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FRONT VOICE
　2023年度事業運営
　一般社団法人情報通信設備協会 理事長　今井 秀昭
地方本部だより
　徳川家康のふるさと「岡崎市」の紹介
　一般社団法人情報通信設備協会 東海地方本部 事務局長　濱田 雅春
新製品・新サービス
　○富士通株式会社／
　　スマートフォンやPCでオフィス同様の電話応対を容易に実現し、
　　多様な働き方を支援する
      テレフォニーソリューション「ソフトウェアPBX」を提供
業界ニュース
　○パナソニックEWネットワークス株式会社／
      安全、高速で安定した無線LAN環境の構築を実現する
　　無線LANシステム『AIRRECT（エアレクト）』好評販売中 
INFORMATION
　○2023年度定時総会（第69回）のご案内
　○地方本部　総会日程
　○今後の理事会等予定
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2023年度事業運営 

　会員の皆様におかれましては、日頃より当協会の活動
に対して多大なるご理解とご支援を賜りまして厚く御礼申
し上げます。
　3年前から拡大してきたコロナ禍ですが、最近以前より
多少落ち着いた様相を呈しております。しかしながら気を
抜けない状況もあるのが現状ではないでしょうか。
　各地方本部においても感染防止の観点から様々な対策
をとりながら総会その他の活動が計画されております。
　ご承知の通り当協会活動にも様々な影響を残しました。
　2022年度においてもリモートと対面形式の研修や会議
を実施しました。会員企業のみなさまによりよいサポート
を提供するため、積極的に情報発信やイベント開催など
の活動も展開してきました。
　2023年度もこれまでの経験をもとに更に向上した事業
計画を各種委員会にて検討致しましたのでご紹介させて
頂きます。
1.	技術者育成（研修）
（1）ネットワーク技術者…初級レベル、中級ネットワー
ク技術者向け研修の実施。

（2）国家資格取得研修…「工事担任者」「第1級電気通
信工事施工管理技士」の試験対策としてのオンライン
研修。「陸上特殊無線技士」の集合研修、その他e-ラー
ニング研修。

（3）企業経営研修…新入社員研修、中間社員研修その
他。
2.	情報収集・発信関係
（1）ITCAセミナー…情報通信分野の最新動向、新技
術などをキャリア、メーカーなど賛助会員などを講師
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として旬なセミナーを実施。
（2）機関紙『ITCA』の発行、ホームページの活用により
タイムリーな情報発信。
3.	行政機関などとの協力連携
（1）総務省主催の情報通信月間への参加その他により
情報通信の普及促進。

（2）電気通信事業法や諸制度の改正などに当たっては
関係諸団体と連携し、関係機関への働きかけを実施。
4.	事業支援
　NTTコミュニケーションズ社のオフィスリンク、
ティーガイア社の光コラボ、アライドテレシス社の施
工・販売パートナーについて継続的に取り組むとと
もに賛助会員との新たな商材の紹介、取次の推進を
実施。
5.	会員の確保、拡大を図ります。またデジタル化の推
進など効率的・効果的な運営に取り組み、財務基盤
の強化に努めます。

　さて先日開催のWBCでは、侍ジャパンのみならず多く
の参加チームの活躍に多くの感動をもらった方もいらっ
しゃると思います。その活躍の陰には、様々な情報が集
められそれらを基にいろいろな戦略が練られ成果につな
がった結果と思われます。
　一方ロシアによるウクライナ侵攻や中国台湾問題。異
常気象や自然災害など決して他人事ではない事象が発生
しています。それらの情報はリアルに我々が知るところで
あり、言うまでもなく情報通信が社会の重要なインフラ
の一つであります。
　当協会もホームラン狙いでなく地味でも確実な活動を
通し、社会の発展に貢献できる団体であるべきと考えます。
　「会員皆様の声＝情報」を頂いてより役に立つ活動を理
事・事務局が一丸となって目指したいと思っております。
　今後とも皆様の一層のご理解とご協力を賜り、皆様と
共に業界の発展に邁進してまいりたいと思う次第です。ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。
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今回、地方本部だよりは最近、話題になる事も多い
徳川家康のふるさとである岡崎市について、ご紹介した
いと思います。
岡崎市は、名古屋から電車で約20分のところにある自
然と歴史的名所が多くある宿場町です。徳川家康のふる
さとである岡崎城をはじめ、三河湖や三河国分寺、岡崎
公園などの観光スポットや、グルメスポットがたくさんあ
ります。
まず、岡崎城と大樹寺のお話をしたいと思います。大
樹寺は、岡崎城から北に約3kmの場所にあるお寺で、
松平家・徳川将軍家の先祖代々のお墓や位牌がありま
す。文明７年（1475年）に松平親忠によって創建されたこ
のお寺は、徳川家康が桶狭間の戦いで敗れた後、自害
を思いとどまった場所としても知られています。住職から
「厭離穢土欣求浄土」という教えを受けた家康は、汚れ
た世を正し太平の世を目指すことを誓ったと言われてい
ます。
大樹寺は、徳川家と密接な関係にありました。三門か

ら総門を通して、はるか南方に岡崎城が見えるよう伽藍
の配置が工夫されており、徳川家光が日光東照宮を改築
する際に参考にしたとも言われています。岡崎城と大樹
寺を結ぶ約3kmの直線は「ビスタライン」と呼ばれており、
徳川家と大樹寺の関係の深さを象徴しており現在に至る

まで、この「ビスタライン」上には法や条例の規制による
ことなく景観を妨げるような高層建築物の建設は自粛さ
れ、大樹寺総門から岡崎城を見通せる状況を保って来ま
した。平成30年からは景観保全に関する規制が制定さ
れました。
次に、味噌の色が特徴的な事から、他府県から見え

た方が驚く八丁味噌のご紹介です。岡崎の八丁味噌は、
岡崎城から西に八丁（約870m）の距離にある八帖町で作
られていたことからこの名前が付いたといわれています。
岡崎市八丁町には、今も変わらない製法で八丁味噌を
作る2軒の蔵元が旧東海道を挟んで建っています。創
業1337年の「まるや八丁味噌」と、創業1645年の「カク
キュー八丁味噌」は、切磋琢磨しながら、伝統を守って
きました。どちらの蔵元も見学ができるので、実際に訪
れてみるのが面白いでしょう。江戸時代から使われてい
る蔵や、使いこまれた味噌桶、熟練の職人が積み重ね
た何トンもの重石から、伝統の味噌づくりが肌で感じら
れます。
しかし、この伝統的製法を継承している両社がGI登録

（地理的表示保護制度）をめぐり、法定闘争をしている
のです。愛知県に古くから伝わる「八丁味噌」については、
2017年に農水省が愛知県下全域の業者に対しGIの登録
を認可したことから、岡崎の両社がこれに異を唱え、今
回の登録は無効にすべきとして、2018年に行政不服審
査法に基づく審査を申し立てたことで、大きな混乱に発
展しているのです。異議を申し立てた両社は、今回の「八
丁味噌」のGI申請団体である「愛知県味噌溜醤油工業協
同組合」には加盟していない業者だったことが騒動の遠
因にあるようです。両社は「われわれこそが八丁味噌の
正統な製法で製造している」と強い信念を有しており、両
社が八丁味噌を製造する際に守っている「木樽で2年以
上熟成させる」という絶対条件を他業者は継承していな
いと主張しているようです。
岡崎は、三河花火の発祥の地です。戦国時代から続

く花火作りの伝統を今に伝える岡崎市内には、老舗の
花火製造所が点在しています。その匠の技を見学するこ
とで、花火づくりの秘密や魅力に触れることができます。

徳川家康のふるさと「岡崎市」の紹介
一般社団法人情報通信設備協会　東海地方本部

事務局長　濱田	雅春

地方本部だより地方本部だより

大樹寺総門から見た岡崎城
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また、毎年8月には「岡崎城下家康公まつり」が開催され
ます。このお祭りでは、約1万発の花火が夜空を彩ります。
有料観覧席も用意されているので、事前にチケットをゲッ
トし、岡崎で夏の夜を楽しみませんか？
岡崎市は「ジャズの街」としても知られています。その
理由は、岡崎市出身で外科医として活躍しながらも、ジャ
ズに情熱を注いだ内田修氏が、世界的に貴重なジャズレ
コードや雑誌、オーディオ機器などを市に寄贈したこと
にあります。
内田氏は、多くのジャズミュージシャンと交流し、時

には支援をし、現在の日本のジャズに多大なる影響を与
えました。内田氏が寄贈したコレクションは、「内田修ジャ

ズコレクション」と呼ばれ、岡崎市立図書館や岡崎市民
会館で一般公開されています。また、「ジャズの街岡崎発
信連絡協議会」が設立され、「ジャズをツールとした情報
発信を行うことにより、岡崎市のブランディング、街の
活性化、文化・観光の振興を図る」ことを目的とした事
業が行われています。
岡崎市では、「りぶらジャズオーケストラJr.岡崎（愛称：

「Beanzz（ビーンズ）」）」を設けており、若い世代にもジャ
ズの魅力を伝えています。さらに、「岡崎ジャズストリート」
や「味噌蔵ジャズライブ」など様々なイベントやコンサート
が開催されており、音楽ファンにはたまらない街です。

八丁味噌 まるや八丁味噌 カクキュー八丁味噌（八丁味噌の郷）

岡崎城下家康公まつり 花火大会
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続きは「会員の広場」をご参照ください 


