協会だより（'20．9）
公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

スローガン
「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。」
「集まれば千葉のエンジン」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
行事報告
7 月 8 日（水）

県スマート化推進会議：ポリテックセンター
千葉県主催のスマート化推進会議で、関連団体が一同に会して
開催しています。当協会では事務局長が参加し、千葉県から業務
受託している事業の進捗状況等についての報告を行っています。

7 月 8 日（水）

千葉県内中小企業向けビジネス交流検討会：Ｗｅｂ会議
本検討会は、本年１１月１０日の開催に向け、４月から毎月開
催されています。６月からは、複数回の開催で検討を加速化させ
ており、本年度は、オンライン形式で、講演会と展示会を実施す
ることになっています。
出展企業様向けのご案内（事前告知）は別途、出状されています
ので、ご確認いただきご準備をお願い致します。

7 月 9 日（木）

ＡＮＩＡ総会
本年度は全国からの集まりが中止され、Ｗｅｂ会議での開催と
なりました。

8 月 4 日（火） ＡＮＩＡ事務局会議
本年度は、Ｗｅｂ会議で開催されました。

8 月 28 日（金）

メトロ事務局会議（第１回）
加盟している６情報サービス産業協会（東京、神奈川、埼玉、
山梨、福島、千葉）の他に、３団体がオブザーバー参加しました。
（Ｗｅｂ会議）

9 月 1 日（火）

県受託事業推進会議
千葉県から業務委託している事業についての具体的な取組内容
を協議する会議で、県担当者、当協会の実務担当者、事務局長
が出席し開催されました。

9 月 9 日（水）

第３回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室
（※内容、後掲。）

行事予定
11 月 10 日（火）

千葉県内中小企業向けビジネス交流会

11 月 27 日（金）

メトロ事務局会議（第２回）

12 月

9 日（水）

部会長会議（第１回）

12 月

9 日（水）

第４回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

12 月

9 日（水）

役員忘年会

1 月 22 日（金）

ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン

3 月 10 日（水）

第５回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室

3 月 12 日（金）

メトロエリア幹部会議

令和２度第３回理事会の内容をお知らせ致します。
記
１．日 時 ：令和２年９月９日（水）
２．出席者 ：役員（理事、監事）
、進行役（事務局長）
、オブザーバー
３． 議案
（１）審議事項
①入会希望企業の取扱について
（２）職務執行状況の報告
①ちば経営応援隊事業への協力
②月次決算状況（８月末現在）
（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
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。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【理事会審議内容、報告事項】の詳細は、以下のとおりです。
（理事会審議内容）
１．審議事項
（１）入会希望企業の取扱について
本件は、本件は原案どおり入会させることが承認されました。
２．職務執行状況の報告
本件は、会長、副会長、専務理事を代表して藤崎専務理事から、ちば
経営応援隊事業への協力と月次決算状況についての報告がありました。
（部会報告内容）
（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。
今年度、2020 ビジネス交流会をオンライン形式にて開催します。セミナ
ーはライブ、展示会は Web 形式にて実施します。検討内容は下記。
【準備会開催】 2020 年 4 月より、Web 会議にて５回実施
毎月第一水曜日 10:00-11:00

（準備室／実行委員会メンバー）
NTT 東日本 境副会長、武本様、岡野様、公益情報システム 藤崎専務理事、
ちば興銀コンピュータソフト 松井様ジィ･シィ企画
船橋情報ビジネス専門学校

金子様、村本様、

鳥居様、エアリー 山尾様、関端様、

AS ネットワークセキュリティ 斉藤様、首都圏システム開発 荒川様、
エム・ケイ 近藤様、ネクストエンタープライズ 滑川様、ジーウェイブ
吉田 CHISA 鈴木事務局長、吉田会長（オブザーバ）、武次副会長
【実施状況】
(1)CHISA 主催 2020 オンラインビジネス交流会について（案）
【開催日時】 2020 年 11 月 10 日（火）10:00 ～ 17:00
【開催形態】 オンライン形式、サテライト会場検討中
【同時開催】 千葉県スマート化事業セミナー／IT 利活用セミナー
・セミナーはライブ配信、３枠程度。講師未定。
・Web 出展は３０社予定。出展費５万円。９月中旬
・募集～１０月初旬締切
・協賛、後援は別途募集。
・イベント運営、セミナーライブ配信、Web 展示を
一括委託予定。
・体制：総括→武本（NTT 東）、セミナ→松井（興銀 CS）、
展示会→村本（GC）
(2)今後の課題
・委託事業者との契約、役割分担
・Web 展示会出展社募集（３０社程度？）
・オンライン集客（５００人程度？）
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（９月部会：９／８）
Ａ．合同企業説明会について
①開催方法：今年と同じ形式（対面方式）で、令和３年２月に開催する。
②来年は、新型コロナ感染防止対策のため１社あたりのスペースを広げ
る必要があり、同一日における出展企業数が制限された。
⇒当協会枠：１５社程度か？（今年の実績：３３社）
③出展企業数を増やすため、来年は２月２日と２月２３日の２回開催と
する。
④事前アンケートの結果では、２月２日出展希望企業が多数を占めてお

り、希望枠オーバーの場合、協会での抽選等の考慮が必要となる。
⑤緊急事態宣言等の発出があった場合は、オンデマンド配信等への切り
替えも検討している。
Ｂ．賀詞交歓会の取扱（案）（１／２２）
※※（事務局注釈）※※―――――――――――――――――――――
本項の賀詞交歓会に関する記載内容は、総務福利厚生部会討議を
踏まえ、その取扱を理事会審議するたたき台として提示されたもの
です。理事会では、開催方向で進めるが、新型コロナの感染拡大状
況によっては、直前の中止も想定し対処していく。との審議がされ
ました。
⇒賀詞交歓会は、条件付きで開催する方向ですが、詳細は後日
募集案内でご連絡致します。
――――――――――――――――――――――――――――――――
①講演会場で開催。出席者は着座。会長、来賓（県、市）のみの挨拶と
し、講演、各種イベントは実施しない。机上の水は準備するが、料理
は提供しない。
②人数制限（机設置後の定員数１００名）
・５０名へ制限（定数の１／２）
③開催時間（１６：００～１６：４０程度）
・前半２０分間： 開会宣言、会長、来賓挨拶
・後半２０分間： ｘｘｘｘ、閉会挨拶
④参加費０円（会場費用等の実費：協会負担。）
Ｃ. 会員企業懇親会（昨年１０月実施）
①３密防止の観点から、今年度は中止する。
Ｄ．人材確保等支援事業の取組状況について
①雇用管理実態調査の集計状況報告
②労働環境向上セミナー実施計画の発表
③働き方相談会の実施状況報告
④ＩＴ業界ＰＲ動画作成の進捗状況報告
※次回部会
・開催日時
・開催方法

令和２年１２月８日（火）１６：００～１７：００
Ｗｅｂ併用会議

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．部会開催報告
本年度第 1 回部会を 7/16（木）に開催しました。主な議題は以下の通り。
１．「ICTの活用によるレジリエンス向上に向けたソリューション提案会」
の件
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
４．その他部会活動について
Ｂ．個別事業について
１．
「ＩＣＴの活用によるレジリエンス（強靭さ）向上に向けたソリュー
ション提案会」の件
・主催 千葉県地域 IT 化推進協議会 （事務局 千葉県政策企画課）
・日時 令和２年８月５日（水）１３時３０分から１６時３０分
・開催方法 オンライン視聴 又は 会場での聴講
オンライン視聴が難しい場合やデモ機を見たい場合は、来場も可能。
会場：千葉商工会議所 第 1 ホール
・対象 県内自治体（情報システム担当者 行革ご担当者）参加者 90 名
＜部会としての対応＞
・企画・運営サポート
・CHISA 内への周知・勧奨

（提案応募申込みは県へ直接の為、取り

纏め等は無し）
２．ビジネス交流会/IT 利活用フォーラムについて
・IT 利活用フォーラムについては、開催の見通し（コロナの影響：
県/政策企画課）
・8/27 県政策企画課と打ち合わせを実施 共催の意向あり（調整中）
３．視察ツアー企画
・今年度の開催は、状況により、判断する（開催は難しい可能性大）
。
検討はする。
４．その他 部会活動について
・新規事業(案)等 の検討
・（コロナ禍の影響による）学校の教育環境（授業の方法等）について、
課題があるのではないか？ 学習環境の面、国/自治体の施策の面、
実情に追い付いていない面があるのでは？
今後、部会テーマの一つとすることも検討したい。
・その他、部会活動テーマについて、現在の社会的な課題等に即し、
検討していきたい。
・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２回広報部会を開催しました。
[開催日時] 令和２年６月８日（火）16：00～
[開催場所] ZOOM にて ONLINE 開催
[議
題] ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２０ 総会号発行に関する編集会議
①構成について
②原稿作成担当の取り決め
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
［開催日時］ 令和２年７月７日（月）16：00～
［開催場所］ CHISA 事務局&ZOOM ONLINE 併用
［議
題］ ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２０ 総会号発行に関する編集会議
①原稿校正およびページ割り当て最終決定
②納品スケジュール確認
［出 席 者］ ビジネスソフトサービス㈱ 横尾(ZOOM)、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、公益情報
システム㈱藤崎
［次回開催］9 月 10 日（木）16：00 事務局＆ZOOM にて
新型コロナの影響によりイベントの中止などが重なり一時は掲載する
内容に困りましたが７月７日に無事事務局へ納品となりました。
総会号の発行に際し、ご協力いただきました皆様に御礼申し上げます。
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。
３月部会以降：活動状況 次回の部会は１２／２
Ａ．2020 年度 CHISA オーダー研修の検討
・昨年度は、２２全コースの実施、延べ２０５名の受講であった。
・２０２０年度については、アンケートを実施し、3 月の部会で募集コー
スの選定を実施した。
実施企業提案の計７１コースについてアンケートを実施した結果、３４
６名の受講希望回答が得られた。
参加人数により３５コースに絞り込み、本募集を図ったが、コロナウイ
ルスの状況から開始を延期し、再募集を図った。

・8/末～9/初を教育開催開始とし、スクール（集合）型／リモート型／混
合（スクール、リモート）型とした。
集合型の場合、密にならない対策も必要であるため、募集人数の見直も
行った。
リモートの場合、原則、受講者側に受講環境を準備していただく前提と
した。
・８月の教育技術部会にて再募集の結果を確認し、各コースの実施可否検
討を行った。
収支が赤字となるコース、応募人数が５人以下のコースは中止とした。
ただし、２コースを集約できるものなど、引き続き募集を行う。
各コース開催２週間前までに応募状況を確認し、実施可否の判断を行う。
再募集による黒字化、講師料など低廉化による黒字化などを行う。
Ｂ．2020 年度新技術調査研究会・卒論発表会検討
（新技術調査研究会）
・昨年度は、７社１３名で、テーマはＩｏＴ、ＲＰＡ、画像処理、ＭＲ、４
チームで活動を実施し、２月に卒論発表と合わせて実施した。（卒論は６件）
・例年は、６月の部会時に第１回の会合ができるように４月中旬ごろに募集
を図り、次回５月の部会時に応募内容を確認できるように進めているが、
コロナウイルスの状況から実施検討を見合わせていた。
８月の教育技術部会時点において、これからの募集では、検討期間が短く
なることから今年度の新技術調査研究会は中止とした。
（卒論発表会）
・大学との関係を維持するには継続実施の方向で考える必要がある。
リモート開催の可否など、次回の部会で検討する。
Ｃ．2020 年度一般社会人向け事業検討
・昨年度は、地域社会での IT 普及の観点からロボットプログラミングを２月
に実施する予定とし、船橋会場で２１名（会員９名、一般１２名）の参加
予定なったが、新型コロナウイルス発生のため、拡散防止の観点から開催
を中止とした。
・今年度もおいては、今後の新型コロナウイルスの状況により、実施検討、
判断する。
Ｄ．その他
・三井Ｅ＆Ｓシステム技研の上羽様、村田様が、教育技術部員として参画さ
れることとなった。

⑥コンソーシアム部会
松井部会長から以下のとおり報告がありました。
・新部会長に就任し、第一回目となる部会を、令和２年９月１６日に開催する。
・同部会では、企画調査室を中心に計画されている第２回千葉県内中小企業
向けビジネス交流会の開催に全面協力すべく検討を進めていく予定である。
（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

１１９社（正会員：９３社、賛助会員：２６社）

（前年度末時点） １２１社（正会員：９７社、賛助会員：２４社）
（今年度４～８月)
・正会員入会（１）
・(株)アースドリームス
・同上退会（５）
・(株)Ｉ．Ｔ．Ａシステム

・(株)フォジェイ

・(株) ソフトプランナー

・(株) 千寿 SOFT

・(株) ルイ・アラン
・賛助会員入会（３）
・(公財)日本電信電話ユーザ協会千葉支部
・(株)ソフトプランナー（正⇒賛助）
・
（株）アクロビジョン
・同上退会（１）
・(株)ビーフル
Ｂ．今年度官庁受託、助成金事業

・千葉県委託事業、令和２年度中小製造業向けスマート化推進事業
「ＩＯＴ・ＡＩ等利活用促進事業」受託
・人材確保等支援助成金（中小企業団体コース）事業、受託
Ｃ．研修事業の実施状況

・新人社員研修（集合研修３か月、社内ＯＪＴ３か月）
⇒開講直後の緊急事態宣言発出に伴い、全面Ｗｅｂ研修へ切り替え。
研修中断に伴い、研修期間を延長して対応。
（閉講式：７月２７日）
・教育技術研修（技術系、業務系、管理系、ヒューマン系）
⇒新型コロナ感染防止対策のため中断。７月に仕切り直し募集を再開。
対面式研修の他、Ｗｅｂ研修、Ｗｅｂ併用研修の取扱を取り入れた。
ただし、申込状況は芳しくない。（２６コース中止決定／３５コース）

・新技術調査研究会（若手社員の勉強会）
⇒３密回避の観点から中止。
・卒業論文発表会（学生の勉学支援）
⇒状況を注視し、今後取組方向を決定する。
Ｄ．令和２年度定時総会の開催状況
・開催日、会場 令和２年６月１９日（金）
、ホテルポートプラザちば
・出席状況

当日参加者数：１８名

・新型コロナウイルス感染防止対策の内容
・総会への出席自粛要請
・正会員

出席者数３０名様程度迄（会場定員数の３分の１以下）

・賛助会員 出席自粛依頼
・来賓

招待中止連絡

・定時総会後の懇親会中止
Ｅ．関連団体動向
・メトロ・エリア事務局会議（Ｗｅｂ会議、１８名参加） ８/２８
・参加情産協：東京、神奈川、埼玉、山梨、福島、千葉
・オブザーバー参加：３団体（四国ＩＴ協同組合、秋田情産協、
ＮＰＯ法人浜松ソフト産業協会）
・神奈川賀詞交歓会：会員を対象に、人数を半減し着座形式での開催を検討。
・ＡＮＩＡ総会（Ｗｅｂ会議） ７/９
・正会員１７（△５）、企業会員１、特別会員６
⇒前年度末で、東京、神奈川、徳島、秋田、山口の５情産協が退会。
・会員数拡大のため企業会員増が検討され、参加資格・会費の議論があった。
・今年度全国大会（山梨）、１年延期。
・沖縄県情報産業協会
・本年４月１日：一般社団法人へ移行
※このため、ＩＴの公益社団法人：埼玉、千葉の２団体となった。
Ｆ．主要行事予定

・１２月 ９日 部会長会議
・１２月 ９日 第４回理事会
・１２月 ９日 役員忘年会
・１月２２日 ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会
・３月１０日 第５回理事会
・３月１２日 メトロ幹部会議
※会員企業懇親会（昨年１０月開催）：中止。
以上

