協会だより（'17．10）
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」

※平成３０年１月２６日（金）
「創立２０周年記念 賀詞交歓会」を開催！!
・会場：ホテル ザ・マンハッタン
・開催案内:１１月中旬予定(会員対象)

※協会ホームページ、リニューアル！！（秋口を予定）
・ホットな情報を迅速に。
・検索の容易さ、見易さを重視。
・現在、役員による検証を実施中。
行事報告
6 月 30 日（金）

メトロエリア事務局会議（第１回）

7 月 13 日（木）

ＡＮＩＡ総会、理事会：霞ヶ関ビル

7 月 29 日（土）

フットサル頂上戦（東京、神奈川、千葉の３情産協団体対抗戦）

9月

ＣＨＩＳＡ懇親ゴルフ大会（キングフィールズ・ゴルフ）

8 日（木）

創立２０周年記念事業として開催し、４８名という多数のご参加
をいただきました。
9 月 22 日（金）
10 月

7 日（土）

メトロエリア事務局会議（第２回）
ウオークラリー大会
創立２０周年記念事業として開催し、親子連れチームを含む４８
名の皆さんのご参加をいただき盛大の開催しました。

10 月 12 日（木）

第１８回メトロエリア・グリーン会（相模原ＧＣ）
メトロ恒例事業で、各地の情報産業団体から総勢４８名が参加し
開催されました。

10 月 18 日（水）

第 3 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

10 月 18 日（水）

会員企業懇親会
今年から、全席がテーブル席となりましたが、多の女性会員の
参加を得て、総勢５２名で懇親を深めました。

＊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。
（※新ＨＰでは、当データがより分かり易く検索できるようになります。）
・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！！
（※新ＨＰでは、広告を全ページ（下）に掲載していますので掲載効果
がより高くなると見込まれます。）
（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
10 月 20 日（金）

首都圏情報団体合同ビジネス交流会 2017

11 月

ＡＮＩＡ全国大会（長崎～10）

9 日（木）

12 月 13 日（水）

部会長会議（第１回）

12 月 13 日（水）

第 4 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

12 月 13 日（水）

役員忘年会

1 月 26 日（金）

創立２０周年記念事業

2月

ＡＮＩＡ新春賀詞交歓会

8 日（木）

詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン

2 月 14 日（水）

部会長会議（第 2 回）

3月

2 日（金）

メトロエリア幹部会議

3月

7 日（水）

第 5 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３回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成２９年１０月２３日（金） １５：００～１６：２０
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）
４． 議案
（１）審議事項
今回審議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。
内容は、会員動向の現況及び平成２９年１０月末現在の月次決算状況でした。
（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。
このうち、企画調査室から創立２０周年記念事業として企画している平成
３０年開催の賀詞交歓会について、概要と進捗状況について報告がありま
した。
②事務局報告
鈴木事務局長より、協会のホームページ保守会社の事業撤退に伴いホーム
ページを更改する必要が生じたため事務局職員による開発を行っている旨
の報告がありました。
報告の中で、開発は順調に進み収束に向かっているが、現在、新旧ホーム
ページ切り替え手順の技術確認を行っている最中であるため、リニューアル
移行日を特定させることが難しい状況にある。このため、移行目標日を本年
１０月３１日に設定し準備を進めるが、移行は目標日前後の技術対応が可能
な日に行いたい、との説明がありました。

※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。
【議題】

CHISA２０周年行事について

【開催】

３回（６月２３日（金）、７月１４日（金）
、１０月３日（火）

【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）
、鳥居高之（船橋情報ビジネス）、
永島 由美子（ジャパンシステムブラッド）、竹下菜穂子
（デザインパレット）、吉田善幸（ジーウェイブ）
、
川上美幸・座古幹久（NTT 東日本）
、鈴木事務局長
【議事内容】
Ａ．開催概要について
【名称】 CHISA 創立２０周年記念 賀詞交歓会
【日時】 平成３０年１月２６日（金）１５時 講演会
１７時 懇親会
【場所】 ホテルマンハッタン ２階
【講師】 株式会社 Hapi-robo st 代表取締役社長
富田直美様（変なホテル運営）
【参加数】１８０名（うち来賓４０名）
※例年は１４０名（来賓２０名）
【予算】 ２８０万円（うち CHISA 支出１４０万）会費１万円
Ｂ．会場展示について
・会場ロビーにロボット展示を行う。千葉の先進的な取り組み
をアピール。
・ロボホン３台（GC 企画）、ロボコネクト１台（NTT 東）、
Papper（CCS）
Ｃ．企画運営について
・全体企画は、企画調査室。当日の会場運営は、総務福利厚生
部会が担当。
・役員は全員体制で、来賓のアテンド、接待を行う。
・来賓の千葉県知事、千葉市長は、来訪要請、当日アテンド等、
専任者を設ける。
・例年との差異→ コンパニオン６名、引出物提供、徽章区分、

終了後の慰労会
Ｄ.その他
・講演会講師は、他に、失敗から立ち直った経営者、落語家など
が候補になった
・ロボットが司会をする案があった。型通りの進行になるため却下。
(※検討資料：行事スケジュール表、収支予算案、次第、来賓・
ＯＢ案内先一覧は省略。
）
・次回は、１２月１３日（水）１４時より予定。
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：７／７、９/１２、１０/１０）
Ａ．定時総会懇親会決算報告（資料、省略）
・日時

平成２９年６月２３日（木）

・会場

ホテルポートプラザちば

１５：００～１８：３０

Ｂ．合同企業説明会
・２０１８年度新卒採用中間報告
・２０１９年卒向け合同企業説明会
Ｃ．インターンシップ実施報告
・開催日時、会場

６月１３日（火）１４：００～２０：００
津田沼モリシアホール

・実施状況

参加企業１３社、来訪学生数１００名
（内マッチング４０名）

Ｄ．創立２０周年記念懇親ゴルフ大会
・コンソーシアム部会との合同企画
・実施時期

９月８日（金）キングフィールズ・ゴルフクラブ

・参加者

４８名

Ｅ．創立２０周年記念ウォークラリー大会
・コンソーシアム部会との合同企画
・実施時期

・・・・１０月７日（土）

Ｆ．会員企業懇親会
・実施時期

１０月１８日（水） １８時～

・会場

ちばぎんクラブ

Ｇ．東京情報産業協会採用推進委員会との情報交換会
・５月３０日 牛丸副部会長、戸崎氏が東京情産協を訪問し、当協会の
現状を報告し情報交換を行った。

Ｈ．創立２０周年記念新春賀詞交歓会
・開催日

平成３０年１月２６日（金）

・会場

ホテル

・時間配分

講演 １５：００～１６：３０

ザ・マンハッタン

懇親会１７：００～１８：３０
・役割分担

企画調査室が企画、総務福利厚生部会は運営を担当。

Ｉ．助成金セミナー
・開催日

平成２９年１０月２６日（木）

・会場

WBG マリブウエスト４F 会議室
１３：３０～１６：３０

※次回部会

１２月１２日（火）１６：００～１７：００、CHISA 事務局

③事業企画部会
山本部会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３回目の部会を 8/24(木)に開催し、今年度の取り組みについて
議論をしました。しました。
・新入部員として、(株)アイテックス 取締役 千葉営業所所長 田中様が
今回から参加されました。
・また、今回は(株)プラムシックス 白井様のご紹介で、キャノンマーケ
ティングジャパングループ様から IOT 推進事業のご説明を頂きました。
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
・毎年１１月に、千葉県地域 IT 推進協議会との連携事業として行っ
ています。
・本年度は以下の計画で進めています。
・日時：１１月１５日（水） １３：３０～１６：５０
・タイトル：
（仮）ＩｏＴで千葉を元気に！
・場所：ホテルプラザ菜の花 ４階「槙」
（定員１００名程度）
・参加費：無料
・対象：自治体（情報制作・商工・農林水産省）
、企業、大学、
その他関係団体
・講演：①（仮）IoT に関する最新情報や国の動き、先進事例
などの総論
総務省地域情報化アドバイザー 会津大学産

学イノベーションセンター
准教授 藤井 靖史 氏
②（仮）農林水産業など様々な分野でのドローン活用
株式会社 自立制御システム研究所
代表取締役 野波 健蔵 氏
③（仮）企業の IoT に関する取り組み紹介
株式会社 日立システムズ 公共事業グループ
主席コンサルタント 前田 みゆき 氏
上記内容で進めており、１０月に参加者の募集を掛ける予定です。
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。
・今年度は IOT 推進コンソーシアム主催のセミナーに参加すること
から進めていきます。
c．助成金活用事例研究
・部会内で、各社の助成金活用事例を共有し、部会員の助成金に関
する知識を底上げしていきます。
・今回は議題が多かったので、割愛しました。
ｃ．医療・健康・福祉関連事業
・来年２月か３月（今年度内）に向けて、アイデアソンの開催を行
える様、計画中です。
④広報部会
泉水部会長から以下のとおり報告がありました。
[開催日時]

平成２９年９月２２日

[開催場所]

ビジネスソフトサービス㈱・会議室

[出席者]

ワタナベメディアプロダクツ㈱・松尾、ちばぎんコンピューターサービ
ス㈱・高知尾、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

[議題] 〇ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１８新年号発行に関する編集・企画について
・取材担当の割り振り
・紙面構成について
・その他
会議終了後懇親会を実施

次回開催予定
[開催日時]

平成２９年１１月２日 １６：００

[開催場所] 協会事務局会議スペース
[議題]

〇ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１８新年号発行に関する打合せ

⑤教育技術部会
奥野部会長が欠席のため、鈴木事務局長から以下のとおり報告がありました。
部会活動報告 ６月部会以降：活動状況 次回の部会は１０／２３予定
Ａ．H29 年度 CHISA オーダー研修の検討
・正式募集結果、収支上、赤字となるコースもあるが、申込み人数が６名
以下のコース(20 コース)を取りやめることとし、19 コースを実施する
こととした。
・現時点では、その後のキャンセルなどで 6 名となったコースもあるが、
19 コースを実施することで決定し進めている。
・現時点で 13 コースの実施が完了し、12/21 までに全コースが終了する。
・人数に空きのあるコースに関しては再募集を図っている。
Ｂ．H29 年度新技術調査研究会の状況
・今年度は 11 企業 20 名の参画となり、6/16、第１回会合（教育技術部会
実施時に開催）にて参加メンバー主体でのチーム分けとテーマ決定を行
った。
・A チーム「クラウド」、B チーム「AR/VR」、C チーム「AI」、D チーム
「災害と IT」、E チーム「ブロックチェーン」の 5 テーマで研究を行う
こととなり、各チーム、技術調査を推進中である。
（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ことを
検討している。
・評価ポイントとして、‘発表の内容’、‘資料の内容’、‘先進性・
独創性’、‘展開性’を採点項目として取り上げる。
・評価点については５段階評価とし、会長と境域技術部会員を採点者と
する。１チームを最優秀賞とし、残り４チームは優秀賞とする。
発表当日に採点する場合は、集計から表彰状作成までの手数や時間が
かかるため、懇親会の場で表彰する。
・次年度以降の研究に対するアドバイスや要望事項をアンケートとして
収集する話があがったが、発表の中にそれらを盛り込んでもらうことと
する方向とした。また、個別に意見のある方に連絡をもらう方向で検討
を継続することとなった。

Ｃ．H29 年度タブレットセミナー検討
・11/8(水),9(木):幕張(NTT 25 名)、11/10(金):八千代(クレビュート 24 名)、
11/15(水)16(木),17(金):船橋(船橋情報ビジネス専門学校 24 名)とし、
なのはなサポートに講師を依頼、募集を開始することで決定した。
・いずれも昨年度と同様に 13:30-16:30 での開催とする。
・千葉市政だよりへの募集広告記載を考えていたが、市外の行事については
記載が不可であった。
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

※ＮＯ１（６／７開催部会内容）
Ａ．出席者 齋藤 明雄、田仲 直樹、佐久間 満、田嶋 一利、鎌田 辰朗、
鷲尾 幸一、戸崎 年博、和田 光太、河村 裕、橋本 正徳、
泉

共亨、仲田 由美子、安藤 勉(オブ参加)、（敬称略）

Ｂ．日 時 平成 29 年 6 月 7 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）3 団体合同商談会(6/8)事前確認
（２）フットサル大会(6/10)事前確認
（３）3 団体交流フットサル頂上戦(7/29)
（４）野球大会(5 月～11 月)状況報告
（５）ゴルフ大会(9/8)検討
（６）ウオークラリー(10/7)検討
（７）首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)検討
（８）その他

Ｅ．配布資料
・前回議事録（平成 29 年度第 1 回分）
・6 月 8 日 第 2 回千葉県 3 団体合同商談会 準備と担当について
・第 10 回 CHISA フットサル大会予選リーグ対戦表
・2017 年 CHISA 野球大会 対戦表
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｆ．議事内容
（１）前回議事内容報告（田仲）
（２) 3 団体合同商談会（仲田）
・日 時：平成 29 年 6 月 8 日（木）14:15～19:00
・会 場：幕張テクノガーデン CB 棟 3 階 301 会議室
・参加予定者：50 名程度（CHISA 22 名 JIET 30 名 C-SOFT 2 名）
・参加費：￥4,500/名
・内 容：
■講演１『定額残業代制度の実務対応について』
講師：HR 西雇用管理研究所

社会保険労務士

西 秀樹 様 (JIET 顧問社会保険労務士)
■講演２『アンガーマネジメントの必要性・・』
～後悔しない・・怒る必要のあることは上手に怒れ～
講師：Kuulei Communication 代表
一般社団法人日本アンガーマネージメント協会
公認ファシリテーター 植木 誠 様
■ビジネス交流会
各団体会員による 案件・人財・会社紹介・製品紹介等
■懇親会
時 間：17:30～19:00
会 場：Ｙ’Ｓ（ワイズ）幕張テクノガーデン内
（３）フットサル大会(鎌田)
・6/10 に 24 チームを集め実施予定
（４）野球大会 アンケート結果報告(和田)
・5 月中旬より 5 チームを集め実施中
（５）ゴルフ大会 (齋藤・安藤)
・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８日に実施予定
・４０名の参加を目指す
・詳細案内は別途案内する
（６）ウオークラリー (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

（７) 首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)(田仲)
・10 月 20 日（金）午後 如水会館で開催予定
・参加団体（CHISA、IIT、神奈川、山梨、茨城、福島）
・講演会は Yahoo（データ活用によるサービス提供 事例紹介、
働き方改革についてなどを検討中）
・次回 IIT との打合せは 6 月中旬頃を予定
（８) その他(齋藤)
・IIT とゴルフ大会を検討中(7/25)
次回開催日：平成 29 年 9 月 6 日（水）16：00

※ＮＯ２（９／６開催部会内容）
Ａ．出席者

齋藤 明雄、田仲 直樹、高橋 秀喜、佐久間 満、
田中 浩二、田嶋 一利、鎌田 辰朗、五石 真人、
鷲尾 幸一、戸崎 年博、和田 光太、橋本 正徳、
泉

共亨、川田 哲也、（敬称略）

Ｂ．日 時

平成 29 年 9 月 6 日（水） 16：00~17:00

Ｃ．場 所

WBG ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ 21F CHISA 事務局内会議室

Ｄ．議 題

（１）3 団体合同商談会(6/8)報告
（２）フットサル大会(6/10)報告
（３）首都圏三団体交流フットサル頂上戦(7/29)報告
（４）野球大会(5 月～11 月)状況報告
（５）ゴルフ大会(9/8)事前確認
（６）ウオークラリー(10/7)検討
（７）首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)事前確認
（８）その他

Ｅ．配布資料
・前回議事録（平成 29 年度第 2 回分）
・6 月 8 日 第 2 回千葉県 3 団体合同商談会 CHISA 参加者名簿
・第 10 回 CHISA フットサル大会結果
・2017 年 CHISA 野球大会 対戦表
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｆ．議事内容
（１）前回議事内容報告（田嶋）
（２）野球大会 報告(高橋)
・5 月中旬より 5 チームを集め実施中
・11 頃に頂上戦を ZOZO マリンスタジアムで実施したい。
球場使用可否は抽選で行われるので、参加チーム毎に抽選
に参加してもらうよう協力依頼をしている。
（３）ゴルフ大会(9/8) (齋藤)
・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８日に実施予定
（４）ウオークラリー(10/7) (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７０名程度の参加を目指す
・参加費用は、大人 500 円、小学生以下 300 円
・当日スタッフは、斎藤、高橋、仲田、田仲、田嶋、橋本
（５) 首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)(田仲)
・10 月 20 日（金）午後 如水会館で開催予定
・参加団体 7 団体（CHISA、IIT、神奈川、山梨、茨城、
福島、CSAJ）
・講演会は Yahoo（Yahoo におけるデータ利活用ついて）
・プレゼン予定企業 9 社（CHISA は、日本企画、他 1 社）
・当日の進行、タイムキーパー担当は、佐久間、鷲尾、橋本
・全体で 100 名程度の参加を目標としている。
（CHISA は、40 名）
（６）フットサル大会(6/10)(鎌田)
・6/10 に 24 チームを集め実施
・大会結果および収支報告は、別紙参照。
（７) 3 団体合同商談会(12/7)（斎藤）
・クリスマス会を兼ねて検討中
（８) その他(齋藤)
・次回の部会の後に忘年会を実施予定(11/29)
幹事は鷲尾さん
次回開催日：平成 29 年 11 月 29 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．
「創立２０周年記念」賀詞交歓会の検討状況
・企画調査室からの報告のとおり、順調に推移。
・知事、千葉市長へは臨席依頼書を送付済み。
（三役の表敬訪問は、１１月頃を予定）
・役員配置、タイムスケジュール、役割分担等のイメージは別添え資料を
ご覧ください。
確定版は、企画調査室、総務福利厚生部会で検討いただき、次回理事会
での提出を予定しています。
Ｂ．メトロ事務局会議
・開催日：９月２２日開催（茨城、福島を含む７情産協、１３名出席）
・内 容：来年３月２日開催の幹部会議議案の検討
・名称：「広域」首都圏情報団体協議会へ変更
・幹事：２団体での担当へ変更
⇒次年度は、千葉（主担当）、山梨（副担当）とする。
これに伴い、以下の行事を担当する。
・幹部会議（年１回）
・メトロエリアゴルフコンペ（年１回）
・事務局会議（年２回）他
Ｃ．当協会ホームページのリニューアルについて
（１）経緯
①ＨＰ保守会社より、Ｈ２９年度末で同事業撤退の申入れ。
②後継会社を探したが、要望に合う会社が見つからず、船橋情報ビジ
ネス専門学校様のサポートを受け、事務局での独自開発方式を選択。
（同校で利用実績のある「ＪＩＭ．ＤＯ」ＨＰ開発ソフトを採用）
（２）現況
①「検索し易く」「情報の随時更新が可能な」ＨＰとすることをコン
セプトに設計。（設計終了）
②導入ソフトは、比較的開発が容易で開発経験のない事務局員でも取り
扱いができ、精力的に開発した結果、切り替え可能な段階に到達した。
（開発完了）（設計着手：７月１９日、開発開始：８月２１日）
③汎用ソフトであるため、画面レイアウト等での小回りが利かない部分は
あるが開発をフィックスさせ、現在、検証段階。
（検証終了）

（３）新ＨＰの特長
①写真の多用で画面全体が明るく、見易い印象となった。また、検索項目
も探し易くなった。
特に、各種募集案内等を即時に周知する「新着情報コーナー」、協会の
事業活動が一目でわかる「主要行事」は見栄えがある。
②自前開発の副次効果として事務局員の開発スキルがアップし、事務局で
画面の追加・削除、掲載データの早期更新が可能となった。
・例えば、研修応募状況の随時更新、スポーツイベントの勝敗結果
や写真の早期掲載。
③収入源である「バナー広告」を総ての画面に掲載し、広告主にとって効
果のあるものとした。
④「チサ・ジャーナル（ＰＤＦ版）」を新設掲載する他、「フットサルの
チーム別写真」を掲載する等、親しみやすさに心掛け、楽しめるＨＰ
とした。
⑤「ＣＨＩＳＡ共済制度」があることを前面に打ち出し、別法人である運
営母体「なのはな共済会」との関係性を明確にした。
（４）経費関係
①開発コストは自前のため僅少。
②ソフト利用の年間維持費は現行より大幅に低減。
（５）今後の取扱
①移行目標日を１０月３１日に設定し準備を進めていきたい。
・リニューアル開発は順調に進んでいるが、現在、移行手法の確認調整を
行っている最中であるため、移行日を確定させることが難しい状況にある。

・移行は目標日前後の技術対応が可能な日に行いたい。
（会員へは協会だよりで事前周知。移行後、メール連絡する予定）
②理事会への検証依頼
開発中ＨＰは、以下のＵＲＴでご確認いただけます。（ＵＲＬ、省略）

※添付資料：トップ画面イメージ案とサイトマップ
Ｄ．助成金事業「新たなＩＣＴ時代のＡＩエンジニア育成研修」の実施状況
（１）船橋情報ビジネス専門学校で、９／５―６、１９－２１に開催。
（２）募集定員１５名に対し２５名応募参加。

以

上

