協会だより（'18．5）
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

３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１1 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７３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２３日（金）平成２９年度会計監査：ＣＨＩＳＡ事務局
当協会監事による平成２９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３０年６月２１日、ホテルポートプラザちば）
５月

９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３０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 11 日（金）

ＡＮＩＡ理事会

5 月 25 日（木）

フットサル・キャプテン会議

5 月 26 日（金）

フットサル・３情産協対抗頂上戦

6月

1 日（木）

総務省、電波の日記念式典

6月

8 日（金）

メトロ事務局会議（第１回）

6月

9 日（土）

フットサル大会

6 月 14 日（木）

インターンシップマッチング会

6 月 14 日（木）

懇親ゴルフ会

6 月 15 日（金）

新技術調査研究総会発足式

6 月 21 日（木）

平成３０年度定時総会：ホテル ポートプラザちば

7月

ＡＮＩＡ総会：霞ヶ関ビル

5 日（木）

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（青森～28）

10 月 10 日（水）

第３回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

10 月 10 日（水）

会員企業懇親会

10 月 26 日（金）

第１９回メトロエリア・グリーン会（浜野ＧＣ）

12 月 12 日（水）

部会長会議（第１回）

12 月 12 日（水）

第４回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

12 月 12 日（水）

役員忘年会

1 月 25 日（金）

ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン

3月

メトロエリア幹部会議

8 日（金）

3 月 13 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３０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３０年５月９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３０年度定時総会議案書について
平成３０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３０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。
（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決算内容（概要、公益社団法人認定基準判定：クリアー）
②総務福利厚生部会長の交代（旧：安藤理事→新：牛丸理事。５/１付）
③創立２０周年記念事業「特別予算配賦額」の収支決算状況（予算枠内）
（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当協会が幹事となる「第１９回メトロ
エリア・グリーンの開催」と「会員推移」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
吉田室長が欠席のため坂本室員から以下のとおり報告があり、斎藤理事、池田
副会長から内容の補足説明がありました。
⇒吉田室長を中心に関係者が集まり、「異業種交流を考える会」の会議を開催。
添付の議事録及び、補足資料（省略）での詳細説明がありました。

記
第一回

千葉県情報産業協会（CHISA）異業種交流を考える会
開催日時：2018 年 4 月 25 日（水）PM 15：00～
開催場所：株式会社扶堂ネットワークセキュリティ
（幕張テクノガーデン B 棟 9 階）
参加者：株式会社ジャパン システム ブラッド 佐久間 満 様
株式会社ベイキューブシー 水上 明美 様
株式会社 NTT 東日本 池田 敬 様
網代 武人 様 / 和田 真一 様
金井 良和 様 / 三木 篤 様
株式会社ジーウェイブ 吉田 善幸

様

株式会社扶堂ネットワークセキュリティ 齋藤 明雄

様

/ 齊藤 友里絵（記録）
１．コンソーシアム部会の在り方
・異業種交流会はコンソーシアム部会だけではなく CHISA 全体イベント
として運営を考えるべきである。
２．CHISA 主催の異業種交流会について
※NTT 東日本様の実績（NTT 東日本様より参考資料あり）
『NTT 東日本主催の企業交流・フェア・商談会
（東京で 2 回開催実績 あり）
』→すぐに開催できる
・NTT 東日本が企業に紹介したい事を事前に通知する
・参加企業のプレゼン / 意見交換
※CHISA への提案（NTT 東日本様より参考資料あり）
『CHISA 主催の企業交流会・フェア・商談会（中小企業向け）』
→トライアル
・複数事業者共同のソリューションブース
・自治体向けのフェア
・地銀・信金・士業を呼んで事業承継のコンサルブース
・CHISA 会員の交流
※第一回目は NTT 東日本主催で CHISA 会員向けにトライアルとして
行ってみる
（下記皆様からの意見）
（水上様）企業の得意分野を活かし一般企業にもアプローチしていきたい。
1 回の単価は低いと思うが…。

（吉田様）CHISA 組織図の紹介（参考資料あり）
（齋藤様）イベントは企画調査室を主軸に CHISA 全体イベントとして運営
を考えてもらいたい。
（池田様）一般企業は IT 技術者を雇うのが難しいと思うので、中小企業は
向けのソリューションを展開できたら良いと思う。
（佐久間様）県内の中小企業の困っている事を解決できる様なフェア(ブース)
を開催「本課税/会員課税について」等の中小企業の周知されて
いない事をテーマに挙げると集客にも繋がる
（各企業に対するホスピタル的なフェア）
※異業種交流会目的：【千葉の中小企業を元気にする為の IT 化促進】
中小企業に CHISA 会員の IT 技術等を紹介(アピール)し千葉の発展とビジ
ネスにも繋げて行く。（助成金を代わりに作成する等）
《集客方法》
千葉テレビ/日報/ → 広告ではなく記事にしてもらう
（単価安めにできる）bayFM（ラジオ）/ 熊谷俊人様に相談 / 他
３．開催について
第一回（来年 2 月頃）：NTT 東日本主催 （CHISA 会員向け）…
アイディアソン
第二回（来年 5 月 or6 月）
：CHISA 主催 （一般中小企業向け）
今後会員向けに下記の商談会が予定されている
※9 月：3 団体（JIET・CHISA・シーソフト）
※10 月：5 団体（CHISA・IIT・KIA・SISIA・YSA）合同商談会が予定
されている
<各団体>
JIET：特定非営利活動法人 日本情報技術取引所
CHISA：公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会
IIT：一般社団法人 東京都情報産業協会
KIA：一般社団法人 神奈川県情報サービス産業協会
SISIA: 公益社団法人 埼玉県情報サービス産業協会
YSA：一般社団法人 山梨県情報通信協会
４．次回開催までに
池田様：修正した資料を鈴木様（CHISA 事務局）に送る
５．次回について
・5 月 9 日：CHISA 理事会にて今回の内容を報告
・異業種交流を考える会(仮名)：別途調整

②総務福利厚生部会
牛丸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：５／８）
Ａ．合同企業説明会の実施報告（真野）
・平成３０年３月５日（月、４月１８日（水）東京ベイ幕張ホテルで
開催（２６社参加）
・予算規模

４０５万円（＠１５万Ｘ２７社）

収支差額０円

Ｂ．定時総会の開催
・日時

平成３０年６月２１日（木）

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

（※受付開始 １５：３０～）
・懇親会

１７：００～１８：３０

・懇親会参加費

５千円／人

・役割分担
・懇親会進行

須永

・受

竹下、中島、杉浦、西村、玉山

付

・ホテル打合せ、来賓・会員案内、収支管理 (事務局)
※今年度も講演会、アトラクションは予定しない。
Ｃ.インターンシップ・マッチング会
・日

時

６月１４日（木）１４：３０～２０：００

・会

場

津田沼モリシアホール

・募集状況

現在募集中。別途、HP 掲載（学生募集、参加企業一覧）

Ｄ．懇親ゴルフ大会
・平成３０年６月１４日（木）
、大栄カントリー倶楽部で開催
Ｅ．その他
・助成金事業申請中（県振興財団）
・新時代に必要とされるセキュリテイエンジニア育成研修①
(9/4－6、10/2－4)

・会員企業懇親会 平成３０年１０月１０日（水）開催予定（理事会終了後）
※次回部会

７月１０日（火）

③事業企画部会
山本部会長欠席のため、荒川監事（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１回目の部会を 4/20(金)に開催し、昨年度３月の事業振り返り
と今後の取り組みについて打合せしました。
Ｂ．昨年度３月の事業振り返りについて
漁業・水産業☓IT 視察・見学ツアー（実施報告）
実施日：2018.3.23(金)
視察内容
ａ．千葉県水産総合研究センター（本所）
・テーマ：「千葉県の水産業の現状と課題」
・視察内容：研究センター見学、DVD 視聴、アワビ稚貝見学、
海洋データ（観測船見学）
b．東安房漁業協同組合
・テーマ：「水産業の現場を知る」
・視察内容：漁協の方よりお話を伺う。
「漁協の役割・事業内容/取組・課題 IT の活用について」
c．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」
・視察内容：事業内容のご説明「伝統ある食文化を守る」
直売所見学
実施後の振り返り
・１３社、１８名にご参加頂きました。
・普段接点のない業界である漁業の実際の状況を伺え、有意義
でありました。
・見学先については、普段接点のない業界でもある為、協力者
の尽力が必要でした。
・事前の準備について、今回も様々協力頂いたが、担当者への
サポートは必要になります。
・今後も、業界/企業の見学ツアーについては、意義が認められ
るため定期的に実施したいと思います。
Ｃ. 今後の取り組みについて
① 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、前期は参加
企業との調整が進まず、仕切り直しをして、今期以降に検討す

る事としています。
②IOT 推進コンソーシアムへの取り組み
今回は新たな情報が無いため、今後の進め方の検討が必要。
③その他
・部会参加者が少数で限定されており、部会の運営、事業
について再検討します。
・当年度の事業、および定例的に行う事業について、既存
以外のものを検討していく。
・部会予算の効果的活用について、上記と併せ検討してい
きたい。
④広報部会
藤崎部会長から以下のとおり報告がありました。
前回の２月５日以降に部会開催はありませんが、下記の日程及び内容で開催を
予定しております。
[開催日時]

平成３０年５月２３日（水）

[開催場所]

ＣＨＩＳＡ事務局・会議スペース

[議

題]

〇ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１８総会特集号発行に関する打合せ
①構成について
②取材担当の割り当てについて
③その他

＊３月１６日（金）に前広報部会長 泉水さんの送別会を美弥和にて開催しました。
参加者：ビジネスソフトサービス㈱ 泉水・横尾、デザインパレット 竹下
㈱ベイキューブシー 伏見、ちばぎんコンピューターサービス㈱

高知尾

事務局 鈴木、公益情報システム㈱ 藤崎 計７名
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。
４月部会以降：活動状況 次回の部会は６／１５予定
Ａ．H30 年度 CHISA オーダー研修申込み状況確認と検討
・アンケートの結果 46 コースに対して正式募集を行った。
収支上、赤字となるコースもあるが、申込みが 5 名以下のコースを取り
やめることとし、30 コースを実施することにした。
Ｂ．H30 年度新技術調査研究会検討
・例年と同様に第１回の会合を 6/15(金)16:00-17:00 とし、募集、調整を図る。
・昨年度同様に表彰を行うが、新たに褒賞金を予定する。

・昨年度、メンバからアドバイスを頂いているため、初回会合説明時に伝える
こととする。
・第１回会合当日は例年通り、懇親会も実施する。
Ｃ．H30 年度一般社会人向け事業検討
・セキュリティをテーマとし、10 月以降に開催する予定で検討を進める。
・開催回数、日程、会場、募集対象（企業、個人）、応募の仕方（ホームページ
掲載、会員への募集案内）、講師手配など、次回以降、引き続き検討する。
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、田中 浩二
鎌田 辰朗、鷲尾 幸一、和田 光太、橋本 正徳、滑川 匡、
鈴木 行夫（事務局）
Ｂ．日 時 平成 30 年 4 月 17 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・フットサル大会 検討
（２）３団体合同商談会（7/9）検討
（３）その他（ゴルフ大会等）

Ｅ．配布資料

前回議事録（平成 29 年度第 5 回分）
第 11 回 CHISA 野球大会開催案内
CHISA 懇親ゴルフ大会開催案内

Ｆ．議事内容
ａ．前回議事内容報告（田嶋）
ｂ．今年度行事計画(齋藤)
・フットサル大会（6/9）鎌田

・例年通り実施、5/26 キャプテン会議
・野球大会(5 月～11 月) 高橋
・例年通り実施、開催案内は配布資料を参照
・首都圏情報団体合同ビジネス交流会（未定）斎藤
・CHISA 懇親ゴルフ大会（6/14）斎藤
・総務部会と合同開催、開催案内は配布資料を参照
・３団体合同商談会（9 月頃）斎藤
・4 団体で開催予定
・ウォークラリー（中止）

ｃ．その他
・異業種交流会（他団体交流）について

・CHISA 全体のイベントとして検討する
4/25 に企画調査室と打合せを予定

※今年度部会予定日

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 6 月 19 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．第１９回メトロ・グリーン会の開催（幹事：千葉）
・開催日時

平成３０年１０月２６日（金）、８：２８～

・開催地、募集人数

浜野ＧＣ

・当協会募集枠

８～１０名程度（早目のお申込みをお願いします。）

１２組４８名

※各協会へは６～７名で依頼中ですが、欠員が生じる場合は申し出
いただいている東京、神奈川、千葉で充足する計画でおります。
Ｂ．会員動向（平成３０年３月３１日現在）
・会員数

１１４社（正会員：９７社、賛助会員：１７社）

・推移

25 年度末

26 年度増減

26 年度末

27 年度増減

27 年度末

入会 退会

28/3

26/3

入会

退会

27/3

正会員

95

2

6

91

8

2

97

賛助会員

15

0

0

15

0

0

15

合計

110

2

6

106

8

2

112

27 年度末

27 年度増減

28 年度末

29 年度増減

29 年度末

入会 退会

30/3

28/3

入会

退会

29/3

正会員

97

2

4

95

5

3

97

賛助会員

15

0

0

15

2

0

17

合計

112

2

4

110

7

3

114

以 上

