北海道ニュートピアデータセンター研究会 第1回定期総会
議事録
⽇時︓2020年10⽉10⽇(⼟) 9:00〜10:45
会場︓オンライン (ZoomミーティングID: 988 7053 0070)
出席者︓⼭本、有⽥、江崎、岸上、中村、⿊瀬、柳川、藤原、村井、古⽥、前⽥、⽥中、
ユハ・サウナワーラ、吉⽥、三⾕
委任状提出者︓村⽥（議⻑へ委任）
オブザーバ︓古久保、⼤久保、樋⼭
議事録作成︓吉⽥、三⾕
１. 総 会 成 ⽴ の 資 格 確 認
役員・法⼈代表会員(事務局案16名)の過半数である合計16名(内委任状1名)の出席により、
会則(案)第12条7項に基づく総会の成⽴が確認された。
２. 開 会 の 辞
事務局吉⽥が開会を宣⾔した。
３. 代 表 挨 拶
⼭本発起⼈代表が挨拶を⾏った。
４. 議 ⻑ 選 出、 議 事 録 署 名 ⼈ 選 出
会則(案)第12条6項に基づいて、⼭本発起⼈代表が議⻑に選出された。
議⻑より、議事録署名⼈は江崎発起⼈副代表、⽥中発起⼈の2名が指名された。
５. 議事進⾏
第1号議案 会則承認の件
出席者全員による検討の後、会則(案)が⼀部修正され、別紙1の内容で全会⼀致にて承認さ
れた。
第2号議案 2020年度役員選任の件
第1号議案にて承認された会則（以後会則という）の第5条4項に基づいて運営委員を選任
し、第12条5項(3)に基づいて、全会⼀致で承認した。
引き続き、会則第4条2項に基づいて運営委員より役員を選任し、これを出席運営委員の全
員による同意(全運営委員の過半数)で承認した。
2020年度の運営委員ならびに役員の⼀覧を別紙２に⽰す。

第3号議案 会費規定承認の件
全会⼀致にて承認された
第4号議案 2020年度活動計画承認の件
全会⼀致にて承認された。
第5号議案 2020年度予算案承認の件
全会⼀致にて承認された。
６. 閉会 の 辞
⼭本代表が開会を宣⾔した。
以上。

別紙１
北海道ニュートピアデータセンター研究会 会則
第１条（名称）
本会は、「北海道ニュートピアデータセンター研究会」と称する。
第２条（住所）
本会は事務局をクラウドネットワークス株式会社（北海道札幌市清⽥区北野⼆条２丁⽬２０
－１）内に置く。
第３条（⽬的）
本会は新型コロナ時代を経て、予期できない災害や変⾰に対応できるオープンで強靭なグ
ローバル社会を創造し、我が国のデジタル⽴国を先導するために、北海道における以下のよ
うな活動を企画・提案・実⾏することを⽬的とする。
・国内データセンター配置のあるべき姿を検証し、北海道にデータセンターを多数⽴地する
ことの効果と重要性を議論する。
・北海道の地理的な位置や、北極海海底ケーブル敷設計画の活発化に伴う、我が国の海底
ケーブルトポロジに対する北海道の役割を議論する。
・太平洋側、⽇本海側を結ぶ北海道ICTコリドールの具体化を⽬指す。
・北海道への、光海底ケーブルランディングのフリーポート設置を⽬指す。
・データ、物流、⼈流が⼀体化した拠点を北海道に作り、⽇本のニューノーマルの形とす
る。
・再⽣可能エネルギーを活⽤した世界基準のデータセンターに関する研究開発活動を喚起す
る。
・その他我が国のデジタル⽴国に貢献するために必要なこと。
第４条（役員）
本会は、役員として、代表１名、副代表若⼲名、監事１名とする。
２ 代表、副代表、監事は運営委員より選任し運営委員会で議決する。
３ 代表は、本会を代表し会務を統括する。
４ 副代表は、代表を補佐し、必要に応じて代表の職務を代⾏する。
５ 監事は、本会の会計年度終了後に監査を⾏い、総会に報告する。
６ 本会の役員の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定
期総会の終結の時までとする。ただし、監事を除き、再任は妨げない。
第５条（運営委員会）
本会の⼈事、財務、運営⽅針、その他の重要な事項については、運営委員会の決議をもって
決定する。
２ 前項の決議は、議決権の過半数をもって⾏う。ただし、同数の場合は代表の意⾒をもっ
て決定する。
３ 前項の議決権は、各運営委員がそれぞれ１ずつ有しているものとする。
４ 運営委員は会員より選任し総会で議決する。運営委員には、その在任中であっても会員
として、本会則に定められる各条項が適⽤される。ただし、会員の種別にかかわらず総会に
おいての議決権は１のみ有しているものとする。

第６条（事務局）
事務局は、運営委員会の指⽰のもとに事務局業務を⾏う。
２ 事務局は、本会の庶務事項および会計業務のほか、本会の活動計画の企画・推進および
広報・渉外活動の窓⼝業務を⾏う。
第７条（会員）
本会の⽬的に賛同して⼊会を申し込み、運営委員会が承認した者を会員とする。
２ 会員は法⼈会員（法⼈代表会員および法⼈⼀般会員）、または賛助会員とする。
３ 法⼈会員は、会費を納⼊した法⼈に所属する会員とする。法⼈ごとに１名を法⼈代表会
員とする。法⼈⼀般会員はその他の者とする。
４ 賛助会員は個⼈、または⾏政機関等の、⼀般法⼈以外の団体に属する会員とする。
５ 総会での議決権を有する者は、法⼈代表会員とする。
第８条（会員の退会）
会員は、運営委員会に届け出れば、いつでも退会することができる。
２ 法⼈会員であって会費を納付しなかったときは、退会したものとみなす。
第９条（会計）
本会の会計は、会費、賛助⾦、寄付⾦、補助⾦等をもって充てる。
第１０条 （会計年度）
本会の会計年度は、毎年４⽉１⽇に始まり、３⽉３１⽇に終わる。
第１１条（会費）
会員は別途定める会費を納付する。
第１２条（総会）
総会は、運営委員、法⼈代表会員によって構成され、代表が招集する。
２ 総会は、定例総会および臨時総会とする。
３ 定例総会は、毎年１回開催する。
４ 臨時総会は、必要の都度代表が招集する。
５ 総会は、次の事項について議決する。
(1) 活動計画および予算
(2) 活動報告および決算
(3) 運営委員の承認
(4) 会則の変更
(5) 会費の改定
(6) 解散
(7) その他上記に準ずる重要事項
６ 総会の議⻑は代表もしくは代表の指名した者が務める。
７ 総会は、役員および法⼈代表会員の、過半数の出席により成⽴する。ウェブ会議、テレ
ビ会議、⾳声会議等でのシステムによって総会を開催することも可能とする。やむを得ない
理由により総会に出席できない者は、書⾯、もしくは電磁的⽅法をもって表決し、⼜は他の
会員を代理⼈として表決を委任することができる。
８ 総会の議事は、別条に定める場合を除き、出席した役員、法⼈代表会員および法⼈代表
会員が代理⼈と定めた法⼈⼀般会員の、過半数で議決するものとする
９ 総会の議事については、事務局が議事録を作成し、議⻑の指名した者２名が署名する。
第１３条（会則の変更）
この会則は、運営委員および法⼈代表会員の、全てにおける３分の２以上の議決で変更する
ことができる。

第１４条（守秘義務）
本会会員は、運営委員会の同意がある場合を除いて、本会の活動に関する情報を本会会員以
外の者に開⽰してはならない。
２ 本会会員は、本会の活動の上で知った他の本会会員の機密情報を、当該他の本会会員の
同意なしに第三者に開⽰してはならない。
３ 以下の各号あたるものは、前項の機密情報にあたらないこととする。
⼀.
本会会員が知った時点で既に公知または公表されているもの
⼆.
本会会員が知った後に、当該会員の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
三.
本会会員が正当な権限を有する第三者より適法に取得したもの
第１５条（誠実義務）
本会会員は、本会に関する業務に関連して、問題が発⽣したときは、誠実に話合いをするも
のとする。

付則（２０２０年１０⽉１０⽇）
この会則は、２０２０年１０⽉１０⽇から施⾏する

別紙2
北海道ニュートピアデータセンター研究会 2020年度運営委員
本会役職名
代表
副代表
副代表
副代表
監事

事務局
事務局

氏名
山本 強
江崎 浩
岸上 順一
村井 純
前田 章博
有田 大助
黒瀬 善仁
ユハ・サウナワーラ
田中 邦裕
中村 秀治
藤原 洋
古田 敬
村田 英司
柳川 直隆
三谷 公美
吉田 淳

所属/肩書/役職等
北海道大学 産学・地域協働推進機構 特任教授
東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 WIDEプロジェクト 代表
室蘭工業大学 特任教授 W3C ボードメンバー
慶應義塾大学 教授 WIDEプロジェクト Founder
ビットスター(株) 代表取締役CEO
アルテリア・ネットワークス(株) 取締役専務執行役員CCO
京セラコミュニケーションシステム(株) 代表取締役社長
北海道大学 北極域研究センター 助教
さくらインターネット(株) 代表取締役社長
(株)三菱総合研究所 執行役員 営業本部長
(株)ブロードバンドタワー 代表取締役会長 兼 社長CEO
Digital Edge社 日本代表
王子エンジ二アリング(株) 代表取締役副社長 営業技術本部長
(株)フラワーコミュニケーションズ 代表取締役 北海道産業集積アドバイザー
一般社団法人LOCAL 理事、さくらインターネット(株) 企画推進部
クラウドネットワークス(株) 代表取締役

在任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任
新任

