
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 50回 

UNIRITAユーザ会 

総会議案 



第 1号議案 2022年度活動報告 

1.  2022年度活動グループ一覧  

2022年度研究グループ：24グループ 

地域 研究部会 No 研究グループ名 メンバ数 

東日本 東日本情報活用 

 

IE01 これからの IT 11 

IE02 IT活用による SDGsの達成 8 

IE03 AIOpsによる業務改革 4 

IE04 ローコード開発の可能性 6 

IE05 PMBOK 第 7版によるプロジェクト管理 8 

IE06 わかりやすいゼロトラストセキュリティ 5 

IE07 ビジネスを発展させるデータ活用 5 

IE08 メタバースは日本に浸透するのか 10 

IE09 Z世代向けのビジネス変革 8 

東日本情報活用研究部会合計 65 

東日本システム運用 OE01 運用管理事例 20 

OE02 IT運用業務の完全自動化実現 4 

OE03 運用部門の役割再考 4 

OE04 インフラ選定の判断基準 5 

OE05 DX推進のためのクラウド管理実践 5 

OE06 ハイパフォーマーな運用組織の実現 4 

東日本システム運用研究部会合計 42 

東日本合計 107 

中部 中部情報活用 IN01 ローコード、ノーコードの開発 6 

中部システム運用 ON01 これからの DevOpsを考える 4 

中部合計 10 

西日本 西日本合同 GW01 業務変革と IT活用 17 

GW02 IoBで実現する感染症対策 5 

GW03 AIを活用した業務改革 8 

GW04 SDGsを実現する IT とは 6 

GW05 AIで変える次世代リモート会議 6 

GW06 企業の内製化を進めるための IT部門の役割 7 

西日本合計 49 

九州 九州情報活用システム

運用 

IKOK01 

 

IT部門強化に向けたコミュニケーション手法 5 

九州合計 5 

合計 78社 171 

2021年度 76社 173 

+2社 -2名 

  



2.  研究部会運営会議 

 

  研究部会の運営、研究部会間の調整等について、各研究部会代表とユーザ会幹事の代表が討議する研究

部会運営会議が以下のとおり開催された。 

通算回数 月日（場所） 内   容 

第 58回 2022.4.22 

（オンライン開催） 

・ 2022年度幹事・代表・副代表体制について 

・ 2021年度研究グループ参加者数 

・ 2021年度研究活動賞表彰結果について 

・ 2021年度シンポジウムアンケート結果について 

・ 2021年度活動について研究部会代表よりご報告 

・ 2022年度研究部会活動について 

・ コーディネータ育成計画について 

・ 春の全体会の進め方 

・ 第 38回ユーザシンポジウムの課題について 

・ 2022年度の研究グループ申込み状況について 

・ イベントおよび提出物・提出スケジュールについて 

・ 代表・副代表、幹事間の意見交換について 

・ 次回運営会議について 

第 59回 2022.11.9 

（オンライン開催） 

・ 2022年度活動について 

・ 2023年 3月研究発表会（シンポジウム）の開催方法について 

- オンライン参加者の投票権 

- 研究発表枠 

- 研究発表ルール 

・ 2022年度研究発表要領について 

・ 2022年度研究発表の評価方法について 

・ 冬の全体会について 

・ 来期研究メンバ募集について 

・ コーディネータ育成計画の経過報告 

・ 今後のスケジュールについて 

  



3.  研究部会活動 

1） 春の全体会 

月日（場所） 内   容 

2022.5.18 

東日本合同 

（オンライン開催） 

・ 全体会説明 

・ 会長挨拶 

・ 各研究部会代表からのメッセージ 

・ 2022年度活動の流れ 

・ グループ討議 

・ 発表（活動方針・意気込み） 

・ 事務局連絡 

・ 総評 

2022.5.20 

中部・西日本・九州合同 

（オンライン開催） 

 

2） 冬の全体会 

月日（場所） 内   容 

2022.12.8 

東日本情報活用研究部会 

（ベルサール田町 Room4+5） 

・ 活動状況・意気込みの発表            

・ グループ討議 

・ 各グループの代表者からコメント 

・ シンポジウムの発表枠決め 

・ 事務局連絡 

・ 総評 

2022.12.8 

東日本システム運用 

研究部会 

（TKP 品川カンファレンスセン

ターANNEXホール 3） 

・ 各研究グループ活動報告とフィードバック 

・ ディスカッション 

・ シンポジウムの発表枠決め 

・ 事務局連絡 

・ 総評 

2022.12.13 

中部合同 

（ウインクあいち 12F 1207室） 

・ 本日のスケジュールについて説明 

・ 各研究グループ活動報告とフィードバック 

・ グループ討議 

・ シンポジウムの発表枠決め 

・ 世話役からのご案内 

・ 代表からコメント、フィードバック 

2022.12.15 

九州情報活用システム運用 

研究部会 

（株式会社インフォセンス様 

会議室） 

・ 各研究グループ活動報告とフィードバック 

・ グループ討議 

・ 事務局連絡 

2022.12.16 

西日本合同研究部会 

（TKP心斎橋駅前カンファレン

スセンター ホール 11B） 

・ 各研究グループ活動報告とフィードバック 

・ シンポジウムの発表枠決め 

・ グループ討議 

・ 事務局連絡 

・ 総評 



3） グループリーダ会議 

月日（場所） 内   容 出席者数 

2022.9.14 

東日本情報活用研究部会 

（オンライン開催） 

・進捗報告 

・グループディスカッション（討議） 

・グループ内振り返り 

・代表副代表との面談 

・グループディスカッション（発表） 

・代表副代表からのコメント 

32名 

2022.9.21 

西日本・九州合同 

（オンライン開催） 

・状況報告 

・フィードバック 

・事務局連絡 

・総評 

 

 

28名 

2022.10.4 

東日本システム運用研究部会 

（オンライン開催） 

・代表より開会のごあいさつ 

・グループ発表 

・コメント 

・総評 

 

 

32名 

2022.10.6 

中部合同 

（オンライン開催） 

・世話役よりスケジュール案内 

・リーダより発表 

・代表よりフィードバック 

・他グループメンバより質疑 

・事務局連絡 

 

12名 

  



4.  情報交換のための研究活動 

 

1） マネジメント研究会 

通算回数 月日（場所） 内   容 出席者数 

第 154回 2022.10.28 

遠鉄百貨店新館 

13 階会議室 3（貸

会議室） 

※ハイブリッド開催 

「デジタル戦略部様 DXのお取り組み」 

ヤマハ発動機株式会社 

IT本部 デジタル戦略部 部長 新庄 正己 様 

IT本部 デジタル戦略部 データ分析グループ 

宮本 悠矢 様 

対面： 

17社 18名 

オンライン： 

28社 33名 

合計： 

45社 51名 

 

2） ITゼミナール 

通算回数 月日（場所） 内   容 出席者数 

第 3回 2022.1.21 

（オンライン開催） 

「アフターコロナの顧客エンゲージメントの在り方 

各企業の非接触型コミュニケーションの実現事例について」 

Twilio Japan合同会社 

エンタープライズ営業部テリトリーアカウントエグゼクティブ 

植田 真伍 様 

21社 27名 

第 4回 2022.11.18 

（オンライン開催） 

「Omniverseで実現する産業用メタバース」 

エヌビディア合同会社 

エンタープライズ事業本部 

プロフェッショナルビジュアライゼーション 

ビジネスデベロップメントマネージャー 

高橋 想 様 

17社 19名 

第 5回 2022.12.14 

（オンライン開催） 

「凸版印刷のメタバースへの取り組みについて」 

凸版印刷株式会社 

情報コミュニケーション事業本部 

未来イノベーションセンター 

先端表現技術開発本部 電脳空間総合開発部 

浅野 正樹 様 

12社 14名 

 





 

 

第 3号議案 役員改選の件 

2023年度役員の紹介（敬称略） 

会長  

 

 

後藤 聖央 

ソニー生命保険株式会社 

執行役員 ITデジタル戦略本部 

本部長 兼 同本部 

グループウェア開発部 統括部長 

幹事 幹事 幹事 幹事 

    

河村 優司 

さくら情報システム株式会社 

常務執行役員 

山口 公晃 

京葉ガス情報システム株式会社 

取締役企画開発部長 

井上 勝 

第一生命情報システム株式会社  

経営企画部 担当部長 兼  

経営企画グループ長 

田中 久子 

SOMPOシステムズ株式会社 

常務執行役員 

ITサービス本部長 

幹事 幹事 幹事 幹事 

  

  

深沢 修 

旭化成アミダス株式会社 

デジタルパートナー事業部  

コーポレート ITグループ グループ長 

兼 DX推進センター 

センター長 

中俣 幸二 

株式会社リコー 

デジタル戦略部 

コーポレート IT統括センター  

IT インフラ統括室 

クラウド推進グループ 

澤井 隆慶 

出光興産株式会社 

デジタル・ICT推進部 次長 

廣瀬 真一 

ANAシステムズ株式会社 

上席執行役員 

幹事 会計幹事 

 

 

水野 泰宏 

日東工業株式会社 

ＤＸ統括部 情報システム部 

部長 

野村 剛一 

株式会社ユニリタ 

取締役 上席執行役員 

プロダクトサービス事業本部長 兼 

メインフレーム部長 

 



 

第 4号議案 2023年度活動計画案承認の件 

 

 

1.  研究部会運営会議 

研究部会の運営、研究部会間の調整、ユーザシンポジウムの企画・運営等について、各研究部会代表とユー

ザ会幹事の代表が討議を行います。4月、11月開催を予定しています。 

 

 

2.  研究部会活動 

地域性を重視した研究活動を行い、世話役として代表幹事が各地区を担当します。研究グループは地区別に

募集を行います。他地区の活動内容で興味のある方は、他地区の研究部会にも参加可能です。 

 

1）地区一覧 

 

 

2）研究活動内容 

各研究部会では、1年を通じてテーマごとにグループで研究活動を行い、3月のユーザシンポジウムで研究成

果を発表します。また、ユーザ相互の情報交換・技術交換を目的とした全体会を地区毎に実施し、親睦を深める

ための懇親会を適宜行います。 

研究部会名 内容 

情報活用研究部会 
あらゆる情報をビジネスの中に効果的に活用する方法や技術・事例をテーマに

した研究を行います。 

システム運用研究部会 
ビジネスに貢献する ITサービスの実現に向けたシステム運用に関する技術・事

例をテーマにした研究を行います。 

合同研究部会 
情報活用研究部会とシステム運用研究部会が連携して協力する技術・事例テー

マにした研究を行います。 

 

≪スケジュール≫ 

· 2023年 5月   春の全体会 

· 2023年 12月  冬の全体会 

· 2024年 3月   ユーザシンポジウム 

 

  

地区名 対象 

東日本地区 北海道・東北・関東・甲信越 

中部地区 東海・北陸 

西日本地区 近畿・中国・四国 

九州地区 九州・沖縄 

研究グループ活動（月１回程度） 

グループリーダ会議（各部会 1回） 



 

3）情報交換のための研究活動  

名称 内容 

マネジメント研究会 
全国の部門長・マネージャクラスの方々を対象に、マネジメントの立場から見た情

報システムにまつわる最新の話題を幅広く取り上げ、情報交換を行う。 

ITゼミナール 

半歩先行くテクノロジー、IT関係の仕事に携わる方が参考になる目から鱗の事例

をテーマにとした講義あるいは、討議・情報交換を行う。また、1つのテーマを小人

数の同一メンバーで 2～3回に渡り討議･情報交換するための勉強会を行う。 

 

4）  その他活動 

1dayセミナー 事例・新技術発表会・新バージョン説明会等の１日のセミナーを年数回開催。 

 

上記のほか、会員に有益と思われる企画を随時開催する予定です。 

 



第5号議案　2023年度 予算案承認の件

2023年度予算案

2023 年
◆　収入の部 （単位：円）

予算
前年度繰越金 1,657,094

年会費収入計（@30000×200社） 6,000,000
全体会（春・冬） 1,200,000
合宿費 1,500,000
マネジメント研究会 450,000

懇親会等 参加費 3,150,000
会員からの収入計 9,150,000
協賛金（ユニリタ） 2,500,000

収入合計 13,307,094

2023 年
◆　支出の部 （単位：円）

予算
研究会費 6,640,000
合宿費 2,250,000
共通費 2,017,094
「ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ会計」への総会費用の負担 400,000

各会開催費用 11,307,094
前年度研究部会活動費 1,000,000
次年度繰越金 1,000,000

支出合計 13,307,094

第39回ユーザシンポジウム・総会　予算案
2023年

◆　収入の部 （単位：円）
予算

シンポジウム参加費 17,000,000
出展料 1,110,000
懇親会等 参加費 0
「本会計」からの総会費用の受入 400,000

参加者等からの収入 18,510,000
補助金（ユニリタ） 28,490,000

収入合計 47,000,000

2023年
◆　支出の部 （単位：円）

予算
宿泊費 9,000,000
飲食費 9,000,000
会場費 28,000,000
懇親会等 運営費 1,000,000

シンポジウム運営費（会場費 等） 47,000,000
支出合計 47,000,000

2023年1月1日　～　2023年12月31日


