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Ⅰ 基本方針 
 

経営戦略で掲げた活動方針を実現するため、第 3 期においては、以下の点に留意

しながら事業を実施する。 
 
活動方針 
一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター「以下「センター」という。」は、

沖縄県経済の振興を図る産業支援機関として、先進的な情報通信技術を国内外

から導入するとともに、その技術を活用し、沖縄県の情報通信関連産業（以下「IT

産業」という。）を始めとした産業全体の振興を図るための成長戦略を沖縄県や県

内市町村、県産業界へ提言する。そして、事業活動を通じた成長戦略の実行によ

り、沖縄におけるイノベーションを生み出す拠点として県内産業界の課題解決と

新たな価値の創造を実現する。また、センターを産業成長の司令塔として機能さ

せることで、東アジアの中心として地理的特性を有する沖縄が、IT活用の先進地

として広く国内外からヒト、モノ、カネ、情報が集積する拠点となり、新たなビジネス

や社会システムを創出する「ＩＴイノベーションアイランド」となることを目指す。さら

にその成果を他県やアジア地域に応用することによって、世界に広がる「万国津

梁の沖縄」を実現し、日本経済の牽引役となることを目指す。 
 
 

(1) 「ResorTech」の推進 
 

「ResorTech」は、「Resort」（リゾート）」と「Technology（テクノロジー）」を掛け合わ

せた造語であり、沖縄のリーディング産業である観光産業と IT 関連産業に相乗効果

を持たせることで両産業の活力を新しい沖縄の成長のエンジンとするコンセプトであ

る。同時に、観光産業は、移動や宿泊にとどまらずその周辺産業や農業など多くの

産業を巻き込んだ裾野の広い産業であり、その効果は地域経済に広く波及するもの

である。このことから、IT 産業と観光産業のみならず、農業や小売、製造、医療な

ど、沖縄の産業全体の発展と、地域に暮らす人々の生活を豊かにするテクノロジー

の集積と新ビジネスの創出を目指すとともに、テクノロジーを活用して社会課題を解

決することで、持続的な発展が可能な社会の構築につなげるものである。 
また、「ResorTech」は、実証事業、オープンイノベーション、スタートアップ支援、

人材育成等年間を通じて行う施策基盤という一面も持っていることから、ISCO は

「ResorTech」実現を通して、沖縄が国内外から人と情報が集積する拠点として、新

たなビジネスや社会システムを創出する「IT イノベーションアイランド」を形成するた

めの活動を推進する。 
 

(2) 新規受託先の開発・推進 
 

設立からこれまで、沖縄県からの受託事業を中心に事業基盤の強化に努めてき

たが、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）の減額に伴い、今期の収支計画は

赤字となっている。 



 

4 

 

一方、プロモーションや外部組織との連携強化を通じて沖縄における認知度の

向上や活動の成果が浸透しつつあることから、これまで培ったネットワークやノウハ

ウを活用し、沖縄県のみならず、国や市町村が実施する事業の獲得を推進する。 
 
 

(3) 組織体制の見直し、強化 
 
① 経営状況が厳しい中、事業推進機能を維持するため、組織体制の統合を行う。 
具体的には、「リゾテック推進セクション」と「テストベッド・事業創出セクション」を

統合する。 
また、職階ごとの職務内容を見直し、組織のフラット化を図る。 
具体的には、セクションマネージャー職にもプロジェクト管理業務を担わせること

で、マネージメント層の縮減を行うとともに、プロジェクトマネージャを筆頭とした

プロジェクト単位における相互連携を強化する。 
 

 
 

 
② 行政経験のある県職員や専門的ノウハウを有する民間人材の積極的な出向受

け入れを行い、組織体制の充実・強化に努める。 
 
③ 産業支援機関や県内経済団体等が多数入居する沖縄産業支援センターに設

置した相談拠点に配置する人員を増員し、産業界や企業等が抱えるＩＴに関す

る相談を各機関と連携してワンストップで行える体制を強化する。 
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④ ＩＳＣＯに先進的 ITや活用事例に関する知見を導入し、専門的見地からアドバイ

スを行う「アドバイザリーフェロー」の認証を通じて、専門家集団を保有し、事業

活動に活用する体制を構築する。 
 

(4) 経営戦略の改正 
 

ＩＳＣＯは IT を活用して沖縄県経済の振興を図る産業支援機関として、県の情報

通信関連施策と連動し、公益性の高い事業を実施する外郭団体としての機能があ

る。このことから、2018 年に策定された現経営戦略は県の事業を受注し、運営する

ことを前提に定められている。一方、長期に渡り安定して運営していくための自立

化の取り組みも求められているが、現時点において自立化に必要な検討が進んで

おらず、現経営戦略にも方針が示されていない状況にある。 
このため、これまでの組織運営を振り返るとともに、課題と対応策を検討し、これ

からの ISCO 運営の検討のためのプロジェクトチームを設置する。プロジェクトチー

ムは、ストラテジストやコンサルタントを中心として構成し、経営戦略の改正を行う。 
 

(5) プロモーション活動 
 
① ISCOの活動を広く周知するため、ホームページやＳＮＳ、メールマガジン等を活

用して積極的なプロモーション活動を行う。特に、ISCO の事業活動に対する理

解を得るため、役員等からの活動紹介について強化する。 
 
② ISCO の活動方針に賛同し、沖縄へＩＴイノベーションを紹介するイベント等を行

う意向のある民間企業の活動については、共催・後援等の形式で関与し、集客

協力等を行うことで、ISCO の知名度浸透と向上を図る。 
 
③ ISCO の活動を広く浸透させるために、定期的にセミナー等のイベントを開催   

し、賑わいを創出する。またコミュニティの醸成を目的として、技術系セミナーや、

ＩＴ活用セミナーに加え、社会構造の変革に対応し破壊的な創造を行う人材を紹

介するセミナー等、多様なステークホルダーが参加できる枠組みを提示し、「共

創」のために人が集う環境を形成する。 
 

 (4) 外部組織との連携 
 
① 最新のテクノロジーやイノベーションを継続的に沖縄に呼び込む仕組みの構築

を目的として、国内外の産業支援機関や研究機関等との MOU（連携協定）を締

結するなど連携を促進する。 
 
② 産業界の課題やニーズについて IT イノベーションを活用して解決を図り、また

価値創造を共創により実現する体制を構築するため、県内の産業団体等と連

携を促進する。 
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③ 県内各市町村と MOU（連携協定）の締結を推進し、ＩＴ関連産業の振興や地域

のＩＴ普及・利活用、市町村が保有する情報のオープンデータ化等の取組みへ

の協力を行う。 
 

Ⅱ 実施計画 

１ 総括的事項 
 
ＩＳＣＯの組織運営を円滑に推進するため、理事会及び評議員会の運営や法務、

財務、企画、人事等を行う。 

(1) 理事会等の開催 
 

理事会及び評議員会については下記の定時開催のほか、必要に応じて臨時

会を開催する。    
① 理事会 

開催回数 開催月 主な議案 
第１回 5月 2019 年度事業報告・決算書等 
第２回 10月又は

11月 
2020 年度事業中間報告等 

第３回 3月 2021 年度の事業計画・収支予算等 
 
② 評議員会 

開催回数 開催月 主な議案 
第１回 6月 2019 年度事業報告・決算等 

 

(2) 広報・営業活動 
 

ＩＳＣＯの知名度の向上と会員獲得を目的として、下記の広報活動を行う。また、

ISCO の事業活動の成果を会員に還元することを目的に会員サービスの充実化

を図るための検討やサービス拡大の取組みを推進する。 
       

手段 頻度 主な内容 
ウェブサイト 随時 ＩＳＣＯの事業概要やイベント告知等 
メールマガジン 月 2回程度 ISCO の活動状況や会員の活動周

知等 
Facebookページ 随時 イベントの模様や開催報告等 
会報（PDF） 年 4回程度 定期調査レポートや対談記事等 
ニュースリリース 随時 ISCO の活動成果等 
自主イベントの開催 年 4回程度 先端 IT に関するセミナーの開催等 
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(3) コンプライアンスの徹底 
 

    一般財団法人として社会的信用と役割を自覚するとともに、コンプライアンスの

遵守、リスク管理の徹底、運営体制及び財務基盤の強化、財務及び庶務の合理

化等の経営改善に努める。 
また、情報の適切な保護・管理についての基本方針や対策基準（情報セキュリ

ティポリシー）、実施手順などの策定に向けた検討を行う。 
 

(4) 組織運営 
 

    ＩＳＣＯが発展継続していくため、以下の観点から運営体制及び財務基盤の強

化、財務及び庶務の合理化、経費の削減等の経営改善に努める。 
 
① 信頼性の確保 

センターの事業計画書や事業報告書、決算報告書等の経営情報について

センターホームページで公表し、組織運営の透明化を図る。 
 

② 収益性の確保 
センターの経営理念や活動方針に賛同する企業・団体、学術機関、金融機

関、行政機関等を幅広く募ることで、会員からの会費収入を得て自主事業

の運営財源とする。また、会費以外の独自収入の確保に向けた検討を行う。 
 

③ 安定性の確保 
センターのコア機能の実現については、沖縄県等行政機関からの受託事業

収入を財源として計画するとともに、行政機関以外の民間企業等からの受

託事業獲得に向けた新たな取組を実施し、経営基盤の安定性確保に努め

る。 
 

２ シンクタンク戦略提言領域 

 (1) 【継続】沖縄型 Society5.0 実現推進事業 
 

    Society5.0 に対応した沖縄の姿である「沖縄型 Society5.0」の実現と令和３年

度が期限となっている「おきなわ Smart Hub 構想」の後継となる次期構想及び

その行動計画となるアクションプラン策定に向けて、これまでの取組の検証、県

の情報通信関連産業等の現状分析や、次期構想における成果指標の設定、次

期構想実現にあたり必要な制度案等について調査検討及び取組の推進を行う。 
 
   【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
次期構想及びアクションプランの素案

作成 報告書作成 
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IT イノベーションの実証事業実施と

社会実装に向けた環境整備等 フィールド獲得（１件以上） 

本事業の取組内容に係る効果的な

広報 シンポジウム開催 

 

 (２) 【新規】スマート自治体推進支援業務 
 
     北谷町のスマート自治体への転換に向けて、専門的な知見を持つものにより、

北谷町の行政課題と住民ニーズの分析を行 うとともに 、 最新の情報通信技

術、民間企業や国・地方公共団体の動向等を踏まえ、北谷町町の各行政分野に

おける ＩＣＴ技術等の活用 に関して必要な助言、指導、提言等を行う ことを目的

とする 。 
 
    【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
スマート自治体推進提言書 提出 

 

３ 戦略的な事業プロデュース領域 

(１)  【継続】沖縄型オープンイノベーション創出促進事業 
 

ＩＴを活用するスタートアップに対する段階的な支援を実施するとともに、ＩＴ産業

と他産業等との連携・協業による新たなアイデアと協力関係を生み出すための仕

組みの構築など、企業や産業の枠組みを超えた連携を推進し、ＩＴを活用した新

たなビジネスやサービスの創出を促進する取組を実施する。  
  
     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 

事業プロモーション 2回 

スタートアップフェスタ 1回 

フューチャーセッションテ－マ 3回 

フューチャーセッション 10回 

ビジネスアイデア、産業連携 2件 
 

(２) 【継続】アジアＩＴビジネス活性化推進事業 
 
県内情報通信関連企業のアジア地域をはじめとする海外展開や国内・アジア

等のＩＴ企業との連携・協業による国内外双方向ビジネスの創出を目的としたソフ

トウェア等の開発に加え、県内の観光産業などの他産業と連携・協業するソフト
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ウェア等の製品開発を支援する。また、県内各種産業が抱える課題やニーズ、ト

レンド等を踏まえたＩＴ活用型のビジネスモデルの開発や実証活動の支援を行う。 
      さらに、IoT 技術を活用した産業振興、経済活動効率化を促進するため、県内

経済活動等における様々な団体、事業者が参画可能な実証事業のハンズオン

支援やマッチング支援を行うとともに、同実証事業で使用するプラットフォーム構

築事業者と実証事業者の調整を図り、多くの事業者がこのプラットフォームを利

用できるような利用条件の整理等を行い、同プラットフォームの運用等を行う。 
      加えて、キャッシュレス決済、仮想通貨、トランザクションレンディング、情報銀

行等をはじめとした独自性・優位性のある金融関連ビジネスモデルの創出を促

進するため、金融関連事業者が実施するビジネスモデルの構築及び実証事業

等のハンズオン支援を行う。 
 
  

【事業活動目標(ＫＰＩ)】 
項目 2020 年度計画 

沖縄アジアＩＴビジネス創出促進事業 
アジアＩＴビジネスモデル部門 1件 

沖縄アジアＩＴビジネス創出促進事業 
他産業連携クラウド環境促進部門 2件 

ＩＴビジネスモデル・ 
テストベッド構築支援事業 6件 

IoT ネットワーク利活用実証事業モデルの

支援実施 ４件 

金融関連ビジネスモデル創出促進事業の

支援実施 2件 

 

(３) 【継続】ResorTech Okinawa おきなわ国際ＩＴ見本市連携推進事業 
→アジア・スマートハブ環境形成促進事業から名称変更 

 
本事業は、ツーリズム EXPO同時開催である ResorTech おきなわ 沖縄国

際 IT 見本市の開催実施に向けて、官公庁、関係団体等への参加協力要請や、

国内外のＩＴ関連企業等に対する出展勧誘活動、リゾテックおきなわ関連の実証

活動との連携など、国際ＩＴ見本市を活用した「リゾテックアイランド沖縄」のブラン

ド化及び市場形成の継続的推進に向けた取組を行う。 
 

【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

ResorTech Okinawa 国際ＩＴ見本市

開催 2020 年 10月開催 
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(４) 【継続】ResorTech Okinawa 国際ＩＴ見本市 実行委員会運営委託事業 
 

「ResorTech Okinawa 国際ＩＴ見本市」の 2020 年 10 月開催に向けて、実行委

員会の事務局運営および、開催・運営に必要な業務推進を行う。 

 

【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

実行委員会事務局の運営 円滑な事務局運営 
 

(５) 【継続】先端ＩＴ利活用促進事業 
 

     県内各産業において経営戦略や新技術導入等を決定する経営・企画関連人

材を対象として、ＩＴ利活用の推進等に向けた取組を実施するとともに、これらの

人材が先端ＩＴに関連する人材、技術、アイデア等と交流する機会を創出すること

により、県内各産業における先端ＩＴの導入や県内情報通信関連産業への新技

術移転を加速し、県内産業の高付加価値化や国際競争力の向上を図る。 
 
      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
セミナー開催回数 5回以上 
インダストリンク追加登録件数 90件以上 
支援プログラム参加事業者数 20社以上 
計画策定支援事業者数 10 事業者以上 
商談・パートナーシップ成立件数 9件以上 

 

 (６) 【新規】小規模事業者等 IT 導入支援事業 
 
      沖縄県では１企業あたり設備投資額・無形固定資産（ソフトウェア）の割合は、

全産業において全国平均より 116.2万円低くなっており、労働生産性が低水準

に留まっている。労働生産性の向上のため、行政が取り得る施策として、建設

業、製造業、卸売・小売業など、産業全般的に設備投資やＩＴ導入支援が施策と

して求められると報告されており、県内企業の 99%以上を占める小規模事業者

を含む中小企業の労働生産性の向上させるため、本事業による県内企業のＩＴ化

を促進し労働生産性を向上させる必要がある。 

【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

IT 導入支援対象事業者数（補助） 50 事業所 
労働生産性向上（3 年後目標） 1%増 
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 (７) 【新規】沖縄テレワーク推進事業 
 
     沖縄県におけるテレワーク推進を推進するため、沖縄県内のテレワーク施設等

に関する情報を県内外に発信するとともに、施設利用希望者からの問い合わせ窓

口機能を担う。 
県内テレワーク関連事業者が集まるプラットフォームを構築し、勉強会・情報交

換会等を開催することにより、優良事例の横展開及び全体の質向上につなげる 

 【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

研修会・勉強会 5回 
 

４ スタートアップ・人材育成支援領域 

(1) 【継続】ビジネスの種を苗に育てる自走支援モデル実証事業 
→簡易版スタートアップスタジオのビジネスモデル構築・実証事業から名称変更 

発起人が事業を立ち上げる際に不足する機能を補完し、新たなビジネスを立

ち上げやすくする環境を整備することで、「事業開発（ビジデブ）経験者」及び「身

近な成功事例（ロールモデル）」の創出を促進する。 
2019 年度に実施した「簡易版スタートアップスタジオのビジネスモデル構築・

実証事業」にて、個人や中小事業者に対する支援を行い、埋もれたビジネスシー

ズがあることを確認し、支援の結果、一定の成果が得られたため、2020 年度に

本支援モデルを大企業向けにも展開することで収益化を図り、本モデルの自主

財源化を模索する。 
 

【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

ベータ版リリースまたは他支援事業

への採択 
2件（2019 年度に支援したプロジェ

クトから） 
ビジネス化検証の実施 
（個人・中小事業者） 

2件 

ビジネス化検証の実施 
（大企業） 

2件 

 

 (2) 【継続】地域未来投資事業（第 4 次産業革命人材育成事業） 
  ビッグデータ・IoT や AI 等の先端技術を活用した新たな産業分野の創出な

らびに発展を推進するため、先進技術活用に関する市民のリテラシーの向上と

第４次産業革命を牽引する高度人材の育成の支援を目的として、一般市民向け

セミナーおよびデータサイエンティスト人材養成プログラムを実施する。 
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      【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

データサイエンティスト人材 
養成プログラム 基礎クラス 受講生 11名 

データサイエンティスト人材 
養成プログラム 応用クラス 受講生 11名 

一般市民向けセミナー 聴講者 80名以上 
 

 (３) 【継続】アジア等ＩＴ人材交流育成事業 
 

沖縄が国内外向け新ビジネス創出の拠点として、県内ＩＴ企業のアジア等海外

展開や海外ＩＴ企業とのビジネス創出を促進するため、海外ＩＴ企業の経営者や技

術者の招へいおよび県内ＩＴ企業の経営者や技術者の海外派遣を行うとともに、

海外展開等市場動向の情報を発信し、沖縄とアジア等海外を結ぶ人的ネットワ

ークの構築を支援し、国内外ビジネスを促進する。 
 

      【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

アジア等海外ＩＴ企業経営者層の県内

招へい 4名 

アジア等海外ＩＴ技術者の県内招へい 7名 
県内ＩＴ企業経営者層のアジア等海外

派遣 5名 

県内ＩＴ技術者等のアジア等海外派遣 6名 
 

   (４) 【継続】未来のＩＴ人材創造事業（IT スキル習熟部門） 
 

沖縄の将来の産業界をＩＴで支える人材である「未来のＩＴ人材」を育成する

様々な取組に対して支援することにより、未来のＩＴ人材に必要なスキルを若いう

ちに獲得できる環境を整備することを目的としており、将来のＩＴ人材を創出し、安

定的に供給することにより、県内ＩＴ関連産業の振興を図り、更なる企業集積を促

進するため、小・中・高・大学生等のＩＴスキル（例：プログラミング、ロボット製作、

ドローンの操縦等）習得に向けた取組みを実施する。 
（取組例）WRO ET ロボコン等 

          
 【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
ロボットコンテストの開催 2回 
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   (５) 【継続】サイバーセキュリティ人材創出促進事業 
 
      サイバーセキュリティ人材創出促進事業分野の知識及び技術に特化した人材

育成事業を実施する県内産業団体等に対して、必要な経費の一部を補助するこ

とにより、本県においてサイバーセキュリティ分野に係る人材を安定的に育成・確

保できる体制の整備を促し、県内情報通信関連産業の高度化・多様化を図るこ

とを目的とする。 
 

 【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
サイバーセキュリティ関連資格試験 
合格者数 16名 

  
 

５ IT 産業振興領域 

   (1) 【継続】ドコモ５ＧオープンラボＯＫＩＮＡＷＡ 2020 年度 運営業務 
 

NTT ドコモが開設した第 5世代移動通信方式（以下、５Ｇ）の常設技術検証環

境である「ドコモ５Ｇオープンラボ ＯＫＩＮＡＷＡ」について、同ラボ施設の運営業

務を受託する。 
 

     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
見学対応件数 40件/年 
検証対応件数（屋外検証含む） 3件/年 

 

   (2)  【継続】情報通信関連企業等誘致・活性化事業 

沖縄県の情報通信関連産業の集積を図るための担当者を配置し、国内外イ

ベントへの出展、企業誘致パンフレットの作製、配布等により沖縄県の情報通信

関連施策を広くＰＲするとともに、県内への立地に関心のある企業に対して、県

内教育機関等へのアテンド業務や不動産等の情報提供を行うなどの誘致活動を

実施する。 
 また、企業の高度化に資するセミナー等を開催するとともに、関係機関等と

のネットワークづくり、新規に立地した企業等のフォローアップ等を行い支援する。 
 
     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2020 年度計画 
国内外ＩＴ展示会への出展 4回 



 

14 

 

国内外企業向け沖縄県セミナー

（仮称）の実施 2回 

国内外企業向け視察ツアー・ビジ

ネスマッチング 1回 

「ＩＴBridge 沖縄」の運営・拡充 週 1更新 
セミナー＆ビジネス交流 3回＆1回 

 

   (３)  【継続・箇所新規】ネットワークの管理・保守業務 

沖縄県の行政情報ネットワークの基礎である CORAL 基幹システムや沖縄県

企業局ネットワークシステム、沖縄県教育情報ネットワーク及び沖縄県病院事業

局ネットワークシステムの各種サーバ及びネットワーク機器の設定や保守等を行

い、安全でかつ円滑に運用するための管理運営を行う。 
なお、当該業務は以下の 3つに分類される。 
・沖縄県ＣＯＲＡＬ基幹システム管理業務 
・沖縄県企業局ネットワークシステム活用支援業務 
・沖縄県教育情報ネットワークシステム管理及び機器保守業務 
・病院事業局 CORAL ネットワークにかかる端末及び利用者等管理システム

の運用保守（新規） 
 

      【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

各種ネットワークシステムの管理 
運営 

安全でかつ円滑な運用 
の実施 

 

６ 自主事業 

   (1) 【継続】ＩＳＣＯ新事業開発・広報等推進事業 
①収益構造の改善を図るため、経営戦略の検討チームを ISCO内に設置し、新 
経営戦略の策定に向けた取り組みを実施する。 
②国内外の学術機関やイノベーション創出機関、地方公共団体との包括的連携 
協定（ＭＯＵ）の締結促進に係る活動やＩＳＣＯ自主事業（収益事業）の創出検討、 
産業界の課題（ニーズ）を発見し、解決していける環境や仕組みの構築に向けた 
活動を実施する。 
③広報等事業：ISCO の活動を広く周知するため、ホームページやＳＮＳ、メール 
マガジン等を活用して積極的なプロモーション活動を行う。 
④知名度向上活動等：ISCO の活動方針に賛同し、沖縄へＩＴイノベーションを紹 
介するイベント等を行う意向のある民間企業の活動については、共催・後援等の 
形式で関与し、集客協力等を行うことで、ISCO の知名度浸透と向上を図る。 
⑤イベント関連活動等：ISCO の活動を広く浸透させるために、定期的にセミナー

等のイベントを開催し、賑わいを創出する。またコミュニティの醸成を目的として、
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技術系セミナーや、ＩＴ活用セミナーに加え、社会構造の変革に対応し破壊的な

創造を行う人材を紹介するセミナー等、多様なステークホルダーが参加できる枠

組みを提示し、「共創」のために人が集う環境を形成する。 
 

      【事業活動目標（KPI）】 
項目 2020 年度計画 

新経営戦略の策定 1件 
包括連携協定 ５件 

（今後は、協定締結先と 
の具体的な取り組み実施 
に注力する） 

会員向けセミナー 2回：上半期・下半期 
ISCO 会員誌発行 4回：四半期ごと 
ISCO 会員交流会 4回：四半期ごと 

※セミナー等イベントと合 
わせて開催 

ISCO 会員連携事業 １件 
 


