
                                                              

 

平成３０年度事業報告書 

 

 

 

  通信回線の高速化や技術革新、情報インフラの発達などは、豊かな社会の形成に貢献す

るものとして期待されている。 

このような情報化社会の中で、ＮＰＹビルを「県の情報センター」として位置づけ、県

民サービスに直結する各種行政システム等のサーバー機器類を配置しているとともに、市

町ネットワークの管理運営を行うなど、当財団は社会的な役割を担っている。 

また、平成３０年度に公表された県の総合計画「やまぐち維新プラン」において、「産

業維新：第４次産業革命の進展を捉えたビジネスの創出や生産性の向上」の中で、多様な

サービスの創出に向けたオープンデータ（商用等の二次利用が可能な公共データの積極的

な公開）の推進が取り入れられるなど、今後の情報化社会の動きに沿った重点的な施策の

推進が見込まれるため、県と連携を図りながら、地域の情報化の推進を図ることとする。 

  このような中、近年、国においては、「オープンデータ基本指針」等を定め、その後もオープ

ンデータを推する施策を展開しており、山口県においても、行政が保有する公共データの適正

かつ効率的な活用を図るため、オープンデータの推進に努めている。 

このため、「ニューメディアプラザ山口」において、オープンデータの必要性や進め方、そ

の活用を進めるためマルチメディア講演会を開催し、多くの一般県民、県・市町職員、民

間企業の参加を得た。 

 

    以上、平成３０年度における、主な事業の概要について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

○ 事業の実施状況について 

 １ 法人会計 

  (1) 管理運営事業 

   ア  臨時評議員会（決議の省略）  

      ・  評議員会の決議があったものとみなされた日 平成３０年４月６日（金） 

   ・ 評議員の決議事項の提案をした者             理事長 

   ・  議事録の作成に係る職務を行った者           理事長 

      ・  決議事項                   理事４名の選任の件 

   イ  臨時理事会（決議の省略）  

      ・  理事会の決議があったものとみなされた日  平成３０年４月１８日（火） 

   ・ 理事会の決議事項の提案をした者             理事長 

   ・  議事録の作成に係る職務を行った者           理事長 

      ・  決議事項                      副理事長の選定の件 

   ウ  平成３０年度第１回定時理事会  

      ・  日 時  平成３０年５月２９日（火） 

   ・ 場 所  山口市熊野町１番１０号 

          ニューメディアプラザ山口 ２階 会議室 

   ・  議事等   平成３０年度職務執行状況の報告について             

             平成２９年度事業報告について             

              平成２９年度収支決算について         

              平成２９年度公益目的支出計画実施報告書について             

                    任期満了に伴う理事候補者の選任について 

              任期満了に伴う監事候補者の選任について 

平成３０年度定時評議員会の招集について 

   エ  平成３０年度定時評議員会  

      ・  日 時  平成３０年６月１９日（火） 

   ・ 場 所  山口市熊野町１番１０号 

          ニューメディアプラザ山口 ２階 会議室 

   ・  議事等   平成２９年度事業報告について 

             平成２９年度公益目的支出計画実施報告書について 

              平成２９年度収支決算について 

                    任期満了に伴う理事の選任について 

              任期満了に伴う監事の選任について 

   オ  臨時理事会（決議の省略）  

      ・  理事会の決議があったものとみなされた日  平成３０年６月２７日（月） 

   ・ 理事会の決議事項の提案をした者             理事長 

   ・  議事録の作成に係る職務を行った者           理事長 

      ・  決議事項  理事長、副理事長及び専務理事の選定の件 

   カ 平成３０年度第２回定時理事会  

      ・  日 時  平成３１年３月２７日（水） 

   ・ 場 所  山口市熊野町１番１０号 

          ニューメディアプラザ山口 ２階 会議室 

   ・  議事等  平成３０年度職務執行状況の報告について 

          平成３１年度事業計画について 



                                                              

             平成３１年度収支予算案について 

          公益目的支出計画の変更認可申請について 

              臨時評議員会の開催について 

  キ  監査 

      ・ 日 時  平成３０年５月１８日（金） 

    ・ 場 所  山口市熊野町１番１０号    

                    ニューメディアプラザ山口  ２階 

    ・ 議 事    平成２９年度事業報告及び収支決算 

                    平成２９年度公益目的支出計画実施報告書 

 

２ 実施事業等会計          

 (1) 高度情報化の推進 

    ア  普及啓発事業    

       行政が保有する公共データの適正かつ効率的な活用を推進するため、山口県がオー

プンデータの推進に努めている中、当財団の平成３１年度新規事業による「オープン

データカタログサイト（仮称）の構築」に向け、その必要性とともに、進め方や活用

状況に関する一般県民、市町、民間企業等を対象としたマルチメディア講演会を開催

しており、講演後のアンケート結果においても、概ね好評を得ている。 

  【マルチメディア講演会】 

実 施 日 平成３１年３月１３日（水） 

場   所 

 

ニューメディアプラザ山口 

 多目的シアター、イベントホール 

 

 

講  演 

 

内  容 

 

 

テーマ１ 「オープンデータの必要性と進め方」 

講  師 

 

（一社）データクレイドル 

  代表理事    新免 國夫氏 

テーマ２ 「オープンデータ推進支援～事例紹介」 

講  師 

 

（一社）データクレイドル 

  理 事     大島 正美氏 

参加者数 １２５名 

     

イ 地域情報化に係る展示・講演 

        情報通信技術の普及を目的として、当財団の施設であるイべントホールや多目的 

   シアターにおいて、情報通信機器等に関する一般開放型の企画展示や情報関連企業等 

   が情報通信技術関連の講演会、情報機器の展示・実演等を行う場合にこれらの施設を 

   貸与しており、今後とも、利用促進を図っていく。 

     

  ウ コンピュータルーム運営事業 

情報処理機器が安全かつ安定して稼働できるよう整備するとともに、ＮＰＹビル７

階を「県情報センター」と位置付け、県民サービスに直結する各種行政システム等の

サーバー機器類を配置しており、併せ、システムの安定稼働に資すようコンピュータ

ルームの適正な管理に努めた。 



                                                              

 

(2) 情報通信に係る地域間格差の是正 

  ア  民放テレビ放送難視聴解消事業 

      現有資産の適正な管理に努めた。 

  イ  移動通信用鉄塔施設整備事業 

     現有資産の適正な管理に努めるとともに、当初建設した本郷基地局において、移動

通信事業者が大規模災害時における安定的な移動通信サービスを確保するためのマイ

クロエントランス装置を増設しており、伝送路回線の強化（有無２ルート化）を図っ

ている。 

 

３ その他の会計  

(1)  不動産管理事業     

    ア  不動産管理運営事業     

      今後も、ＮＰＹビルが高度情報通信の拠点施設としての役割を果たしていくため、

円滑な施設運営とともに、空きテナントの解消等による安定した経営を図ることが重

要である。 

        このため、テナント募集に力を注ぐことで入居率の向上に努め、安定した財源確保

を図り、財団の経営の安定及び経営基盤の強化に努めた。結果、平成３１年４月１日

現在の入居率は、９４．８０％（対前年比３．６５％の増）、空き室は２室となって

いる。 

また、築後２９年となった当ビルでは、これまで空調設備の改修、照明制御システ

ム、照明機器のＬＥＤ化、非常用自家発電機設備・昇降機等の改修工事等を行い、平

成３０年度においても、ビル屋上受変電設備（高圧盤）の更新を行った。 

    併せ、平成３０年度にはＮＰＹビル建物・設備劣化診断を実施し、その診断結果に

基づき、平成３１年度には施設の大規模な改修、修繕等について、資金繰り等を考慮

の上、計画を策定することにしている。 

    イ  利用施設運営事業  

    多目的シアター及びイベントホールの利用状況は、下記表のとおりとなっている。

なお、近年の利用率は、前年度同等又は増加をしていたが、平成３０年度には減少 

となった。 

このため、利用率の増加に向け、当財団の自主企画事業を計画した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【多目的シアター及びイベントホールの利用状況】 



                                                              

年 度 多目的シアター イベントホール 

使用日数 ｵｰﾌﾟﾝ日数 利用率 使用日数 ｵｰﾌﾟﾝ日数 利用率 

12 124 301 41% 99 303 33% 

13 122 297 41% 43 305 14% 

14 108 303 36% 73 307 24% 

15 117 305 38% 80 311 26% 

16 124 302 41% 80 309 26% 

17 141 301 47% 75 310 24% 

18 131 309 42% 62 312 20% 

19 140 309 45% 66 309 21% 

20 134 310 43% 64 310 21% 

21 133 301 44% 57 311 18% 

22 111 308 36% 70 310 23% 

23 109 308 35% 55 309 18% 

24 106 354 30% 42 356 12% 

25 92 325 28% 41 358 11% 

26 109 352 31% 42 355 12% 

27 115 352 33% 42 356 12% 

28 115 338 34% 42 337 12% 

29 111 324 34% 42 328 13% 

30  88 355 25% 39 359 11% 

 

(2) ニューメディア推進事業 

   ア 市町ネットワーク運営事業 

    県がインターネットの接続口を一つに集約して高度なセキュリティ監視を行う「山

口県情報セキュリティクラウド」を平成２８年度に構築したことに伴い、平成３０年

度には、市町ネットワーク運営事業においても１市が回線の増速を図った。 

    また、ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）と保守契約を締結し、安定運用に努 

   めている。   

           

 

 

 

 

 

事業報告の附属明細書 

 

  平成３０年度事業報告書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３

４条第３項に規定する付属明細書「事業の内容を補足する重要な事項」がないので省略する。 

 


