協会だより（'17．12）
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(会員対象)

※平成２９年１０月３１日
協会ホームページ、リニューアル！！
・ホットな情報。
・検索の容易さ、見易さ。
行事報告
10 月 20 日（金）

首都圏情報団体合同ビジネス交流会 2017
如水会館でメトロ加盟の７団体、協賛団体のＣＳＡＪの会員が集
まり、合同ビジネス交流会を開催しました。
（懇親会参加者：８３名）

11 月

9 日（木）

ＡＮＩＡ全国大会（長崎～10）
毎年恒例のＡＮＩＡ全国大会が長崎で開催されました。同大会では、
ＡＮＩＡ創立３０周年記念行事も行われました。
（参加者：２５０名）

11 月 15 日（水）

ちばＩＴ利活用フォーラム
千葉県地域ＩＴ推進協議会と連携しＩｏＴをテーマに開催しまし
た。
（参加者：１０２名）

12 月 13 日（水）

部会長会議（第１回）
平成２９年度の収支着地見込み、及び平成３０年度の事業計画、予算
措置についての検討が行われました。

12 月 13 日（水）

第 4 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室
詳細、後掲。

12 月 13 日（水）

役員忘年会

＊ご協力有難うございました！

※バナー、テキスト広告募集！！
※リニューアルしたＨＰは、広告を全ページに掲載する仕組みと
しましたので、宣伝効果が一層高まりました。
・バナー、テキスト広告の募集をしています。
・詳細は、ＨＰをご覧ください。
※平成２９年度の研修日程はホームページをご覧ください。
(平成２９年度の研修は後１コースを残すのみとなっています。)
・研修はどなたでも参加いただけます。

行事予定
1 月 26 日（金）

創立２０周年記念事業

賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン

※現在、お申込み受付中です。
創立２０周年を盛大にお祝しましょう！！
2月

8 日（木）

ＡＮＩＡ新春賀詞交歓会

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４回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成２９年１２月１３日（水） １５：３０～１６：３０
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
①新年度事業計画、収支予算についての審議が行われました。
②入会希望企業の取扱について審議が行われ、本件は提案どおり入会させる
ことが承認されました。
（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。
（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周年記念賀詞交歓会の取組状況報告と
役割分担表に基づく協力依頼がありました。
②事務局報告
鈴木事務局長より、ＩＴ連盟が別法人「ＩＴ（社会推進）政治連盟」を
設立する旨、及び当協会の対応について報告がありました。

※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。
【議題】

CHISA 創立２０周年賀詞交歓会について

【部会開催 １２月１３日（水）
【出席者】 坂本るみ（ルミテック）、金子哲司（ジィシィ企画）
、

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）
、
【議事内容】 資料に基づき、開催次第、タイムスケジュール、役員・委員
の役割分担確認、その他詳細事項の検討を行った。
・次回は、２月１６日（金）１６時３０分より予定。
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：１２/１２）
Ａ．合同企業説明会
・応募状況（２７社）
Ｂ．創立２０周年記念 賀詞交歓会
・企画調査室と連携し賀詞交歓会の運営内容、役割分担等の検討を行いま
した。
※次回部会

３月６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４回目の部会を 10/25(水)、今年度５回目の部会を 12/6(木)に開
催し、各活動状況の確認と今後の進め方について議論をしました。
Ｂ．今年度の取り組み
ａ．ちば IT 利活用フォーラム
・千葉県地域 IT 推進協議会との連携事業として、以下内容で行いました。
・日時：１１月１５日（水） １３：３０～１６：５０
・タイトル：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：
①IoT 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
●実施結果報告
・参加人数は１０２名となり想定の８５名を大きく上回り、
盛況に終わりました。
・アンケートの実施結果は「非常に満足」、「ほぼ満足」の
合計が８７％であり、好評でした
・アンケートでは今後に期待するテーマとして、
「AI」や「働
き方改革」など、関心の高いものがいくつかありました
ので、次回以降のテーマの検討に活かしていきます。
b．医療・健康・福祉 関係事業
・ヘルスケアのテーマで、アイデアソンの企画中です。
・時期

：２月末～３月初頭（平日になる見込み）

・場所

：富士通デジタル・トランスフォーメーションセンター
（浜松町）

・参加人数：２０人程度
・参加想定企業：千葉大医学部、株式会社アイ･メデックス
（心電図機器製作の会社）
、 他（センサー系の会社を想定）
c．創立 20 周年「漁業ｘIT」視察旅行について
・県の水産課に相談していき、
「漁業ｘＩＴ」というテーマで視察旅行
を企画中。
・実施時期は年度内を目指し、３月には実施したい。
※以前に行った「農業ｘＩＴ」の視察旅行が好評だった事もあり、
今後も視察の企画を定期的に行っていく予定です。
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１１月２日

[開催場所] ＣＨＩＳＡ事務局・会議スペース
[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、㈱ベイキューブシー・伏見

[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
・掲載予定記事の内容確認
・紙面構成について
・その他
次回開催予定
[開催日時] 賀詞交歓会の取材終了後を予定
[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
奥野部会長から以下のとおり報告がありました。
部会活動報告 １０月部会以降：活動状況 次回の部会は１２／２２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、開催してきた。
・現時点で 18 コースの実施が完了し、残り 1 コース(12/19-21 開催予定)
となり、延べ 199 名が受講見込みである。
・受講アンケートを実施しており、評判のよくないコースの廃止など、来
年度の検討を行う予定である。
Ｂ．H29 年度新技術調査研究会の状況と発表会（卒論発表会を含む）
・今年度は 11 企業 20 名の参画となり、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 テーマで研究を進めている。
・11 月度の部会にて各チームから中間報告を受けた。各チーム調査までは、
ほぼ終わっており、今後の活用や展開について教育部会メンバからアドバイ
スを受けた。最終発表に向けて活動を継続する。
・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とし検討
を進めている。
・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。
・発表日時については、2/21(水)とし、AM: 新技術調査研究会、PM:論文発表会
とする。新技術調査研究会については、昨年より１チーム多いため、持ち時
間など当日スケジュールは調整を行う。
・卒業論文発表の後援名義使用の依頼、参加者募集を行う。
Ｃ．H29 年度タブレットセミナー検討

・11/8(水)～11/17(金) いずれも 13:30-16:30 に、千葉:エム・ベイポイント
幕張 2 日間、八千代:TPS キャリアカレッジ八千代勝田台校 1 日間、船橋:
船橋情報ビジネス専門学校 3 日間、なのはなシニアサポートの講師で実施し、
延べ 118 名の参加であった。
・すでにタブレットを持たれた方が多く参加されており、一般に普及している
と

判断し、今後は他の IT 普及に関するテーマで実施することを検討する。

・セキュリティ関係のセミナーや受講者層について子供をターゲットにするな
ど意見が出たが、今後の検討課題とする。
Ｄ．設立２０周年教育技術部会行事検討
・設立２０周年、教育技術部会としての行事を検討する。（今年度中に実施）
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、田中 浩二
鷲尾 幸一、戸崎 年博、和田 光太、橋本 正徳、泉 共亨、
滑川 匡(オブザーバー)（敬称略）
Ｂ．日 時 平成 29 年 11 月 29 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(5 月～11 月)予選報告と決勝戦について
（２）ゴルフ大会(9/8)報告
（３）ウォークラリー(10/7)報告
（４）首都圏情報団体合同ビジネス交流会(10/20)報告
（５）2 団体合同商談会(12/7)事前確認
（６）その他
Ｅ．配布資料
・前回議事録（平成 29 年度第 3 回分）
・第 10 回 CHISA 野球大会報告
・CHISA 創立 20 周年記念 親睦ゴルフ大会参加者名簿
・CHISA 創立 20 周年記念 秋季健康ウォークラリー大会 会計報告等
・首圏情報団体合同ビジネス交流会 2017 経費精算について
・2 団体合同商談会 開催のご案内
Ｆ．議事内容

（１）前回議事内容報告（田仲）
（２) 野球大会 報告(和田)
・今年は雨が多く、中止となる試合が多かった。
・12/9 に決勝戦と 3 位決定戦をそれぞれ木更津市営球場と柏の葉公園
球場で行う。
なお、計画していたマリンスタジアムは芝の張替え工事があり、
使用できない状況。
・12/9が雨天中止となった場合、次の試合は実施せず予選の結果で最終
順位とする
（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。
参加者は皆さんの協力により 48 名となった。
（４）ウォークラリー(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。参加者は 31 名で、予定の 70 名には届かなかった。
今後どうするか検討したい。
・収支は 59 千円の赤字であったが、総務部会からゴルフの残余金を充当
してもらい、実質赤字無しで着地。
（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
・参加団体は 7 団体（CHISA、IIT、神奈川、埼玉、山梨、茨城、福島）。
CSAJ は協賛出展団体の位置づけとした。
・来年以降の交流会のあり方等については 1 月に CHISA と IIT で反省会
を実施し、協議することとしたい。
・ＣＨＩＳＡとＩＩＴの負担額は各 107 千円で、昨年よりも 40 千円
安くなった。
（６）2 団体合同商談会(齋藤)
・ＣＨＩＳＡとＪＩＥＴの共催で 12/7 に幕張テクノガーデンで開催する。
・未だ余裕があるので、参加して欲しい。
（７) その他(齋藤)
・部会メンバーの交代がある。㈱システムイオ 三橋さん→山根さん
・今日は以前 CHISA の会員であった(有)ネクストエンタープライズの
滑川さんにオブザーバー参加して頂いている。
これを機に再入会をご検討いただきたい。
・次回部会には来年度の部会事業の私案を持ち寄って欲しい。
次回開催日：平成 30 年 2 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．会員動向

・総会員数 １１２社（正会員９５、賛助会員１６）

・テクノブレイブ(株) 社内都合により１１月末退会。
Ｂ．ＡＮＩＡ理事会報告
・開催日：１１月９日（長崎全国大会２５０名参加）
・内 容：来年３月２日開催の幹部会議議案の検討

・定例議案（省略）
・ＩＴ連盟報告、以下のとおり。
⇒「ＩＴ（社会推進）政治連盟」を年内に設立する。
・当法人は、ＩＴ連盟とは別法人政治資金団体とする。
・なお、法規制により会員は個人が対象（法人不可）。
※本件の当協会対応
・ＩＴ連盟設立時に当協会理事会で議論してきたとおり、当協会
は同連盟の政治活動には直接関わらない方針を維持。
・従って、ＩＴ連盟から政治活動に関する連絡、要請等があった
場合は原則として会員への取り次ぎは行わない。

以

上

