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1．2020年度活動報告

① 総括

年間テーマ NUAでつなげる、最新ICTでつなげる、異業種交流でつなげる。

重 点 施 策 1. 異業種交流・人材育成視点を重視した企画を推進する
2. 会員のニーズを的確に捉えた研修会やスキルアップの場を増やす
3. 最新のICT動向や重大関心テーマを中心にセミナー等を企画する
4. 更なる会員数の増加を目指す

成果と反省 1. 情報交換会(働き方改革)、研修会等において異業種交流機会を創出
2. AIや5G、働き方改革など、重大関心テーマの会合を実施
3. 期初106会員⇒96会員 会員減

課 題 1. 活動充実化と他地区との連携による参加機会の拡大
2. 会員拡大
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② 活動体系

支部総会

運営委員会

ICTソリューションセミナー

講演会

研修会

交流会

情報交換会・見学会

活動検討会

注目される旬なICTキーワード、ソリューションを
テーマに開催（全4回／支部会主催および配信セミナー）

時流に沿ったテーマの講演会
総会、新春交流会時に開催(全2回)

実務者、管理者向けスキルアップ研修会(全6回)
勉強の場かつ意見交換を行う場

総会、新春交流会時に開催(全2回)
スポーツ＆カルチャー交流会(全2回)

情報交換、ユーザー見学を通じて課題解決等の
気付きの場、異業種交流の場(全1回)

1．2020年度活動報告
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③ 2020年度運営委員

役職 会社名 所属・役職 氏名
中部
担当

会長 矢崎化工(株) 取締役
ヤザキ ミツオ

矢崎 崇夫 委員

会計
監事

(株)静岡情報処理センター
企業ソリューション事業部システム部
エグゼクティブエキスパート

ヨシムラ カズタカ

吉村 和隆

委員 遠鉄システムサービス(株) 取締役 公共システム2部長
サノ トモフミ

佐野 智史

委員 (株)静岡県農協電算センター 参事 兼 総務部長 兼 運用課長
シラトリ カズヒコ

白鳥 和彦

委員 鈴与システムテクノロジー(株)
ITパートナー事業部
副事業部長

オカベ トシユキ

岡部 利之

委員 NTTビジネスソリューションズ(株)
東海支店
静岡第一ビジネス営業部 次長

タナカ マサアキ

田仲 正明

（敬称略）

1．2020年度活動報告
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④ 活動実績

行事名

2019年度 2020年度 参加者数
前年差異参加者数 回数 参加者数 回数

支部総会（書面決議） 43 1 30 1 -13

新春交流会（講演会） 45 1 65 1 +20

ICTソリューションセミナー 37 2 261 11 +224

支部会主催 71 2

全NUA・他地区セミナー 190 9

研修会 105 4 73 7 -32

情報交換会 19 1 10 1 -9

スポーツ＆カルチャー交流会 27 2 － － -27

合 計 276 11 439 21 +163

1．2020年度活動報告
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⑤ 活動実績 ( )は昨年実績

▌総会

▌新春交流会

回数 日程 会場 内容 実績

1回 4月 書面決議 ※集合型での開催を中止し、書面決議にて実施
審議事項1：2019年度活動報告・会計報告
審議事項2：2020年度運営委員選出・事業計画審議 他

【審議結果の報告】4月28日
審議事項1：承認 106／否認 0
審議事項2：承認 106／否認 0
以上、承認が過半数により可決。

書面審議
投票数：
30会員
(20社43名)

回数 日程 会場 内容 実績

1回 1.27 オンライン 新春講演会
「オリンピックまでの道のり」

講師：マラソンランナー・スポーツコメンテーター 千葉 真子 氏

30社65名
(26社45名)

1．2020年度活動報告
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▌ ICTソリューションセミナー

回数 日程 会場 内容 実績

支部会

2回

11.6 オンライン 静岡支部会オンラインセミナー
『ココロの元気の作り方～withコロナ時代のストレスとの上手な付き合い方』
講師：プレゼンテーション・プランナー 山本 衣奈子 氏

21社35名

満足度
上位評価 95％

3.19 オンライン ICTソリューションセミナー
『NewNormal時代のデジタルサイネージ最新動向』
講師：NEC プラットフォームソリューション事業部

15社36名

満足度
上位評価 100%

全NUA

5回

6.11 オンライン 『最新IT・NW技術動向～IT技術の動向や今後の方向性について徹底解説～』
講師：NEC デジタルビジネスオファリング本部

11社40名

6.25 オンライン 10社18名

7.22 オンライン 『ニューノーマル時代の経営戦略～松下幸之助、孫正義ならどう考えるか～』
講師：多摩大学客員教授、ソフトバンク元社長室長 ㈱ミクシィ取締役 嶋 聡 氏

6社16名

9.18 オンライン 『今、知りたい！最新の働き方改革・テレワーク事情』
第一部「最新テレワーク事情」講師：日本テレワーク協会

「NECグループ６万人のテレワーク実践例から」講師：NEC
第二部「働き方改革を支えるICTソリューションのご紹介」講師：NEC

7社9名

3.18 オンライン 『AI時代の未来 ～将棋×AI、そして最先端AIを活用した業務改善とは～』

特別講演「AI時代の未来」 講師：棋士 羽生 善治 氏
NEC講演「AIで業務をかえる～最先端AIを活用した意思決定とデータ整備～」

16社42名

※全NUA・他地区セミナーの実績は静岡支部会からの参加人数

1．2020年度活動報告
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回数 日程 地区・会場 内容 実績

他地区

4回

8.28 関東NUA
オンライン

第1回ビジネストレンドセミナー『“New Normal”に向かって踏み出そう！』
特別講演「次世代のために、今できること」講師:元大阪府知事・元大阪市長橋下徹氏
NEC講演「生体認証× New Normal 

～ カギは安心と利便性。生体認証の活用による新たな世界への挑戦～」

10社20名

10.29 関東NUA
オンライン

第2回ビジネストレンドセミナー『新しい「おもてなし」のカタチ』
特別講演「with/afterコロナの観光業の戦い方」講師:星野リゾート代表星野 佳路 氏
NEC講演「New Normal時代の観光に必要な『おもてなし』とは」

9社13名

12.11 関東NUA
オンライン

2020年度女性セミナー
第一部「技術は真似できても、育てた社員は真似できない」

講師：ホッピービバレッジ(株)代表取締役社長 石渡 美奈 氏
第二部「AYA 流 素敵に生きる、輝く秘訣」

講師：Fitness モデル・ CrossFit トレーナー AYAさん

5社8名

12.18 東北NUA
オンライン

『今後の日本経済の展望とイノベーション』
特別講演「今後の日本経済の展望～いかに危機をチャンスにかえるか～」
講師：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授 岸 博幸 氏

東北講演「福島ロボットテストフィールドのご紹介」講師:副所長細田慶信 氏
NEC講演「NECの新事業開発に向けた取組み」

12社24名

のべ参加人数 261名
（37名）

1．2020年度活動報告
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▌研修会

回数 日程 会場 内容 実績

支
部
会
主
催

2回 7.16 オンライン 「実践コミュニケーション研修」
講師：NEC静岡支社(ソリューション推進グループ)

9社15名
満足度
上位評価 100％

11.25 オンライン 「壁を乗り越える研修」
講師：株式会社インソース 青木 理子 氏

8社22名
満足度
上位評価 95％

中
部
Ｎ
Ｕ
Ａ
と
共
催

5回 7.8 オンライン 「パーフェクトプレゼンテーション研修」 8社17名

7.10 講師：NEC静岡支社(ソリューション推進グループ) 満足度
上位評価 100％

7.15

11.27 オンライン ICT研修会「IoT・AI入門研修」
講師：NECマネジメントパートナー

6社17名
満足度
上位評価 87％

1.19 オンライン ICT研修会「5G入門」
講師：NECマネジメントパートナー

2社2名
満足度
上位評価 86％

のべ参加人数 33社73名
(51社105名)

1．2020年度活動報告

※中部NUAと共催の実績は静岡支部会からの参加人数
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▌情報交換会

▌スポーツ＆カルチャー交流会

▌運営委員会

▌協力事業

回数 日程 会場 内容 実績

1 2.3 オンライン 「NewNormal時代の働き方について考える
～NEC Future Creation Hub KANSAIオンライン見学～」

対象：若手層
内容：オンライン見学とグループディスカッションおよび発表

5社10名
(13社19名)

満足度
上位評価 100％

回数 日程 会場 内容 実績

1 開催中止 カルチャー交流会 －

２ 開催中止 ゴルフ交流会 －

内容 実績

運営全般に関する会議 3回開催

2020年度も使用済み切手を会員各社よりご提供いただき、「こどもの杜『いこいの家』」に送付しました。

1．2020年度活動報告



12NEC Users Association

▌中部NUA会合への参加状況（静岡支部会との共催をのぞく）

種別 日程 会場 内容 実績*静岡のみ

研
修
会

階
層
別

6.24 オンライン 女性研修会「壁を乗り越えるための考え方習得」 4社5名

7.2 オンライン 若手研修会「わかりやすい説明の仕方」 6社14名

9.18 オンライン リーダー研修会「クリティカルシンキング」 7社10名

11.17 オンライン 管理職研修会「マネジメント研修 課題を整理する場」 5社9名

1.27 オンライン リーダー研修「リーダーの仕事の進め方研修」 9社15名

Ｉ
Ｃ
Ｔ
研
修
会

8.26 オンライン 「イチから学ぶシステム運用管理基礎」 6社11名

9.23 オンライン 「プロジェクトマネジメント概論」 10社16名

11.11 オンライン 「RFP作成と留意点」 5社7名

11.18 オンライン 「データ分析の為のPython基礎Ⅰ」 2社7名

11.19 オンライン 「データ分析の為のPython基礎Ⅱ」 2社6名

12.8 オンライン 「企画・提案・要件定義を成功に導くためのUX基礎」 4社17名

8.27 オンライン データベース研修会 基礎編 13社20名

10.13 オンライン ネットワーク研修会 9社12名

1．2020年度活動報告
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1．2020年度活動報告

種別 日程 会場 内容 実績*静岡のみ

セ
ミ
ナ
ー

7月 オンライン Withコロナ時代の働き方改革セミナー（全3回）

7/9 第1回「With COVID-19時代で取り組むべきこと」 8社11名

7/16 第2回「3か月連続のﾃﾚﾜｰｸで見えた本質的な課題と生産性を上げる働き方」 12社19名

7/29 第3回「NewNormal時代に向けてNEC取組みとテレワークソリューション」 2社6名

9.17 オンライン 実践セミナー「IoTNEWS代表 小泉耕二氏が語る最新DXトレンド」 9社15名

12.15 オンライン 実践セミナー 「心に響くコミュニケーション ペップトーク
～やる気を引き出す魔法の言葉～」岩﨑 由純 氏

12社53名

2.25 オンライン 実践セミナー「実践！サイバーセキュリティ対策！」 10社55名

情報
交換会

7-9月 オンライン セキュリティ情報交換会
（全3回：7/28、8/19、9/11）

のべ
11社13名

その他 2.10 オンライン 中部ユーザーフォーラム 40社129名

のべ参加人数 450名
（140名）
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▌全NUA Web教育サービス受講状況

期 コース数 受講人数

上期 27コース 静岡支部会 のべ 1,346名

下期 26コース 静岡支部会 のべ 706名

1．2020年度活動報告
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2．2020年度 会計報告
（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
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3．2020年度 会員異動報告

今年度の入退会状況

年度初 入会 退会 現会員数 増減

中部NUA全体 434 83 65 452 +18

静岡支部会 106 6 16 96 -10

静岡支部会 新規入会会員ご紹介（入会受付順・敬称略）
1. ユニプレス技術研究所
2. 株式会社朋電舎
3. ジェイビルジャパン株式会社
4. 株式会社トツカ
5. 松崎町
6. コニカミノルタ静岡株式会社
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4．2021年度 委員・会計監事推薦案

事務局より、以下の通り推薦申し上げます。 （敬称略）

新任

役職 会社名 所属・役職 氏名
中部
担当

会長 矢崎化工(株) 取締役
ヤザキ ミツオ

矢崎 崇夫 委員

会計
監事

(株)静岡情報処理センター
企業ソリューション事業部システム部
エグゼクティブエキスパート

ヨシムラ カズタカ

吉村 和隆

委員 (株)静岡県農協電算センター 参事 兼 総務部長 兼 運用課長
シラトリ カズヒコ

白鳥 和彦

委員 鈴与システムテクノロジー(株)
ITパートナー事業部
副事業部長

オカベ トシユキ

岡部 利之

委員
遠鉄システムサービス(株) グループ情報システム部長

ヤマウチダイスケ

山内 大輔

委員 NTTビジネスソリューションズ(株)
東海支店
静岡第一ビジネス営業部 次長

タナカ マサアキ

田仲 正明
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5．2021年度 活動計画案

① 活動方針

年間テーマ NUAでつなげる、最新ICTでつなげる、異業種交流でつなげる。

重 点 施 策 1. 異業種交流・人材育成視点を重視した企画を推進する

2. 変革し続ける世の中にあわせて新たな活動と他地区との連携に取り組む

3. 会員のニーズを的確に捉えた研修会やスキルアップの場を増やす

4. 会員数の増加を目指す
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② 活動体系

支部総会

運営委員会

セミナー

講演会

研修会

交流会

情報交換会・見学会

全NUA、他地区NUAのオンラインセミナー（全9回）

時流に沿ったテーマの講演会
総会、新春交流会時に開催(全2回)

スキルアップ研修会（全3回）
階層別研修会(全2回)

総会、新春交流会時に開催(全2回)
スポーツ＆カルチャー交流会(全2回)

情報交換、ユーザー見学を通じて課題解決等の
気付きの場、異業種交流の場(全1回)

※2021年度総会の交流会は見送り

5．2021年度 活動計画案
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③ 活動内容詳細
▌総会

▌新春交流会

回数 日程 内容

1回 4.27 実施時期（4月） （1）2020年度活動報告・会計報告
（2）2021年度運営委員選出
（3）2021年度事業計画審議 他

＜講演会＞
「私たちは輝けるのか―頑張りすぎず、欲張る働き方…今後進むべき進路の選択～」

講師：信州大学特任准教授・ニューヨーク州弁護士 山口 真由 氏

回数 日程 内容

1回 1.18 特別講演会 および 交流会

5．2021年度 活動計画案
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▌研修会

回数 日程 内容

3回 5.28
6.2
6.15

スキルアップ研修会「パーフェクトプレゼンテーション研修」

［対 象］プレゼンテーションスキルを向上させたい方
［内 容］「伝える」ために必要なスキルやニューノーマル時代に役立つオンラインプレゼン

テーションのヒントなどを講義とワークを通して学びます。
［講 師］NEC

1回 7.14 階層別研修会「実践コミュニケーション研修」

［対 象］若手層（入社1～10年目くらいまでを推奨）
［内 容］幅広いビジネスシーンでのより良いコミュニケーションと人間関係づくりを目的と

して、コミュニケーションの基本と信頼関係を構築するためのテクニックを体験型
で学びます。

［講 師］NEC

1回 11月 階層別研修会「構想力強化研修～アイデアを実現するまでのプロセスを学ぶ」

［対 象］中堅・リーダー層
［内 容］新規事業開発のような大きなテーマはもちろん、社内プロジェクトのような取り組

みにおいても「構想力」は欠かせないスキルといえます 。本研修では、具体的にど
のようにして身につければよいかを学びます。

［講 師］(株)インソース

5．2021年度 活動計画案
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▌情報交換会

▌セミナー

▌スポーツ＆カルチャー交流会

▌協力事業

▌運営委員会

回数 日程 内容

1回 2月 NEC Future Creation Hub KANSAI 見学会 ＋ 意見交換会
［対 象］若手層

回数 日程 内容

5回 未定 全NUAオンラインセミナー

4回 未定 他地区NUAオンラインセミナー

回数 日程 内容

1回 11月 ゴルフ交流会

1回 12月 カルチャー交流会

使用済み切手の収集

運営全般に関する会議 実施時期（4/27・7月・12月・3月）

5．2021年度 活動計画案
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6．2021年度 予算案




