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会長挨拶
会員の皆様には、
日頃より当協会活動にご支援・ご協力いただきまして、誠にありがとう
ございます。
元号が「令和」
と改まり、気持ちも一新、
身が引き締まる思いでございます。
さて、国内景気は、米中貿易摩擦、海外景気の減速等により外需が陰る一方、雇用情勢
や企業収益等の内需が引き続き堅調ということから、
「緩やかに回復」を維持しているとい
う判断が６月に示されました。
「個人消費は持ち直している」
「業況判断は製造業を中心に
慎重さがみられる」
とのことでした。景気の先行きが不透明な中、今後、国内では消費税増
税が予定されており、
世界経済の動向とあわせて注視していく必要がありそうです。
一方、千葉県では、来年に迫った東京２０２０オリンピック・パラリンピックの８競技が開催
されますが、
これは、開催都市の東京に次ぐ２番目の競技数です。また、
オリンピック史上
初となるサーフィンが、県内の海岸でおこなわれるということで注目度も増しています。
我々もＩ
Ｔの分野から関与し、様々な県内産業の発展に寄与していきたいところです。
そして、各産業界では、
ＡＩの活用、
Ｉ
ｏＴの普及拡大など環境変化が激しい中ではあります

公益社団法人
千葉県情報サービス産業協会
会長

が、我々Ｉ
Ｔ業界が全産業を牽引していく使命があることは間違いありません。そして、その

吉田

責任を全うすべく、協会としましては従来の部会活動に加え、公益社団法人としての活動

取締役会長

幸宏

ちばぎんコンピューターサービス株式会社

範囲を拡大し、会員の皆様とともに県内自治体、他業態を含めた関係諸団体などとの連携
を一層密にして、業界並びに地域の発展に向けて諸活動を展開し、皆様のお役にたちたい
と考えておりますので、引き続きご支援・ご協力をお願い致します。

令和元年度 定時総会
６月２１日
（金）
、ホテルポートプラザちばにて令和元年度定時総会が開催されました。
吉田会長が議長となり開会を宣言した後、
最初に水上専務理事から
「平成
30年度事業報告」
および
「令和元年度事業計画及び収支予算」
について報
告が行われました。
「平成30年度事業報告」
では、
会員が一丸となって、
Ｉ
Ｔ業界における公益
社団法人の一員であるとの矜持を持って結束し、
地域社会の高度情報化促
進に寄与することができたとして、
以下5つの事業についての報告がありま
した。
1. 情報サービスに関する調査及び研究に関する事業
2. 情報化に関する普及啓発及び促進に関する事業
3. 情報サービスの人材育成及び確保に関する事業
4. 情報サービス産業の経営基盤の確立整備に関する事業
5. 情報サービス産業の振興に係る国内外との交流及び
連携促進に関する事業
「令和元年度事業計画及び収支予算」
報告では、
より強固な会員間交流を
推進し、
併せて新規会員の入会促進を積極的に進め、
また引き続き大局を
見据えた公益社団法人としての活動を展開していくとの方針が示され、
そ
の後、
計画を推進するための収支予算説明が行われました。
報告に引き続き、
2件の議案審議が行われました。最初に第1号議案であ
る役員の選任について審議され、
新任理事４名を含む理事１９名と、
新任監事
２名が選任されました。続いて第2号議案である平成30年度収支決算につ
いて説明があった後審議があり、
両議案とも賛成多数の同意を得て承認さ
れました。

吉田会長

人材確保等支援事業実施中！…P3

水上専務理事
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懇親会

定時総会終了後に懇親会が行われました。
はじめに吉田会長より挨拶がありました。引き続き協会発展の
ために尽力して行きたいとの決意を述べられた後、近年における
吉田会長
千葉県商工労働部 生稲様
各産業界のAI、IoT技術の活用、人材確保への取り組み、当協会と
しての活動範囲の拡大についてのお話を頂きました。
次に、ご来賓を代表してお二方にお祝辞を頂戴しました。お一人目は、千葉県商工労働部次長生稲芳博様
で、企業を取り巻く環境の変化やAI、IoT技術による効果、IT人材の不足についてお話を頂きました。
お二人目は、千葉市経済農政局経済部部長柗戸利一様で、東京2020オリンピック・パラリンピック開催、
2021年千葉市誕生100周年に向けた取り組みや情報サービス産業への支援についてお話を頂きました。
その後、公益財団法人千葉県産業振興センター理事長板倉正典様の乾杯のご発声の下、懇親会が開催さ
れました。
それぞれのテーブルでは、会員間で名刺交換や情報交換が行われ、終始和やかな懇親会となりました。
最後に武次副会長より中締めの挨拶があり、AI、IoT、センサー技術に当協会会員で一丸となって取り組む必
要性についてのお話をいただき、懇親会は盛況のうちに閉幕となりました。

千葉市経済農政局 柗戸様

千葉県産業振興センター
板倉様

武次副会長

業界研究シリーズ第3弾!

主催：千葉県情報サービス産業協会

事業企画部会

オーガニックなまちづくりと地域活性化 視察ツアーを開催

2019年3月15日（金）、
「オーガニックなまちづくりと地域活性化 視察ツアー」を開催し、木更津
「企業誘致の取組み 最前線ツアー」
エリアへ伺って参りました。
かずさアカデミアパーク内にて
木更津エリアは東京湾アクアラインの開通以降、大型アウトレットモールの開業や圏央道開通もあい
「木更津市
経済部 産業振興課
まって、企業誘致活動が活発化し、地域通貨コインである「アクアコイン」の導入が進むなど、今後も
/ 千葉県 商工労働部 企業立地課」
より大きなICT投資が期待される地域であります。
・木更津市の企業誘致戦略
当エリアにおける、これらの取り組みの現状や課題を、午前は「企業誘致の取組み 最前線ツアー
・地域通貨「アクアコイン」
～BCP、地域通貨、SDGs～」、午後は「獣被害対策からはじまる地域活性化ツアー ～移住・新規就農、
食農コミュニティ～」という二つの観点から、最前線で尽力される皆様の貴重なお話を伺い、今後の 「独立行政法人
製品評価技術基盤機構（NITE）」
事業への展開を考える有意義な一日となりました。
・生物遺伝資源の収集・保存・提供

「獣被害対策からはじまる
地域活性化ツアー」
たんぼカフェにて

「たんぼカフェ」
・移住・新規就農と
食農コミュニティの取組み
「千葉県 環境生活部 自然保護課」
・獣害対策の現状
・獣被害対策の罠設置体験

CHISA JOURNAL

2

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会 広報誌

新技術調査研究発表会
平成31年2月20日（水）9：30～12：00

会員企業の若手技術者の方々が会社の枠を超えて集い、いま注目の
新技術について調査研究発表を行いました。各チームの発表では新技
術がどのように活用されているのかが事例を交えて紹介され、今後の
業界の展望が期待できるような素晴らしい発表でした。これからの業
界を支える若手技術者にとっても良い経験になったとともに、今後の交
流のきっかけとなったことでしょう。
Aチーム

AI開発について

Bチーム
AIサービスの現在と今後
～画像処理を例にして

Cチーム

音声認識とAI

Dチーム

Eチーム

IoTについて

ウェアラブル

卒業論文発表会
平成31年2月20日（水）13：30～17：00
千葉県内大学による卒論発表会は、学生勉学向上支援を目的として毎年開催しています。今回も産・官・学が連携し、
千葉県、千葉市等 4 団体から後援を受け実施しました。
卒論内容のレベルは勿論のこと、発表姿勢も堂々としており、学生生活の集大成として相応しい発表会となりました。

2019年4月より人材確保等支援事業を
実施しています！
2019年4月1日より千葉県庁の団体認定を受け、千葉労働局の支援により、県内IT業界の発展のため、働き方改革
の適正な実施と魅力ある職場環境作りの支援に努め、合同企業説明会など充分な広報・求人活動を行うことにより、
より高度な人材の確保と採用の充足を図ってまいります。
また、既存従業員についても労働環境の改善に努めることにより、雇用の定着、促進を図っていきます。

主な事業
●労働環境向上検討委員会…総務福利厚生部会内に設置し、
毎月、具体的計画内容の企画・実施・フォローを行う。
●CHISA journalの発行・
・
・事業を活用し、
内外への協会事業のPRのため、
年2回発刊の内容の充実を図る。
●就活フォーラムインターンシップ＆仕事研究…まだ進路を決めかねている就活学生向けにＩ
Ｔ業界ＰＲのための
説明会を開催する。
●合同企業説明会の開催…若手優秀人材確保のため、
就職説明会を実施する。
●雇用管理の実態調査…県内の業界の実態を把握し、働きやすい魅力的な職場環境改善を図る。
●「情報サービス企業働き方相談会」開催…毎月1回 計10回
●「労働環境向上セミナー」…2019年7月12日開催

合同企業
説明会風景

検討委員会
風景
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CHISAフットサル大会

12回目となった『CHISAフットサル大会』が今年も盛大に
開催され、例年どおり、熱戦の取材に行ってきました。
梅雨入り直後、雨脚は弱いながらも朝からシトシトの
雨模様、不快指数はMAX… と、思いきや、気温が上が
らず、運動不足の選手には絶好のコンディションになっ
たようで、白熱した試合が繰り広げられました。
そんな中、令和最初の優勝という栄誉を勝ち取ったの
は、チーム シーディン（会社NID・MI）さん。第1回大会以
来の優勝とのことでした。
各チーム結束力の強い中でも、得点時や試合に勝った
ときにチーム全体で喜ぶシーディンさんの様子には、強
い結束力が感じられ、
平等に取材すべき身でありながら、
つい応援したくなってしまいます。
毎年、古参と新参のチームが入り交じり、いつも違っ
た様相を見せてくれます。来年はどのようなチームが勝
ち上がるのだろうと思いを馳せ、来年を待ちたいと思い
ます。

プロトーナメント優勝
(シーディン(NID・MI))

11月20日（水）午前10時～午後５時開催
I N F O R M A T I 0 N
事

務

局

か

ら

の

お

知

ら

せ

令和元年度主要行事
4月 2日 実践型新入社員研修開講式
5月15日 理事会（第1回）
6月 8日 フットサル大会
6月13日 インターンシップ･マッチング会
6月21日 ＣＨＩ
ＳＡ定時総会
6月21日 理事会（第2回）
7月12日 労働環境向上セミナー
7月13日 フットサル3情産協対抗頂上戦
9月11日 理事会（第3回）
9月20日 メトロエリア・グリーン会（第20回）
10月17日 ＡＮＩＡ全国大会（～18日）
11月13日 理事会（第4回）
11月13日 会員企業懇親会
11月20日 ＣＨＩ
ＳＡビジネス交流会（第1回）
12月11日 理事会（第5回）
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●会場

リトルトーナメント優勝
(船橋情報ビジネス専門学校A)

中小企業の課題をITで解決!

2019年

マイナートーナメント優勝
(信頼とサービス(大崎コンピュータエンヂニアリング))

決勝戦

千葉県内中小企業向けビジネス交流会受付中

テーマ

閉会式

開会式

1月24日 ＣＨＩ
ＳＡ賀詞交歓会
3月 6日 メトロエリア幹部会議
3月11日 理事会（第6回）

広報部会開催中です

●会場

千葉市美浜区中瀬１-６
エムベイポイント幕張２階セミナールーム
（旧NTT幕張ビル）

●主催

公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会

編

集

後

記

CHISA会員の皆様、暑い日が続くと思
うと突然涼しい日だったりと気温の変化
が激しい日々が続きますが如何お過ごし
でしょうか？
私が広報部会長になってから3度目の
CHISAジャーナルの発行となりました。
この度、広報部会を卒業した方と新しく
加わってくれた方がおります。卒業した方
からは「広報部会の活動は楽しかったで
す」
と言ってもらえたのは嬉しく思います。
また、新しいメンバーの方は早速今号
の重要な原稿を作成してくださいました。
今後もこのメンバーでCHISAの広報
誌として情報発信して参りますので、
ご意
見・ご要望等ございましたらCHISA事務
局までお寄せ下さい。
この度の発行にご協力いただきました
皆様に御礼申し上げます。
広報部会長 藤﨑 忠夫

