協会だより（'18．7）
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年度定時総会のご報告】
平成３０年６月２１日に開催した定時総会の審議内容を、以下のとおり
ご報告します。
１．報告事項
（１）平成２９年度事業報告について
（２）平成３０年度事業計画及び収支予算について
水上専務理事から平成３０年度定時総会議案書に沿って上記
２件を一括した報告があり、本件は了承されました。
２．審議事項
第１号議案 役員の選任について
理事候補者１名の選任について審議され本議案は、提案どおり、
宮川光生氏を理事に選任することが承認されました。
なお、本議案承認に伴い当協会の役員は以下のとおりとなり
ましたのでご確認ください。
平成３０年７月１日

役
会

社

員

名

名

簿
役 職

氏

名

【理事】

1

ちばぎんコンピューターサービス株式会社

代表取締役社長

吉田 幸宏

２

株式会社エー・シー・イー

代表取締役

武次 靖雄

３

東日本電信電話株式会社

千葉事業部長

池田 敬

４

株式会社ベイキューブシー

代表取締役

水上 明美

５

株式会社ジィ・シィ企画

代表取締役

金子 哲司

６

京葉コンピューターサービス株式会社

代表取締役

並木 宏祐

７

公益情報システム株式会社

代表取締役社長

藤崎 忠夫

８

株式会社ジーウェイブ

代表取締役

吉田 善幸

９

株式会社ジャパンシステムブラッド

代表取締役

佐久間 満

10

株式会社扶堂ネットワークセキュリティ

代表取締役会長

斎藤 明雄

11

株式会社ルミテック

代表取締役

坂本 るみ

12

株式会社ケージェーシーソフトウェア

代表取締役

安藤 勉

13

株式会社エアリー

代表取締役

山本 成人

14

ＪＦＥシステムズ株式会社

15

シーデーシー情報システム株式会社

代表取締役社長

鈴木 滋

16

ちば興銀コンピュータソフト株式会社

代表取締役社長

田仲 直樹

17

株式会社ＮＩＤ・ＭＩ

代表取締役

石井 廣

18

エムエルアイ・システムズ株式会社

19

宮川電気通信工業株式会社

執行役員
東日本事業所長

常務取締役
開発本部長

奥野 敦己

牛丸 禎朗

代表取締役

宮川 光生

理事長兼校長

鳥居 高之

代表取締役

荒川 典彦

【監事】
学校法人三橋学園

１

船橋情報ビジネス専門学校

２

首都圏システム開発株式会社

第２号議案 平成２９年度収支決算について
原案どおり承認されました。
※総会終了後、同会場（ホテル
ました。（参加者：９３名）

ポートプラザちば）で、懇親会が開催され

詳細は、本年７月発行の当協会広報誌「CHISA Jornal」をご覧ください。

【以下は定例の報告です】
行事報告
5 月 11 日（金）

ＡＮＩＡ理事会
都内においてＡＮＩＡ理事会が開催され、同協会総会議案が審議され
ました。

5 月 25 日（金）

フットサルキャプテン会議
大会参加チームの代表がＣＨＩＳＡ事務局に集まり、対戦相手の組み
合わせ抽選を行いました。(参加チーム数：２４チーム)

5 月 26 日（土）

フットサル、３情産協対抗頂上戦
恒例の東京、神奈川、千葉の情報サービス産業協会によるフットサル
頂上戦が実施されました。

6月

1 日（月）

総務省、電波の日・月間情報記念式典
都内において総務省が主催する月間情報記念式典が開催され、当協会
事務局長が出席しました。

6月

８日（金）

メトロ事務局会議（第１回）
県内において、今年度第１回メトロ事務局が開催されました。
本年度は、当協会と山梨情産協が共同幹事で、本年１０月２６日開催
予定のメトロエリア・グリーンを千葉が、来年３月８日開催予定の幹
部会議を山梨が担当することが確認されました。

6 月 10 日（土）

フットサル大会
多くの観衆が見守る中、 参加２４チームによる熱戦が繰り広げられ
ました。優勝チームは（株）大崎コンピューターエンヂニアリングで
した。

6 月 14 日（木）

インターンシップ・マッチング会：モリシアホール
会員企業９社が参加し、希望学生の内２７名を参加させることが決
定されました。
なお、来年度以降は「インターンシップ期間２週間」縛りをなくし、
企業・学生が柔軟に参加できる仕組みを検討していきます。

6 月 15 日（金）

新技術調査研究会発足式
会員企業１３社２３名と多数参加がありましたが、例年同様に５チ
ーム編成とし、研究会を発足させました。
なお、テーマはそれぞれのチームで確定させ、年度末の成果発表会迄
の間、業務の合間を縫って研究調査を進めることとしています。

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、１６時～
総会議案書に沿って役員選任、収支決算等が審議されました。

(内容、後掲。)
7 月 5 日（木）

ＡＮＩＡ総会
都内においてＡＮＩＡ総会が開催され、収支決算、全国大会開催（本
年度は青森市）が審議されました。

７月 11 日（水）

第 2 回理事会：同ＷＢＧマリブウエスト４階会議室。１５時３０分～
(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。
・研修はどなたでもご参加いただけます。
・設定コースの詳細は、当協会ホームぺージ・トップ画面上部の
「研修」をクリックするとご確認いただけます。
※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、または下部バナー広告
掲載場所にある「バナー広告募集」をクリックするとご確認いた
だけます。
行事予定
9 月 27 日（木）

ＡＮＩＡ全国大会（青森～28）

10 月 17 日（水）

第 3 回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

10 月 17 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（浜野ゴルフクラブ）

11 月 16 日（金）

メトロエリア事務局会議（第２回）

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）
3月

CHISA 賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン

8 日（金） メトロエリア幹部会議

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２回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成３０年７月１１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
議案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。主な内容は、月次決算状況（平成３０年
６月末）の説明でした。
（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。
内、総務福利厚生部会から、次年度の合同企業説明会、及びインターンシップ
・マッチング会の内容見直しを検討している旨の詳細報告がありました。
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・グリーンの募集状況」等について報告がありました。
（４）その他
①県連絡事項
ＩＯＴ活用セミナーを開催するので、協力願いたい旨の連絡がありました。
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水上専務理事から報告があり、引き続き「異業種交流
会」の検討を進めているが、現在特段の進展はないとの説明がありました。
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（７月部会：７／１０）

Ａ．部会員交代に伴う後任者の紹介
Ｂ．合同企業説明会の次年度取組の検討
Ｃ．定時総会・懇親会実施報告
・収支状況、参加状況（資料、省略）
Ｄ.インターンシップ・マッチング会
・今年度実施報告

６月１４日（木）１４：３０～２０：００
津田沼モリシアホール

・次年度取組の検討

（資料、省略）

Ｅ．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
Ｆ．その他
・会員企業懇親会

平成３０年１０月１７日（水） １８：００～

・助成金事業取組状況報告
・助成金申請先 公益社団法人千葉県産業振興センター
・現況

申請書の提出・プレゼンテーションを終了し、本年６
月２２日承認書受領。 募集ポスター作成（資料配布）
。
ＨＰ等で募集開始を手配中。

・総事業費規模

３３４万円

・助成金事業名

先進的ＩＴ技術習得研修事業「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」

・会

場

船橋ビジネス情報専門学校

・日

程

平成３０年９月４～６日及び、
１０月２～４日（計６日間）

・募集人数、費用 ２５名（＠３万円）
※次回部会 ９月１１日（火）１６：００～１７：００ CHISA 事務局。
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 2 回目の部会を 6/28(金)に開催しました。
・メンバ交代に伴い参加者の顔ぶれが変わるため、事業企画部会の役割、
および、今年度の事業計画を再確認しました。
また、今年度事業「IT 利活用フォーラム」について、主担当を決定し、
今後のスケジュールを共有しました。
・最後に、千葉県商工労働部 産業振興課 森宏様より、
「千葉県 IOT 推
進ラボ」事業についてご紹介いただきました。

Ｂ．今年度の事業計画
①IT 利活用フォーラム
荒川氏、石毛氏を主担当にして推進します。
大まかなスケジュールは以下の通りです。
ａ．7～8 月 テーマの決定、講演者の選定～打診
b．9～10 月 場所、講演内容の確定、案内の配信
c．11 月 開催
次回の事業企画部会でテーマについて意見を集約し、県の担当者と
共に進めて行きます。
②IoT 推進コンソーシアム
千葉市からの協力要請で始まった事業ですが、現時点で具体的な
取り組みはありません。何か話が上がってきた時点で、進め方を
検討して参ります。
③事業アイデア創出
「医療・健康・福祉」について、これまで実施してきたアイデアソ
ン等の取り組みを継続するか、部会内で検討します。また、新たな
取り組みについて、部会内で意見交換し、柔軟に対応する方針で一
致しました。
Ｃ. 千葉県 IoT 推進ラボ
千葉県商工労働部 産業振興課

森宏様より、「千葉県 IOT 推進ラボ」

事業の概要と、直近の具体的な案件についてご説明いただきました。
① 8 月 30 日に「IoT 啓発セミナー」を開催。
ラズベリーパイで出来ることを講演
②7 月 18 日「工業団地におけるセンサーを用いたＩｏＴ実習」を白井町
で開催
③事業化の相談窓口を県で用意している。企画とこれを実現できる企
業とを結ぶビジネスマッチングのワンストップ窓口。
また、千葉県では、IoT に関して、来年度予算のアイデアを募集
しています。アイデアがあれば７月上旬くらいを目処に、森氏に相談
して欲しいとの事です。詳細は参考資料を御覧ください。
（資料：201806_千葉県 IoT 推進ラボ.pdf）
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。
下記の日程、内容で２回の広報部会を開催しました。
[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

ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１８総会特集号発行に関する打合せ

題]

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
ビジネスソフトサービス㈱ 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６名

[出 席 者]

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[開催日時]
[開催場所]
[議
題]
[出 席 者]

平成３０年７月６日（金）
ＣＨＩＳＡ事務局・会議スペース
ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１８総会特集号 原稿校正
ビジネスソフトサービス㈱ 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、
ワタナベメディアプロダクツ㈱ 大庭、土井、事務局 鈴木、公益
情報システム㈱ 藤崎 計８名

＊ＣＨＩＳＡジャーナル総会特集号 vol.39 は 7 月 19 日（木）納品予定
⑤教育技術部会
奥野部会長欠席のため、鈴木事務局長から以下のとおり報告がありました。
６月部会以降：活動状況 次回の部会は７／２５予定
Ａ．H30 年度 CHISA オーダー研修申込み状況確認と検討
・前回決定した申込みが 6 名以上であった 30 コースについて募集状況の
確認を行った。
・前回確認時同様に申込みが 5 名以下となった M004 情報セキュリティマ
ネジマントはコースを取りやめることとし、29 コースを実施する。
・A003 業務知識の基礎と改革のポイント(会計編)は 5 名であるが 1 名
増員し実施する。
Ｂ．H30 年度新技術調査研究会検討
・募集の結果、23 名の活動メンバが決まった。
・第１回の会合を 6/15(金)16:00-17:00 に実施した。（会合後、例年通
り懇親会も実施。）
・５チームでの活動となり、Ａチーム：ＩｏＴ、ＡＩ、Ｂチーム：ＡＩ、
クラウド、セキュリティ、Ｃチーム：ＡＩ、Ｄチーム：ＩｏＴ、Ｅチ
ーム：ウェアラブルがテーマ候補である。
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て

いる。
・IPA のセキュリティ教育、
・情報セキュリティ５か条に取組むことを宣言する。
・５分でできる！セキュリティ自社診断を実施し、情報セキュリティ
ポリシー(基本方針)を定め公開する、といった内容を 90 分程度で実
施する予定。
・会員企業向け、会員企業から紹介いただける企業向けに 3 社 10 名以上で
実施できるかを検討する。
・参加いただける企業数の目途をたて、開催場所、回数などを次回以降、
部会で継続検討する。
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

Ａ．出席者

部会活動報告～部会議事内容報告
齋藤 明雄、田仲
鷲尾 幸一、戸崎

直樹、高橋
年博、和田

秀喜、田中
光太、山根

浩二、鎌田
慎平、河村

辰朗、
裕、

橋本 正徳、滑川 匡、鈴木 行夫（事務局）
Ｂ．日 時 平成 30 年 6 月 19 日（火）
Ｃ．場 所 WBG ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ 21F
Ｄ．議 題

16：00~17:00

CHISA 事務局内会議室

（１）野球大会進捗状況
（２）フットサル大会 結果報告
（３）合同商談会 検討
（４）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）
CHISA 野球大会進捗状況表
CHISA 懇親ゴルフ大会結果
CHISA 懇親ゴルフ大会参加者名簿

Ｆ．議事内容
ａ．前回議事内容報告（田嶋）
ｂ．野球大会進捗状況（高橋）
・現状１試合消化、今後計画的に対戦を進捗させる。
ｃ．フットサル大会 結果報告（和田）
・６／９(土)に実施し、
天気がよくケガ人もなく終わった。成績は別紙の通り。

会計報告は別紙の通り。
ⅾ．合同商談会検討
・今年は IIT が主催で実施されるが、１０月実施予定としか聞いていない。

・実施内容の変更を検討していると思われる。
e．その他（ゴルフ大会等）
・CHISA ゴルフ大会（齋藤）
・総務部会と共催で６／１４(木)に実施。２７名の参加であった。
・異業種交流の企画（齋藤）
・企画調査室が中心となって企画中。
・先ずは３０年度第３四半期に実施される NTT 東日本の異業種交流
イベントに CHISA として参加し、スモールスタートで３１年度第
１四半期に CHISA 独自のイベントを開催したい。将来的には地公
体・他団体等を巻き込んで埼玉のようにしていきたい。
・当部会も企画調査室に協力して関わっていく予定。
・部会交流ゴルフ大会（会議後懇親会にて）

・他の部会の方たちとの交流機会が少ないため、コミュニケーシ
ョンを良くし各社の業績向上につなげる目的で、９月頃に部会
を跨いだゴルフ大会を企画したい。

次回開催日：平成 30 年 9 月 18 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（平成３０年６月３０日現在）
・会員数

１１５社（正会員：９７社、賛助会員：１８社）

Ｂ．団体交流状況
・第１９回メトロ・グリーン会の申込状況（幹事：千葉）
a.開催日時

平成３０年１０月２６日（金）８：２８～

b．開催地、予定人数 浜野ＧＣ
c．申込状況

募集枠：１２組４８名

合計４４名（東京８、神奈川７、埼玉８、山梨７、
茨城４、福島０、千葉１０）

・メトロ事務局会議（６月８日）
a. 共同幹事である山梨より、今年度幹部会（平成３１年３月８日）
を、山梨県内で開催したいとの要請があり、本件を各協会で周知徹
底することが確認された。
b．前回幹部会でのメトロの共同事業検討要請を受け、東京と神奈川が
共同で「合同企業説明会の開催」を検討している旨の報告があった。
c．埼玉、会長が交代した旨の報告があった。

新会長 石井 進 氏（ＡＧＳ（株））
e. 東京より、会員数拡大のためメトロ加盟情産協と相互入会を検討し
ており、確定次第、加入要請をしたいとの報告があった。
Ｃ．ＡＮＩＡ全国大会（募集中）
ａ.開催日時

平成３０年９月２７日（木）１３：３０～

ｂ．開催地

青森市(ホテル青森)

以 上

