から 5G の商用サービスが始まる。
5G の高速大容量 ･ 低遅延 ･ 多数同時接続という特
徴は、様々な業界に変革をもたらす可能性が高いが、
行政も例外ではない。そこで東京都は昨年 8 月、21
世紀の基幹インフラとして ｢電波の道｣、すなわち
5G ネットワークを早期に展開し、社会課題を解決
するとともに新たな産業を創出し都市力を強化する
｢TOKYO Data Highway基本戦略｣ を打ち出した。

業界特集

首都と地方都市｡ 規模や役割は異なるが、直面する課題は同じだ。このまま行けば、都市としての機能が失われ
るリスクがある｡ 未来を拓けるのは、5Gを早期に整備し、AIなど先端技術の活用を推し進めた都市だ。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

東京都、前橋市
つながる都市

通信インフラが都市の生き残りを左右する

図表1　スマート東京の全体像
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■Wi-Fi や LPWAも活用
スマート東京実施戦略において、｢電波の道｣ によ

る ｢つながる東京｣ の実現は重点施策の 1 つとして
掲げられている。スマートシティとは、フィジカル
空間とサイバー空間が融合した都市のことだ。通信
インフラの性能 ･ 品質が、都市の魅力そのものを今
後さらに左右していく。
　東京都は5Gアンテナ基地局等の設置を促進するた
め、都道や橋梁、バス停など都が保有するアセット
を通信キャリアに積極的に開放する。現在、都が保
有する土地 ･ 建物、計 1 万 5033 件（1 月 24 日現在）
がデータベース化し、公表されている。4G アンテナ
の設置件数はわずか 67 件。積極開放により、｢その
すべてにアンテナが設置されたと仮定すると、5G で
は約 230 倍の可能性がある｣ と東京都戦略政策情報
推進本部 ICT 推進部情報企画担当部長の荻原聡氏は
話す。

東京都では、東京オリンピックの競技会場およ
びその周辺、都庁のお膝元の西新宿、東京都立大学
のキャンパスがある南大沢を重点整備エリアとして、
いち早く整備を進める。
　東京オリンピックの競技会場には、大会期間中、
多くの観客が訪れることが予想される。会場やシャ
トルバスの発着場などに Wi-Fi 環境も整備し、必要
な情報の検索 ･ 収集や観戦体験の発信をスムーズに
行えるインターネット環境を提供したいという。
　また、西新宿では都保有のアセットを活用し、5G
アンテナを整備したり、5G、Wi-Fi のアンテナやデジ
タルサイネージを搭載したスマートポールを設置し、

「つながる街」を早期に作る。併せて5G関連のスター
トアップの集積拠点を都庁近くに設けるほか、将来
的には自動運転の実証実験なども計画しており、西
新宿を5G活用の先端的なモデルケースとしたい考え
だ。
　5G や Wi-Fi 以外にも、LPWA や Bluetooth を適材
適所で活用し、いつでも、誰でも、どこでもつなが
る都市の実現を目指している。

■5つの地域でスマート化を先行実施
スマート東京実施戦略では、西新宿、南大沢のほか、

都心部、ベイエリア、島しょ地域を先行実施エリア
と位置付けている。
　経済や金融の中心地としての顔を持つ都心部に対
し、自然豊かな観光地の島しょ地域というように東
京都は多様性に富む。
　都心部ではオンデマンドモビリティを活用した
MaaS、島しょ地域では遠隔診療やドローンによる災
害対応など、地域ごとの特性に合わせて先端技術の
活用モデルを構築した後、東京都全域に展開する計
画だ。
　スマート東京への取り組みは、東京都の主要事業
局すべてで行っていく。
　昨年 12 月には、ローカル 5G の無線局免許を申請。
都立産業技術研究センター（江東区）にローカル 5G
の環境を整備し、都内の中小企業などに貸し出すと
発表した。｢ローカル 5G の導入が難しい中小の工場
のスマート化を支援したい｣ と荻原氏は述べる。
　また、都立学校の全教室に無線LANを整備するほ
か、AR/VR や遠隔教育など 5G を活用した先端技術
の実証研究も行う。

■公共と民間のデータを連携
東京都ではインフラや暮らしなどに関する様々な

データをオープン API で呼び出し連携する官民連携
データプラットフォームを 2020 年以降に構築。この
プラットフォームなどを通じて、フィジカル空間と
サイバー空間を融合したデジタルツインも推進する。
　一例として、河川区域図の河川断面や河川水位の
リアルタイム計測情報と気象データを掛け合わせて
氾濫リスクを予測。このデータをフィードバックす
ることで、水門や樋門の開閉操作の判断に活用した
り、氾濫リスクが高まった際に河川付近のスマート
フォンにアラートを上げるといった活用方法が考え
られるという。
　長期的には国や民間企業と協力してあらゆるデー
タを連携させ、そこから新たなソリューションを生
み出す仕組みを構築したいとしている。
　これまで無線技術は、約 10 年ごとに世代交代を繰
り返してきた。 2030 年頃には、5G の次世代規格で
ある｢6G｣が始まると予想される。｢防災やまちづくり、
モビリティなどは都民の生活にとって普遍的なテー
マであり、その取り組みを支えるネットワークがアッ
プデートされていく。東京都では、6G の時代が来て
もいち早く取り組める体制を作りたい｣ と荻原氏は

東京都
戦略政策情報推進本部
ICT推進部
情報企画担当部長
荻原聡氏
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語る。
　先進的なネットワークを整備し、データを利活用
する都市―。近い将来、東京都はそうしたスマート
な都市に生まれ変わることになる。さらに東京都の
成功モデルを全国にも展開する。ICT 活用により地
域の活性化や課題を解決し、日本の持続的成長につ
なげていきたい考えだ。

■遠隔授業で地域の大学を活性化
地方都市に目を向けると、高齢化や人口減少、経

済の衰退が急速に進んでいる。
　このまま行けば、やがて都市を支える機能を維持
することが難しくなり、存続そのものが危ぶまれる
自治体は全国に数多く存在する。
　人口約 34 万人の中核市である群馬県前橋市も 65
歳以上が総人口の約 3 分の 1 を占め、教育や交通な
どで課題が生じている。高齢化に歯止めをかけ、持
続可能な都市とするため、5G 活用の検討に乗り出し
た（図表2）。
　前橋市では大学進学や就職を機に県外に出る若者
が多く、それが高齢化の一因にもなっている。どう
すれば若者の流出を食い止め、定住してもらえる街
になるのか。｢めぶく。プラットフォーム前橋｣ は、
前橋市内の大学や前橋商工会議所、前橋市役所がお
互いの強みや経営資源を持ち寄りながら地域の課題
解決に取り組むことを目的に設立された。テーマの1
つである ｢前橋で学ぶ｣ については、地域の大学を
活性化し魅力を高めるため、群馬大学や共愛学園前
橋国際大学など市内 6 大学が連携、単位互換制度や
共同公開講座などを行っている。
　ただ、同じ市内にあるとはいえ、各大学の間は離
れており、行き来するのに時間がかかる。｢他大学の
授業を取ると、前後の授業は移動時間でつぶれてし
まうことが課題になっている｣ と前橋市政策部情報
政策担当部長の松田圭太氏は話す。

そこで大学のキャンパスにローカル5Gの環境を整
備し、自大学の教室で他大学の授業を受けられるよ
うにする。遠隔授業の仕組みを使い、合同就職説明
会なども予定している。
　遠隔授業の仕組みは、県外の大学との間にも活用
する。
　少子化により地方の大学では統廃合が始まってい
るが、特に中小規模の大学は大規模な大学に ｢飲み
込まれる｣ との危機感が強い。群馬大学教育学部は、
こうした流れに先手を打ち、2020 年度より宇都宮大
学との間で共同教育学部を設置する。

　群馬県と栃木県は隣接しているとはいえ、車で片
道1時間半はかかる。

教員や学生が交流しようにも簡単にはいかないた
め、ローカル5Gによる遠隔授業を取り入れる。
　例えば、群馬大学で行われる多地点カメラを使い、
教室内を様々な角度から映し出した映像を受け手で
ある宇都宮大学に伝送することで、群馬大学の教授
が資料を配布するタイミングに合わせて、宇都宮大
学の教室でTA（ティーチング･アシスタント）が資
料を配布するなど、遠隔であることを感じさせない
授業が可能になるという。
　群馬大学教育学部には、芸術系や健康系の専攻も
ある。｢絵画や彫刻の作品を 360 度自由な角度から映
したり、モーションキャプチャで身体の動きを確認
するといった活用方法も考えられる。遠隔授業は従
来の授業スタイルを一新する可能性もある｣ と松田
氏は述べる。
 

■自動運転のカギを握る5G
高齢化が進めば、路線バスなど公共交通機関の利

用者が減り、バス会社の経営を圧迫する。地方では
人手不足から運転手の確保も難しい。だからといっ
て路線バスを減便したり廃止すれば、市民の生活に
多大な影響を与える。前橋市ではその解決策として、
群馬大学 ｢次世代モビリティ社会実装研究センター

（CRANTS）｣ などとともに路線バスの自動運転に取
り組んでいる。
　今年 1 月からは、上毛電鉄 ･ 中央前橋駅から JR 前
橋駅を経由し、けやきウォーク前橋までの約 4.6km
の区間に自動運転バス 2 台を同時に運行させる実証
実験を開始した。
　特定の場所でシステムがすべて操作を行うレベル4
の自動運転だが、安全確保のためバスに運転手が乗
り込み、ハンドルに手を添えている。松田氏による
と ｢レベル 4 の完全な実現には 5G がカギを握る｣ と
いう。
　レベル 4 の自動運転では、遠隔監視 ･ 操縦の仕組
みが必要となる。

前橋市
政策部
情報政策担当部長
松田圭太氏
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CRANTS には管制室を備えているが、5G を使う
ことで、市内はもとより県外の離れた地域を走る自
動運転バスの遠隔監視･操縦も可能になる。
　また、街灯に5G基地局を設置し、街中のセンサー
からデータを収集するようにすれば、｢前方に車が止
まっている｣ ｢子供が飛び出してきた｣ といったリア
ルタイムの情報を自動運転バスにフィードバックし、
より安全性を高めることが可能だ。
　前橋市内では、AI を活用し、利用者の要求に合わ
せて地域内を走るオンデマンドバスや、最寄りのバ
ス停までの “ラストワンマイル ”を定額で運ぶ相乗り
タクシーも運行している。
　自治体主導でリリースした MaaS アプリを使えば、
市内の JR や私鉄、バスのルートを一括検索したり、
オンデマンドバスやワンマイルタクシーの予約を行
うことができる。
　群馬県は、1世帯当たりの自動車保有台数が全国で
5番目に多い車社会。

しかし、高齢者の運転免許証の自主返納を求める
動きが全国で進んでいることから、これらの仕組み
を通じて、高齢者に自家用車から公共交通機関への
移行を促していきたいという。

■5Gで救急搬送の高度化
高齢化は、医療にも影響を及ぼす。
前橋市でも高齢化の進展とともに救急車の出動件

数が右肩上がりに増えている。
　救急医療の現場では、患者の症状や容態に合わせ

て適切な処置を施せる病院に迅速に搬送することが
救命率を左右する。
　前橋市は過去 2 年間、NTT ドコモと救急搬送の高
度化に取り組んできた。患者を搬送している救急車
が、病院の到着前にドクターカーと合流し、ドクター
カー車内で診察や処置を行うというものだ。
　救急車とドクターカー、消防局通信指令室の間で
は、患者のバイタルデータや患部の画像、12 誘導心
電図やエコー（超音波診断装置）の画像のやり取り
が発生する。なかでも心電図やエコーは4Kの大容量
データのため、LTE と比べて 5G の方が少ない遅延
で鮮明な画像を送受信でき、医師もより正確な診断
を行いやすくなる。
　将来的には、市内 10 ヵ所にある救急指定病院に画
像を一斉配信する仕組みを構築し、救急搬送を迅速
化する。また、マイナンバーカードや ｢おくすり手
帳｣ との連携により、搬送時に日頃の健康状態や服
薬状況を把握できるようにして初期対応を高度化し、
生存率向上を目指している。
　高齢化などの諸課題は、日本にとって避けて通れ
ない。自治体がこうした課題を乗り越えるためには、
AI をはじめとする先端技術の活用が不可欠だが、そ
の前提となるのが通信インフラである。自治体主導
でいかに5Gネットワークを整備していけるかが、都
市としての生き残りを左右するといっても過言では
ないだろう。

図表2　「地方都市型ローカル５Ｇ前橋プロジェクト」のイメージ

（出典：テレコミュニケーション March 2020）
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新製品・新サービス

富士通が教育現場における使いやすさを徹底追及した
文教向けタブレットなど法人向けパソコン６シリーズ９機種を新発売

■新製品の主な特長
１．児童生徒の手になじむよう使いやすさを徹底的
に追及した新デザイン「ARROWS Tab Q5010/
CE」などQシリーズ2機種
教育現場の ICT 化が進む中、児童生徒にとっての

使いやすさを徹底的に追及し、安心安全に使えるよ
う360度全方向にまで気を配った新デザイン「School 
Design 360℃（スクールデザインサンビャクロクジュ
ウド）」を採用した10.1 型防水タブレット「ARROWS 
Tab Q5010/CE」を新たに提供します。従来の筐体デ
ザインを細部にわたり見直し、小さな手でも持ちや
すいよう角を無くしたラウンドフォルムや、机から
の落下を防ぐために側面および背面に滑りにくいテ
クスチャー（表面処理）を採用するなど、それぞれ
の利用場所での使いやすさをさらに向上しています。
　また、2020 年 4 月から始まる新学習指導要領に伴
う教科書改訂により、教科書に掲載される QR コー
ドを読み取り、映像・音声教材などを利用できるア
プリケーション Function Manager-QR コードリー
ダー（注 1）を標準添付しました。本アプリケーショ
ンは、タブレット本体の上部に設置した専用のショー
トカットボタンを押すことで起動し、画面の親指が
届く位置に表示されたサイト閲覧ボタンから読み
取ったサイトへスムーズに移動できます。
 

２．最新版OSを搭載した法人向けパソコンおよび
ワークステーションのラインナップ強化

　ノートパソコン「LIFEBOOK」では 2 シリーズ 4
機種、デスクトップパソコン「ESPRIMO」では 2 シ
リーズ 2 機種、ワークステーション「CELSIUS」で
は 1 シリーズ 1 機種において最新場 OS「Windows 
10 November 2019 Update」を適用（注 2）するなど、
法人向けの豊富なラインナップで働き方改革を支援
します。

（注釈）
注 1. Function Manager-QR コードリーダー：

富士通クライアントコンピューティングの独自開発アプ
リケーション。「ARROWS Tab Q5010/CE」のみ標準搭載。
本アプリケーションがサポートしているQRコードは「QR
コード モデル2」です。自動反転コード、表裏反転コード、
連結コード、バーコードは読み取り不可能です。極端な
汚れや歪み、暗すぎる場所など状況によってはQRコー
ドを読み取ることができない場合があります。

注 2. 最新版 OS「Windows 10 November 2019 Update」を適用：
「FUJITSU Desktop ESPRIMO Q958/MRE」のみ「Windows 
10 May 2019 Update」を適用。

■販売価格（税別）

■お問い合わせ先
富士通株式会社
購入相談窓口
TEL：0120-959-242
受付時間：平日 9 時～ 18 時

富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の文教向け Windowsタブレット「FUJITSU Tablet 
ARROWS Tab Q5010/CE」と、法人向け「ARROWS Tab Q5010/CB」の２機種、および最新版 OSを搭載し
た法人向けパソコン、ワークステーションを2020年1月23日より国内で販売開始しました。

製品名 希望小売価格

FUJITSU Tablet ARROWS Tab Q5010/CE 97,200 円～

FUJITSU Tablet ARROWS Tab Q5010/CB 97,200 円～

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U939/C 229,800 円～

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U939X/C 326,800 円～

FUJITSU Notebook LIFEBOOK A749/C 232,100 円～

FUJITSU Notebook LIFEBOOK A579/C 179,600 円～

FUJITSU Desktop ESPRIMO D588/C 162,300 円～

FUJITSU Desktop ESPRIMO Q958/MRE 306,000 円～

FUJITSU Workstation CELSIUS J580 233,800 円～

パナソニックLSネットワークス 10 100M ps PoEスイッチ ニ ーア

ート
4 62 P 2304 3 A-ML4TPoE 6 000

124 P 230 3 A-ML TPoE 0 000
12 1 P 2312 3 A-ML12TPoE 112 000
16 1 P 2316 2 A-ML16T PoE 130 000
24 1 P 2324 2 A-ML24T PoE 1 000
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GIGAスクール構 の ックのスイッチングハブ

パナソニックLSネットワークス 部 G GAスクー
基幹スイッチ エッジスイッチ ネットワーク 器

ッ ークの

の A
ッ

２ 1 1台 の

の の

A
事 ー ー A

ー スイッチ
G ps

ク 画 ン イン スト スト ス
LA ク ネット

A ックのスイッチングハブ
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■お問合せ先
パナソニックLSネットワークス株式会社 事業本部 営業企画部

mktg-networks@ml.jp.panasonic.com

スイッチングハブの５つの機能

1 ２ ３

４ ５

■GIGAスクール構成

参考構成A（10Gモデル）

カテゴリ 機器 台数

基幹スイッチ ZEQUO 6600RE 1

フロアスイッチ XG-M16TPoE+ 3

エンジスイッチ Switch-M24eG 1

PoE延⻑器 GA-PT1TPoE 1

参考構成B（1Gモデル）

カテゴリ 機器 台数

基幹スイッチ ZEQUO 6600RE 1

フロアスイッチ GA-ML16TPoE+ 3

エンジスイッチ Switch-M24eG 1

PoE延⻑器 GA-PT1TPoE 1

※フロアスイッチ
　（XGシリーズはZEQUO assist PlusまたはPPSが必要、GA-MLシリーズはPCレス） ※基幹スイッチ

※エッジスイッチ、PoE延長器 ※フロアスイッチ

※基幹スイッチ、フロアスイッチ、エッジスイッチ
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ドコモｇａｃｃｏが
「仕事を通じて成長する 実践 ビジネス入門」を開講

本講座では、これから企業人として仕事をする
方に、企業人としての基本的な知識習得とトレーニ
ングを通じて成功確率を高める判断基準を醸成しま
す。新入社員として期待されている、「組織の活性
化」「企業文化の継承」「新しい創造力」「将来のリー
ダー」など将来の成長を見据え、5 段階の自己成長
ステップを通じて学びます。そのステップごとに現
場で直面する様々な「状況」をシュミレーションを
通して、理解していくことで、自身の不安を解消し、
自身をもって企業人人生をスタートするための内容
です。本講座は無料で受講できますので、gaccoホー
ムページ（http://gacco.org/）をご覧ください。

■仕事を通じて成長する 実践 ビジネス入門

　開講日　：2020 年 4 月 15 日
　学習期間：4 週間

■講座内容

Ｗｅｅｋ１　企業人としての心構え

1-1　本講座で目指すもの
　1-2　仕事と私生活の結びつき
　1-3　企業活動の流れ
　1-4　人生の主人公になろう
　1-5　行動を革新するメカニズム
　　　（成長し続けるために）

Ｗｅｅｋ２　成長のステップ5段階 1・2

　2-1　成長のステップ 5 段階とは

　2-2　第 1 ステップ　職場になじむ
　　　（自分から働きかける）
　2-3　第 1 ステップ　実践編
　2-4　第 2 ステップ　チームワークと報連相
　2-5　第 2 ステップ　実践編

Ｗｅｅｋ３　成長のステップ5段階 3・4・5

　3-1　第 3 ステップ　仕事の進め方（成果）
　3-2　第 3 ステップ　実践編
　3-3　第 4 ステップ　組織活用
　3-4　第 4 ステップ　実践編
　3-5　第 5 ステップ　一段高い目標をもとう！

Ｗｅｅｋ４　企業人の基本マナー

　4-1　基本マナー
　4-2　電話応対
　4-3　ビジネス文書
　4-4　席順・席次
　4-5　基本マナーのまとめ

講師・スタッフ： 冨岡昭嘉 氏［㈱ジェック／コンサ
ルティング部、インストラクター］

　　　　　　　　 福井夏子 氏［㈱ジェック　インス
トラクター］

　　　　　　　　　
課題内容： 各週の選択式課題、最終レポートを課し

ます。
　
修了条件：得点率 60％以上
　
■提供サイト

　株式会社ドコモ gacco 
　URL:  http://gacco.org/
　※ 受講の際は、「会員新規登録」が必要となります

ので、始めに「受講ガイド」をご覧ください。

株式会社ドコモｇａｃｃｏが提供する、オンライン講座提供サイト「ｇａｃｃｏ（ガッコ）」において、「仕事を通
じて成長する 実践 ビジネス入門」講座が2020年4月15日より開講されました。
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2020年度定時総会（第66回）のご案内

1．日　時
　2020年 6月 17日（水）午前10時 30分から

2．場　所
メルパルク東京　３階　牡丹の間
港区芝公園2-5-20　　　電話03-3433-7210
https://www.mielparque.jp/tokyo/

3．次　第
第65回定時総会
議案　（1）2019年度事業報告
　　　（2）2019年度決算報告
　　　　　2019年度監査報告
　　　（3）2020年度事業計画
　　　（4）2020年度収支予算
　　　（5）役員の選任
　　　（6）その他

4．お願い
　例年この時期に定時総会を開催しておりますが、こ
のたび、新型コロナウイルスの感染拡大防止という観
点から、総会の規模を例年より縮小し、議事を進めよ
うと考えております。
　別途送付の総会資料をお読みの上、内容にご賛同い
ただけるのであれば、お手数ですが 2020 年 6 月 5 日必
着で、委任状にご署名、ご押印の上、一般社団法人情
報通信設備協会事務局までご提出くださいますようお

願いします。（なお、代理人が空欄の場合は、議長に一
任したものとして扱います。）
　総会当日は役員を中心に、最小限の人数で議事を進
めてまいりますので、何とぞご理解のほど、よろしく
お願いいたします。
　また、定時総会終了後の懇親パーティーにつきまし
ては、残念ながら本年度は中止することと致しますの
で、併せてご理解のほど、よろしくお願いいたします。

5．問合せ先
一般社団法人情報通信設備協会　事務局
電話 03-5543-2250　　　http://www.itca.or.jp

6．会場案内図

　一般社団法人　情報通信設備協会の第66回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、会員の皆様のご理
解とご協力をお願いいたします。

　今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止という観点から、各地方本部総会を縮小して開催したいと思います。
詳細につきましては各地方本部からご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。

地方本部 月日 開会時間 会場 住所
関　東 5/21（木） 15:00 メルパルク東京 東京都港区芝公園 2-5-20
信　越 5/25（月） 13:30 品田通信電設㈱ 新潟県柏崎市西本町 1-11-25
東　海 5/19（火） 15:00 サンテレホン㈱ 名古屋市中区大須 4-5-21
北　陸 5/22（金） 17:00 ホテル日航金沢

（開催場所変更の場合、出席者へ後日連絡）
石川県金沢市本町 2-15-1

関　西 5/27（水） 10:00 （一社）情報通信設備協会　関西地方
本部　事務局会議室

大阪市西区江戸堀 1-23-13

中　国 5/22（金） 14:30 メルパルク広島 広島市中区基町 6-36
四　国 5/22（金） 16:00 （一社）情報通信設備協会　四国地方

本部　事務局
松山市山越 3-15-15　
NTT 山越北ビル

九　州 5/29（金） 15:00 八百治博多ホテル 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2
東　北 5/22（金） 11:00 仙台協立第一ビル 4 階 4-8 会議室 宮城県仙台市青葉区国分町 1-8-13
北海道 5/21（木） 11:00 ホテルノースシティ 札幌市中央区南 9 条西 1 丁目

2020年度地方本部総会開催日程
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関東

2020 年度 １級電気通信工事施工管理技士研修（学科）

日程 2020 年 6月開催予定 定員 40 名

時間 9:00 ～ 17:00 受講料 （会員）35,200 円  （非会員）49,500 円　　税込
み

会場 U-AXISビル2Ｆ会議室
（東京都中央区入船 2-2-14）

申込み
方法

関東ホームページ「研修お申込み画面」より
Web でお申込みください。

（https://kanto.itca.or.jp/seminar/）

研修
内容

平成 29 年 11月に建設業法の一部改正により、電
気通信工事施工管理技士検定が新たに創設されま
した。　
この１級資格取得向けて講習会を実施します。

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL03-5244-9700　FAX03-5244-9711　　          
※詳細は関東地方本部
ホームページ（https://kanto.itca.or.jp/）

対象者 電気通信工事施工管理技士（1 級・学科）を受験される人を対象とする。

中国

2020 年度第 3回「電気通信工事施工管理技士」（１級・学科）講習会

日程 2020 年 7月30日（木）～31日（金） 定員 100 名

時間 9:00 ～ 17:00 受講料 （会員）33,000 円  （非会員）36,000 円　　税込
み

会場 RCC 文化センター
（広島中区橋本町 5-11）

申込み
方法

中国 HP より「申込書」を印刷して下記へ FAX
でお申し込み下さい。
FAX 送付先 082-569-9972

研修
内容

平成 29 年 11月に建設業法の一部改正により、電
気通信工事施工管理技士検定が新たに創設されま
した。
この１級資格取得向けて講習会を実施します。　

問合
せ先

中国地方本部事務局
TEL082-569-9972　FAX082-569-9972　　          
※詳細は中国地方本部
ホームページ（http://www.itca.or.jp/cyugoku）

対象者 電気通信工事施工管理技士（1 級・学科）を受験される人を対象とする。

地方本部　INFORMATION
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委員会・理事会等模様

2019年度　選考委員会（理事長候補）模様
１．日時　　　2020 年 2 月 21 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）理事長候補報告について
（2）情報通信設備協会　歴代役員等
（3）その他

2019年度　第2回教育委員会模様
１．日時　　　2020 年 2 月 25 日（火）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場所　　　本部会議室
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　長谷川浩正副委員長、
　　　　　　　塚本豊委員、河内康志委員、
　　　　　　　西部伸治委員、高木健委員、
　　　　　　　森山孝委員、
　　　　　　　アライドテレシス
　　　　　　　　高橋哲哉シニアマネージャー
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）2019 年度研修実施状況について
（2）ITCA 様向け Net.Campus のご提案
（3）2020 年度研修計画、収支計画
（4）工業高等学校教員向け研修及び団体加入につい

て
（5）2020 年度 ITCA セミナーについて
（6）ヤマハネットワーク機器実践講習会実施状況
（7）アライドテレシス無線サーベイ基礎研修実施状

況
（8）その他

2019年度　第2回業務委員会模様
１．日時　　　2020 年 2 月 26 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 5 対地接続）
３．出席者　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　石田延章委員、恒川純次委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、竹中光委員、
　　　　　　　麓譲委員、阿部准定委員、
　　　　　　　東條英紀委員、池田昌和委員、

　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）LAN 認定状況及び 2020 年度の取組み
（2）2020 年度 ITCA セミナーについて
（3）オフィスリンク取組み状況
（4）光コラボ事業の取組み状況
（5）アライドテレシス協業取組み状況
（6）関東地方本部取組み状況
（7）その他

2019年度　第2回広報委員会模様
１．日時　　　2020 年 2 月 28 日（金）
　　　　　　　15 時 00 分～ 16 時 10 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 2 対地接続）
３．出席者　　栩谷晴雄広報委員長、松山仁副委員長、
　　　　　　　山田恭郎委員、渡邊秀治委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）2020 年度広報活動の取組みについて
（2）2020 年度会員名簿の作成について
（3）2020 年度 ITCA セミナーについて
（4）「ITCA」発行状況
（5）本部ホームページ更新状況
（6）その他

2019年度　第3回総務財務委員会模様
１．日時　　　2020 年 3 月 4 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 5 対地接続）
３．出席者　　井上新一総務財務委員長、
　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　今井秀昭委員、木村清高委員、
　　　　　　　岸村智志委員、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）会員の入退会状況及び会員拡大について
（2）2020 年度理事定数及び監事候補について
（3）2020 年度本部会費について
（4）2019 年度決算見込み及び 2020 予算（案）
　　・貸借対照表
　　・貸借対照表（組織別）
　　・正味財産増減計算書
　　・正味財産増減計算書（組織別）
　　・正味財産増減計算書（公益目的支出計画）

（5）2020 年度事業計画（案）
（6）工業高等学校教員向け研修及び団体加入につ

いて
（7）2019 年度　選考委員会結果について
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（8）2020 年度事務局長人事について
（9）Web 会議利用状況について
（10）その他

2019年度　第3回委員長会議模様
１．日時　　　2020 年 3 月 11 日（水）
　　　　　　　 13 時 30 分～ 16 時 30 分
２．場所　　　本部会議室（本部＋ 2 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　今井秀昭業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　阿部准定九州本部長、
　　　　　　　山内明専務理事
４．議題
（1）理事長あいさつ
（2）九州地方本部の現状及び今後の対応について
　（第 5 回理事会資料 -12：事前説明）

（3）2019 年度第 5 回理事会議題審議（2019 年度
見込、2020 年度予算　等）

（4）その他

2019年度　事務局長会議模様
１．日時　　　2020 年 3 月 18 日（水）
　　　　　　　11 時 00 分～ 12 時 00 分
２．場所　　　U-AXIS ビル 2F（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長
　　　　　　　山内専務理事、
　　　　　　　河内信越事務局長、濱田東海事務局長、
　　　　　　　指江北陸事務局長、江見関西事務局長、
　　　　　　　渡辺中国事務局長、上原四国事務局長、
　　　　　　　阿部九州事務局長、
　　　　　　　佐々木東北事務局長、
　　　　　　　矢島北海道事務局長、
　　　　　　　花園関東事務局長
４．議題
（1）今後の事務局長会議の運用方法について
（2）2019 年度第 5 回理事会資料について
（3）その他

2019年度　第5回理事会模様
１．日時　　　2020 年 3 月 18 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場所　　　U-AXIS ビル 2F（本部＋ 8 対地接続）
３．出席者　　坪内和人会長、大輪堅一理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　山内明専務理事
　　　　　　　今井秀昭、長谷川浩正、松山　仁、
　　　　　　　髙瀬幸雄、品田道雄、藤田義明、
　　　　　　　早川信之、吉本幸男、江角　優、
　　　　　　　浜田展吉、阿部准定、竹内　聰、

　　　　　　　渡辺敏郎　の各理事
　　　　　　　平野　毅、千田和子　の各監事
４．坪内会長挨拶要旨

会長の坪内です。年度末のお忙しい中、お集まり
頂きありがとうございます。今日は、議事が盛り沢
山ですので、あまり長いお話をするつもりはありま
せんが、このコロナウイルスで、かなり社会が騒然
としていますので一言だけお話しします。

今回のウイルス対策を見ると、社会が大きな衝撃
を受けた時、その社会の対応能力に対する大きな
チャレンジでありテストケースだなと感じています。
今回、私たちの社会がどう対応出来るか、国によっ
ても違いますし、日本国内でも自治体によって随分
対応が違うようです。良い点も悪い点もあると思い
ますが、社会が適応できるかどうかというのは、あ
る事が起きた時に、実はもう常々用意してあること
が、その時に活かされる、表に出てくるという形で、
対応力が試されるということがよく判りました。

例えば教育に関してみると、中国の場合、学校が
封鎖された時に、上海でも北京でもすぐに遠隔授業
に切り替えました。生徒の登録がしてあるので、小
中学校は全部、遠隔授業になっても、混乱はあった
でしょうが、あまりニュースにならないくらいス
ムーズに移行した様子です。一方アメリカを見ると、
つい先日大学も含めて全部学校が休校になりました
が、有名大学、私立大学が何校かでタッグを組んで
授業をネット上に公開しました。500 位の講座を公
開して誰でも聴講できます。講座を修了したら登録
をして 80 ドルか 90 ドル払うと単位が認定されるそ
うです。誰でもネットを通じて有名大学の有名教授
の授業が受けられるという体制が出来ていたわけで
す。それをこういう時にパッと大学の本来の授業に
替えるというやり方ですね。日本はというと、やっ
ている所はありますけれども、まだ残念ながら小学
校でもパソコン一人一台すら遥かに遠い環境で、も
し遠隔で授業をやれという時には、家庭も先生も追
い付いていけない。すると、これは国力の差になっ
てしまいます。

ビジネスの面でも同じです。お聞きになった方も
いると思いますが、アマゾンはこれから世界で 10
万人の新規採用をするそうです。外出できないので
遠隔で物を買うという商売に対して需要が増えると
読んだわけです。日本でも就活関連で、直接面接し
なくても遠隔で採用管理ができる就活用のマッチン
グアプリを開発した会社が今、かなりの利益を見込
んでいるという話がありました。

これはコロナウイルスが来たから突然始めたわけ
ではなくて、世の中が、社会がそういう風に準備し
ていた所にある意味波が来たという事です。この波
に乗って商売が出来るか出来ないかというのが、変
化に対応する能力という事なのかなと思います。今
回は、たまたまコロナウイルスですけど、大地震か
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もしれませんし、ゴジラかもしれないですね。日本
の歴史でみれば黒船だったり、マッカーサーだった
りしたわけですが、世の中がひっくり返るような事
が起きた時に、何かで準備していたところが頭角を
現してちゃんと稼ぐという事だと思います。

災害の話に限りません。例えば 5G を始めとする
情報通信のネットワークの根幹が変わるという時に、
変わってから動き出してもしようがないので、我々
としては何がどう変わるか、何が良いかということ
に予め手を打って、その時の波を逃がさないという
のが、多分我々に求められる商売のやり方だと思い
ます。

本協会は、今回こういうテレビ会議で、理事会を
開いております。本日の議題にもありますけれど、
この一年間、集合会議をあまり開催せずに色々な議
論を進める事が出来たというのは、ある意味では、
ささやかながら先を行っていて良かったなと思って
おります。

今後、世界が変わった時に、会員の企業の皆さん
に、我々がどういう形で商売の波に乗れるかという
所を示すというのが、次の我々の仕事だと思います。
今日の議題でいうと、来年度の事業計画、本年度の
決算、それから来年度は、多分うまくいけば公益目
的事業からの、くびきが外れますので、次のステー
ジについても議論をお願いしたい、と思う次第でご
ざいます。話が長くなりまして大変失礼しましたが、
私の挨拶とさせて頂きます。
5．大輪理事長挨拶要旨

大輪でございます。本日は、お忙しい中、ご苦労
様でございます。先程も北海道の千田監事のお話に
よりますと千歳空港は閑散たるもんで、運動会が出
来るということを聞きましたけれど、全くその通り
でありまして、我々のビジネスでも、「見積を持っ
て来てくれるな」「メールと電話しか受け付けない」

「行っても居ない」という事で、大変な経済的損失
が計り知れないという状況下であるかと思います。
我社も来期の事業計画、売上計画を立てていますが、
若干の減少はもう仕方がない、何とか企業努力を目
指しても行こうということで、午前中も意識合わせ
をして来たところであります。

本日は、先程も専務理事からもありましたように、
主に 2019 年度の決算着地見込および 2020 年度の予
算・事業計画等について審議をお願い致します。議
題もありますが、2019 年度の決算見込みは、主に
収益で研修事業の増、継続的なコスト削減により、
当初予算より大幅な改善となり黒字となっておりま
す。詳細につきましては、後程説明がありますが、
各地方本部の改善取組みもあり、平成 28 年度から
継続的な財務基盤の改善が進んでおり、平成 29 年
の貸倒引当金計上の特殊事情を除けば、4 年連続黒
字の決算となる見込みであります。

また、2020 年度は隔年開催の東海の展示会、こ

れもコロナによっては危ぶまれる所はありますが、
各組織の当初の積極的な事業活動の計画により、費
用が増加することから 2020 年度予算は、今のとこ
ろ残念ながら 220 万位の赤字予算の積み上がり状況
ですが、何とか皆さんのご努力で着地はプラスマイ
ナスゼロ位にもって行ければとお願いしたいところ
であります。

そのほか、これも後程説明がありますが、12 月
第 4 回理事会で審議頂きました、公益目的支出計
画の変更認可申請については、3 月 4 日で内閣府か
ら認可を頂きましたが、2019 年度の見込みでは各
地方本部において検討、実施頂いた追加施策の結果、
当初の予定どおり完了見込でありマイナス 47 万位
の積み上がり状況となっており、先程の変更認可申
請が結果的には予防的な処置で済むように願うとこ
ろであります。
6．議事内容
　（審議模様）

2019 年度第 5 回理事会議題について次のとおり
審議した。
（1）LAN 認定状況と 2020 年度の取組みについて
　　今井業務委員長は、資料－ 1「LAN 認定状況

と 2020 年度の取組み」について、その概要を説
明し、山内専務理事より、内容について具体的な
説明を行い、異議なく承認議決された。

（2）2020 年度　ITCA セミナーについて
　　今井業務委員長は、資料－ 2「2020 年度　

ITCA セミナー」について、その概要を説明し、
山内専務理事より、内容について具体的な説明を
行い、異議なく承認議決された。

（３）2019 年度　研修実施状況及び 2020 年度研修
計画

　　藤田教育委員長は、資料－ 3「2019 年度　研修
実施状況及び 2020 年度研修計画」について、そ
の概要を説明し、山内専務理事より、内容につい
て具体的な説明を行い、異議なく承認議決された。

（４）2020 年度　広報活動の取組みについて
　　栩谷広報委員長は、資料－ 4「2020 年度　広報

活動の取組み」について、その概要を説明し、山
内専務理事より、内容について具体的な説明を行
い、異議なく承認議決された。

（５）2020 年度　会員名簿の作成について
　　栩谷広報委員長は、資料－ 5「2020 年度　会員

名簿の作成」について、その概要を説明し、山内
専務理事より、内容について具体的な説明を行い、
異議なく承認議決された。

（６）会員の入退会状況及び会員拡大について
　　井上総務財務委員長は、資料－ 6「会員の入退

会状況及び会員拡大」について、その概要を説明
し、山内専務理事より、内容について具体的な説
明を行い、異議なく承認議決された。

（７）2020 年度　理事定数及び幹事候補について
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　　井上総務財務委員長は、資料－ 7「2020 年度　
理事定数及び幹事候補」について、その概要を説
明し、山内専務理事より、内容について具体的な
説明を行い、異議なく承認議決された。

（８）2020 年度　本部会費について
　　井上総務財務委員長は、資料－ 8「2020 年度本

部会費」について、その概要を説明し、山内専務
理事より、内容について具体的な説明を行い、異
議なく承認議決された。

（９）2019 年度決算見込み及び 2020 年度予算
　　井上総務財務委員長は、資料－ 9（1）「2019 年

度決算見込み」、（2）「2020 年度事業計画（案）」、（3）
「2020 年度収支予算（案）」についてその概要を
説明し、山内専務理事より、2019 年度見込みでは、
総収益 125,359,413 円、総費用 121,746,041 円、当
期一般正味財産増減額は 3,613,372 円で、正味財
産期末残高は 117,065,262 円と大幅な黒字になっ
ている。

　　2019年度予算の当期正財産味増減額▲4,828,006
円に対しては＋ 8,441,378 円の黒字となっている
が、これは、主に本部・関東・中国の研修収支の
改善、各組織の経費の効率的使用等によるもので
あり、平成 29 年度の九州の貸倒引当金計上の影
響を除けば、平成 28 年から 4 年連続の黒字決算
となっている旨の補足説明を行い、2020 年度予
算については、経常収益 132,423,340 円、経常費
用 135,129,326 円、当期一般正味財産増減額は▲
2,705,986 円で、正味財産期末残高は 114,359,276
円と、2019 年度見込みと比較してみると、収益は
＋ 7,063,927 円増加（主に東海の展示会収益の増）
し、費用は＋ 13,383,285 円増加（主に東海の展示
会経費の増、及び本部等事務局人件費、地方本部
事務局に係る旅費等、当初計画の事業活動の経費
が増加）することから、当期一般正味財産増減額
は▲ 6,319,358 円の大幅な減少となる見込である
こと、公益目的事業実施会計では、2019 年度末の
計画終了に向けては、▲ 474,865 円超過見込みと
予定通りである旨を説明し、承認議決された。

（10）工業高等学校教員向け研修及び団体加入につ
いて

　　井上総務財務委員長は、資料－ 10「工業高等
学校教員向け研修及び団体加入」について、その
概要を説明し、山内専務理事より、内容について
具体的な説明を行い、異議なく承認議決された。

（11）今後の事務局長会議の運用方法について
　　山内専務理事より、資料－ 11「今後の事務局

長会議の運用方法」について、その概要及び内容
について具体的な説明を行い、異議なく承認議決
された。

（報告事項）
（12）九州地方本部の現状及び今後の対応について
　山内専務理事は、資料－ 12「九州地方本部の現

状及び今後の対応」について、その概要を説明し、
阿部理事より、内容について具体的な説明を行い、
異議なく承認された。

（13）2019 年度　選考委員会結果について
　山内専務理事は、資料－ 13「2019 年度　選考委

員会結果について」に基づき説明し、承認された。
（14）2020 年度　事務局長人事について
　　山内専務理事は、資料－ 14「2020 年度　事務

局長人事について」に基づき説明し、承認された。
（15）ヤマハネットワーク機器実践講習会実施状況
　　山内専務理事は、資料－ 15「ヤマハネットワー

ク機器実践講習会実施状況」に基づき説明し、承
認された。

（16）アライドテレシス無線サーベイ基礎研修実施
報告

　　山内専務理事は、資料－ 16「アライドテレシ
ス無線サーベイ基礎研修実施報告」に基づき説明
し、承認された。

（17）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテ
レシス協業の取組み・検討状況

　　花園事務局長は、資料－ 17「オフィスリンク・
光コラボ事業・アライドテレシス協業の取組み・
検討状況」に基づき説明し、承認された。

（18）関東地方本部取組み状況
　　花園事務局長は、資料－ 18「関東地方本部取

組み状況」に基づき説明し、承認された。
（19）ITCA 発行状況
　　山内専務理事は、資料－ 19「ITCA 発行状況」

に基づき説明し、承認された。
（20）本部ホームページ更新状況
　　山内専務理事は、資料－ 20「本部ホームペー

ジ更新状況」に基づき説明し、承認された。
（21）Web 会議の利用状況
　　山内専務理事は、資料－ 21「Web 会議の利用

状況」に基づき説明し、承認された。
（22）公益目的支出計画変更の認可について
　　山内専務理事は、資料－ 22「公益目的支出計

画変更の認可について」に基づき説明し、承認さ
れた。

（23-1）2019 年度　政治連盟決算書
　　山内専務理事は、資料－ 23 － 1「2019 年度　

政治連盟決算書」を説明し、承認された。
（23-2）部外団体加入・役員等就任状況
　　山内専務理事は、資料－ 23 － 2「部外団体加入・

役員等就任状況」を説明し、承認された。
（23-3）議事録ローテーション、総会担務
　　山内専務理事は、資料－23－ 3「議事録ローテー

ション、総会担務」を説明し、承認された。
（23-4）会議日程
　　山内専務理事は、資料－ 23 － 4「会議日程」

を説明し、承認された。
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最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

セキュリティ等
各種セミナーを
無料料開講！
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】
【北北関東営業所】
【札幌営業所】

045-‐‑‒333-‐‑‒7211
048-‐‑‒645-‐‑‒1431
011-‐‑‒611-‐‑‒171103-‐‑‒3271-‐‑‒5151 03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区京橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  27階	  

取扱製品・ソリューションに関する最新情報は…	  http://www.idknet.co.jp

映像・⾳音声コミュニケーション機器、ネットワーク機器・
ネットワーク部材、セキュリティに関するご相談はぜひ⽯石渡電気へ！	  

新広告データ

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！
（http://www.idknet.co.jp）	  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

LAYCOM Layer & Computer

IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

株式会社レイコム TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

①サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

設計・構築から、クライアント
展開(Windows7・8等)も含
めてご提供いたします。

②ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします

＆
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0901
 

新潟市中央区弁天3-3-5 新潟マンション210号室 TEL 025-244-2151 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0016
 

名古屋市中区橘1-7-33 センタービル1Ｆ TEL 052-253-7868 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-8515
 

金沢市問屋町1-65 ㈱ほくつうビル内  TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒550-0002
 

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 〒811-1302
 

福岡市南区井尻4-28-18 ㈱キューオキ 内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒985-0823
 

宮城郡七ヶ浜町遠山5-6-15 東日本通信機器㈱内 TEL 022-385-5112 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0805
 

札幌市中央区南5条西22-2-12 北第百通信電気㈱内 TEL 011-530-1800 hokkaido@itca.or.jp

本号の編集段階では、世界で新型
コロナウイルスの感染が日々拡大して
います。4月7日に緊急事態宣言が7都
府県に発令されました。企業のプレスリ
リースでは「在宅ワーク」に関する製品
やサービスが発表されていますので、
積極的に取り入れて企業活動を継続
できればと思います。個人的には、久し
ぶりにミシンを出してマスクを作りまし
た。ミシンメーカーによりますと入学式前
の3月末に需要が落ち着くはずが、4月
以降も例年の3倍位受注があり需要に
追い付かないそうです。今後どこまで
感染拡大するのか、いつ収束するの
か判りませんが、「密閉空間」「密集場
所」「密接場面」の3密を避けて、衛生
管理と体力維持をして乗り切りましょう。

（編集委員）
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