
協会だより（'19．3）  

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会 

     
行事報告 

1月 25日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン 

          前年の「創立２０周年記念賀詞交歓会」に迫る勢いのが参加を得て

賀詞交歓会が盛大に開催されました。当日の「講演会での落語、祝賀

会での箏演奏」は好評でした。ご参加の皆様、開催対応いただいた関

係者の皆様にこの場をお借りし御礼申し上げます。 

（参加者１４８名：来賓２０、会員１２４、講師他４） 

  ※詳細は、ホーム・ページ、CHISA Journalをご覧ください。 

1月 30日（水） 部会長会議（第 2回）：ＣＨＩＳＡ事務局会議室 

          役付役員・部会長が集合し、新年度事業計画を中心に討議が行われ、 

この中で当協会の「スローガン（キャッチコピー）」を作成し、さらな 

る飛躍を図るべきとの意見が出されました。 

2月 6日（水） ＡＮＩＡ新春賀詞交歓会：霞ヶ関ビル 

          全国から大勢の会員が集まり盛大に開催されました。 

2月 20日（水） 新技術研究文発表会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

          例年と同様の４９名が参加しました。発表は、５チーム（１２社 

の若手社員２０名）で行われ、昨年同様に審査のうえ「最優秀」の１ 

チームを選出し、同チームには副賞として金一封が手渡されました。 

2月 20日（水） 卒業論文発表会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

          例年と同様の３７名が参加しました。発表者は、５校８名でした。 

         質疑応答では、昨年の指導教官・学生ではなく、参加した若手社員 

からの質問・アドバイスが多く、活発な展開がされました。 

2月 27日（水） 部会長会議（第 3回）：ＣＨＩＳＡ事務局会議室 

          役付役員・部会長が集合し、新年度事業計画及び収支予算を確定 

         させる他、前回継続審議としていたスローガンを外部専門家に作成 

委託することが確認されました。なお、本件討議内容は理事会に報 

告し審議することとされました。 

2月 28日（木） 入札応募企画検討会：ＣＨＩＳＡ事務局会議室 

 当協会が県委託事業を受託するための検討会が開催され、受託 

した場合の組織体制、応募申請書類等を確定させました。 



3月 8日（金） メトロエリア幹部会議：甲府、談露館ホテル（幹事：山梨） 

          新年度は、埼玉と福島が幹事となりメトロエリア・グリーン会、 

幹部会議等の運営を行うことが確認されました。 

3月 13日（水） 第 5回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

         詳細、後掲。 

           

＊ご協力有難うございました！ 

 

 

  

 ※バナー、テキスト広告募集！！ 

※リニューアルしたＨＰは、広告を全ページに掲載する仕組みと 

していますので、高い宣伝効果が見込まれます。 

・バナー、テキスト広告の募集をしています。 

・詳細は、ＨＰをご覧ください。 

 

※平成３１年度の研修日程は現在実施コースの選定作業中です。 

開催コース確定後の４月にホームページ掲載を予定しています。 

        (研修はどなたでも参加いただけます。) 

 

 

行事予定 

5月 15日（水）  第 1回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

6月 21日（金）  ＣＨＩＳＡ定時総会：ホテルポートプラザちば 

6月 21日（金）  第 2回理事会：同上（役員改選） 

9月 20日（金）  メトロエリア・グリーン会 

10月 17日（木）  ＡＮＩＡ全国大会（札幌市） 

         

 

 

＊ご参加ご出席をお待ちしています！ 

 

 

 

 

 



平成３０年度第５回理事会の内容をお知らせ致します。 

 

               記 

１．日 時 ：平成３１年３月１３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） 

４． 議案 

   （１）審議事項 

   ①新年度事業計画、収支予算についての審議が行われ、本件は原案どおりと 

することが承認されました。 

②メトロ情産協への入会について審議が行われ、本件は提案どおり、埼玉情 

産協と神奈川情産協の特別会員（会費無料）に入会し、併せて、当協会の 

賛助会員（会費無料）となっていただく、相互入会が承認されました。 

なお、他のメトロ加盟情産協から同様の申入れがあった場合、同様に対応 

することが承認されました。 

   ③入会希望者の取扱について審議が行われ、本件は提案どおり入会させる 

    ことが承認されました。 

   ④新年度理事会開催日程について審議が行われ、本件は提案どおりとする 

   ことが承認されました。 

（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以下の内容で行われました。 

①事業企画部会長の交代について 

  山本部会長の辞任に伴う後任者を本年４月１日付けで、荒川部会長 

とする。 

②収支見通し 

  協会の年度末収支差額は、別添え資料のとおり黒字とはなる見通し 

である。 

      ③スローガン作成の検討 

        協会スローガンを外部の専門家に作成依頼中であり、作成された内 

容は理事会に報告する。  

 

  （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、会員動向、関連団体動向について 

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。 

異業種交流会の検討を、企画調査室が主催し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。前回報告からの検討日程は下記。 

【第７回】 2019 年 1 月 7 日（水）10:00-11:15  CHISA 事務局 

【第８回】 2019 年 2 月 6 日（水）10:00-11:10 CHISA 事務局 

【第９回】 2019 年 3 月 6 日（水）10:00-11:00 CHISA 事務局 

（検討会メンバー） 

NTT 東日本 池田副会長、山上様、和田様、黒坂様 

ベイキューブシー 水上専務理事、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、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  

齋藤様、ジーウェイブ 吉田 CHISA 鈴木事務局長 

 

【実施状況】 

       Ａ．CHISA 会員向け「会員企業の製品・サービス」に関するアンケー 

トを実施 

・回答は 115 社中 29 社。回答率は 25％。 

・中小企業向け製品ありが 24 社（83％）。交流会実施すべきが 

20 社（69％）。 

・次年度の異業種交流会開催に概ね好意的な回答であった。 

         ・アンケート回答記載の製品・サービスは、CHISA ホームページ 

に掲載済み。 

Ｂ．CHISA 主催の千葉県内中小企業向け異業種交流会について 

・開催概要を仮決定した。詳細は下記。 

 【開催日時】 2019 年 11 月 20 日（水）10:00 ～ 16:00 

          【開催場所】 エムベイポイント幕張 ２階セミナールーム 



・開催規模として、出展者３０社程度、参加は千葉県内 

中小企業等６００人程度 

・予算感：合計１０５万円（会場賃借料３０万、ブース 

設営等運営委託７５万） 

Ｃ．推進体制について 

・企画調査室の中に「異業種交流会準備室」、「実行委員会」（実務 

部隊）を設置。 

・実行委員会のメンバーを選定中 ※募集中 

・次回、合同キックオフを実施予定⇒ ４月３日（水）１０時、 

CHISA 事務局 

      

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：３／１２） 

Ａ．合同企業説明会（参加企業 ２９社） 

・開催概要  

       ・１１月２７日  参加企業向け事前説明会開催（出席、２２社） 

          ・ ３月 ４日  開催日（東京ベイ幕張、１３－１７時） 

          ・今回、ブースを「１か所の集約方式」から、「分散方式」へ変更 

して実施。 

       ・当日の状況 

         ・７９社７２０名来場（前年８９社８３２名） 

         ・来場者、分散化。参加日、前倒し傾向。 

    ・ブース分散化は、概ね良かったとの感想が多かった。 

Ｂ．賀詞交歓会報告 

・開催内容 

・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 

         ・参加者総数         １４８名（来賓２０、会員１２４、 

講師他４）（前年比：２０名減） 

  ・収支決算     協会経費負担額：５５万円 （詳細：別紙） 

Ｃ．インターンシップ・マッチング会 

          ・平成３１年６月１３日（木） モリシアホール 

           ※今回から、インターンシップ実施期間の制限を無くす。 



（参加企業募集時に連絡。申込時に実施期間を申告させる。 

             なお、募集開始は４月上旬を予定。）                                        

           Ｄ．その他（報告） 

           ・新年度行事日程 

・定時総会  平成３１年６月２１日（金）、ホテルポートプラザちば 

                   ※役員改選。終了後、理事会開催。 

            ・新春賀詞交歓会  ２０２０年１月２４日（金） 

            ・その他の事業状況 

               ・平成３１年度の新入社員研修応募状況   応募状況：７０名 

               ・県振興センター助成金事業は、平成３０年度で終了 

（産業人材育成研修） 

             ・人材確保等支援事業：新年度実施。スケジュール、別紙。 

 

※次回部会：５月１４日（火）１６：００～１７：００。 

        （同日、１５：３０～なのはな共済会運営委員会開催予定） 

  

③事業企画部会 

荒川副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６回目の部会を 2/14(木)に開催した。 

＜議題＞ 

   １．「オーガニックなまちづくり と 地域活性化」視察ツアー 

（3/15）について 

   ２．ちば産学官連携プラットフォームについて 

   ３．千葉県「IoT等利活用促進事業」業務委託について 

   ４．その他 

Ｂ．「オーガニックなまちづくり と 地域活性化」視察ツアー（3/15）について 

          ・午前の部：テーマ ＝ 「企業誘致の取り組み最前線」 

・かずさアカデミアパークにて、座学および体験デモ事としました。 

            ・説明者：木更津市、千葉県商工会議所、君津信用組合、独立行政 

法人製品評価技術基盤機構 

・午後の部：テーマ ＝ 「獣被害対策からはじまる地域活性化」 

  ・田んぼカフェにて、座学および体験デモ 

  ・説明者：田んぼカフェ、千葉県環境生活部自然保護課 

・1/30に事務局より募集周知。 

・2/14現在ツアー参加者８名、交流会参加者７名。再度参加を呼びかける。 



          ・木更津市の電子地域通貨「アクアコイン」は、利用可能店舗が少なく、 

全員体験ではなく代表がデモする予定。 

      Ｃ．ちば産学官連携プラットフォームについて 

          ・産学官 PFで、CHISAとのコラボレーションは議題となっている。 

          ・「医療介護アイデアソン」「千葉市こども若者市役所」などが、連携案。 

          ・教育部会（卒論発表会）とも情報共有し、広がりを模索する。 

Ｄ．千葉県「IoT等利活用促進事業」業務委託について 

          ・入札募集と同時に、会員企業に参加募集を送る。 

          ・参加希望企業には、企画提案書の事業概要、経費積算の提出を求める。 

・参加希望に手を挙げない会員企業についても、事業協力を呼びかける。 

Ｅ．その他 

          ・事業企画部会長の交代について、荒川 典彦 様に、後任をお引き受け 

頂いた。 

 

④広報部会 

藤崎部長から以下のとおり報告がありました。 

[開催日時] 平成３０年２月８日（金） 

[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 

・版下の校正作業 

・発行スケジュールの確認 

[出 席 者]   ビジネスソフトサービス㈱ 横尾、ベイキューブシー 伏見、 

ワタナベメディアプロダクツ㈱ 大庭、デザインパレット 竹下、 

事務局 鈴木、公益情報システム㈱ 藤崎 

 

＊新年号は２月１９日に事務局へ納品となりました。 

 新年号の発行に際し、ご協力頂きました皆様、広告記事を掲載いただきました 

 会員企業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。 

部会活動報告 １月部会以降：活動状況 次回の部会は４／１８予定 

            Ａ．H30年度 CHISAオーダー研修の結果確認と次年度の検討 

・開催決定の 29コースについて全て完了した。延べ３１６名の参加であった。 

 ・次年度については、第１回のアンケート結果の確認まで実施した。 

        ・実施企業提案の 60コースについてアンケートを実施した結果、365受講希 



         望の回答が得られた。 

 ・希望数が 4以下のコースについては取り止めとし、37コースを対象に最終 

  アンケートを行う。 

        ・教育実施企業による明細(開催日程含)作成提示を 3/15(金)とし、次回部会 

までに集計が完了するように進める。 

Ｂ．H30年度新技術調査研究会・卒論発表会 

・新技術調査研究会については、６月から５チーム 22名(1名脱会)での活動 

を実施、発表会にて終了した。 

・テーマは、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：Ｉｏ 

Ｔ、Ｅチーム：ウェアラブル。 

・発表会開催は 2/20、大学の論文発表会とともに開催した。 

・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 

とし、評価採点方法は昨年と同様とした。 

 ・採点の結果、最優秀賞 1チームは、Bチーム:442 点、優秀賞 4チームは、A 

チーム:421点、Dチーム:405点、Eチーム:384点、Cチーム:347点であった。 

・各チームの発表に入れてもらったアドバイスについては、2019年度初回会合 

時に追加説明する。 

（情報共有、推進、コミュニケーションに関するアドバイス） 

・要望事項については、とくに変更する必要性はないと判断した。 

（発表、締切日時の連絡時期、報奨金内容の連絡、CHISA内 NW環境利用に関する 

要望） 

 ・新技術調査研究と大学との情報共有について今後検討を行う。 

Ｃ．H30年度一般社会人向け事業検討 前回 

              ・検討の結果、子供（小学校３～６年生の親子）を対象としたロボットカープ 

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した。（親子プロ 

グラミング教室） 

         ・市川会場：２月２３日（土）：８組参加、船橋会場：３月２日（土）：１１ 

組参加、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。 

・教育受講料について、当初、３，５００円（教材費）としたが、１，５００ 

円として再募集した。 

  ・結果、親子ともに楽しめ喜んで頂けた。小学校中高学年としては、ほどよい 

難易度であった。 

・講師については準備など労力をかけていただけた。 

         これらにより、地域貢献は果たせたものと評価する。 



        ・周知など、募集については、課題である。 

             ・今後、2019年度に向けて継続検討する。             

 

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 部会活動報告～部会議事内容報告      

Ａ．出席者  田仲 直樹、佐久間 満、田中 浩二、鎌田 辰朗、齋藤 昭雄 

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 2019年 2月 19日（火） 15：00~16:00 

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）野球大会結果報告 

（２）移動部会(宇部)について 

（３）新年度計画について 

（４）その他 

Ｅ．配布資料 

・前回議事録（平成 30年度第 4回分） 

・CHISA野球大会報告 

Ｆ．議事内容 

  ａ．前回議事内容報告（書面） 

  ｂ．野球大会結果報告（和田） 

・決勝戦は㈱NID-MI対エムエルアイ・システムズ㈱で行い、㈱NID-MIが 

2-0で勝利し、優勝した。３位以下は㈱イーエスケイ、船橋情報ビジネ 

ス専門学校、㈱大和ソフトウェアリサーチの順となった。 

・会計は収入 100,000円、支出 62,796円で 37,204円の残余金が出た。                 

              c. コンソーシアム移動部会(宇部、31.2.21～22)(田仲・鈴木事務局長) 

          ・７名参加で実施する。 

          ・山口県の協会との情報交換が主目的であり、次回の部会でフィード 

d. 新年度計画 

<スポーツ・レクレーション分野> 確定分(他は随時会員負担で企画可) 

① 野球大会 

・時期…5～10月・予選、11月または 12 月・決勝戦 

・担当者…高橋、和田 

(補足) 



・来年度はチームメンバーの中に CHISA会員企業の選手が 1名 

でもいれば参加資格を与える。 

・運営のために参加した方には交通費・昼食費を支給する。 

②フットサル大会 

 ・時期…6/15(土)・CHISA大会(美浜)、7/20(土)・頂上戦(浦安) 

 ～いずれも第一候補日～ 

           ・担当者…齋藤、鎌田、山根 

(補足) 

・来年度の頂上戦は千葉が幹事で実施。 

③会員交流ゴルフ大会 

           ・時期…8月または 9月の休日 

・担当者…高橋、田仲 

(補足) 

・前回は平日実施で参加者が低調であったため、休日にして参加 

者増加を図る。 

 

        <交流会分野> 確定分(他は随時会員負担で企画可) 

①CHISA主催・第 1回異業種交流会(企画調査室主管、事業企画部会・ 

コンソーシアム部会協力) 

・時期…10～11月 

・担当者…田仲、佐久間、田中、齋藤、戸崎、橋本、泉、滑川、 

他希望者 

(補足) 

             ・従来実施している「広域首都圏情報団体合同ビジネス交流会」 

については来年度は CHISA主催の順番であるが、以下の理由と 

代替案で実施しない方向で IITと相談したい。 

             ・(理 由)今年度から始まる異業種交流会と時期が重なることから、 

そちらにパワーを集中させたい。 

(IITでも課題認識となっていると思われる参加メリットを感じ 

てもらえない等の理由は IITとの本音ベースの会話の中で・・・) 

            ・(代替案)当協会のコンソーシアム部会、IITの商流委員会、さらに 

他県の同様の部会が集まって情報交換を兼ねた懇親会の実施に切り 

替える。 

 

次年度開催日：4月 16 日（火）、6月 18 日（火）、9月 17 日（火）、 

11月 19 日（火）<忘年会>、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．メトロの報告  

（１）平成３０年度（幹部会議） 

          ・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） 

          ・内  容 

            ①神奈川提案の「合同企業説明会」の募集要項と集計結果 

             ・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） 

・当協会の応募状況：９社エントリー。 

・集計結果：計６４社（東京２８、神奈川２７、千葉９）） 

            ②平成３１年度の行事日程（幹事：埼玉、福島） 

             ・メトロエリア・グリーン会 ９月２０日（金） 

霞ヶ関カンツリー俱楽部 

             ・幹部会議  ２０２０年３月６日（金）パレスホテル大宮 

             ・事務局会議  ７月５日（金）、１１月２７日（水） 

           ③その他 

            ・東京、根本会長が６月総会で退任される旨の報告があった。 

            ・茨城情産協（当日欠席）が、メトロを退会意向である旨の 

報告があった。 

Ｂ．ＡＮＩＡの報告 

         （１）理事会・新春賀詞交歓会（２/６）  

          ・収支予算審議  ２団体共同事業に、上限１０万円支援をする制度 

を新設。 

・全国大会    １０月１７日（木）（札幌市）   

       （２）事務局長会議（２/７） 新年度行事日程、以下のとおり。 

                 ・ ７月１１日（木）総会 

           ・ ７月１２日（木）事務局長会議 

・１０月１７日（木）全国大会（札幌市） 

・  ２月上旬    新春交歓会                      

Ｃ．当協会の報告 

（主要行事日程） 

         ・定時総会       ６月２１日（金） 

         ・２０２０年賀詞交歓会 １月２４日（金） 

    （ＨＰ：会員投稿情報の掲載開始。２/１４～） 



          ・会員企業提供サービス一覧  掲載企業名と各社ＨＰをリンク付け。 

       ・会員投稿写真        会員交流が目的 

 

                             以 上                                                                         


