
令和２年７月１６日 

 

会 員 各 位 

 

いばらき eスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会事務局長 

（茨城県産業戦略部産業政策課長）   

 

令和２年度いばらき eスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会第１回総会 

の開催について 

 

時下，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 皆様方におかれましては，当協議会の設立趣旨にご賛同のうえ，協議会へのご参加を賜り，

厚く御礼申し上げます。 

お陰様を持ちまして，６月３０日時点で７９の会員の方にご参加いただいております。 

今後，県内での eスポーツの一層の盛り上がり，さらには関連産業の活性化に向けた活動

を進めてまいりますので，皆様方のご理解，ご協力をお願いいたします。 

 

さて，当協議会の第１回総会につきましては，令和２年３月２５日に開催し，役員の選任，

今年度の活動内容等についてご審議いただく予定でしたが，新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から，開催を延期させていただいたところです。 

その後，開催可能な時機をうかがっていたところですが，引き続き，感染拡大防止に向け

た取り組みが必要であることから，誠に勝手ながら，今年度の第１回総会については，書面

開催とさせていただきたいと存じます。 

つきましては，下記のとおり総会資料を送付いたしますので，内容をご確認の上，決議書

等の提出をお願いいたします。 

 

なお，議案につきましては、ご提出いただいた決議書のうち、賛成が半数を超えた場合に

可決とさせていただきます。何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 

 
１ 送付資料 

（１）議案関係 

  ・書面決議書 

   ・第１号議案 規約の制定について 

   ・第２号議案 令和２年度役員の選任について 

   ・第３号議案 令和２年度事業計画について 

 （２）その他 

・資料１ 協議会会員一覧（令和２年６月３０日現在） 



・資料２ 令和２年度いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト事業について 

・資料３ 「いばらきｅスポーツリーグ（仮称）」（企業等対抗戦）実施アンケート 

・資料４ 事務局からのご案内 

 

２ 議案及びアンケートの回答方法 

 （１）専用 Web ページによる回答 

    以下のサイトにアクセスいただき，令和２年７月３１日(金)までに 

Web 上で回答をお願いします。 

 
https://forms.gle/SugSSyXRtBy859hj7 

     

    また，スマートフォン用の QR コードを作成いたしました。 

    こちらのコードを読み込み，アクセスすることも可能です。 

 

     

 

 （２）書面による回答 

    （１）による回答が難しい場合には，別添の書面決議書及びアンケートをご記入の

上，令和２年７月３１日(金)までに FAX または e-mail で以下へ送付願います。 

   

（送付先） 

茨城県産業戦略部産業政策課 小野 

    TEL：０２９－３０１－３５２３ 

    FAX：０２９－３０１－３５３９ 

    e-mail：shosei2@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



書面決議書 

令和２年 月 日 

 

会員名（法人等名）  

 

令和２年度いばらき e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会第１回総会について、次

のとおり議決に関する権限を行使します。 

 

 

第１号議案 規約の制定について 賛成・反対 

第２号議案 令和２年度役員の選任について 賛成・反対 

第３号議案 令和２年度事業計画について 賛成・反対 

（※各議案について「賛成」「反対」のどちらかに○をつけてください。 

  議案に関して補足のご意見がありましたら，下欄にご記入ください） 

 

協議会の運営に関するご意見，ご要望等がありましたら，ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご連絡先＞ 

所属  

ご担当者名  

 



第１号議案 

 

いばらき eスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会規約の制定について 

 
 
いばらき e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会の規約について、次のとおり定めた

いので、総会の承認を求めます。 
 
  



いばらき eスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会規約 （案） 

 

（名称） 

第１条 本会は，いばらき eスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会（以下「協議会」と

いう。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は，産学官が連携して本県での eスポーツの一層の振興を図ることで，関連

産業の活性化や新産業の創出，さらには全国へ向けた茨城の魅力発信につなげ，もって県

民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 協議会は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 

 （１）eスポーツに関心を有する企業，機関等によるネットワークの形成と拡大に資する

事業 

 （２）eスポーツの普及，啓発に資する事業 

 （３）eスポーツを通じた産業振興，地域振興に資する事業 

 （４）その他，協議会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第４条 協議会の会員は，本会の目的に賛同し，eスポーツに係る取組を実施している，又

は実施を検討している次の者により構成する。 

（１）県内に主たる事業所又は支店，営業所等を置く企業 

（２）大学，研究機関又は教育機関等 

（３）行政機関，関係団体等 

（４）その他，第２条の趣旨に賛同する法人又は任意団体で，第６条に定める会長が認め

たもの 

 

（入会及び退会） 

第５条 入会を希望する者は，別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。 

２ 会員は，別に定める退会届を会長に提出し，退会することができる。 

 

（役員） 

第６条 協議会には，次の役員を置く。 

 （１）会長   １名 

 （２）副会長  ２名 

 （３）幹事  １０名以内 

２ 役員は，会員の中から総会において選任する。 

３ 役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。 



（職務） 

第７条 会長は，協議会を代表し，会務を総括する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。 

３ 幹事は，協議会の目的を円滑に進めるため，必要な業務を執行する。 

 

（総会） 

第８条 総会は，必要に応じて会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 総会は，協議会の事業及び運営に関する次の事項について審議，決定する。 

（１）規約の改廃 

（２）事業計画及び事業報告の承認 

（３）その他，協議会の事業運営に関する重要事項 

３ 総会の議事は，出席した会員の過半数をもって決定し，可否同数のときは議長の決する

ところによる。 

４ 総会は，必要があると認めるときは，招集を行わず，書面その他の方法により開催する

ことが出来る。 

５ 議長は，必要があると認める場合には，会員以外の者に出席を求め，その意見を聴くこ

とができる。 

 

（会費） 

第９条 協議会の会費は，当面の間，無料とする。 

 

（事業年度） 

第 10条 協議会の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

 

（事務局） 

第 11 条 協議会の事務局は，茨城県産業戦略部産業政策課が実施する「いばらきｅスポー

ツ産業創造プロジェクト」の運営事務局内に置く。 

２ 協議会の事務局長は，茨城県産業戦略部産業政策課長をもって充てる。 

 

（補則） 

第 12 条 本規約に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定め

る。 

 

附則 

１ 本規約は，令和２年 月 日から施行する。 

２ 協議会設立当初の役員の任期については，第６条第３項の規定にかかわらず，協議会設

立の日から令和３年度の最初の総会の日までとする。 

３ 協議会設立当初の事業年度は，第 10 条の規定にかかわらず，協議会設立の日から令和

３年３月末日までとする。 



第２号議案 
 
令和２年度いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会役員の選任について 
 
 
令和２年度いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会役員について、協議

会規約第６条に基づき，次のとおり選任したいので、総会の承認を求めます。 
 

 

役 職 氏 名 所 属 等 

会 長 幡谷俊一郎 茨城トヨペット（株） 代表取締役副社長 

副会長 高橋 義雄 筑波大学体育系 准教授 

副会長 沼田 安広 （株）茨城新聞社 代表取締役社長 

幹 事 鈴木 達二 鈴縫工業（株） 代表取締役社長 

幹 事 関根 俊哉 （株）エム・データ 代表取締役社長 

幹 事 沼田 邦郎 （株）ＦＣ水戸ホーリーホック 代表取締役社長 

幹 事 山路  薫 （株）日刊工業新聞社 茨城支局長 

幹 事 和田 幸哉 （株）アプリシエイト 代表取締役社長 

 （敬称略・五十音順） 
 
 
 
（参考） 

いばらき eスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会規約（抜粋） 

 ※第１号議案が承認された場合の規約 
 

第６条 協議会には，次の役員を置く。 

 （１）会長   １名 

 （２）副会長  ２名 

 （３）幹事  １０名以内 

２ 役員は，会員の中から総会において選任する。 

３ 役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。 

  
 



第３号議案 

 

令和２年度事業計画について 

 

 

令和２年度事業計画について、協議会規約第６条に基づき，次のとおり定めたいので、

承認を求めます。 



いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会 令和２年度事業計画 

 

１．事業方針 

全国都道府県対抗 e スポーツ選手権の開催により高まったｅスポーツへの意識，関

心を，県内関連産業の活性化や新産業の創出，さらには全国へ向けた茨城の魅力発信

につなげていくため，会員間が連携・協力して，イベントの開催や普及・啓発事業を

実施することで，産学官が連携した e スポーツの振興に取り組む土壌づくりを進め，

県内での eスポーツの一層の盛り上がりを推進する。 

 

２．事業内容 

（１）総会等の開催 

   以下の（２）～（４）の事業について協議するため，総会及び勉強会，幹事会を

開催。 

    ・総会    ２回 

必要に応じ臨時総会を開催 

    ・勉強会   ３回程度 

    ・幹事会   必要に応じ招集 

 

（２）全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権 2020 KAGOSHIMA ウイニングイレブン  

予選大会の開催 

ア 茨城県予選     

・関東ブロック大会に出場する代表決定戦。10 月開催予定。 

イ 関東ブロック大会  

・１都６県＋山梨県の代表チーム（一般，高校生）によるブロック大会。 

県内で 11 月開催予定。優勝者が全国大会へ出場。 

※ 当協議会の役員企業を中心に，実行委員会を設立して運営。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては，オンライン開催も検討。 

※ ウイニングイレブン以外の他５タイトル（実況パワフルプロ野球，ぷよぷよｅスポーツ，

グランツーリスモ SPORT，パズル＆ドラゴンズ，モンスターストライク）については，ゲ

ーム会社等が主催する予選大会へ協力。 

   

（３）企業等対抗戦   

会員間の親睦や交流，県内ｅスポーツ機運の醸成を図るため，対抗戦を実施。 

 （日程案） ７月～９月：レギュレーションの決定，参加チームの募集 

         １０月～１月：対抗戦の実施 

 

（４）普及，啓発活動 

・県内で開催されるゲーム会社等が主催するイベントへの協力 

・各種イベント等へのブース出展（ミニイベント，体験会等） 等 



・福祉施設等との連携（高齢者のｅスポーツ体験，引きこもり対策等） 

  ・ｅスポーツの教育的効用に関する大学等の研究活動への協力 



資料１

区分 法人名 区分 法人名

1 企業 CYBERDYNE(株) 40 教育機関 いばらき地域づくり大学・高専コンソーシアム

2 EWORKS(株) 41 学校法人　水戸電子専門学校

3 JTB水戸支店 42 (学)田中学園 水戸啓明高等学校

4 NPO法人　Body Products 43 ルネサンス高等学校

5 NTT-ATテクノコミュニケーションズ(株) 44 関係団体 (一社)茨城県観光物産協会

6 NTT東日本(株) 45 (一社)茨城県経営者協会

7 (株)アウトソーシングテクノロジー 46 (公社)茨城県作業療法士会

8 (株)アプリシエイト 47 茨城県商工会議所連合会

9 (株)稲見精密 48 茨城県商工会連合会

10 (株)茨城新聞社 49 茨城県中央企業団体中央会

11 (一社)茨城先進産業支援協会（WAKU×2 いばらき） 50 下妻市esports実行委員会

12 茨城トヨペット(株) 51 (一社)土浦青年会議所

13 (株)茨城放送 52 行政機関 茨城県

14 いわま整骨院 53 阿見町

15 (株)エム・データ 54 石岡市

16 関東情報サービス(株) 55 潮来市

17 関東鉄道(株) 56 牛久市

18 (株)システムデザイン 57 笠間市

19 (株)常総ツーリスト 58 鹿嶋市

20 (株)常陽銀行 59 かすみがうら市

21 鈴縫工業(株) 60 神栖市

22 関彰商事(株) 61 河内町

23 (株)長寿荘 62 古河市

24 (株)テックライン 63 五霞町

25 東京海上日動火災保険(株) 64 下妻市

26 (株)ドコモCS　茨城支店 65 城里町

27 凸版印刷(株) 66 大子町

28 (株)日刊工業新聞社 67 高萩市

29 (株)日本旅行 68 土浦市

30 根本電興(株) 69 東海村

31 (株)パブリックアート 70 那珂市

32 (株)日立国際電気 71 行方市

33 (株)日立リアルエステートパートナーズ 72 常陸太田市

34 (株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック 73 ひたちなか市

35 (株)ミライト　茨城支店 74 鉾田市

36 名鉄観光サービス(株) 75 水戸市

37 (株)ユードム 76 守谷市

38 (株)ワンダーコーポレーション 77 結城市

39 (株)セイビ堂 78 龍ケ崎市

79 その他 森零（モリリン）

いばらきeスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会会員一覧(令和２年６月３０日現在)



産業戦略部産業政策課産業企画Ｇ（029-301-3523）

１ ｅスポーツ競技環境の整備（10百万円）
・企業等が行うイベント開催やチームづくりの支援

・ｅスポーツ産業創造フォーラムの開催

２ 人財育成（20百万円）

(1) いばらきｅスポーツアカデミー

企業や学校関係者を対象とした定期的な講座の

開催，ｅスポーツの社会的意義等の調査・研究

(2) いばらきｅスポーツ推進事業

ｅスポーツ関連企業経営者やプロプレーヤーなどを活用し，

県内でのｅスポーツの普及，産業化に向けた取組を推進

(3) いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト推進協議会

ｅスポーツ産業の拠点形成に向けて，産学官が連携したプラットフォームを設置し，

ビジネス参入やイベント開催を支援

国体での大会開催実績を活かし，「ｅスポーツの拠点・茨城」のブランド化と関連産業
の誘致・創出を図るため，ｅスポーツ競技環境の整備や人財育成を進めます。

【Ｒ2当初予算額 30百万円】

いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト事業

資料 ２



資料 ３ 
 

「いばらきｅスポーツリーグ（仮称）」（企業等対抗戦） 実施アンケート 

 
企業対抗戦の実施にあたり，企画内容の参考とさせていただきたいので，以下の質問について，該当

するものに○をつけてください。 
 
◆現在，社内に e スポーツクラブやサークルはありますか。 
  ある  わからない  ない 
 
◆社内でｅスポーツやゲームに詳しい，または興味のある社員がいますか。 
  いる  わからない（確認していない）  いない 
 
◆企業等対抗戦を開催するとしたら社として参加できますか。 
  参加できる  タイトルによっては参加できる  参加できない  今後検討したい 
 
◆社として参加できる場合，都合の良い曜日はありますか。（複数回答可） 
  月  火  水  木  金  土  日 
 
◆参加できる状況として，どちらが望ましいですか。 
  オンライン  オフライン 
 
◆どのようなタイトルなら参加しやすいですか。（複数回答可） 
  ウイニングイレブン  ぷよぷよ  スマッシュブラザーズ  ストリートファイター 
  スプラトゥーン２ モンスターストライク  パズル＆ドラゴンズ  ブロスタ 
  シャドウバース   その他（                    ） 
 
◆企業等対抗戦を通して期待することはなんですか。 
 （例：企業間のコミュニケーション，e スポーツクラブやサークルの設立，人材育成など） 
 
 
 
 
 
◆企業等対抗戦に関してご意見等がございましたら，ご自由にお書きください。 
 
 
 
 
 

       ご協力，ありがとうございました。 
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いばらき e スポーツ産業創造プロジェクト 

事務局よりご案内 

 

e スポーツ事業に取り組む皆様を，事務局はさまざまな形でサポートいたします。 
 

●e スポーツ活動・イベント開催などのご相談 

 いざ e スポーツを始めてみようとしたが，いまだやり方がわからない，イベントの開催の
方法がわからない，そんなときはいつでもご相談ください！！ビジネスに関するご相談は
もちろん，社内レクリエーション，地域のイベントでのｅスポーツ体験コーナーの設置等
何でも構いません。当プロジェクト事務局又は専門のアドバイザーがお手伝いいたしま
す！まずはお気軽にお問い合わせください。 

 

●ゲーミング機器の貸し出し 

 当プロジェクトでは e スポーツ専用機器の貸し出しをしています。(別紙参照) 
自社の e スポーツ部の活動や他社との e スポーツ大会・交流会などにぜひご活用ください。 
 

●ホームページ・Twitter による情報発信と拡散 

 当プロジェクトではホームページと Twitter を活用して，e スポーツに関するあらゆる情
報の収集や発信，県内 e スポーツイベントや大会のお知らせ等を行なっております。 
 皆様からもぜひ，e スポーツに関する情報をご提供いただければと思っております。 

e スポーツ交流会のお知らせや，企業対抗戦の呼びかけなど，企業間のコミュニケーショ
ンを図るツールになれるかもしれません！ 
 
 
 
＜いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト事務局＞ 
 電話：029-301-3523   

e メール：shosei2@pref.ibaraki.lg.jp 
 HP お問い合わせフォーム：https://www.ibaraki-esports.com/ 
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いばらきｅスポーツ産業創造プロジェクト事務局 貸出備品一覧 
 

令和 2 年 4 月 1 日現在 

種類 メーカー・型式 数量 備考 

ゲーミングパソコン 

（デスクトップ型） 
GALLERIA 
GAMEMASTER GX71G6 

４台  

ゲーミングパソコン 

（ノート型） 
GALLERIA 
GALLERIA GCR1660TGF-QC 

６台  

PlayStation4 PlayStation4 Pro 1TB ４台  

モニター I/O DATA LCD-GC251UXB ４台 24.5 型 

ゲーミングヘッドセット logicool G431 １０台  

ゲーミングキーボード logicool G-PKB-002 ４台  

ゲーミングマウス logicool G-PPD-001r １０台  

ゲーミングマウスパッド logicool G240t １０枚  

ＬＡＮケーブル Buffalo BSLS6ANU100BK １２本  

スイッチングハブ ELECOM EHC-G08MN2-HJB ２台  

HDMI 分配器 Keliiyo HDMIQHQ01 ４台  

HDMI ケーブル Keliiyo HDMIQHQ01 ８本  

DUALSHOCK4 Snowkids WWG-03 １台  

PlayStation4 用ソフト ぷよぷよテトリス １台  

PlayStation4 用ソフト ウイニングイレブン 2020 １台  

PlayStation4 用ソフト 実況パワフルプロ野球 2018 ２台  

PlayStation4 用ソフト スーパーボンバーマン R １台  

PlayStation4 用ソフト グランツーリスモ SPORT １台  

 


