協会だより（'19．11）
公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

当協会スローガン！
☆「集まれば千葉のエンジン」
☆「千葉をつくる人をつくっています。
」
☆「ここから千葉をひっぱる伸ばす。
」

行事報告
9 月 20 日（金）

第２０回メトロエリア・グリーン会（霞ヶ関カンツリー）
・５協会５５名が参加。個人戦で当協会、安藤勉理事が第３位
入賞を果たされました。
・また、直前の台風１５号による千葉県下の被災支援のため、
参加された方々で集められた義援金をお預かりしました。
本義援金は、千葉県共同募金会経由で千葉県の担当部署に
全額送金しましたので、併せてご報告します。

10 月 17 日（木）

ＡＮＩＡ全国大会（札幌～18）
・本年度は札幌市でＡＮＩＡ全国大会が盛大に行われました。
大会期間中に、オリンピック・マラソン札幌決定のニュー
ス報道があったことが印象に残っています。

11 月 13 日（水）

第４理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室
内容、後掲。

11 月 13 日（水）

会員企業懇親会
５３名のご参加をいただき、盛大かつ和やかに実施されました。

＊ご協力有難うございました！

※令和元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。
（研修が終了したコースもありますので、お含み置きください。）
※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トップ画面の「バナー広告募集のご案内」
をご覧ください。

行事予定
11 月 20 日（水）

千葉県内中小企業向けビジネス交流会：エムベイポイント幕張
・当協会挙げての１大イベントと位置づけ開催します。
・当日は、中小企業向けのＩＴ技術・製品展示、及びセミナー
実施します。
・出展：当協会会員２４社２７ブース。
・来場：６００名予定。
（ＨＰ，新聞、放送、ＳＮＳ等で告知中）
※是非、ご来場ください。
（参加費用：無料）

11 月 27 日（水）

メトロ事務局会議（第２回）

12 月 17 日（火）

部会長会議（第１回）

12 月 17 日（火）

第５回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

12 月 17 日（火）

役員忘年会

1 月 24 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

6 日（金）

3 月 11 日（水）

第６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！

令和年度第４回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：令和元年１１月１３日（水） １５：３０～１６：２０
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）新役員挨拶
ＮＴＴ東日本、境千葉事業部長（当協会副会長）のご挨拶がありました。
（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。
内容は、月次決算内容、スローガン・ポスター進捗状況等についてでした。
（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。
②事務局報告
鈴木事務局長より、別添え資料に基づき報告がありました。

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
吉田室長から以下のとおり報告がありました。
ビジネス交流会の検討を、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。前回報告から準備室会合２回、実行委員会
２回を実施しました。
【第７回】 2019 年 10 月 2 日（水）10:00-12:00

CHISA 事務局

【第８回】 2019 年 11 月 6 日（水）10:00-12:00

CHISA 事務局

（準備室／実行委員会メンバー）
NTT 東日本 池田→境副会長、山上様、張谷様、大角様、ベイキュ
ーブシー 水上専務理事、神山様、ちば興銀コンピュータソフト
田仲様ジィシィ企画 金子様、村本様、船橋情報ビジネス専門学校
鳥居様、エアリー 山尾様、石橋様、AS ネットワークセキュリティ

斉藤様×２、首都圏システム開発 荒川様、アイテックス 田中様、ジー
ウェイブ 吉田、菅 NID・MI 戸崎様、ネクストエンタープライズ
滑川様 CHISA 鈴木事務局長、吉田会長（オブザーバ）
【実施状況】
Ａ．CHISA 主催の千葉県中小企業向けビジネス交流会について検討実施。
【開催日時】 2019 年 11 月 20 日（水）10:00 ～ 16:30
【開催場所】 エムベイポイント幕張（旧 NTT 幕張ビル）２階セミナ
ールーム
・後援団体→９団体（経産省、総務省、千葉県、商工会議所等）
・協賛企業→９社（千葉銀、京葉銀、千葉興銀、NTT 東、日立等）
130 万円
・出展企業→24 社 27 ブース 135 万
・入場者 600 名目標
・予算：収入３２６万円、支出３０９万円、余剰１７万円
Ｂ．集客に向けての施策
・チラシ配布 →商工会議所（千葉／船橋）
、千葉総研、千葉県等
20,000 部
・ポスター配布 →千葉興銀、商工会議所、出展企業等 700 部
・千葉県産業振興センター、千葉市産業振興財団メルマガニュース
掲載
・千葉日報広告 →ＴＶ欄 5 回、下５段半分 1 回、LINE ニュース 1 回
40 万
・ＢａｙＦＭラジオＣＭ →14 日～18 日で合計 15 回 30 万
・プレスリリース →11/11 日に@PRESS 社を通じて 320 社に配信
3万
→千葉県庁記者会、千葉経済記者会へ訪問し資料配布 12 社
Ｃ．ビジネス交流会当日のお願い
・各部会で合計８名の人員応援（講師対応２、受付補助２、会場誘導４）
・理事役職者の出席（主催者あいさつ<境副会長>の頃 10:15～10:30）
・関係各所への声掛け
Ｄ．次回準備会 → １２月４日（水）１０時～１２時
・今回の総括、アンケート結果、実施手順確認
・次年度への企画、実施メンバー募集

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（１１月部会：１１／１２）
Ａ．合同企業説明会申込状況について
・開催日 令和２年２月２１日（金）
※前年迄実施していた３月開催を２月に前倒し。
・今回：３３社が参加。 （前回２９社、前々回２７社）
・１１月８日（金）
、事務局内で各社を集め事務打合せ会を開催済み。
（参加２４名）
Ｂ．人材確保等支援事業の取組状況について
・実施済み事業の報告
・来年度の事業計画
・学生募集用のＰＲ－ＤＶＤ作成を検討
・働き方相談会、継続実施
Ｃ. 会員企業懇親会の開催について
・開催日時 令和元年１１月１３日（水）１８：００～
・会

場

・座席表

ちばぎんクラブ
別紙のとおり。
（省略）

Ｄ．賀詞交歓会について
・開催日時 令和２年１月２４日（金）
・会

場

ホテル

ザ・マンハッタン

・詳細、別紙「次第」のとおり。（省略）

・１５：００～１６：３０ 講演会
・講師：松下賢次氏（元ＴＢＳアナウンサー）
・テーマ：
「オリンピック放送の歴史」～現場秘話と面白ばなし～
・１６：４０～１８：３０ 懇親会 ※懇親会は、楽器演奏を予定。
※次回部会 １２月１０日（火）１６：００～１７：００（CHISA 事務局）
③事業企画部会
荒川部会長から以下のとおり報告がありました。
Ａ．本年度第 4 回部会を 10/24（木）に開催しました。主な議題は以下の通り。
１．ちば産学官連携プラットフォームについて
２．千葉県 IoT 推進ラボについて
３．IT 利活用フォーラム/ビジネス交流会について
４．視察ツアー計画について
５．事業企画部会ＷＧ（案）について

Ｂ．個別事業について
１. ちば産学官連携プラットフォーム（CCFC）について
・千葉市こども若者市役所プロジェクトとの連携
＜CCFC 開催内容に関する意識合わせを実施（10/8）＞
【参加者】 淑徳大学 矢尾板教授（CCFC 幹事）千葉市こども
未来局こども未来部担当者（3 名） CHISA 事業企
画部会 伊藤さん（エー・シー・イー）
、高石さん
（エム・ケイ）
＜アイデアソンの開催（11/2）＞ 学生 25 名が参加 CHISA
からは、高石さんが参加（オブザーバー）
「千葉市観光マップ」に関するアイデア出しを実施。
次回（12/7）
「みんなで作る千葉観光マップ」「まちなか広告・P
R 掲示板」のブラッシュアップを予定
２．千葉県 IoT 推進ラボについて
・Iot 専門家派遣の協力を CHISA 会員企業にもお願いしたい。
（千葉県商工労働部 森様）
令和元年度の予算は３０件（現在３件）
。１件につき４万円の
報酬。途中の案件でも可能。
３．IT 利活用フォーラム/ビジネス交流会について
・例年、千葉県政策企画課（地域 IT 化推進協議会）と連携し
開催。
・本年は同時期に CHISA ビジネス種交流会（11/20）の開催に伴い、
共催にて実施する。
・講演内容については、県（地域 IT 化推進協議会）の方で策定し
運営する。
「県民の暮らしを豊かにする千葉県 ICT 利活用戦略の策定について
（千葉県）
」
「
『５Ｇ』活用の可能性について（日立製作所）
」
「企業・行政・NPO・市民の共同で進めるまちづくり」
４．視察ツアー企画
当年度も開催する方向で企画立案中

醸造/発酵等をテーマとする

案を検討中。
５．事業企画部会ＷＧ（案）
部会事業をＷＧ化し、各担当メンバーを主に活動を行うこととしたい。

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。
下記の日程および議題で開催しました。
[開催日時] 令和 元年９月 20 日（金）16：00～
[開催場所] 公益情報システム㈱ 大会議室
[議
題] ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２０ 新年号発行に関する編集会議
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
［出 席 者］ 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㈱
保坂、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8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。
１０月部会以降：活動状況

次回の部会は１１／２９

Ａ．2019 年度 CHISA オーダー研修の申込状況確認と検討
・開催実施の決まった２２コースについての実施状況の確認を行った。
８コース実施済み、現時点では延べ２１１名の受講予定、現時点では
さらに中止するコースはなし、定員に満たないコースの再募集をはかっ
ている。
・収支（経費）については、消費税率の変更を反映し確認した。
・なお、実施コースは、６月度の部会時に以下の内容で決定している。
・応募が 4 名以下のコースを取止め。
・ただし、セットものとなる「基礎から学ぶ Python(上級)」は応募が
3 名であったが残すこととする。
・
「ビッグデータ統計分析【基礎】
」は 5 名の応募であったが収支上マイ
ナスが大きいため取止めとする。
Ｂ．2019 年度新技術調査研究会の状況
・１０月初旬の活動報告を各チームから受け取った。
今のところ、各チームの推進についてはとくに問題なし。
・中間報告は、12/16(月) 16 時から CHISA 事務所にて実施する。
・発表会は、例年どおり卒論発表と合わせて実施する。
会議後、会長との調整で 2/19(水)に決定した。
・今年度は、７社１３名で、テーマはＩｏＴ、ＲＰＡ、画像処理、ＡＲ/ＶＲ、
４チームで活動を実施している。

Ｃ．2019 年度一般社会人向け事業検討
・地域社会での IT 普及の観点から昨年同様にロボットプログラミングを実
施することに決定した。
・費用負担、応募内容については、昨年同様とし、募集を図る。
船橋：2/29(土)、市川：調整次第連絡をいただく。
・講師には謝礼を行うこととした。
Ｄ．その他
・移動部会検討
・１１月２９（金）～３０（土）で実施する。
・宿泊場所については湯西川とし、通常の教育技術部会開催と CHISA 活動全般
の情報共有などを行う。
・詳細の行動スケジュールを 10/11 をめどに作成し参加者を確定させる。
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 佐久間 満、齋藤 昭雄、田中 浩二、鎌田
辰朗、戸崎 年博、泉 和弘、和田 光太、近藤 誠利、
山根 慎平、泉 共亨、滑川 匡

Ｂ．日 時 2019 年 9 月 17 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）野球大会進捗状況
（２）会員交流ゴルフ大会(10/31)申込状況

（３）その他（CHISA

ビジネス交流会）

Ｅ．配布資料 前回議事録（平成 31 年度第 1 回分）
第 12 回 CHISA 野球大会、対戦表
会員交流ゴルフ大会参加者名簿
Ｆ．議事内容
ａ．前回議事内容報告（書面）
ｂ．野球大会について（和田）

・開催期間 ：5/21(火) ～10/27(日) 優勝決定戦は、11 月～12 月予定
・参加チーム：4 チーム（昨年より 1 チーム減少）
・課題

：前回部会で、
「次年度よりソフトボール大会に変更して集客
増加を図りたい。」としたが、その後の議論は進んでいない。
（要継続検討）

ｃ．会員交流ゴルフ大会について

・総務部会と合同開催を予定。
・現在、会員で２２名、他団体から６名の２８名の申込状況で、３４名
まで６名の空きがあるので、さらに参加を呼び掛ける。
（結果→２０社３団体３１名の参加）
d. その他

CHISA 主催・第 1 回ビジネス交流会
(企画調査室主管、事業企画部会・コンソーシアム部会協力)
・コンソーシアム部会の担当者で準備会合等に出ていない方については、
当日の役割等があれば協力することとしたい。
次回開催日： 11 月 19 日（火）16：00～17:00
(終了後、忘年会

幹事

山根さん)

（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．令和２、３年度 県入札参加資格申請手配済み
・令和元年１０月３０日、ＮＴＴ東日本様の支援を受け申請済み。
・申請理由 現在、受託中の「県委託事業（中小企業向けスマート化推進事業）」
が次年度も実施される場合を想定し、前提資格取得準備をするもの。
Ｂ．主要行事
・１１月１３日

第４回理事会

・１１月１３日

会員企業懇親会（ちばぎんクラブ

・１１月２０日

（本会）
理事会終了後）

千葉県内中小企業向けビジネス交流会１０：００～１６：３０

エムベイポイント幕張２Ｆ（旧ＮＴＴ幕張ビル）
・１２月１７日

部会長会議（１４：００～）

・１２月１７日

第５回理事会

・１２月１７日

役員忘年会（ホテル

ザ・マンハッタン

・１月２４日

ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会（ホテル

・３月

メトロ幹部会議

６日

・３月１１日

理事会終了後）

ザ・マンハッタン）

第６回理事会

以 上

