協会だより（'19．12）
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
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した。
・出展：当協会会員２４社２７ブース。
・講演：５講演
・来場：４００名（概数）
・ＨＰ掲載、チラシ折込み、新聞広告、放送告知、プレスリ
リース、ＳＮＳ発信等の告知で、多くの皆様にご来場いた
だきました。

11 月 27 日（水）

メトロ事務局会議（第２回）

＊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
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

2 月 28 日（金）

部会長会議（第２回）

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５回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：令和元年１２月１７日（水） １５：００～１６：４０
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
本件は、電話連絡のみ状況であるため、もう少し会社実態を把握し、その後に
検討することとし、結論は持ち越しとなりました。
（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。
内容は、月次決算内容、スローガン・ポスターの作成報告でした。
（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。
ビジネス交流会の開催を、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実施しました。
その後、準備会（報告会）を１回行いました。
【交流会実施】2019 年 11 月 20 日（水）10:00-16:30 エム・ベイポイント幕張
【準備会第９回 2019 年 12 月 4 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、岡野様、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を実施。
【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
・入場者４００名程度（目標６００名）
・予算：収入３３１万円（協会予算６６万）
、支出３２５万円、
余剰６万円
・出展者アンケートでは概ね好評→次回も出展する方向で検討
２２社
Ｂ．次年度にむけての議論
・準備会では、次年度も同様の体制で実施していきたい意見あり。
・内部稼働だけでなく、プロのイベント会社に委託するのも一案。
・集客が最大の課題。広告プロモーションでは効果が薄い。
・千葉の独自色を出していきたい。
・継続することに意義がある。
・ビジネスにつながっている事例が散見される。
・準備室メンバー、実行委員会メンバーの募集。
Ｃ．次回準備会 → ２月５日（水）１０時～１２時
・次年度への企画に向けた検討、体制作り
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（１２月部会：１２／１０）
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） １３：００～１７：００
・会場

アパホテル＆リゾート（東京ベイ幕張）

・今回：３３社が参加。
（前回２９社、前々回２７社。事務打合せ会を開催済み。）
・ポスター、ランデイングページ、ちば就活冊子掲載のデザインを確定。
Ｂ．人材確保等支援事業の取組状況について
・実施済みアンケートの取りまとめ状況を確認
・次年度事業の骨子検討
Ｃ. 賀詞交歓会について
・令和２年１月２４日（金） 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、公益情報 内山さんをリーダに４名での楽器演奏。
演奏手順等の詳細確認を行った。
Ｄ．移動部会の検討
・次年度５～７月の実施を見据え、次回部会で詳細を検討する。
Ｅ．その他
・次回開催

３月１０日（火）１６：００～１７：００
ＣＨＩＳＡ事務局会議室

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５回部会を 12/12（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．IT 利活用フォーラム/ビジネス交流会について
３．視察ツアー計画について
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
＜アイデアソンの開催（12/7）＞
・学生 13 名が参加 CHISA からは、森田さん（NTT 東日本）と
高石さん（エム・ケイ）が参加。
・オリパラに向けた施策のグループワーク（テーマ:外国人観
光客へのおもてなし）を実施。
・予算面、学生の参加が流動的である等の為、グループワーク

への参加は今回で区切りとする。
・今後、リクエストがあれば都度ご相談いただくことし、接点・
協力の構えは継続する。
２．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、
共催にて実施した。
・フォーラムの講演内容については、県（地域 IT 化推進協議会）
の方で策定し運営をした。
「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」
・参加エントリー数は 県/IT 化推進協議会 41 名（うち自治体
関連 20 名）

CHISA 35 名

計 76 名

・ビジネス交流会との共催については県側の評価は高く、今後も継
続されるようであれば共催での継続をお願いしたい旨の話があった
（12/13 訪問時）。
３．視察ツアー企画
・当年度も開催する方向で企画立案中。
・
「千葉県内酵母産業の現況視察ツアー（仮）
」を準備中。
・千葉県産業支援技術研究所～小川屋味噌～飯沼本家（日本酒）～
タイヘイ（醤油）～サッポロビールの行程を予定。
・日時は ３月２６日（木）を予定。
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。
先月の理事会以降に部会を開催していません。
明日（18 日）に下記の議題で開催致します。
[開催日時] 令和 元年 12 月 18 日（火）16：00～
[開催場所] ビジネスソフトサービス㈱様 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
・構成について
・取材担当の割り当てと状況確認
・広告掲載の確認について
・その他

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。
１１月部会以降：活動状況

次回の部会は１２／１６

Ａ．2019 年度 CHISA オーダー研修の申込状況確認と検討
・開催実施の対象の２２コースについての状況確認を行った。
・大きな変化はなし。
・１９コース実施済み、現時点では延べ２０５名の受講予定、現時点
では残り３コースである。
Ｂ．2019 年度新技術調査研究会の状況と発表会検討
・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中。
・中間報告を 12/16(月) 16 時から CHISA 事務所にて実施する。
・発表会は、会長のスケジュール調整の結果 2/19(水)で決定、例年
どおり卒論発表と合わせて実施する。
・例年どおり、後援会名義の使用依頼、参加募集を行う。
・新技術、大学論文ともに次回部会にて、役割担当など詳細の決定を行う。
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準備、募集を始めている。
・費用負担（参加費用は１，５００円）、応募内容については、昨年同
様とし、募集を図っている。
・船橋：2/29(土)、市川：2/23(日)、いずれも 13:00-15:30 で実施する。
・講師には謝礼を行う。（5,000 円×4 名を予定。）
Ｄ．その他
・移動部会
・１１月２９（金）～３０（土）で実施した。定例の検討と個別テー
マとして、ＣＨＩＳＡの活動状況の共有（下記）を事務局から行った。
・メトログリーン会・親子プログラミング教室・千葉県内中小企業向け
ビジネス交流会報告・スマート化推進事業・賀詞交歓会
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、高橋

秀喜、齋藤

昭雄、田中

鎌田 辰朗、戸崎

年博、泉

和弘、和田

光太、近藤

山根 慎平、橋本

正德、泉

共亨、滑川

匡

浩二、

誠利、

Ｂ．日 時

2019 年 11 月 19 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）会員交流ゴルフ大会(10/31)報告
（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 野球大会報告
・会員交流ゴルフ大会 収支結果報告

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 ：予選最終結果…1 位 エムエルアイ・システムズ㈱
(雨天の影響等で実施 1 試合のみ)
・決勝戦

: エムエルアイ・システムズ㈱×NID・MI 12 月第 2 週
までに実施。 3 位決定戦は行わない

・課題

：次年度は野球のほか試合会場の確保ができればソフト
ボール大会も検討する。(検討責任者:高橋副部会長)

ｃ．会員交流ゴルフ大会について
・総務部会と合同開催で 10/31 に大栄 CC で実施。
・31 名参加で優勝は IIT 清水さん。
・収支は 22 千円を協会から補助して頂いた。
d. その他
①CHISA 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 6 名で会場誘導の協力をすること
となった。
② IOT 推進ラボ
I

・OT 相談窓口の実績づくりについて、事務局長から説明があった。
③次回部会について
・次年度の活動について案を持ち寄ることとした。
次回開催日： 2 月 18 日（火） 16：00～17:00

（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．メトロ事務局会議（2019.11.27）
・東京情産協から、茨城情報サービス産業協会のメトロ脱退報告があった。
Ｂ．ＡＮＩＡ事務局長会議（2019.12.2）
・検討課題としてハラスメント、事業承継等が話題に上ったが、現時点では
「派遣者の同一賃金問題」が一番の関心事であるため、ＡＮＩＡ事務局に
対し担当官を呼び講演してもらう手配を依頼した。なお、本件は、次回理
事会時の実施で段取りすることとした。
・退会団体報告
・東京都情報産業協会及び徳島県情報産業協会から、今年度末を以って
退会するとの報告があった。
・神奈川県情報サービス産業協会から、同様に退会について審議中であり、
１２月理事会で結論を出すとの報告があった。
以 上

