協会だより（'18．3）
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
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

森田千葉県知事、熊谷千葉市長を始め多くの方々にご臨席いただき、
創立２０周年記念行事として位置づけた賀詞交歓会（講演会、祝賀会）
が盛大に開催されました。関係者の皆様にこの場をお借りし御礼申し
上げます。
（参加者１６８名：来賓３６、会員１１５、報道他１７）
※詳細は、ホーム・ページ、チサ・ジャーナルをご覧ください。
2月

8 日（木）

ＡＮＩＡ新春賀詞交歓会：霞ヶ関ビル
全国から会員が集まり盛大に開催されました。

2 月 14 日（水）

部会長会議（第 2 回）：ＣＨＩＳＡ事務局会議室
役付役員・部会長が集合し、新年度事業計画及び収支予算の討議を
行いました。本内容は理事会に提示し審議されます。

3月

2 日（金）

メトロエリア幹部会議：横浜ベイシェラトンホテル（幹事：神奈川）
新年度は当協会が幹事となり、メトロエリア・グリーン会、幹部
会議、事務局会議を担当することとなりました。

3 月 14 日（水）

第 5 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室
詳細、後掲。

＊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３０年度の研修日程は現在実施コースの選定作業中です。
開催コース確定後の４月にホームページ掲載を予定しています。
(研修はどなたでも参加いただけます。)

行事予定
5月

9 日（水）

第 1 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

6 月 21 日（木）

ＣＨＩＳＡ定時総会

7 月 11 日（水）

第 2 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

9 月 27 日（木）

ＡＮＩＡ全国大会（～28）

＊ご参加ご出席をお待ちしています！

平成２９年度第５回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成３０年３月１４日（水） １５：３０～１６：５０
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、本件は原案どおりと
することが承認されました。
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。
③新年度理事会開催日程について審議が行われ、本件は提案どおりとする
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以下の内容で行われました。
①理事辞任申出
平成３０年３月３１日付けで、宮川欣丈理事と泉水澄男理事の２名
から理事辞任申出を受けたので申し出を受けた旨の報告がありました。
②部会長交代
平成３０年４月１日付けで、企画調査室長が吉田善幸理事、広報部
会長が藤崎忠夫理事に交代する旨の報告がありました。
③平成２９年度収支見通し
平成２９年度の収支見通しと特別予算として計上した「創立２０周
年記念行事予算」の収支状況について報告がありました。
③月次決算状況
平成３０年２月末時点の月次決算について報告がありました。
（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、会員動向、関連団体動向について
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
吉田室員から以下のとおり報告がありました。
【議題】

CHISA２０周年実施報告と次年度体制について

【部会開催】平成３０年２月１６日（金）
【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
【議事内容】
〇賀詞交歓会について
・賀詞交歓会（H30/1/26）は知事や市長にも来賓頂き、つつがなく
終了した
・知事を来賓で招くと車４台、別途控室が必要となり、それなり
に大変
・講演は、特徴ある講師の方で賛否両論があるようだ
・予算は当初より減り、協会補填も１００万円（当初１４０万）と
なった
〇次年度の方針について
・異業種交流や展示会・講演会などの主催や共催などの要望あり
・公益法人としてあるべき姿、出来ることを検討したい
〇体制について
・室長を坂本から吉田に交代する。そろそろ３年になるため。
・新しい人を入れたい。スカウトする必要がありそう。
〇その他
・変なホテルやロボットカフェ（渋谷）への見学ツアーを企画したい

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：３／６）
Ａ．合同企業説明会の実施状況
・アパ＆リゾート（東京ベイ幕張）で開催
開催日

３/５、４/１８、５/１５

Ｂ．賀詞交歓会報告
・参加者総数 １６８名（来賓３６、会員１１５、広報他１７）
（前年比：２５名増）
・収支状況

協会経費負担額１００万円 （詳細、別紙）

Ｃ．インターンシップ・マッチング会
・平成３０年６月１４日（木） モリシアホール
（募集開始：４月上旬予定）
Ｄ．その他（報告）
・定時総会の開催
（平成３０年６月２１日（木）
、ホテルポートプラザちば）
・平成３０年度の新入社員研修応募状況
（現時点での応募状況：７２名）
・産業人材育成研修の取組
（助成金事業：４月に申請すべく計画中）
※次回部会

５月８日（火）１６：００～１７：００、ＣＨＩＳＡ事務局

③事業企画部会
荒川部会員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６回目の部会を 2/9(金)に開催し、今年度の最終活動につい
て打合せしました。
Ｂ．状況報告
ａ．医療・健康・福祉 関係事業
・ヘルスケアのテーマでのアイデアソンの企画は、今期は参加企
業との調整が進まず、仕切り直しをして、来期以降に検討する
事としました。
b．創立 20 周年「漁業ｘIT」視察旅行について
・既に会員企業の窓口宛てにご案内しておりますが、『漁業・水産
業×ＩＴ』CHISA 視察ツアーを企画しました。
■日 時：平成 30 年 3 月 23 日（金）
8：45 出発～18：00 帰着予定
■視察先：南房総市方面

■参加費：3,000 円（昼食代・保険料含む）
＜視察内容＞
１．千葉県水産総合研究センター
テーマ「千葉県の水産業の現状と課題」
「センターの役割 千葉県の水産業の現状と課題を
知る」
研究センター見学 DVD 視聴 アワビ稚貝見学、 海洋
データ収集・発信 (観測船見学) 他
２．東安房漁業協同組合
テーマ「水産業の現場を知る」
漁協の方よりお話
「漁協の役割・事業内容 / 取組・課題 IT の活用
について」
３．白浜渡船
テーマ「海洋レジャーの現状と課題」見学 / お話
「南房の海洋レジャー(釣り)の魅力 事業内容
/ 取組 課題について」
４．ハクダイ食品有限会社
テーマ「水産加工業について オンラインショ
ップの運営について」
施設見学 事業内容のご説明「伝統ある食文化
を守る」
④広報部会
藤崎部会員から以下のとおり報告がありました。
[開催日時] 平成３０年２月５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、デザインパレット・竹下、ビジネスソフト
サービス㈱・泉水、㈱ベイキューブシー・伏見、事務局・鈴木

[議題] 〇ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１８新年号発行に関する打合せ
・版下の校正作業
・発行スケジュールについて
・その他
会議終了後懇親会を実施

新年号は２月１９日に事務局へ納品となりました。

新年号の発行に際し、ご協力頂きました皆様に御礼申し上げます。

⑤教育技術部会
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 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 オーダー研修の結果
・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。
・19 コース、すべて実施完了した。延べ 199 名が受講した。
Ｂ．H30 年度 CHISA オーダー研修の検討
・全 73 コースを設定し、アンケートを実施した結果、応募人数が 6 名に
満たないコースを見送りとし、47 コースについて募集することとし進め
ている。
・47 コースについて、提供する企業が実施日程、場所を設定のうえ、３月
中旬に募集を行い、次回部会で集計結果を確認し、決定する。
Ｃ．H29 年度新技術調査研究会＆卒論発表会について
・2/21(水)、AM: 新技術調査研究会、PM:論文発表会を開催した。
・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 テーマで研究を行った。
・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た。
‘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た。
・評価点については５段階評価とし、参加者全員（発表メンバーを除く）に
採点していただいた。
・結果、全得票の総合計点、投票者ごとのチームの得点ともに最も多かった
Ｅチーム（ブロックチェーン） を最優秀賞として表彰した。
・今回、各チームから、今後の活動に対するアドバイス、要望事項を発表の
中に入れてもらった。次年度の初回会合時に説明し共有する。
・卒業論文発表については、７論文の発表となった。
・卒論発表会について、県と市に千葉県下の大学に対して案内を出すこと
の了承を得たため、次回から案内を行うこととする。

・論文発表テーマが決まる時期を考慮し、３月開催とするのか、今後検討する。
・今後、司会、タイムキーパー、懇親会進行など教育技術部会での担当者の
入替えを検討する。
Ｄ．H30 年度一般向け事業（タブレットセミナー）検討
・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。
・キャリアなどで従来のタブレットセミナーの実施可否も確認したが、受けて
いただけるところがないこともあり、テーマ検討を部会で進める。
・セキュリティ関連、SNS 利用に関するセミナー、子供をターゲットにしたセ
ミナーなどの意見があがっており、継続検討する。
Ｅ．設立２０周年教育技術部会行事
・設立２０周年、教育技術部会の行事として、3/2ＯＢ会の実施、3/14 事業
承継セミナーの実施を行う。
・３月部会開催時で参加予定人数が６名である。事務局より再募集を図る。
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、
鷲尾 幸一、戸崎 年博、山根 慎平、泉 共亨、滑川 匡、
鈴木 行夫（事務局））
Ｂ．日 時 平成 30 年 2 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）野球大会結果報告
（２）次年度行事計画
（３）その他
Ｅ．配布資料
・前回議事録（平成 29 年度第 4 回分）
・第 10 回 CHISA 野球大会報告

Ｆ．議事内容

a.前回議事内容報告（田仲）
b. 野球大会 報告(高橋)
・12/9（土）に決勝戦を木更津市営球場で行った。

・同日に開催予定の 3 位決定戦は、グランドコンデション不良のため
中止となった。
・今年は雨が多く、中止となる試合が多かった。
・最終順位（カッコ内はチーム名）
1 位 船橋情報ビジネス専門学校（船橋情報ビジネス専門学校）
2 位 株式会社イーエスケイ

（ALL PLAYERS）

3 位 株式会社大和ソフトウェアリサーチ（DOGSTARS）
4 位 株式会社 NID・MI（スパイダーズ）
5 位 エムエルアイ・システムズ株式会社（MLI）
c.次年度行事計画(齋藤)
・基本的には、例年行われている行事を継続する。

1．フットサル大会
2．野球大会
3．首都圏情報団体合同ビジネス交流会（IIT 主催）
4．ゴルフ大会（総務部会と合同開催）

5．３団体合同商談会
6．ウォークラリー（総務部会と合同開催）
※各行事担当者は、今年度と同様とする。
d.その他
・異業種交流会を検討してみてはどうか？
・コンソーシアム部会のあり方は？
※上記について、次年度検討をしていく。
・今年度部会予定日
4 月 17 日（火）、6 月 19 日（火）、9 月 18 日（火）
11 月 20 日（火）、2 月 19 日（火）
次回開催日：平成 30 年 4 月 17 日（火）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 １１４社（正会員：９７社、賛助会員：１７社））
※前回理事会で承認された入会検討中企業「有限会社ネクス
トエンタープライズ」から、入会申込書が提出されました
ので、本年２月１日付けで入会手続きを行いました。
Ｂ．関連団体動向
ａ．ＡＮＩＡ
・理事会開催（２月８日） 参加１７団体２７名
・新年度計画、以下のとおり。
・定時総会：７月に開催。
・全国大会：青森市で開催（９月２７～２８日）
・組織体制

⇒・協会事務局：京都へ移動。
・事務局長 ：会長企業職員、須山洋生氏へ交代
（４月１日～）

ｂ．メトロ
・幹部会議開催（３月２日） 参加７団体２９名
・新年度幹事 当協会（主幹事）、山梨（副幹事）が担当
・当協会から新年度行事日程を発表。内容、以下のとおり。
・メトログリーン会 平成３０年１０月２６日（金）千葉県内
・幹部会議

平成３１年 ３月 ８日（金）千葉、海浜幕張

・事務局会議

６月８日、１１月１６日（２回）千葉県内

※山梨からの要請があり、現在、
・メトロ、第１回事務局会議・・・・千葉担当
・幹部会議、第２回事務局会議・・・山梨担当で調整中。
・幹事協会への要望事項
・「フットサル３団体頂上戦」、「合同ビジネス商談会」のよう
な会員会社が参加できる「メトロ合同イベント」を企画して欲
しい。（具体例：国際フォーラムでの「合同採用説明会」開催。）
以 上

