協会だより（'18．10）
公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

行事報告
9 月 27 日（木）

ＡＮＩＡ全国大会（青森～28）
今回で第４０回目となるＡＮＩＡ全国大会が青森市で開催さ
れました。当日は、青森県知事、青森市長も出席され、参加者
が２５０名となる盛大な大会となりました。

10 月 17 日（水）

第３回理事会：同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
10 月 17 日（水）

会員企業懇親会（参加５６名）

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、５６名）

10 月 30 日（火）

首都圏情報団体ビジネス交流会

11 月 16 日（金）

メトロエリア事務局会議（第２回）

11 月 28 日（水）

ＣＨＩＳＡ会員向けビジネス交流会

11 月 28 日（水）

ベンチャーカップＣＨＩＢＡ

11 月 28 日（水）

ＡＮＩＡ事務局長会議

11 月 30 日（金）

ＡＮＩＡ理事会

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３回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成３０年１０月１７日（水） １５：３０～１６：４０
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
Ａ．入会希望企業の取扱について
入会希望企業３社についての審議が行われ、原案どおり入会させること
が承認されました。
Ｂ．継続審議案件（２件）
前回理事会で継続審議となった下記２議案が審議されました。
ａ．会員歴２０年の会員表彰について
本件は、対象企業数が過半数となってしまうため提案内容の表
彰は実施しないこととなりました。ただ、何らかの形で表彰を行
っていくこととされました。
ｂ．ＯＢの組織化について
本件は、組織化は望ましが退職されたＯＢの住所把握が難しく
連絡が難しいため、当面、対象者をＯＢ役員に絞り忘年会等にお
招きすることとなりました。

（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。報告内容は、以下のとおりです。
Ａ．理事辞任及びコンソーシアム部会長交代
斎藤理事より、理事及びコンソーシアム部会長辞任申出を受け、事情を考慮
し本年８月末付けで辞任届を受領した。なお、後任のコンソーシアム部会長は、
９月１付けで同部会副部会長であった田仲理事に就任いただいた。
Ｂ．労働環境向上研究会活動の報告
助成金獲得のため、標記委員会を立ち上げ活動を開始した。
Ｃ．月次決算状況（平成３０年９月末）
予算どおり順調に推移している。
（３）部会報告(※詳細、後述。)
①部会報告
②事務局報告
（４）その他
①県連絡事項
県の取組についての報告がありました。
②斎藤前理事挨拶
斎藤前理事より理事辞任のご挨拶がありました。
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
吉田室長がから以下のとおり報告がありました。
異業種交流会の検討を、企画調査室主催にて、コンソーシアム部会、事業企画
部会と合同で進めています。今までの検討日程は下記。
【第１回】 2018 年 4 月 25 日（月）15:00-16:00 扶堂ネットワークセキュリ
ティ会議室
【第２回】 2018 年 8 月 6 日（月）9:30-10:30 CHISA 事務局
【第３回】 2018 年 9 月 5 日（水）10:00-11:10 CHISA 事務局
【第４回】 2018 年 10 月 4 日（木）10:00-11:20 CHISA 事務局
（検討会メンバー）
NTT 東日本 池田副会長、山上様、中里様、和田様
ベイキューブシー 水上専務理事、千葉興銀コンピュータソフト 田仲様
船橋情報ビジネス専門学校

鳥居様、 エアリー 山尾様、ジーウェイブ

吉田 CHISA 鈴木事務局長
【検討状況】
ａ．NTT 東日本主催の CHISA 会員向け交流会について
・開催日：2018 年 11 月 28 日（水）15 時～19 時 エムベイポイント幕張
・目的：CHISA 会員間の交流、ビジネス機会の創出、次年度への試行策
・費用：すべて NTT 東日本様支出（含む懇親会費）
ｂ．CHISA 主催の千葉県内企業向け異業種交流会について
・開催時期は、2019 年 6 月～10 月程度を目途とする。
・目的は、①中小企業の IT 化支援②異業種企業の交流③ビジネスチャン
スの創出
・CHISA は千葉県 IT 業界の公益法人のため、地域の IT 化に貢献すること
は必須
・予算は、数百万～１千万円程度と考え、捻出方法と費用対効果を検討する。
・総務省／千葉県での IT 化支援策事業が企画されておりそれに乗る手もあり。
ｃ．推進体制について
・企画調査室を主管として、コンソーシアム部会、事業企画部会で進める。
・千葉県／総務省／商工会議所／産業振興センターとも連携する。
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（部会：９／１１、１０/９）
Ａ．合同企業説明会
・次年度の募集案内出状済み（１０/１１）
・実施内容は本年度に準じる。
・統一出展日は、３月４日（月）
。
・ブースをＣＨＩＳＡ１か所（集約方式）から、分散方式へ変更。
Ｂ．インターンシップ・マッチング会
・８月に実施した、会員及び学校向け「意向確認アンケート」結果の報告
（詳細、別添え資料）
・次年度開催案内の内容について
・本年度に準じた内容とするが、インターンシップ期間を従来の「１０日
間以上」の縛りを外し、参加企業の任意へ変更する。
なお、１企業で複数期間の設定も可能とさせる。
Ｃ．会員企業懇親会
・開催日時

平成３０年１０月１７日（水）１８：００～

・会

ちばぎんクラブ

場

・参加者数

５６名（詳細、添付資料）

Ｄ. 産業人材助成金事業実施状況報告

・応募者数 １１名（募集枠２５名）
・事業名

「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）
※本助成金制度は今年度で終了。

Ｅ．賀詞交歓会

・イベン内容、講師選定の検討
・講師を以下の方で確定させました。
・講師：落語家（真打） 柳家 三之助（講演６０分、落語３０分）
・日時、会場 平成３１年１月２５日（金）ホテル ザ・マンハッタン
・時間配分（予定）
・１５：００～１６：３０

講演会

・１７：００～１８：３０

懇親会

・１７：００～

挨拶、乾杯、懇談

・１７：４０～

お琴演奏（２名確定）

・１８：２０

中締め

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 8/22(水)に、4 回目の部会を 10/11(木)に開催
しました。
・今年度事業「IT 利活用フォーラム」について、進捗および実施内容
を共有しました。
また、新規事業アイデア創出、視察旅行について、検討しました。
最後に、県主導で実施されている IoT 関連施策について、千葉県商工
労働部産業振興課主査 森様からご説明頂きました。
Ｂ．IT 利活用フォーラム
実施概要は、以下の通りです。
日時

11 月 14 日(水) 13:30～17:00

会場

幕張テクノガーデン CB 棟 大会議室（席数 120 名）

対象

自治体（情報政策・商工・農林水産等）
、企業、大学、その他
関係団体

構成

参加者 100 名程度

講演①AI に関する概説

概要 AI が注目される背景や雇用に与える影響、活用に向けた
課題など
担当 産総研 人工知能研究戦略部 上席イノベーションコー
ディネーター 西井龍五（にしい りゅうご）先生
構成

講演②AI×ロボット活用事例
概要 受付業務における AI ロボットの活用
担当 富士通㈱ AI サービス事業本部 プラットフォーム事業
部

構成

清水耕平 様

講演③AI×データ活用事例
概要 単純業務効率化 AI+RPA による書類の読み取り、自動入
力事例の紹介
担当 ちばぎんコンピューターサービス㈱

事業企画部会では、周知、当日運営サポート、参加者アンケートの実施
と集計を行います。
Ｃ. 新規事業アイデア、視察旅行
新規事業について、産学連携、医療福祉テーマへの取り組みについて意
見が出ました。
今後、取り組みを具体化し CHISA 事務局よりご案内予定です。
また、新規事業アイデアのため例年実施している視察旅行についても、
活発な意見が出ました。地域活性化、ICT 活用の観点から、テーマを選
定し、企画を進めて参ります。
Ｄ．IoT 関連
千葉県 IoT 推進ラボ事業について、千葉県商工労働部産業振興課主査
森様から、県主導で実施されている施策についてご説明頂きました。
・今年度は IoT に関連するセミナー等、３イベントを実施 いずれ
も盛況であり、今後、継続的に実施予定である
・千葉工大による講演、導入事例発表(3 社)を予定
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=chiba-pref-iot
・医療関係テーマにて実施予定
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2435&frmCd=23-5-0-0-0
今後拡充していく施策であり、CHISA として関わっていくことを検討します。
具体的には、
・ワンストップ窓口の運営受託
・IoT 関連視察ツアーの実施
・IT ベンダーとのマッチング 等

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、内容で広報部会を開催しました。
[開催日時]

平成３０年９月２１日（金）

[開催場所]

ＣＨＩＳＡ事務局・会議スペース

[議

ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１９新年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
[出 席 者]

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、
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、事務局鈴木、公益情報システム㈱ 藤崎 計６名

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。
７月部会以降：活動状況 次回の部会は１０／１８予定
Ａ．H30 年度 CHISA オーダー研修申込み状況確認と検討
・開催決定の 29 コースについて募集状況について、前回理事会から大き
な変わりなし。
・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。
・数名の受講者減、再募集も行った。引き続き実施を行う。
Ｂ．H30 年度新技術調査研究会検討
・６月から５チーム 22 名(1 名脱会)での活動を実施している。下記テー
マでの調査を進めている状況である。
Ａチーム：ＡＩ開発を通じての課題、Ｂチーム：ＡＩの画像処理、
Ｃチーム：機械学習の活用、Ｄチーム：ＩｏＴ、Ｅチーム：ウェアラ
ブル。
・中間報告は 11 月の部会で実施、発表会開催時期は 11 月部会までに決定
予定。
・表彰について、副賞を一律とするのか、最優秀と優秀で差をつけるのか、
副賞でなく懇親会招待とするのかなど、検討中である。
Ｃ．H30 年度一般社会人向け事業検討
・IPA のセキュリティ教育を実施する予定でちばぎんコンピューターサー
ビス、ちば興銀コンピュータソフトで、紹介いただける企業数、開催
場所などを検討したが、両社ともに導入メリット等が把握できない、
セミナー周知対象業種の選定基準策定が困難であることなどから開催

自体が困難であることで断念した。
・一般向けの IT 普及に立ち戻り、タブレットセミナーを開催する方向で
検討したが、準備できる機器が SURFACE かパソコンとなることから、一
般向けとしてニーズがあるようなことができるかという観点やテキスト
の準備も難しいことから、これも断念し、以下の検討を実施することと
した。
・子供（小学校３～４年くらいの親子）向けのプログラムとして「マインド
ストーム」、「Raspberry Pi」、「Ichigojam」など将来的に IT 人材の普
及となるようなセミナーを実施することで検討することとした。
調査の結果、レゴをベースとしたロボットプログラミングの教材が見つ
かったため、１セットを CHISA 費用にて購入し、どのような教育ができる
か試 行評価することとし、次回の部会にて実物で確認することとなった。
・子供の休みの日を狙って開催する必要があるため、冬休み期間や春休み期
間、土日など開催時期、開催回数についても検討した。結果、現時点での
状況から２月の土曜日を狙い開催を計画することとした。
・開催場所については、船橋情報ビジネス専門学校、クレビュート、ちばぎ
んコンピューターサービスを候補とし計画する。
・また、教育受講費用を徴収するかなど、継続検討する。
⑥コンソーシアム部会
田仲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

田仲 直樹、高橋 秀喜、佐久間 満、田中 浩二、鎌田
辰朗、鷲尾 幸一、戸崎 年博、和田 光太、山根 慎平、
橋本 正徳、泉 共亨、滑川 匡、鈴木 行夫（事務局）、
齋藤 明雄(オブ参加)

Ｂ．日 時 平成 30 年 9 月 18 日（火）

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）野球大会進捗状況
（２）部会交流懇親ゴルフ大会(9/26)確認
（３）首都圏情報団体ビジネス交流会(10/30)検討
（４）異業種交流会(NTT 主催、11/28)について
（５）JIET/CSAJ/JASPA/IVIA 共催商談会(10/12)について
（６）その他(部会長・副部会長選任)
Ｅ．配布資料 前回議事録（平成 30 年度第 2 回分）
CHISA 野球大会進捗状況表

CHISA 部会交流懇親ゴルフ大会参加者名簿
「広域首都圏情報団体協議会合同ビジネス交流会 2018」関連
異業種交流会(NTT 主催)関連
JIET/CSAJ/JASPA/IVIA 共催商談会関連
Ｆ．議事内容
ａ．前回議事内容報告（齋藤）
ｂ．野球大会進捗状況（和田）
・現状６試合消化、今後計画的に対戦を進捗させる。
ｃ．部会交流懇親ゴルフ大会(9/26)
・色々な層の会員の参加を促すために参加費を極力抑える形で企画したため、
今回は平日開催、セルフプレーとした。

・参加者は４つの部会から１１名で開催することとなった。
ⅾ．首都圏情報団体ビジネス交流会(10/30)（田仲）
・今回は IIT 主催で CHISA が協力する形で実施する。

・会場が変更となったが、会場費は前年程度。出展費、参加料等は前年
同様。
・今回は出展企業を従来の商材・サービス紹介の他に自社紹介とアライ
アンスの提案など幅広くしたので、CHISA から早く２社を確定させた
いので候補を検討頂きたい。
e．異業種交流会(NTT 主催、11/28)

(主管: 企画調査室、協力:コンソ部会・事業企画部会)
・NTT 東日本様のご尽力により、初めての開催となる。

・今回の実施結果を踏まえ、来年度の CHISA 主催の異業種交流会へつな
げていく予定。
f．JIET/CSAJ/JASPA/IVIA 共催商談会

・JIET から参加の打診があり、今回は需要不明ながら参加者を募集する
こととする。
・(参加企業がない場合でも)部会・事務局で視察する予定。
g．その他

・8/31 齋藤部会長が退会のため、9/1 付で部会長に田仲、副部会長に佐
久間氏を選任。
次回開催日：平成 30 年 11 月 20 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９月３０日現在）
・会員数

１１５社（正会員：９７社、賛助会員：１８社）

Ｂ．総務省主催「IOT 導入支援セミナー」に開催について
・７月１８日、総務省関東総合通信局 山下情報通信部長、同道祖土情報
通信連携推進課課長来訪。（８月１日付け人事異動で高田課長へ交代）
・同省推進の「IOT 導入支援セミナー」の来年度、千葉県開催要請を受ける。
・本件、同省の「今後の広がり」という意向を踏まえ、当協会単独開催では
なく県商工労働部に采配していただくことで了承を得た。
（総務省と県は、１０月２２日第１回会合を開催。事務局長、陪席。
）
・当協会は、共催ないし後援の形で参加し、県主導で参加してくる他業態
との繋がりを図る。
・本件、情産協関係では、埼玉県と埼玉情報産業協会共催の「IOT 導入支援
セミナーin 川越（９/６）
」の開催実績がある。
Ｃ．メトロ共同事業の共同開催打診について
・神奈川県情報サービス産業協会から、
「合同企業説明会（首都圏 IT 就職フ
ェアー）の共同開催打診があった。
・本件、１１月の事務局長会議で正式説明、来年３月の幹部会で審議予定。
・当会では、次回理事会議案で上程予定。入手した素案内容は以下のとおり。
・開催日時、場所：２０２０年３月 10:30－15:30。 ＡＰ八重洲ビル。
・主催：東京、神奈川、埼玉、千葉の情産協
・参加費用、規模：１５万円／社。 ４０社。
・その他：２０２１年３月卒業生対象。マイナビ社を利用。各情産協ＨＰ、
学校訪問、官庁（県、市）へ広報誌告知依頼等を計画。
Ｄ．第１９回メトロ・グリーン会の参加状況
【幹事：千葉】
・開催日時

平成３０年１０月２６日（金）８：２８～

・開催地

浜野ＧＣ

・応募状況

合計５６名（東京１０、神奈川１０、埼玉８、山梨６、茨城８、
福島０、千葉１４）

※希望が多く、当初募集枠１２組４８名を１４組５６名へ拡大し実施する。
以 上

