協会だより（'17．5）
公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

「がんばろう！

千葉」

行事報告
４月

４日（火） ＣＨＩＳＡ型新入社員研修開講式：船橋情報ビジネスサービス専
門学校
本事業は１０年目を迎えますが、主に会員企業向けに新入社員
の合同研修会を開催するもので、今年度は１８社８０名と多くの
新入社員の皆さんが開講式に臨み、研修がスタートしました。

４月１４日（金）平成２８年度会計監査：ＣＨＩＳＡ事務局
当協会監事による平成２８年度会計監査が行われました。決算
内容につきましては定時総会で報告させていただきます。
（定時総会：平成２９年６月２３日、ホテルポートプラザちば）
５月１０日（水） 第 1 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室
内容、後掲。

＊ご協力有難うございました！

※平成２９年度の研修日程をホームページに掲載しています。
・研修はどなたでも参加いただけます。
・設定コースの詳細は、当協会ホームぺージ・トップ画面中央上の
バナーからご確認いただけます。
※トップ画面：当協会名称をクリックすると表示されます。
※バナー、テキスト広告募集！！
（広告募集）

・バナー、テキスト広告の募集をしています。
・応募方法の詳細は、ＨＰトップ画面右上、緑色の「バナー、テキ
スト広告募集のご案内」をご覧いただくか、事務局までお問い合
わせください。

行事予定
5 月 26 日（金）

フットサル・キャプテン会議

6月

月間情報記念式典（総務省）

1 日（木）

6 月 10 日（土）

フットサル大会

6 月 13 日（火）

インターンシップマッチング会：モリシアホール

6 月 16 日（金）

新技術調査研究総会発足式

6 月 23 日（金）

平成２９年度定時総会、理事会：ホテル ポートプラザちば
１６時～定時総会、理事会（第２回）
、１７時～懇親会

7 月 13 日（木）

ＡＮＩＡ総会、理事会：霞ヶ関ビル

7 月 13 日（木）

ＡＮＩＡ総会、理事会：霞ヶ関ビル

7 月 29 日（土）

フットサル大会（３情産協団体頂上戦）

9月

ＣＨＩＳＡ懇親ゴルフ大会（キングフィールズ・ゴルフ）

8 日（木）

9 月 13 日（水）

第 3 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

10 月 11 日（水）

第 4 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

10 月 11 日（水）

会員企業懇親会

10 月 12 日（木）

第１８回メトロエリア・グリーン会（相模原ＧＣ）

10 月 20 日（金）

首都圏情報団体合同ビジネス交流会２０１７

11 月

9 日（木） ＡＮＩＡ全国大会（長崎～10）

12 月 13 日（水）

部会長会議

12 月 13 日（水）

第 5 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

1 月 26 日（水）

創立２０周年記念事業、ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会
：ホテル ザ・マンハッタン

3月

2 日（金）

メトロエリア幹部会議

3月

7 日（水）

第 6 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

＊ご参加ご出席をお待ちしています！

平成２９年度第１回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成２９年５月１０日（水） １５：３０～１７：００
２．場 所 ：ＷＢＧマリブウエスト４階 会議室
３．出席者 ：理事、監事、進行役（事務局長）、オブザーバー
４． 議案
（１）審議事項
①平成２９年度定時総会議案書について
平成２９年度定時総会議案書の内容について審議され、本件は原案ど
おりの内容で定時総会に提出することが承認されました。
②平成２９年度定時総会の開催日について
本件は原案どおりの日程・会場で開催することが承認されました。
③内規の制定等について
本件は、経理規程は原案どおり制定することが承認されましたが、部
会長ルールの改定は意見が分かれ緊急性もないため、当面現状どおりと
し、今回は改定しないこととなりました。
④創立２０周年行事予算について
本件は提案どおり、２００万円の特別予算枠を計上することが承認さ
れました。
⑤他団体の相互入会連携について
本件は提案どおり、事業連携のためコンピュータソフトウェア協会と
相互入会することが承認されました。
⑥理事会開催日程の変更について
本件は、メトロエリア・グリーン会が１０月１２日に開催され、スケジ
ュールが立て込むため、１０月１１日開催予定の理事会を１０月１８日
開催に変更する提案があり、提案どおり変更することとなりました。
なお、当日、例年通り「会員企業懇親会」の開催を予定することとなり
ました。
⑦ その他
特記事項はありませんでした。
（２）職務執行状況の報告
定款第２５条３項に定める職務執行状況の報告が、会長、副会長、専務
理事を代表して水上専務理事から行われました。
①会員数１１１社（１１１社、正会員９６、賛助会員１５、５/1 現在）
②４月末現在の月次決算状況、③当協会が千葉商工会議所会報「夢シティ

千葉４月号」で紹介された旨の報告がありました。
（３）部会報告
※詳細、後述。
①部会報告
各部会責任者より、別添え資料に基づき活動実績及び事業計画について
の報告がありました。
②事務局報告
鈴木事務局長より、別添え資料に基づき定例報告及び平成２９年３月に
実施された当協会に対する県の立入調査実施、並びに同講評内容の報告が
ありました。

※部会報告の詳細は、以下のとおりです。
【報告事項】
（１） 部会活動報告
① 企画調査室
坂本室長から以下のとおり報告がありました。
【日時】

平成２９年４月６日（木）１５：３０～１７：００

【場所】

WBG マリブイースト 21 階 CHISA 事務局

【出席者】 坂本るみ（ルミテック）、水上明美（ベイキューブシー）
、
金子哲司（ジィシィ企画）
、吉田善幸（ジーウェイブ）、
竹下菜穂子（デザインパレット）、永島由美子（ジャパン
システムブラッド）
、鈴木事務局長
【議題】

CHISA２０周年行事について

【議事内容】
A. 日程について
・年明けの賀詞交歓会（H30/1/26）に併せることが現実的だと
思われる
・１０周年の時のように、全国大会の誘致は今からだと難しい
・日程を早めに決めて、来賓（知事、市長等）の予定を押さえ
たい
B. 講演会について
・インパクトのある著名な人を低予算で招きたい
・参加者は経営者主体なので、失敗してから這い上がった人が
よい・例えば、南原竜樹氏、堀江貴文氏、北原照久氏等。
まずは南原氏を第一候補に。

C. 予算について
・交歓会の会費を少し高めに設定してその分で豪華さを高める
・CHISA の剰余金から２００万円程度、拠出してもらう
D. その他
・今年度の行事は、「２０周年記念」を可能な限り冠につける
・２０周年特別予算を各部会に配分して、出来ることを検討
してもらいたい
・懇親会にはコンパニオンを呼びたい
②総務福利厚生部会
安藤部会長から以下のとおり報告がありました。
報告案件 ：部会活動報告（５月部会：５／９）
Ａ．新年度部会長挨拶
Ｂ．部会メンバー新旧交代挨拶
Ｃ．合同企業説明会の実施報告（真野）
・平成２９年３月７日（火）
・予算規模

アパホテルで開催 （２８社参加）

４２０万円（＠１５万Ｘ２８社）

収支差額０円

Ｄ．定時総会の開催(事務局：鈴木)
・日時

平成２９年６月２３日（金）

１５：００～１８：３０

・会場

ホテルポートプラザちば（千葉みなと駅前）

・時間配分
・なのはな共済会定時総会

１５：００～１５：２０

・ＣＨＩＳＡ定時総会

１６：００～１６：４０

・理事会（役付役員選出）

１６：４０～１６：５０

・懇親会

１７：００～１８：３０

・懇親会参加費

５千円／人

・準備関係
・ホテル打合せ、来賓・会員案内、収支管理 (事務局：鈴木)
・懇親会司会

部会メンバーから選任 （須永）

・受付担当者

同上 （竹下、中島、杉浦、西村、玉山）
※集合時間 １５：３０（受付カウンター）

・講演会、アトラクションは実施予定なし。
Ｅ．インターンシップ実施計画(事務局：鈴木)
・開催日時、会場

６月１３日（火）１４：３０～２０：００
津田沼モリシアホール

・受入企業募集

４月中旬案内、５月１２日締切予定

・ＣＨＩＳＡホームページ（募集案内、参加企業一覧を掲載、ＧＣ企画に
委託）
・参加企業一覧（デザインパレットに委託）
Ｆ．創立２０周年懇親ゴルフ大会（安藤）
・コンソーシアム部会との合同企画（担当者を各部会から選出し運営企画）
・実施時期

・・・ ９月８日（金）キングフィールズ・ゴルフクラブ

・対象

・・・・経営層（社長・役員）および営業担当管理職

・担当者選任（先方：鷲尾、泉氏）
Ｇ．創立２０周年ウォークラリー大会（安藤）
・コンソーシアム部会との合同企画（担当者を各部会から選出し運営企画）
・実施時期

・・・・１０月７日（土）

・担当者選任（先方：高橋、田島氏）
・運営スッタフ、各部会５名選出
Ｈ．東京情報産業協会（採用推進委員会）からの申入れ対応（安藤）
・当部会（採用担当）と情報交換会を開催したいとの申入れ。
・要請内容：松田委員長、中尾氏他２、３名で CHISA を訪問したい。
・応諾の可否、対応者の人選、日程調整。
Ｉ．女性活躍推進事業について（杉浦）
・経営者セミナーまたは座談会等に実施検討
・実施時期

１０～１２月頃

・費用

１５～２０万円

※次回部会

７月７日（金）

③事業企画部会
山本部会長欠席のため、鈴木事務局長から以下のとおり報告がありました。
Ａ．部会開催について
今年度１回目の部会を 4/13(水)に開催し、今年度の取り組みを議論
しました。また、助成金活用事例について、１社から事例紹介をもら
い議論しました。
Ｂ．今年度の取り組みについて
今年度の取り組みテーマは以下の４つを考えています。
ａ．IT 利活用フォーラム（１１月開催）
・次回のテーマは７方８月を目途に決定予定。
b．IOT 推進コンソーシアムヘの取り組み
・千葉県商工労働部の「IOT 推進コンソーシアム（千葉県版）」
と連携しながら進めます。

c．助成金活用事例研究
・部会内で各社の助成金活用例を共有し、部会員の助成金に関
する知名度を底上げしていき、その後、会員向けセミナーな
どを企画できるように検討していければと考えています。
ｃ．医療・健康・福祉関連事業
・単年度ではなく、中長期的なテーマとして取り扱い、内容は
今後詰めていきます。
Ｃ.助成金活用事例研究
先日実施された「平成２８年度補正革新的ものづくり・商業・
サービス開発支援補助金」について、ハイブリッドテクノロジー
の酒井氏が申請した事例を紹介してもらいました。
補助金事業の審査における採点項目について、申請時の留意点を
議論し知見を深めました。
④広報部会
泉水部会長欠席のため、藤崎理事から以下のとおり報告がありました。
[開催日時] 平成２９年３月２８日
[開催場所]
[出席者]

シダックス・千葉中央店
ワタナベメディアプロダクツ㈱・保坂、ちばぎんコンピューター
サービス㈱・高知尾、㈱ベイキューブシー・伏見、公益情報シス
テム・藤崎、ビジネスソフトサービス㈱・泉水、デザインパレッ
ト・竹下、㈱エー・シー・イー・武次、事務局・鈴木、西村

[議題]

〇ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１７新年号発行に関する反省会・慰労会

次回開催予定
[開催日時]

平成２９年５月２６日 １６：００

[開催場所] 協会事務局フロア小会議室
[議題]

〇ＣＨＩＳＡジャーナル・総会特集号発行に関する打合せ

⑤教育技術部会
奥野部会長から以下のとおり報告がありました。
部会活動報告 ４月部会：活動状況 次回の部会は６／１６予定
Ａ．H29 年度 CHISA オーダー研修の検討
・正式募集結果の確認を実施した。
・収支上、赤字となるコースもあるが、現時点では、申込みが６名以下
のコースを取りやめることとした。３９コース中、２０コースを取り

やめ、実施は１９コースとなった。
Ｂ．H29 年度新技術調査研究会メンバー募集＆検討
・例年と同様に第１回の会合を 6/16(金)とし、募集、調整を図る。
4/25 に 5/18 締切りで募集の発信を行った。昨年度は４チーム１６名で実施）
・今回から各チームの評価を行い順位づけなど表彰につなげる。
評価ポイント、評価を実施する対象者（部会メンバ、参加チームメンバなど）
など案を次回部会に持ち寄る。
Ｃ．H29 年度タブレットセミナー検討
・11 月に実施することで準備を進める。
（昨年度は八千代１回、船橋２回、千葉３回の実施で計 140 人が受講）
・次回、船橋、八千代での開催日程案を募集人数案も含め持ち寄る。
⑥コンソーシアム部会
齋藤部会長から以下のとおり報告がありました。
報告案件名

部会活動報告～部会議事内容報告

Ａ．出席者 齋藤 明雄、田仲 直樹、高橋 秀喜、佐久間 満、鎌田 辰朗、
市川 雅康、鷲尾 幸一、戸崎 年博、和田 光太、橋本 正徳、
泉

共亨、後藤 真次、川田 哲也、仲田 由美子、安藤 勉

(オブ参加)、鈴木 行夫（敬称略）
Ｂ．日 時 平成 29 年 4 月 5 日（水） 16：00~17:00
Ｃ．場 所 WBG ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ 21F
Ｄ．議 題

CHISA 事務局内会議室

（１）野球大会 アンケート結果報告
（２）首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)検討
（３）その他(フットサル大会 等)

Ｅ．配布資料

前回議事録（平成 28 年度第 5 回分）
野球大会 アンケート結果

Ｆ．議事内容
ａ．前回議事内容報告（齋藤）
ｂ．新年度担当者（齋藤）
・首都圏合同ビジネス交流会 …

田仲・泉・佐久間・川田・鷲尾

・営業マン向けビジネス商談会 … 仲田・橋本・田嶋・戸崎
・フットサル大会 … 鎌田・相葉
・野球大会 … 高橋・和田
・３団体交流フットサル頂上戦 … 齋藤
ｃ．総務部会との合同イベントについて(齋藤・安藤)
①チャリティーゴルフ大会

・２０周年記念大会として、総務部会と当部会合同幹事で９月に実施
予定
・４０名の参加を目指す
・当部会の担当は鷲尾氏と泉氏
②ウォークラリー(齋藤)
・C-SOFT、JIET と共催で、CHISA は総務部会と当部会合同幹事で 10/7
に実施予定
・全体で６０名程度の参加を目指す
・当部会の担当は高橋氏・田嶋氏・仲田氏
・参加費等は３団体の打合せ会で検討する
ｄ．首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)(田仲)
・４月中に IIT との初回打合せを実施予定
・セミナーの講演料は１００千円以内が目安
ｅ．営業マン向けビジネス商談会(齋藤)

・３団体の打合せ会を実施し、詳細を検討する
(ウォークラリーの件と併せ)
ｆ．フットサル大会(鎌田)
・6/10 に２１チームを集め実施予定
・参加費は１チーム当り２２千円
・今年の頂上戦は IIT の主催
ｇ．野球大会 アンケート結果報告(高橋)
・詳細は別紙の通りであるが、①マリンスタジアム ②会場確保
を希望する意見が多い
・さまざまな意見を頂いたので今後の運営に生かしたいが、今年度は
これまでに準じた形で進めたい
○部会終了後、市川氏・鷲尾氏の歓送迎会を実施

次回開催日：平成 29 年 6 月 7 日（水）16：00

（２）事務局報告
鈴木事務局長から、以下の報告がありました。
Ａ．定時総会
・開催日時 平成２９年６月２３日（金）

１６：００～

・会場
ホテル ポートプラザちば
・当日の時間配分
・なのはな共済会定時総会

１５：００～１５：２０

・ＣＨＩＳＡ定時総会

１６：００～１６：４０

・理事会（役付役員選出）

１６：４０～１６：５０

・懇親会

１７：００～１８：３０

・役員への連絡
・総会終了後に理事会を開催します。（役付役員の選出）
Ｂ．平成２８年度会員移動状況
・入会（正会員２社）

①(株)ルイ・アラン、②富士通パブリックソリューションズ
・退会（４社）

①スプリングヒューマンリソース（株）、②一般社団法人千葉
IT 経営センター、③羽石（株）④Ｋ＆Ｏエナジーグループ(株)
Ｃ．当協会への「立入調査」について

（１）調査内容
①実施日：平成 29 年 3 月 22 日、公益認定法に基づき、県総務部政策
法務課公益法人班による立入調査が行われた。
②調査官：３名（班長他２名）。
③当方立会者：水上専務理事、鈴木事務局長
④調査内容：当方より協会概要説明。その後、別室で書類審査
（約４時半）、事務室で現金、通帳管理状況の実地調査。
終了後、別室で講評。
（２）講評内容
①講評結果：改善・指導事項等の不備事項は何もありませんでした。
・良くできているとのコメントをいただき、調査対象書類の整備状
況等について賞賛を受けました。
特に、「役員就任承諾書」に免責条項を記載していることは、
他に例を見ない良い例だとしてお褒めも言葉をいただきました。
②要望事項：別途、調査の感想という観点から要望・助言を受けた
事項がありますが、当該事項は全て対応・対処済みです。
以 上

