
２０２１年度 定 時 総 会

議 案 書

日時：2021年6月14日(月)14:00-15:00
場所：帝国ホテル ｢光の間｣

一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会



【議案】

第１号議案 2020年度事業報告承認の件

第２号議案 2020年度決算承認の件

第３号議案 理事の選任について

【報告事項】

報告事項１ 2021年度事業計画について

報告事項２ 2021年度収支予算書について
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第1号議案
2020年度事業報告承認の件
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2020年度事業報告

(2020年4月1日～2021年3月31日)
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Ⅰ．事業報告

1.コンピュータシステム販売に関する調査研究

(定款第4条第1号関係)
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[1]｢コンピュータシステムのサポートサービス等調査研究｣

市場部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

サポートサービス委員会

委員長 田中 啓一【日本事務器㈱ 代表取締役社長】

副委員長 中元 政英【㈱富士通エフサス 取締役常務】

副委員長 岩﨑 一喜【NECフィールディング㈱ 執行役員常務】
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(1) 調査研究報告書作成

今年度のテーマは、「働き方改革」および「デジタルトランスフォーメーション」

の導入、実施状況についての調査研究とした

一般企業向けアンケート(回答774社)は9月に、

委員会メンバー顧客企業向けアンケート(回答340社)は10月末までに実施

11月初旬に中間報告としてプレスリリース配信、ホームページにて公開済み

2月末に全体報告書を作成、回答顧客、会員企業、関係団体等へ送付した

(PDF版をホームページから閲覧、ダウンロード可)

(2) ITについての解説書作成

今年度のテーマは「ニューノーマルに対応した事例と新技術の紹介」となった

委員会メンバー12社を「事例」と「技術」の2つのチームに分けて、9月より

企画、作成作業を開始した

2月頭にPDF版、EPUB版をホームページにて公開、2月末に報告書と共に送付した
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[2]｢コンピュータシステムの販売マーケット等調査研究｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会 市場実態調査分科会

委員長 田辺 正昭【菱洋エレクトロ㈱ 取締役 上席執行役員】
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(1) 第13回景気動向(DI)調査

本年度1回目の調査はコロナ禍の影響により2カ月延期して、7月7日から実施し、

7月31日に調査レポートとプレスリリースを配信した。今回は、「新型コロナ

ウイルスによる影響や、テレワークの実施状況」を特設質問とした。

回答率は70.6％ (正会員：73.9％、賛助会員：66.0％)

＜リリース要旨＞

・コロナ禍では、マイナスの影響だけではなくプラスの影響もあった

・コロナ禍が会員企業を直撃 - 8つのDI値すべてが前回調査比で大幅に後退

(2) 第14回景気動向(DI)調査

本年度2回目の調査を11月18日から実施し、12月10日に調査レポートと

プレスリリースを配信した。今回は、「新型コロナウイルスににる影響や、

ニューノーマルにおけるビジネス」を特設質問とした。

回答率は68.2％ (正会員：71.7％、賛助会員：62.8％)

＜リリース要旨＞

・懸案だった社員間コミュニケーション問題や効率低下問題は改善しつつある

・景況感DIが大幅に回復、賞与や賃上げDIは前回からさらにマイナスに
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2.コンピュータシステム販売に関する人材育成

(定款第4条第2号関係)
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[1]｢人材育成の推進｣

人材部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

人材育成委員会

委員長 影山 岳志【Dynabook㈱ 常務執行役員】

副委員長 小峰 伴之【ダイワボウ情報システム㈱ 専務取締役】
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(1)新入社員セミナー【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

日時：2020年4月14日(火)14:00-16:30

場所：文京シビックホール 大ホール

講師：㈱パンネーションズコンサルティンググループ

代表取締役 安田 正 氏

｢学生時代と社会人成功のルールはどこが違うか｣(YouTube動画を提供頂いた)

講師：横河レンタ・リース㈱

代表取締役会長 金川 裕一 氏

(2)管理職研修

日時：前半2020年7月14日(水)9:30-15:30、後半10月23日(金)9:30-15:30

場所：Web開催(Teams)

講師：リコークリエイティブサービス㈱

教育支援部 外部講師 五十嵐 郁一 氏

受講者：5社20名
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(3)トップエグゼクティブセミナー【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

日時：2020年7月15日(水)15:00-18:30

場所：ホテルメトロポリタンエドモント

(4)人事・総務情報交換会

日時：2020年8月21日(金)15:00-17:10

場所：Web開催(テーマ1 コクリポ、テーマ2 Zoom)

テーマ1｢2020年、21年を見据えた最新の人事労務改正とこれに伴う経営課題｣

講師：ブレイン社会保険労務士法人・総合事務所ブレイン

代表 北村 庄吾 氏

テーマ2｢LGBTからダイバーシティ&インクルージョンを考える｣

講師：特定非営利活動法人ReBit

キャリア事業部

参加者：34名
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(5)営業提案力強化研修

開催：前半2020年11月13日(金) 9:30-18:00

後半2021年 2月19日(金)10:00-16:00

場所：前半 市ヶ谷健保会館

後半 Web開催(Zoom)

講師：ストラコム㈱ 代表取締役 坂本 憲司 氏

受講者：12社19名
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[2]｢IT事業者と会員企業間の情報交流および新規会員獲得｣

人材部会

部会長 玉田 宏一 【㈱ハイパー 代表取締役会長】

コミュニティ委員会

委員長 大三川 彰彦【トレンドマイクロ㈱ 取締役副社長】

副委員長 丸山 義夫 【㈱大塚商会 広告宣伝部 次長】

副委員長 宮澤 敏 【㈱庚伸 代表取締役】
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(1) オープンセミナー2020実施報告

「NewNormal環境下でのデジタルトランスフォーメーション推進の第2幕」

日時：2020年12月3日(木) 13:30-17:30

場所：Web開催(Zoomウェビナー)

実参加者：244名／140社 (内、会員外：110名／70社)

基調講演：

「NewNormalが加速するデジタルトランスフォーメーション推進の政策展開」

－ 経済産業省が目指すデジタル市場に向けたアーキテクチャーと規制改革 －

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャー戦略企画室長 和泉 憲明様

ビジネスセッション：「デジタル時代のクラウドサービス」

講演：グーグル・クラウド・ジャパン(同) 上席執行役員 石積 尚幸様

日本マイクロソフト㈱ 業務執行役員 佐藤 久様

ディスカッションファシリテーター：和泉様
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17

招待社数サマリー(招待総数77社、120名)
34社 トレンドマイクロ
6社 SB C&S、日本事務器、富士通エフサス
5社 リコージャパン
4社 ソフトクリエイト、NECフィールディング
2社 ハイバー、庚伸、理経
1社 シーシーダブル、日本HP、アイエスエフネット、(その他 3：JCSSA)

アンケートサマリー ／回答者数：136名(内、非会員：62名)
＊4段階評価平均点： 基調講演／経済産業省 3.82

グーグル・クラウド・ジャパン 3.37
日本マイクロソフト 3.29
ディスカッション 3.49

＊入会意向 「入会申し込みをいたします」：3社
－ ㈱エイムネット (アイエスエフネットから招待)
－ ㈱グローバルサイエンス (富士通エフサスから招待)
－ 日本デーコムサービス㈱ (ソフトクリエイトから招待)

「興味はあるがもう少し検討時間が欲しい」：10社
－ 招待元各社に個別にフォロー依頼中



3.コンピュータシステム販売に関する普及及び啓発

(定款第4条第3号関係)

18



[1]｢中小企業向け情報システムの取引・契約ガイドラインに関する普及啓発｣

市場部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

取引契約ガイドライン委員会

委員長 後藤 和彦【㈱大塚商会 上席執行役員】
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(1)情報システム取引者育成プログラム基礎講座【CSAJ、JCSSA共催】

2020年4月、民法改正を反映させた講座内容の改定作業(瑕疵担保、債務不履行)が、

新型コロナウイルス感染症対策の影響により遅延、今年度の講座開催は見合わせた。

(2)情報システム取引者育成講座【TAC㈱委託による通信教育講座】

①受講者実績

2020年度 20名(4月～9月：15名、10月～3月：5名)

②講座運営会議

日時：2020年9月4日(金)10:00-10:30

場所：Zoom会議

参加者：TAC(藤島 部長、中村さん) CSAJ(戸島 課長) JCSSA(小山 事務局長)

決定事項：講座に下記内容の注釈を掲載して継続する。

本講座は2020年4月1日に施工された「民法の一部を改正する法律」

以前に作成された内容となります。
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[2]｢セミナー、講演会の開催｣

トレンド部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

セミナー委員会

委員長 木村 和広【リコージャパン㈱ 取締役 常務執行役員】

副委員長 大原 昌彦【㈱BCN 取締役】

副委員長 水野 英樹【横河レンタ・リース㈱ 常務執行役員】
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(1)日時：2020年 4月15日(水) 15:30-16:30 【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：トレンドマイクロ㈱ 本社セミナールーム

内容：「昨今流行りの脅威とそれに対応する対策について」

～実際のインシデントレスポンス例を交えて～

講師：トレンドマイクロ㈱

エンタープライズSE本部 セールスエンジニアリング部 山重 徹 氏

(2)日時：2020年 5月14日(木) 16:00-17:30 【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：リコージャパン㈱本社

(3)日時：2020年 6月 8日(月) 15:20-16:40 【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：帝国ホテル 本館2階 ｢孔雀東の間｣

(4)日時：2020年 7月16日(木)  16:00-17:30 【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：日本事務器㈱ 本社

(5)日時：2020年 9月10日(木)  15:30-17:30 【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：シネックスジャパン㈱ 本社
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（6)日時：2020年11月12日(木)16:00-18:00 Web開催 Webex/Teams/Zoom 参加者：105名

場所：㈱プリンストン 本社会議室

内容：JCSSAでしか聞けない！ 先進テレワークツール各社の最新情報

― New Normal環境でのテレワークの先進事例紹介 ―

講師：・「シングルベンダーだからこそ提供できるCisco Webexの高付加価値」

講師：シスコシステムズ(同)

執行役員 コラボレーションアーキテクチャ事業担当 石黒 圭祐 氏

・「ニューノーマル時代における人・組織・顧客接点の変革を支えるMicrosoft Teams」

講師：日本マイクロソフト㈱

Microsoft 365ビジネス本部 本部長 山崎 善寛 氏

・「人の繋がり。これからのスタンダードとプレミアム」

講師：ZVC Japan カントリーゼネラルマネージャー 佐賀 文宣 氏

・ ディスカッション ＆ 質疑応答セッション

ファシリテイター：リコージャパン㈱ 取締役 木村 和広 氏
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(7)日時：2021年1月25日(月) 新春セミナー【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：帝国ホテル 本館2階「孔雀東の間」

(8)日時：2021年3月11日(木)16:00-17:30 Web開催 Teams 参加者：260名

内容：「デジタルトランスフォーメーションを推進する経済産業省の情報関連政策」

～DXレポート2と、デジタル産業の実現に向けた課題～

講師：経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 係長 月岡 航一 氏
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4.コンピュータシステム販売に関する情報の収集

及び提供

(定款第4条第4号関係)
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[1]｢IT販売に関するトレンド調査、ビジネスモデルに関する情報収集および提供｣

トレンド部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

アライアンス推進委員会

委員長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

副委員長 廣田 泰久【日本事務器㈱ ホリゾンタルソリューション企画部長】
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アライアンスビジネス交流会【CSAJ、JCSSA共催】

ビジネスパートナーを探索している企業がプレゼンテーションを実施し会員企業同士のビジネス

マッチングの場、情報交換の場、人脈拡大の場として多くの皆様にご活用いただいています

第1回 日時：2020年7月30日(木) 16:00-17:40 Web開催(Zoomウェビナー) 参加者：64名

テーマ「ニューノーマルな新しい働き方」

１．㈱エイトレッド「ワークフローシステム」

２．㈱バリューソフトウェア「社内コミュニケーションツール」

３．㈱ZENMUTECH「PCからの情報漏洩対策」

第2回 日時：2020年12月1日(火) 15:30-17:40 Web開催(Zoomウェビナー） 参加者：59名

１．㈱サイシード「AIを活用した問い合わせ対応効率化のシステムのご紹介」

２．㈱バーズ情報科学研究所「クラウドによるドローン撮影画像整理サービス」

３．㈱ジーネクスト「生活者共創プラットフォーム」

４．日本スーパーマップ㈱「測量事業者等向けのGIS(地理情報システム)機能」
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[2]｢クラウド販売の課題に関する情報収集および研究｣

トレンド部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

クラウド推進委員会

委員長 後藤 行正【㈱ソフトクリエイト 専務執行役員】

副委員長 大内 仁 【SB C&S㈱ 経営戦略室 担当部長】

副委員長 牧田 幸弘【日本ビジネスシステムズ㈱ 代表取締役社長】

副委員長 高橋 慎介【ドーモ㈱ 取締役会長】
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1．クラウド販売会議

(1)SaaSセキュリティセミナー

日時：2021年3月30日(火)13:00-14:30

場所：Web開催(Teams)

参加者：109名

講師：トレンドマイクロ㈱

上席執行役員 営業統括 バイスプレジデント 大場 章弘 氏

内容：ゼロトラスト時代のセキュリティに関するお客様との会話のポイント

～クラウド活用におけるインシデント対策 ～
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２．クラウド協業推進勉強会(第1回～5回)

(1)第1回勉強会

日時：2020年9月9日(水) 13:00-14:30 場所：Web開催(Teams) 参加者：103名

講師：日本マイクロソフト㈱ 業務執行役員 滝本 啓介 氏、本部長 野中 智史 氏

内容：Azureアライアンスエコシステム最新情報シェア

(2)第2回勉強会

日時：2020年10月29日(木) 13:00-14:30 場所：Web開催(Teams) 参加者：68名

講師：日本マイクロソフト㈱ 業務執行役員 滝本 啓介 氏、本部長 野中 智史 氏

日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役員 ライセンス＆プロダクツ事業グループ担当 兼

ハイブリッドクラウド本部 本部長 伊藤 英啓 氏

ＳＢテクノロジー㈱ ソリューション＆サービス事業統括 ソリューション本部

グローバルパートナーリレーション室 室長 山崎 優 氏

内容：Co-Sellの重要性、グローバルのソリューション販売の状況ならびに国内の

状況(P to P含む)、パートナー様のAzure ソリューション販売事例
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(3)第3回勉強会

日時：2020年12月22日(火) 13:00-14:30 場所：Web開催(Teams)     参加者：81名

講師：㈱Phone Appli 代表取締役社長 石原 洋介 氏、執行役員 田中 全 氏

㈱FIXER  テクニカル・フェロー[Microsoft MVP for AI受賞] 千賀 大司 氏

日本マイクロソフト㈱ コマーシャルパートナー事業本部

マーケティング戦略本部長 猪瀬 森主 氏

内容：Azure先進パートナーに学ぶ ～クラウドビジネスの真髄～

1.PHONE APPLIのSaaSビジネスシフトとそれを支えたMicrosoft Azure         

2.厚労省HER-SYSとMicrosoft de:code 2020バーチャルイベントの

爆速開発を支えたCloud Nativeなテクノロジー

3.Azureの提案を加速するマイクロソフトのGo-To-Market施策とは？

パートナー様と共に展開するGo-To-Market施策のフレームワークと事例
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(4)第4回勉強会

日時：2021年2月2日(火) 13:00-14:30 場所：Web開催(Google Meet) 参加者：112名

講師：グーグル・クラウド・ジャパン(同)

執行役員 パートナー事業本部長 高橋 正登 氏

Google Workspace事業本部 ソリューション営業統括部長 小林 直史 氏

Chromeパートナー営業統括部統括部長 栗原 圭吾 氏

rakumo㈱ 取締役COO 川元 久海子 氏

㈱ストリートスマート 代表取締役 松林 大輔 氏

内容：Google Cloud

～少人数から利用可能・最先端のクラウドテクノロジー～

Google Chromebook ビジネス、 Google Workspace

パートナープログラムのご紹介
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(5)第5回勉強会

日時：2021年3月4日(木)13:00-14:30 場所：Web開催(Google Meet)    参加者：68名

講師：グーグル・クラウド・ジャパン(同)

執行役員 パートナー事業本部長 高橋 正登 氏

パートナーエンジニアリングマネージャー 坂井 俊介 氏

㈱プレイド 取締役 高柳 慶太郎 氏

内容：Google Cloud Platform

～少人数から利用可能・最先端のクラウドテクノロジー ～

Google ストーリー 、Google Cloud ソリューション紹介

パートナープログラムについて、ゲストスピーカーからの説明
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３. New Normal Communication Meeting (第1回～6回)

(1)第1回NNCM

日時：2020年9月3日(木)13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者：53名

講師：辻理事(エフタイム)、本村理事(アイエスエフネット)、大中理事(シスコ)

池田理事(加賀ソルネット)、林会長(ソフトクリエイトホールディングス) 、髙橋理事(ドーモ)

(2)第2回NNCM

日時：2020年10月8日(木)13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者：48名

講師：玉田副会長(ハイパー)、鈴木理事(日興通信)、神山理事(シネックスジャパン)

井田理事(インテル)、牧理事(バッファロー)、谷理事(ハイパーマーケティング)

(3)第3回NNCM

日時：2020年11月5日(木)13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者：50名

講師：中元理事(富士通エフサス)、髙瀬副会長(SBC&S)、田中理事(日本事務器)、宮内理事(JMC)

大塚名誉会長(大塚商会)、古田理事(理経)、佐藤氏(SBテクノロジー)
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(4)第4回NNCM

日時：2020年12月10日(木)13:00-15:00 場所：Web開催(Zoom)    参加者：78名

講師：宮崎理事(エムオーテックス)、田口理事(システナ)、大原理事(BCN)

和田理事(オービックビジネスコンサルタント)、滝本理事(日本マイクロソフト)

那須理事(日本HP)、水谷監事(ピー・シー・エー)、堺澤理事(協立情報通信)

(5)第5回NNCM

日時：2021年1月14日(木)13:00-15:00    場所：Web開催(Zoom)    参加者：84名

講師：金成理事(シー・シー・ダブル)、宮澤監事(庚伸)、大橋理事(電波新聞社)

若松理事(SBSリコーロジスティクス)、田辺理事(菱洋エレクトロ)、安田理事(レノボ・ジャパン)

牧田理事(日本ビジネスシステムズ)、小峰理事(ダイワボウ情報システム)

(6)第6回NNCM

日時：2021年2月4日(木)13:00-15:00    場所：Web開催(Zoom) 参加者：86名

講師：岩崎理事(NECフィールディング)、細野理事(アイ・オー・データ機器)、影山理事(Dynabook)

浦理事(クオリティソフト)、中出理事(プリンストン)、水野理事(横河レンタ・リース)

大三川理事(トレンドマイクロ)、木村理事(リコージャパン)
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[3]｢会報の発行およびホームページ等による情報提供｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会

委員長 田辺 昭正【菱洋エレクトロ㈱ 取締役 上席執行役員】
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1.名刺デザイン刷新

JCSSAのプレゼンスアップを目的に理事44名、監事3名の新しい名刺を作成した。

【刷新ポイント】

①役員の勤務先を掲載(会社名、役職、メールアドレス)

②顔写真掲載

③QRコード掲載(JCSSA行事のPR)

2.JCSSA NEWS

2020年度はVol94 Spring2020を発行

Summer2020以降は新型コロナウイルス感染症対策の影響による

主要行事の中止、延期、Web開催などにより休刊

3.メールマガジン

毎月営業初日に発信した。

(セミナー、市場情報などをご案内した)

37



5.コンピュータシステム販売に関する内外関係

機関との交流及び協力

(定款第4条第5号関係)
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[1]｢国内関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

交流促進委員会

委員長 大橋 太郎【㈱電波新聞社 特別相談役】

副委員長 牧 寛之 【㈱バッファロー 代表取締役社長】
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1.第1回交流促進見学会

日時：2020年9月24日(木)13:00-14:00

場所：Web開催(Zoom会議) 

訪問先：アドバンスデザイン㈱

参加者：35名

テーマ：「だまされないデータ復旧・データ消去」

～データにまつわるリスクから企業を守る老舗企業の高い技術とソリューション～
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[2]｢内外関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

総務委員会

委員長 谷 正行 【㈱ハイパーマーケティング 代表取締役社長】

副委員長 水谷 学 【ピー・シー・エー㈱ 取締役相談役】

副委員長 田口 誠 【㈱システナ 取締役 上席執行役員】

副委員長 那須 一則【㈱日本HP 執行役員】
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1.米国エグゼクティブツアーWeb開催

日時：2020年10月20日(火)～23日(金)

訪問先：10月20日(火) 18:30-20:00 結団式開催

10月21日(水)クラウドサービスDay

【7:00-8:30 ：Microsoft本社訪問、9:00-10:30：Googlecloud本社訪問】

10月22日(木)ネットワークDay

【7:00-8:30 ：HPI/HPE本社訪問、9:00-10:30：Cisco本社訪問】

10月23日(金)セキュリティーDay

【7:00-8:30：Paloaltonetworks本社訪問、9:00-10:30：Trendmicro社訪問】

場所：ホテルメトロポリタンエドモント

参加者：90名(リアル 23社24名 Web 25社66名)

2.アジアIT企業視察ツアー【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

日時：2020年7月7日(火)～11日(土)

訪問先：ミャンマー ヤンゴン
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3.ゴルフ交流会

日時：2020年11月3日(火)

場所：カレドニアン・ゴルフクラブ

受付なし、参加費なし、賞品なし、表彰式・パーティー開催なし、

開会式の後に集合写真だけを撮影して開催

参加者：47社60名

4.新規会員歓迎懇親会

日時：2020年11月26日(木)16:00-18:00

場所：明治記念館 金鶏の間 (屋外庭園を併用して全員フェースシールド着用で開催)

参加者：117名(新規会員43社73名 理事・監事 44名)
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Ⅱ．総会、理事会、委員長会

1.定時総会

(1)日時 2020年6月8日(月)

(2)場所 ソフトクリエイトホールディングス本社会議室(Web会議併用)

(3)議題 第1号議案 2019年度事業報告書(案)の承認を求める件

第2号議案 2019年度計算書類(案)の承認を求める件

第3号議案 定款一部変更(案)の承認を求める件

第4号議案 理事選任(案)の承認を求める件

報告事項1 2020年度事業計画書

報告事項2 2020年度収支予算書
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2.理事会

2020年度は5回の理事会を開催した。

(1)2020年5月22日(金)

JCSSA事務局(Web会議併用) 出席理事 リアル 2名 Web 35名 出席率 84％

（2)2020年6月8日(月)

JCSSA事務局(Web会議併用) 出席理事 リアル 2名 Web 40名 出席率 95％

(3)2020年7月15日(水)

JCSSA事務局(Web会議併用) 出席理事 リアル 2名 Web 41名 出席率 98％

(4)2020年10月7日(水)

日本ビジネスシステムズ会議室(Web会議併用) 出席理事 リアル 22名 Web 17名 出席率 89％

(5)2021年1月25日(月)

ソフトクリエイトホールディングス本社会議室(Web会議併用)

出席理事 リアル 9名 Web 33名 出席率 95％
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3.委員長会

2020年度は3回の委員長会を開催した。

(1)2020年8月26日(水)

JCSSA事務局(Web会議併用) 出席者 リアル 2名 Web 24名

(2)2020年12月16日(水)

ソフトクリエイトホールディングス本社会議室(Web会議併用) 出席者 リアル 7名 Web 17名

(3)2021年3月18日(水)

ソフトクリエイトホールディングス本社会議室(Web会議併用) 出席者 リアル 9名 Web 17名
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Ⅲ．会員の異動
1.入会(39社)

(1)正会員(34社)  
1.㈱アクロホールディングス

2.ＲＳＵＰＰＯＲＴ㈱

3.ブリッジインターナショナル㈱

4.マルチネット㈱

5.㈱ＭＯＡ

6.EDOM Technology Japan

7.㈱Ｓｃｏｖｉｌｌｅ

8.ＳＯＢイノベーションパートナーズ㈱

9.㈱ＳＳマーケット

10.日通システム㈱

11.㈱メディオテック

12.㈱グローバー

13.ジャパニアス㈱

14.㈱ファインドゲート

15.SALES ROBOTICS㈱

16.㈱ミラクルソリューション

17.インヴェンティット㈱

18.Ｔｈｅ ＲＯＯＭ４Ｄ㈱

19.㈱エイムネット

20.㈱ＳＨＩＮＫＯ

21.プラス㈱

22.日本デーコムサービス㈱

23.NDIソリューションズ㈱

24.ベル・データ㈱

25.㈱雄大

26.㈱アイサイト

27.ジェイズ・コミュニケーション㈱

28.㈱栗田商会

29.Ｇｒａｎｄ.ｉ㈱

30.㈱ソフトクリエイト

31.㈱アーキサイト

32.㈱マイクロメイツ

33.㈱Offisis

34.㈱ビビッド・ジャパン
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(2)賛助会員(5社)

1.アラクサラネットワークス㈱ 4.グーグル・クラウド・ジャパン(同)

2.ＧＭＯグローバルサイン㈱ 5.ＺＶＣ Ｊａｐａｎ㈱

3.ファイア・アイ㈱

2.退会(3社)

(1)正会員(1社)

1.㈱インターリンク

(2)賛助会員(2社)

1.メラノックステクノロジーズジャパン㈱ 2.エクイニクスジャパン㈱

上記を含み、2021年3月31日現在の会員数は次の通りである。

正会員 179社 （昨年3月 146社） +33社

賛助会員 125社 （昨年3月 122社） +3社

合 計 304社 （昨年3月 268社） +36社
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部 会 長

玉田 宏一

 

理　事

大橋 太郎 牧 寛之 林田 裕

総　務

総  　 　務 谷 正行

交 流 促 進

本村 誠基、安田 稔

部 会 委 員 会 委 員 長 副 委 員 長

市　場
  サポートサービス 田中 啓一 中元 政英、岩﨑 一喜 宮内 孝之

  取引契約ガイドライン 後藤 和彦
髙瀬 正一

トレンド

  セ ミ ナ ー 木村 和広 大原 昌彦、水野 英樹

後藤 行正クラウド推進

髙橋 慎介

人　材
  コミュニティ 大三川 彰彦 丸山 義夫、宮澤 敏

玉田 宏一
  人 材 育 成 影山 岳志 小峰 伴之

辻 一成、大中 裕士

大内 仁、牧田 幸弘、髙橋 慎介
髙瀬 正一

 New Normal Communication Meeting　

中出 敏弥

  アライアンス推進 髙瀬 正一 廣田 泰久 神山 昌樹

 クラウド販売会議 後藤 行正、大内 仁

 クラウド協業推進会議 牧田 幸弘 滝本 啓介

水谷 学、田口 誠、那須 一則

広　   　報 田辺 正昭

井田 晶也、宮崎 吉朗

池田 光仁 、古田 耕児、若松 勝久

委員会役員一覧



委員会 参加会社一覧(2021年3月末現在、順不同)

1.総務委員会

㈱ハイパーマーケティング(委員長)

ピー・シー・エー㈱(副委員長)

㈱システナ(副委員長)

㈱日本HP(副委員長)

2.広報委員会

菱洋エレクトロ㈱(委員長)

レノボ・ジャパン(同)

㈱アイエスエフネット

日興通信㈱

㈱JMC

加賀ソルネット㈱
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3.交流促進委員会

㈱電波新聞(委員長)

㈱バッファロー(副委員長)

㈱アンペール

㈱セキュア

MCS㈱

㈱ケーエムケーワールド

4.サポートサービス委員会

日本事務器㈱(委員長)

㈱富士通エフサス(副委員長)

NECフィールディング㈱(副委員長)

㈱JMC

㈱大塚商会

クオリティソフト㈱

Dynabook㈱

日興通信㈱

リコージャパン㈱

㈱シー・シー・ダブル

トレンドマイクロ㈱

㈱システナ

都築電気㈱

㈱BCN
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5.取引契約ガイドライン委員会

㈱大塚商会(委員長)

日本事務器㈱

リコージャパン㈱

(一社)コンピュータソフトウェア協会

6.コミュニティ委員会

トレンドマイクロ㈱(委員長)

㈱大塚商会(副委員長)

㈱庚伸(副委員長)

ダイワボウ情報システム㈱

日本事務器㈱

㈱シー・シー・ダブル

㈱BCN

㈱インテル

エムオーテックス㈱

7.人材育成委員会

Dynabook㈱(委員長)

ダイワボウ情報システム㈱(副委員長)

ピー・シー・エー㈱

日本事務器㈱

㈱大塚商会

㈱シー・シー・ダブル

㈱富士通パーソナルズ

㈱ウチダ人材開発センタ

都築電気㈱

トレノケート㈱

㈱理経

加賀ソルネット㈱

SBSリコーロジスティクス㈱
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8.セミナー委員会

リコージャパン㈱(委員長)

㈱BCN(副委員長)

横河レンタリース㈱(副委員長)

㈱大塚商会

日本事務器シェアードサービス㈱

シネックスジャパン㈱

キーウェアソリューションズ㈱

インフォース㈱

トレンドマイクロ㈱

㈱プリンストン

SB C&S㈱

9.アライアンス推進委員会

SB C&S㈱(委員長)

日本事務器㈱(副委員長)

NECフィールディング㈱

㈱大塚商会

ピー・シー・エー㈱

㈱オービックビジネスコンサルタント

リコージャパン㈱

日本マイクロソフト㈱

㈱ピーエスシー

都築電気㈱

㈱アール・アイ

㈱コラボステイル

シネックスジャパン㈱
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10.クラウド推進委員会

㈱ソフトクリエイト(委員長)

SB C&S㈱(副委員長)

日本ビジネスシステムズ㈱(副委員長)

ドーモ㈱(副委員長)

SBテクノロジー㈱

㈱ハイパーマーケティング

都築電気㈱

ダイワボウ情報システム㈱

㈱大塚商会

リコージャパン㈱

シネックスジャパン㈱

Dynabook㈱

㈱エフタイム

シスコシステムズ(同)

日本事務器㈱

㈱ハイパー

㈱アイネット

ベーステクノロジー㈱

トレノケート㈱

ピー・シー・エー㈱

㈱オービックビジネスコンサルタント

㈱エイトレッド

AXLBIT㈱

日本マイクロソフト㈱

サイボウズ㈱
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第２号議案
2020年度決算承認の件

55

【議案】
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2020年度決算 2019年度決算 (単位:千円)

【収入】

会費収入 72,630 67,945 (正会員、賛助会員)

事業収入 7,799 5,091

雑収入 202 8,978   (賀詞交歓会、総会懇親会)

合 計 80,632 82,015

【支出】

一般事業費 34,202 35,656

管理費 26,272 37,656 (賀詞交歓会、総会懇親会)

合 計 60,475 73,312

収支 20,157 8,703

今期利益：会費収入の増加、帝国ホテル懇親会の中止による

詳細は別添2020年度計算書をご一読ください



第３号議案
理事の選任について

57

【議案】



58

【新理事候補】 (五十音順)

氏名 所属 役職

1 鯵坂 慎 氏 ㈱インターネットイニシアティブ 常務執行役員

2 大月 剛 氏 日本AMD㈱ 日本担当 本部長

3 熊部 光洋 氏 加賀ソルネット㈱ 代表取締役社長

4 坂本 憲志 氏 ㈱JMC 代表取締役社長

5 佐藤 光浩 氏 SBテクノロジー㈱ 取締役 副社長執行役員

6 髙橋 大造 氏 インテル㈱ 執行役員 パートナー事業本部 本部長

7 平山 勉 氏 ㈱電波新聞社 代表取締役

8 堀田 真杉 氏 SCSK㈱ 理事 産業事業グループ 流通システム事業本部 副本部長

9 松本 裕之 氏 ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長

10 溝口 泰雄 氏 SB C&S㈱ 代表取締役社長 兼 CEO

11 三田 修 氏 富士ソフト㈱ 常務執行役員

【退任理事】 (五十音順)

氏名 所属 役職

1 池田 光仁 氏 ㈱エクセル 代表取締役社長執行役員

2 井田 晶也 氏 インテル㈱ 執行役員 パートナー事業本部 本部長

3 大橋 太郎 氏 ㈱電波新聞社 特別相談役

4 小峰 伴之 氏 ダイワボウ情報システム㈱ 専務取締役

5 髙瀬 正一 氏 SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー

6 林田 裕 氏 ザイリンクス㈱ カントリーマネジャー

7 宮内 孝之 氏 ㈱JMC 取締役会長



報告事項１
2021年度事業計画について
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【報告事項】



2021年度事業計画

(2021年4月1日～ 2022年3月31日)
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一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会では、｢ITで日本を元気にしよう｣という

スローガンの下、経済産業省や諸団体との情報交流を通して様々な情報を収集し、それら

を経営活動に役立つ情報として発信していく。またビジネスに役に立つセミナーや様々な

活動により、IT業界の活性化のために貢献する。

【基本理念】

ITを活用するお客様に、一番近い位置にいる業界団体として、利用者の目線

に立ち、ITの社会的普及と活用促進に向けて、相互に協力し活動する。

【基本的使命】

市場の実態を知る(マーケティング機能)

人材を育成する(スキルアップ機能)

交流を促進する(アライアンスの場提供機能)
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【基本的役割・目標】

ITの利活用の促進と社会的普及を行う

業界トレンドの情報を収集し提供する

お客様の要望に関する調査活動を行う

関連団体と連携して業界課題を全体最適に解決する活動をする

新規会員入会を促進させて会員のビジネスチャンスを拡大する

会員相互のコミュニケーションを促進する

【2021年度活動方針】

｢ITで日本を元気にしよう｣ ～新しい働き方(New Normal)を推進させる～

1 会員とベンダーとの連携を推進し会員企業の業績向上を支援する

2 人を集める活動から情報を素早く集めて発信する活動へ転換する

3 New Normalの業界標準を創り出し新しい 市場を創造する

4 会員相互のコミュニケーションをWeb交流等で活性化させる
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1.コンピュータシステム販売に関する調査研究

(定款第4条第1号関係)
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[1]｢コンピュータシステムのサポートサービス等調査研究｣

市場部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

サポートサービス委員会

委員長 田中 啓一【日本事務器㈱ 代表取締役社長】

副委員長 中元 政英【㈱富士通エフサス 取締役常務】

副委員長 岩﨑 一喜【NECフィールディング㈱ 執行役員常務】
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１．事業の目的
IT関連の動向や最新導入状況などについて、アンケートなどで情報を収集・分析し、分析結果を
会員に提供する事によって、今後の戦略や事業計画等の立案に寄与する。

２．事業内容と進め方
（１）本年度のテーマは2020年度の内容を継続し、「働き方改革」、および「デジタルトランス

フォーメーション」の導入、実施状況についての調査研究を行う。
（２）並行して、委員会メンバーの執筆による、ITに関連する易しい解説書を作成、公表し、

広くITについての理解を深めてもらう。
（３）委員会の中に、調査検討、解説書作成等のワーキングチームを設置し、実質的な活動を行う

とともに、執筆専任チームを設け報告書の作成を行う。
（４）実施予定

・調査内容の検討、作成（4－7月）
・アンケート実施（8月－10月）
・解説書の内容検討、執筆（6月－12月）
・報告書の内容検討、執筆（10月－1月）
・中間報告（プレスリリース）発表（11月）
・調査研究報告書、および解説書の公開、配布（1－2月）

（＊）調査研究報告書および解説書は、Web経由のデジタル配布とし、作成発表のタイミング
および提供方法については、今後検討、協議の上進める。



[2]｢コンピュータシステムの販売マーケット等調査研究｣

トレンド部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ 取締役 チーフボードアドバイザー】

広報委員会 市場実態調査分科会

委員長 田辺 正昭【菱洋エレクトロ㈱ 上席執行役員】
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１．事業の目的
IT市場実態の把握の一助として、会員企業の業績や今後の業績見通しに関するアンケートを
通じて、景気動向の変化をDI調査(Diffusion Index)という形で半年毎に調査、報告する。

２．事業内容と進め方
（１）DI調査の実施時期

IT事業に携わる会員企業を対象に、Webを通じた調査を年２回行う。上場企業のIR時期も
考慮し、5月と11月に行う。所要期間は、調査内容の企画から実施、レポート送付まで
2カ月以内の予定。

（２）実施方法
分科会で都度企画し、実施する。ASPのアンケートシステムを使用し、セキュリティに
配慮した個別サイトごとに回答頂く。調査委託先で集計・報告書作成を行い、分科会にて
最終検討し、プレスリリースとして発表する。全会員宛にレポートをメール送信するが、
アンケートに協力頂いた会員へは、より詳細なレポートを提供する。



2.コンピュータシステム販売に関する人材育成

(定款第4条第2号関係)
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[1]｢人材育成の推進｣

人材部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

人材育成委員会

委員長 影山 岳志【Dynabook㈱ 常務執行役員】

副委員長 小峰 伴之【ダイワボウ情報システム㈱ 専務取締役】
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１．事業の目的
経営者、管理職、中堅社員、新入社員を対象としたセミナーや研修会を開催し、会員企業の
人材育成の機会を作り、知識の習得と共に交流の場とする。
会員企業の人事総務担当者の研修、見学会を開催し、知識獲得、情報交換の場をつくる。

２．事業内容と進め方
（１）新入社員セミナーの開催

会員企業の新入社員(通年採用社員を含む)を対象に、業界を代表する著名人や業界の先輩等
から社会人としての心構えなどのアドバイス、IT業界の将来などについての講演を実施する。

（２）トップエグゼクティブセミナーの開催
各企業の役員クラスを対象にIT業界に共通する経営課題、経営環境に関する話題をテーマとして
講演会を開催し経営戦略策定の参考とする。更に懇親会を通して情報交流や人脈交流を図る。

（３）管理職研修の開催
会員企業の管理職、中堅社員を対象にテーマを選定して研修会を開催し人材育成の強化を図る。

（４）人事総務情報交換会の開催
会員企業の人事総務担当者の研修会・情報交換会を開催し、会員企業の人事／教育担当部門へ
の先進対策事例や課題などの情報提供及び知識獲得を行い、人的交流を通じて会員各社の人事
教育制度の仕組みや業務改革・人材育成の強化をテーマとして実施する。

（５）営業提案力研修の開催
営業に求められる顧客対応力、提案型ビジネススキル、ビジネスプラン作成、情報分析など、
営業管理職に重要な内容が豊富に盛り込まれており、即実践につながる内容で実施する。



[2]｢IT事業者と会員企業間の情報交流および新規会員獲得｣

人材部会

部会長 玉田 宏一 【㈱ハイパー 代表取締役会長】

コミュニティ委員会

委員長 大三川 彰彦【㈱トレンドマイクロ 取締役副社長】

副委員長 丸山 義夫 【㈱大塚商会 広告宣伝部 次長】

副委員長 宮澤 敏 【㈱庚伸 代表取締役】
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１．事業の目的
会員企業および、非会員企業の地域販売店・IT事業者および利用企業の情報交流・情報共有
の場づくりを行う。また、JCSSAならではの講師によるセミナーを通じて、新規ビジネス情報の
提供を行い新規会員獲得を推進する。

２．事業内容と進め方
・「経営戦略オープンセミナー」の企画（4月～8月） セミナー実施内容の企画立案、詳細の
詰め、地域販売店の集客およびフォローアップについて検討

・オープンセミナー集客開始（9月）委員会メンバー、および理事会員からの招待状配布
・オープンセミナー開催（12月） 特に地域販売店の集客に注力し、多くの参加者を募ると共に
新規会員の獲得を目指す。（目標20社）

・オープンセミナー参加者のうち、入会希望者へのフォローアップ（12月～2月）

（＊）その他、新会員獲得のための活動は別途検討する



3.コンピュータシステム販売に関する普及及び啓発

(定款第4条第3号関係)
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[1]｢中小企業向け情報システムの取引・契約ガイドラインに関する普及啓発｣

市場会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

取引契約ガイドライン委員会

委員長 後藤 和彦【㈱大塚商会 上席執行役員】
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１．事業目的
経済産業省の支援のもと、CSAJ（一般社団法人コンピュータソフトウェア協会）とJCSSA

の共同で作成した｢情報システムの信頼性向上のためのモデル取引・契約ガイドライン(追補版)｣
について、引き続き、普及、啓発活動を行う。

２．事業内容と進め方
（１）情報システム取引におけるモデル契約書普及の共同活動

CSAJと協同し、この内容を普及・啓発するセミナー活動を推進する。
（２）情報システム取引者育成プログラムの推進

CSAJと協同し、通信教育と出張教育をTAC㈱へ委託したことにより、従来東京中心
になっていた普及・啓発活動を全国規模に拡げる。



[2]｢セミナー、講演会の開催｣

トレンド部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

セミナー委員会

委員長 木村 和広【リコージャパン㈱ 取締役 常務執行役員】

副委員長 大原 昌彦【㈱BCN 取締役】

副委員長 水野 英樹【横河レンタ・リース㈱ 常務執行役員】
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１．事業目的
｢ITで日本を元気にする｣のスローガンのもと、ITを活用した様々な業務ソリューション
や新しいビジネスモデルなどの話題を取り上げた定期的なセミナーを開催し、会員企業
への情報発信と情報交換の機会を提供する。

２．事業内容と進め方
（１）サマーセミナー

定例総会開催日にサマーセミナーを開催する。
IT業界にとってタイムリーで話題性の高い内容を取り上げ実施する。

（２）新春特別セミナー
賀詞交歓会の行事として、懇親会の前にセミナーを開催する。
IT業界に関連したビジネスの国内外最新事情に詳しい講師を招いて実施する。

（３）定例セミナー
定例セミナーは年3回開催として充実したテーマに絞り込む。
JCSSAらしさをしっかり議論して会員企業へ高い価値を提供する。



4.コンピュータシステム販売に関する情報の収集

及び提供

(定款第4条第4号関係)
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[1]｢IT販売に関するトレンド調査、ビジネスモデルに関する情報収集及び提供｣

トレンド部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

アライアンス推進委員会

委員長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

副委員長 廣田 泰久【日本事務器㈱ ホリゾンタルソリューション企画部長】
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１．事業目的
委員相互の知識の向上を図るとともに、会員相互のビジネス拡大のサポートを推進、
また、中堅・中小企業のIT促進を支援して業績拡大に貢献する。

２．事業内容と進め方
ITに関連する各種先進事例を幅広く収集して、これからのビジネスへの参考になる
キーワードを発掘する。また、会員各社のアライアンス推進を目的とした機会を設け、
委員会の活動についても広く認知向上を図る。



[2]｢クラウドビジネスの拡大に向けての活動｣

トレンド部会

部会長 髙瀬 正一【SB C&S㈱ チーフボードアドバイザー】

クラウド推進委員会

委員長 後藤 行正【㈱ソフトクリエイト 専務執行役員】

副委員長 大内 仁 【SB C&S㈱ 経営戦略室 担当部長】

副委員長 牧田 幸弘【日本ビジネスシステムズ㈱ 代表取締役社長】

副委員長 高橋 慎介【ドーモ㈱ 取締役会長】
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１．事業の目的
大きく成長しているクラウド関連ビジネスについての最新情報を共有して
販売店やユーザーが抱える様々な課題解決と新しいビジネスモデルの実現を図る

２．事業内容と進め方
●クラウド販売会議

クラウドサービスのSAASセキリティにフォーカスして推進する
●クラウド協業推進会議

Azureに続きGoogle cloudとAWS等の勉強会を開催する
●New Normal Communication Meeting

理事会員企業による新しい日常の働き方紹介を定期的に開催する



[3]｢会報の発行およびホームページ等による情報提供｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会

委員長 田辺 正昭【菱洋エレクトロ㈱ 上席執行役員】
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１．事業の目的
JCSSAの業界全体への認知向上と会員相互の交流を促進する。会報や会員専用ホーム
ページの内容の充実をはかり、会員間の情報交換を促進してIT業界の活性化に寄与する。

定期的なメルマガ等の発信で、会員各社の新製品やイベント情報を素早く伝える。

２．事業内容と進め方
（１）会報発行

会報を発行し、会員に配布すると共に、各種団体などへ配布する。
（２）ホームページ運営

今年も引き続き、活性化を目的に内容や運営を強化する。イベント案内やイベント
報告を始め、JCSSAの活動をタイムリーに告知して情報発信力を強化する。

（３）メールマガジン配信
協会行事報告、セミナー報告、委員会の動き、政策などの記事を適時掲載する。
会員各社のイベント等の紹介コーナーとしても利用される業界の情報源にする。

（４）DI調査を通じた広報活動
市場実態調査分科会の活動としてDI調査を実施し、その結果を会員に報告して
事業活動への参考にして頂くとともに、メディアに発表して広く認知をはかる。



5.コンピュータシステム販売に関する内外関係

機関との交流及び協力

(定款第4条第5号関係)
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[1]｢国内関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

交流促進委員会

委員長 大橋 太郎【㈱電波新聞社 特別相談役】

副委員長 牧 寛之 【㈱バッファロー 代表取締役社長】
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１．事業の目的
業界の関心の高いテーマを持つ団体・企業との交流し、
会員各社の事業化に繋げるための見学会＆勉強会を開催する。
その他にも新しい企画を通じて、会員のビジネスチャンスを拡大する。

２．事業内容と進め方
（１）企業の見学会＆勉強会

会員と会員外の企業が持つタイムリーなテーマで開催しアライアンスの機会を提供する。

（２）団体との交流促進に寄与する事業
IT関連団体との交流促進を実施する。



[2]｢国内関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

総務委員会

委員長 谷 正行 【㈱ハイパーマーケティング 代表取締役社長】

副委員長 水谷 学 【ピー・シー・エー㈱ 取締役相談役】

副委員長 田口 誠 【㈱システナ 取締役 上席執行役員】

副委員長 那須 一則【㈱日本HP 執行役員】
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１．事業の目的
人事・総務の取りまとめ及び組織の運営と全体の在り方を検証して提言する。
JCSSAの活性化と内外の関係諸団体や企業との情報交換を必要に応じて行う。

２．事業内容と進め方
（１）総会、理事会、委員長会を開催し議案を検討する。
（２）予算、決算の検討をする。
（３）協会活動の活性化と会員相互の交流活動、親睦活動を実施する。
（４）内外関係機関との交流及び協力（定款第４条第４号及び第５号関係）等の調整

海外調査、内外関係機関との交流及び協力等の実施について、必要に応じて、
随時タスクフォース方式で対処する。

（５）事務局の運営をサポートする。
（６）その他

予定外の課題が出た場合に検討し理事会へ提案し対処する。
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【報告事項】
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2021年度予算 2020年度予算 (単位:千円)

【収入】

会費収入 79,080 71,780 (正会員180社、賛助会員130社)

事業収入 4,009 4,114

雑収入 9,166 6,223 (賀詞交歓会、総会懇親会)

合 計 92,255 82,117

【支出】

一般事業費 44,536 40,500

管理費 46,370 40,258 (30周年記念事業、新会員歓迎懇親会、帝国ホテル)

合 計 90,906 80,758

詳細は別添2021年度収支予算書をご一読ください


