協会だより（'18．12）
公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

行事報告
10 月 17 日（水）

会員企業懇親会（参加５６名）
膝を交えて親睦の図れる当協会の目玉行事の一つで、今年も多く
の方のご参加を得て盛大に開催することができました。

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、５５名）
当協会が幹事を務め、東京・神奈川・埼玉・山梨・茨城・千葉の
６情報産業協会５５名が参加し盛大に開催されました。
当日は絶好のゴルフ日和となり、良いスコアの出た方がたくさん
出ました。この中で当協会は僅差で「団体優勝」を獲得すること
ができました。

10 月 30 日（火）

広域首都圏情報団体ビジネス交流会：ホテルモントレ半蔵門
恒例の事業で今年は東京都情産協が幹事を務め、出展企業８社、
参加者１１８名を集め開催しました。

11 月 28 日（水）

ベンチャーカップＣＨＩＢＡ
千葉市産業振興財団主催のセミナーで当協会は後援をしています。
（参加者１６０名）

11 月 28 日（水）

ＡＮＩＡ事務局長会議：２３名参加
情報産業協会間の地域連携等についての検討が行われました。

11 月 30 日（金）

ＡＮＩＡ理事会
新年度事業、予算等についての討議が行われました。

12 月 12 日（水）

部会長会議（第１回）
本年度の収支見通し、当協会ＰＲのためのキャッチ・コッピーの
作成検討、新年度事業活動等の討議が行われました。

12 月 12 日（水）

第４回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室
(内容、後掲。)

12 月 12 日（水）

役員忘年会 12 月 12 日（水）
：ホテル ザ・マンハッタン

＊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
1 月 7 日（月） 県庁年始挨拶
1 月 25 日（金）

CHISA 賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン

1 月 30 日（水）

部会長会議（第２回）

2 月 6 日（水） ＡＮＩＡ新春賀詞交歓会：霞ヶ関ビル
2 月 7 日（木） ＡＮＩＡ事務局長会議
2 月 20 日（水）

卒業論文・新技術研究発表会：モリシアホール

2 月 27 日（水）

部会長会議（第３回）

3 月 4 日（月） 合同企業説明会：東京ベイ幕張ホテル
3月

8 日（金） メトロエリア幹部会議：甲府市

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４回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：平成３０年１２月１２日（水） １５：３０～１６：４５
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
今回審議事項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として、月次決算状況の説明が
会長、副会長、専務理事を代表して水上専務理事からありました。
（３）部会報告(※詳細、後述。)
①部会報告
②事務局報告
Ａ.東京都情報産業協会から入会要請を受けている「特別賛助会員（会費無料）」
の取り扱いについて討議され、要請どおり加入することが承認されました。
また、同協会との連携を強化するため併行して当協会の賛助会員に会費無料
で加入依頼する案が提示され、理事会で了承されました。
Ｂ．神奈川県情報サービス産業協会から要請を受けている「合同企業説明会（２
０２０年、東京八重洲で開催）
」の企画に賛同し、当協会会員に向け募集案内
を出状することが了承されました。
（４）その他
①県連絡事項
県より、
「ＩＯＴ等利活用促進事業」の業務委託概要についての説明がありま
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５回】 2018 年 11 月 7 日（水）10:00-11:00

CHISA 事務局

【第６回】 2018 年 12 月 5 日（水）10:00-11:10

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、AS ネットワークセキュリティ
斉藤様、ジーウェイブ 吉田、CHISA 鈴木事務局長
【実施状況】
Ａ．NTT 東日本主催の CHISA 会員向け交流会を実施
・開催日：2018 年 11 月 28 日（水）15 時～19 時 エムベイポイント幕張
・参加者：１７社６０名、提示会出展４社 →参加者は目標数を上回った
・アンケートでは、異業種交流会を実施すべき６割、展示会があれば参加
したい・検討したいが７割となった。
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 年秋頃を目途とし、対象は、千葉県内の中小零細企業
とする。
・目的は県内中小企業の IT 化支援と、会員のビジネスチャンス創出のため。
・中小企業での普及率は、オフィス８割、勤怠・会計５割、グループウェア
３割
・地域（５ゾーン）
、業種（小売り、宿泊・飲食、建設業等）
、規模で絞り込む
・CHISA 会員のソリューション／プロダクト／強み等を調査する
→事務局よりアンケート送付予定
Ｃ．推進体制について
・検討会参加者を随時募集
→次回、１月９日（水）１０時、CHISA 事務局にて
・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：１２／１１）
Ａ．合同企業説明会
・概要報告 （参加企業 ２９社）
・１１月２７日、参加企業向け説明会開催済み。（出席、２２社）
・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．賀詞交歓会
・開催日等
・平成３１年１月２５日（金） １５：００～１８：３０
・会

場

ホテル ザ・マンハッタン

・受付開始時間

１４：３０～

・参加費

７,０００円/人

※開催案内は、発送済み。
※配付予定の「次第」、添付資料のとおり。
・役割分担等（案）
・運行統括 牛丸
・会場誘導 安藤、鈴木（正）、坂間、戸崎、小島、笠原、
古川、加藤
・司会進行 須永
・受

付 鈴木（行）
、西村、玉山、杉浦、中島

・応

接 講師１名：坂本

箏演奏者２名：竹下

※集合時間：１４：００
・当日の内容
・講師：落語家（真打） 柳家 三之助（講演６０分、落語３０分）
⇒テーマ：IT に振り回されないために噺家が心がけていること。
・日時、会場 平成３１年１月２５日（金）ホテル ザ・マンハッタン
・スケジュール
・１５：００～１６：３０

講演会

・１６：４０～１８：３０

懇親会

・１７：００～

挨拶、乾杯、懇談、箏演奏

・１８：２０

中締め

※次回部会

３月１２日（火）１６：００～１７：００

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 5 回目の部会を 12/6(木)に開催した。
＜議題＞
・IT 利活用フォーラム（11/14）の報告
・新規事業アイデア創出／視察 視察旅行計画の決定
・ちば産学官連携プラットフォームとのコラボレーション
・千葉県「ＩｏＴ等利活用促進事業」業務委託

・部会長交代
Ｂ．IT 利活用フォーラム（11/14）の報告
2018 年 11 月 14 日(水) 13:30～17:30 に、
『2018 年ちば IT 利活用フォ
ーラム 「実例でつかむＡＩ活用の極意」』を開催した。
＜アンケート結果のまとめ＞
・３講演とも、80%以上の高い満足度であった
・紙の資料配布の要望が高かった。
資料の配布可否ふくめ、次回の課題とする
・３社の展示出展も好評。
出展数を増やして欲しいとの要望があった
・次回以降の希望テーマは以下の順
① ＡＩに関する事例紹介（35 名）
② 働き方改革（31 名）
③

ビッグデータ分析事例の紹介（23 名）

④ ＩｏＴに関する事例紹介（23 名）
⑤ 行政手続きの電子化（19 名）
Ｃ. 新規事業アイデア創出／視察

視察旅行計画の決定

本年度の視察旅行計画について、検討の結果、以下に決定した
・テーマ：
「企業誘致の取り組み最前線」＋
「獣害対策からはじまる地域活性化」ツアー
・視察先：かずさアカデミアパーク、他
・実施時期：２０１９年３月中旬
・周知時期：２０１９年１月中
Ｄ．千葉県「ＩｏＴ等利活用促進事業」業務委託
千葉県の『平成３１年度中小製造用向けスマート化推進事業
「ＩｏＴ等利活用促進事業」業務委託」』の概要について、
・千葉県商工労働部 産業振興課 森 宏 様からご説明があった。
・事業企画部会としても本業務に協力していく旨、確認した
Ｅ．部会長交代について
事業企画部会長の交代について、後任者の選任を進めることを確認した
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１２月５日（水）

[開催場所] ＣＨＩＳＡ事務局・会議スペース

[議

題] ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１９新年号発行に関する打合せ
①表紙について
②掲載記事の確認

[出 席 者]

③取材担当の確認と原稿等の状況について
④広告掲載の申込状況について
⑤その他
ビジネスソフトサービス㈱ 横尾、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、㈱グローバルスタッフキャピタル
石川、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。
１０月部会以降：活動状況

次回の部会は１／３１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。
Ｂ．H30 年度新技術調査研究会
・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
ラブルがテーマある。
・11 月の教育技術部会(11/19)で各チームのリーダから中間報告を受けた。
各チーム調査までは終わっており、今後の展開について教育部会メンバ
からアドバイスを受けた。
AI 関係については体験などで得たもの、他のテーマについては、活用
の方向性について独自性をもってまとめてほしいなどのアドバイス。
最終発表に向けて活動を継続する。
・発表会開催は 2/20、大学の論文発表会とともに開催する。
当日の担当など役割について、次回部会で決定する。
（挨拶、司会、タイムキーパー、マイク係り、表彰、懇親会、
後援名義使用依頼、参加者募集）
・表彰について、最優秀１チームで副賞１万円、他４チームは優秀で副賞
なしとする。評価採点方法は昨年と同様とすることとした。
Ｃ．H30 年度一般社会人向け事業検討
・子供（親子）向けのプログラム教室の検討を行い、プログラミング教材を
確認した結果、子供（小学校３～６年生の親子）を対象とし、ロボットカー

プログラミング題材を使用した２時間半のセミナーを実施することとした。
市川会場：２月２３日（土）、船橋会場：３月２日（土）、
いずれも１３：００～１５：３０、講師は、船橋情報ビジ
ネス専門学校、クレビュートで担当する。
・会員企業に募集したが、船橋に２組のみの応募状況であった。
教育受講料について、当初、３，５００円（教材費）としたが、
１，５００円として再募集する。船橋市政だより、地域新聞など広報可能
なもので募集するとともに会員企業に再募集を図る。
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

Ａ．出席者

部会活動報告～部会議事内容報告
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、橋本 正徳、泉 共亨、滑川 匡、
鈴木 行夫（事務局）
Ｂ．日 時 平成 30 年 11 月 20 日（火） 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・進捗状況
（２）部会交流懇親ゴルフ大会(9/26)報告
（３）首都圏情報団体ビジネス交流会(10/30)報告
（４）JIET 東京支部合同ビジネスマッチング会(10/12)報告
（５）移動部会(宇部)について
（６）その他

Ｅ．配布資料 前回議事録（平成 30 年度第 3 回分）
CHISA 野球大会報告
CHISA 部会交流懇親ゴルフ大会報告
「広域首都圏情報団体協議会合同ビジネス交流会 2018」経費
精算について
「JIET 東京支部合同ビジネスマッチング商談会」報告
コンソーシアム移動部会 参加者一覧
Ｆ．議事内容
ａ．前回議事内容報告（田仲）
ｂ．野球大会進捗状況（和田・高橋）
・上位 4 チームが確定し、12/1 に決勝戦・3 位決定戦を行う。

・各チームともメンバーが少なくなっており、野球大会は存続の危機
にある。来年度はチーム(CHISA 加入企業)に 1 人以上のメンバーが

居れば参加可能として、幅広く参加を呼びかけたい。【全員了承】
ｃ．部会交流懇親ゴルフ大会(9/26) (高橋)
・参加者は４つの部会から１0 名で開催した。

・来年度も多くの会員が参加できる形で開催したい。
【全員了承】
ⅾ．首都圏情報団体ビジネス交流会(10/30)（田仲）
・全体で 114 名、CHISA からは 23 名の参加で開催できた。

・CHISA の負担額は IIT との折半で 128 千円となった。
・CHISA・IIT とも動員をかけて 1 企業から複数名参加してもらい表面的
な人数については体裁を整えたが、出展・参加メリットを感じている
人は少ないと思われる。IIT とも相談して、来年度の開催については
抜本的な見直しを含めて、実施案を検討したい。
e．JIET 東京支部合同ビジネスマッチング商談会(10/12)(田仲)

・CHISA からは 1 企業参加。鈴木事務局長・佐久間副部会長・田仲が視察
した。
・主に SES の商談の場であり、CHISA としての参加スタンスが曖昧であり、
次回以降は参加見送りとしたい。【全員了承】
f．コンソーシアム移動部会(宇部、31.2.21～22)

・山口県情報産業協会との情報交換会を主目的に実施する。現在 7 名の
参加を見込んでいる。
g．その他
・インテックソリューションパワーの田嶋さんから業務上の理由で、休会の
申出があった。

・次回は予定通り 2/19 に通常の部会として開催し、来年度の活動計画等に
ついて協議する。(移動部会とは別立てで実施する)
・部会終了後、忘年会兼齋藤さんの歓迎会を開催。
次回開催日：平成 31 年 2 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．官庁関係の取組状況
a.総務省関東総合通信局
・同省主催の「IOT 導入支援セミナー」を新年度に千葉県内で開催したい
との要請を受け、同省担当者を県に紹介。
１０月２２日（月）県産業振興課・政策企画課との間で初会合を行い、
意見交換をした。（当協会、鈴木事務局長同席）
b.千葉県地域ＩＴ化推進協議会（事務局：県政策企画課）

・同会主催の「統計データ分析研修」の開催企画を受け、当協会事務局が
仲介し会員企業が本事業を受託。（開催日：１/３１）
c.千葉市教育委員会
・同会より、中学生を対象としたキャリア教育職業体験学習のための講師
紹介依頼を受け水上専務理事を紹介、採用。（千葉市立葛城中学校、２/７）
d.県産業振興課
・同課が担当する中小製造業向けスマート化推進事業（ＩＯＴ等利活用促
進事業）企画がまとまり、同課担当者から事業企画部会（１２/６）へ
説明いただいた。
なお、本日、当理事会でもご説明いただくこととしている。（資料、別添）
Ｂ．メトロ関係の取組状況
a.メトロエリア・グリーン会
・１０月２６日（金）、６団体５５名。浜野ＧＣで開催。
当協会：団体戦優勝。収支決算、±０円。（資料、別添）
ｂ．事務局会議
・１１月１６日（金）、当協会事務局会議室で７団体１２名が参加し開催。
当日の提案内容等は以下のとおり。
①東京情産協より：メトロ加盟団体に対し、同協会の「特別賛助会員」
となってほしい旨の要請を受けた。（会費無料。入会依頼書、別添）
・目的：団体間の深耕強化と会員数増強のため。
（当協会対応について）
⇒入会の有無に拘わらず現行との差異は生じないと思われ
るが、強い要請があるので申し出を受け入れたい。
（他協会も同様歩調。なお、神奈川は相互入会を検討。）
⇒当協会も、神奈川情産協と同様に「会費無料の賛助会員」
として東京情産協を入会させる「相互入会」を行いたい。
②神奈川情産協より：「合同企業説明会」開催企画の説明があった。
・開催時期、会場：２０２０年３～５月。東京八重洲。
・参加費、ブース数：１８万円／社。３８枠。（３５社未満中止）
・上記条件で、メトロ加盟団体会員企業の出展可能な企業数を
把握したいので来年２月１５日（金）までに取りまとめをお願
いしたい。
（当協会対応について）
⇒意向確認案内を出状し、会員企業の動向把握を行いたい。
（会員向け募集案内文（案）、別添）
③山梨情産協より：次回幹部会の日程説明があった。

・開催日時：平成３１年３月８日（金）１５時～１９時。
・会

場：ホテル談露館（甲府市）

Ｃ．ＡＮＩＡ動向
a.理事会
・２０１９年度予算が検討され、
①経費見直しの観点から、賀詞交歓会等の来賓随行員から参加費を徴
収したいとして討議が行われ、提案趣旨の運用が了承された。
②予算編成において、個別配分している「部会活動費」と「ブロック
活動費」を統合し、３県以上の情産協共同事業に対し理事会承認を
条件に「活動支援金」を支出する仕組みを作ることが決議された。
・事務局長会議の在り方について討議があり、
①席上、一番活発な会議であり、「事務局長会議に参加しなければＡ
ＮＩＡに加入しているメリットがない」との積極発言があった。
②同会議の重要性についての認識が高まり、予算配分を検討する他、
役付き役員も参加し易いように、「会議名称を変更」してはとの意
見も出ていた。
・次回全国大会は、北海道で１０月１７日（木）開催するとの報告があった。
b.事務局長会議
・事務局長会議の運営方法と部会活性化策の検討が行われた。
①「事務局長会議は有意義であり存続は当然」との前提の下で、ＡＮ
ＩＡ活性化の観点から、成功実績のある地域間ビジネスマッチング
会を継続する他、会員増強のために地方開催を行い、近隣の未加入
情産協を招聘して加入を図っては、との意見が出た。
②部会活性化の結論は出なかったが、参加者が少ない状況を踏まえテ
レビ会議の利用や、休止している部会の廃止等の意見があった。
・今後の行事予定、以下のとおり。
① ２月 ６日（水）理事会、新春交歓会
② ２月 ７日（木）事務局長会議
③ ７月１１日（木）総会
④１０月１７日（木）全国大会（北海道札幌市）
Ｄ．なのはな共済会
a.収支見通し
・前年同様の見通しで、現在特記報告すべき事項はない。
b.引受生命保険会社の名称変更
・三井生命保険（株）が、２０１９年４月１日より社名変更。
①新社名：大樹（たいじゅ）生命保険（株）。

（三井グループからの社名変更要請を受け、同社商品名を採用し命名）
②事務取扱等の変更なし。
Ｅ．親子プログラミング教室の追加募集
・ＨＰ、会員向けメール案内で募集しているが、応募が少ないため役員企業内で
の声掛けをお願いしたい。
なお、広報関係では、船橋広報誌の来年１／１５号に募集案内を掲載するこ
とが決定している。
（実施時期等）
・日程、会場、人数：①平成３１年２月２３日（市川）

１０名

②平成３１年３月 ２日（船橋）

１０名

・詳細、募集案内資料添付。
※当協会ＨＰにも掲載中。
以

上

