
協会だより（'19．9）  

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 

5月 24日（木）  フットサル・キャプテン会議 

フットサル大会参加チームの対戦組合せを行ないました。 

6月 3日（月） 総務省、電波の日記念式典 

  総務省主催の電波の日記念式典に参加しました。 

6月 8日（土） フットサル大会 

フットボールコミュニティ美浜で熱戦が繰り広げられました。 

（参加１９チーム） 

6月 13日（木） インターンシップマッチング会 

津田沼モリシアホールで開催しました。 

・職業体験期間：今回は、１０日間の制約を外し参加企業が 

        自由に設定できる形に変更し実施しました。 

・参加大学数：５校（前年４校） 

・マッチング学生数：２７名（前年に同じ） 

6月 14日（金） 新技術調査研究総会発足式 

         会員企業の若手社員１３名がエントリーし、チーム別に設定した 

テーマに沿って、１年間の調査研究が開始されました。 

6月 21日（金） 令和元年度定時総会 

ホテル ポートプラザちば（詳細、前回掲載） 



6月 21日（金） 第２回理事会 

同上（詳細、前回掲載） 

7月 5日（金） メトロ事務局会議（第１回） 

                  広域首都圏情報団体協議会加盟（メトロ）の７情産協の 

事務局員が集まり定例の打合せ会を行ないました。 

7月 11日（木） ＡＮＩＡ総会 

全国地域情報産業団体連合会（ＡＮＩＡ）の加盟の情産 

協の方々が集合し定時総会を行いました。（霞ヶ関ビル） 

7月 12日（水） ＡＮＩＡ事務局長会議 

         上記情産協の事務局長会議が行われました。（八重洲） 

7月 12日（水） 人材確保セミナー 

         助成金対象である人材確保等支援事業の一環として人材 

確保セミナーが行われました。（ＷＢＧマリブウエスト） 

7月 13日（土） フットサル・３情産協対抗頂上戦 

         東京、神奈川、千葉の３情産協による対抗戦が行われま 

した。 

9月 11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。 

 

＊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。 

 

  ※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 

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） 

10月 17日（木） ＡＮＩＡ全国大会（札幌～18） 

11月 13日（水） 第４理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

11月 13日（水） 会員企業懇親会 

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 

11月 27日（水） メトロ事務局会議（第２回） 

12月 11日（水） 部会長会議（第１回） 

12月 11日（水） 第５回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

12月 11日（水） 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 6日（金） メトロエリア幹部会議 

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３回理事会の内容をお知らせ致します。 

 

               記 

１．日 時 ：令和元年９月１１日（水）  １５：３０～１７：００ 

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 

   ①入会希望企業の取扱について 

   本件は原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行われました。 

内容は、月次決算状況、スローガン・ポスターの作成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４回、実行委員会４回を実施しました。 

【第３回】 2019年 6月 5日（水）10:00-12:00  CHISA事務局 

【第４回】 2019年 7月 3日（水）10:00-12:00  CHISA事務局 

【第５回】 2019年 8月 7日（水）10:00-12:00  CHISA事務局 

【第６回】 2019年 9月 4日（水）10:00-11:30  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→７団体（経産省、総務省、千葉県、商工会議所等） 

・協賛企業→８社（千葉銀、京葉銀、千葉興銀、NTT東、日立等） 

120万円 

・出展企業→16社（CCS、NTT東、日本電気、富士ゼロックス等） 

・対象→千葉県内中小企業経営者、情報システム担当者で６００名 

目標 

・セミナー２枠→千葉ジェッツ島田会長、社労士 大北様＋主催者 

挨拶 



・ちばＩＴ利活用フォーラム３枠 →千葉県 ICT活用、日立 5G、 

渋谷区観光 

・予算：収入２８６万円、支出２３１万円、余剰５５万円 

・チラシ２万部、ポスター７００部→９月１７日入荷予定 

・案内Ｗｅｂサイト、ＳＮＳ（twitter、facebook,instagram） 

開設予定 

Ｂ．検討課題について 

・出展企業最低 20社までもう少し。現 16 社 19ブース。 

・集客方法検討【最重要課題】 

→チラシ・ポスター、新聞広告、プレス、ネット、ＳＮＳ、 

口コミ 

・ちば利活用フォーラムとの共催方法 →千葉県との連携、セミナ 

ー入替手段 

・当日オペレーション：運営設営→テルウェル東日本 

         →コンソーシアム部会、事業企画部会との役割分担 

         ・次年度以降に向けた検討 →開催の有無、方法、場所、他組織 

との連携 

 

  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：９／１０） 

Ａ．今年度合同企業説明会取組について 

       ・昨年度は３月に開催したが、学生の就職活動開始時期が前倒し傾向 

にあるため、説明会実施時期を１か月早める。 

            ・今年度の企画内容、以下のとおり。 

           ・日時  ２０２０年２月２１日（金）１３：００～１７：００ 

           ・会場  東京ベイ幕張 

           ・補足  その他は昨年度の内容に準ずる。 

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集約報告。なお、本内容はチサ・ジャーナルに 

掲載する。 

           ・また、１１月アンケート（２回目）を実施する。 

           ・現在の実施状況 

           ・働き方改革セミナー実施（７／１２） 

         ・働き方相談会、受付中。 

 



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～（理事会終了後） 

         ・会  場  ちばぎんクラブ          

  Ｄ．賀詞交歓会の取組方針について 

        ・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        

・検討事項 講師選定、イベン内容を討議 

Ｅ．（継続検討事項）インターンシップ・マッチング会の取扱について 

・参考資料「令和元年度、インターンシップ・マッチング会 分析結果」 

を基に今後のインターンシップ・マッチング会取組について討議 

          ・計数に表れていない部分もあるが、実査した印象も踏まえると、実施 

効果が出ている。との意見が多数あった。 

※次回部会 １１月１２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．部会開催報告 

本年度第 3回部会を 8/23（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．他団体交流について 

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の検討   

                         ・淑徳大学・矢尾板教授と擦り合わせを行い、「オリパラ」をテ 

ーマにしたアイデアソンを 11月くらいに開催する方向で決定 

  主催：千葉産学官連携 PF 協力：CHISA 

                         ・千葉市のオリパラ担当部署があり、千葉市の意向を汲みつつ 

開催内容を決定したい。 

・CHISAの立ち位置は、アイデアソンの企画の用意及びサポート。 

・他部会（事業）との連携を進める  

                 ＊インターンシップ/企業合同説明会や卒論発表会等に 

ついて、運営主体の他部会と連携を模索する。 

   



               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 

              ・講演内容については、県（地域 IT化推進協議会）の方で検討 

／選定の意向。 

              ・ビジネス交流会は来年度も開催も想定し、県としても予算を 

組む予定。（千葉県 森様） 

３．他団体連携 埼玉情産協、ビジネス部会 来訪の件  

              ・埼玉県情報サービス産業協会のビジネス部会（当部会と同様 

な事業を実施）の部会長他 3名が 7/2に CHISA事務局へ来訪 

され、双方の部会活動等について情報交換を行った。 

終了後、懇親会 

          ＊CHISA交流会へは、協会主催の点で興味を示され当日 

来場予定 

         ４．視察ツアー企画  

              ・当年度も開催する方向で企画立案中 

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５月２４日（金）16：00～ 

[開催場所]  ちばぎんコンピューターサービス㈱様、会議室 

[議  題]  ＣＨＩＳＡジャーナル・２０１９ 総会特集号発行に関する 

編集会議 

              取材予定の確認、発行スケジュール等 

[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、ちばぎんコンピューターサービス㈱ 高知尾＆保坂、 

㈱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 9 名 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

［開催日時］ 令和 元年７月８日（月）16：00～ 

［開催場所］ CHISA 事務局 

［議  題］ ＣＨＩＳＡジャーナル 2019 総会号原稿読み合わせ 

［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、 



ちばぎんコンピューターサービス㈱ 保坂、事務局 鈴木、 

公益情報システム㈱ 藤崎   計７名 

                ＊ＣＨＩＳＡジャーナル総会号は７月１９日（金）事務局へ納品となり 

ました。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。 

６月部会以降：活動状況 次回の部会は１０／４予定 

      Ａ．2019年度 CHISAオーダー研修の申込状況確認と検討 

        ・前回報告の 22コースで７月から実施中である。 

・現時点では、受講予定者数 210名である。 

 ・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 

・前年同様に 6/14(金)16:00-17:00、初回会合を実施した。 

              ・今年度は、７社１３名のメンバーで調査研究を進めることとなり、テーマ 

／チーム作りを実施した。 

              ・テーマは、ＩｏＴ、ＲＰＡ、画像処理、ＡＲ/ＶＲ、４チームで活動を始め 

ており、グループごとの会合を行っている状況である 

Ｃ．2019年度一般社会人向け事業検討 

        ・前年同様に親子でのロボットプログラミングを実施する方向で検討を行 

         っている。 

・募集方法、実施時期、開催時期など、引き続き検討を行う。 

        ・開催場所（千葉、船橋、市川）、地方紙など広報先など受講者の集め方 

に関する課題を認識のうえ検討する。 

Ｄ．その他 

・移動部会検討 

        １１月２９（金）～３０（土）に日程を決定した。 

行先、実施内容を引き続き検討する。 

 

 

 

 



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  佐久間 満、高橋 秀喜、齋藤 昭雄、田中 浩二、田嶋 一利 

鎌田 辰朗、戸崎 年博、泉 和弘、和田 光太、近藤 誠利、 

山根 慎平、橋本 正徳、泉 共亨、滑川 匡、鈴木 行夫 

（事務局） 

Ｂ．日 時 2019年 6月 18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）フットサル大会報告（６／８） 

（２）野球大会進捗状況 

（３）会員交流ゴルフ大会検討 

（４）その他（CHISA ビジネス交流会 異業種交流会） 

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 

CHISA第 12回 フットサル大会結果報告 

Ｆ．議事内容 

  ａ．前回議事内容報告（書面） 

ｂ．フットサル大会について（鎌田） 

                ・開催日時 ：6/8(土) 9：00～15：00 

               ・場所   ：フットボールコミュニティ美浜（A～Cコート） 

               ・参加チーム：19チーム（CHISA 17チーム、招待チーム 2チーム） 

               ・結果は別紙参照 

・7/13(土)・頂上戦(浦安)  

        ｃ．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） 

                ・ルール改正：参加チームを増やす目的で下記のように改正した。 

・メンバー登録枠の緩和（OB、助っ人選手枠を増やす） 

・服装について（ジャージ等のスポーツウェア許可等） 

         ・課題   ：年々参加チームが少なくなる中での継続開催が難しい。 

       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。 

（要検討） 

        d. 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。 



e. その他 

・CHISA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…11/20（水） 場所…エム・ベイポイント幕張(旧 NTT幕張ビル) 

・出展企業 30社、集客：600名 予定 

・担当者…田仲、佐久間、田中、齋藤、戸崎、橋本、泉、滑川 

             ・6/20(木)実行委員の打合せを予定 

次回開催日： 9月 17 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．会員動向    １２１社（正会員：９８社、賛助会員：２３社）、（9/1現在） 

            （今年度の動向) 

          ・４／１  （賛助会員入会）神奈川情産協、埼玉情産協 

          ・５／１  （賛助会員入会）武田弁護士 

          ・６／１  （正会員入会） （株）エム・ケイ 

   ・７／３１ （正会員退会） （同）エクサシステム （社内事情） 

Ｂ．今年度新規実施事業（官庁関係） 

・県委託事業（中小企業向けスマート化推進事業） 

予算規模１，３０６万円（内、概算払い金１，０４５万円受領済み） 

・人材確保支援事業 予算規模９００万円（実績払いのため、受領額なし。） 

Ｃ．主要行事予定 

・９月２０日  第２０回メトロエリア・グリーン会 

（霞ヶ浦カンツリー俱楽部） 

・１０月１７日 ＡＮＩＡ全国大会 （札幌市 ～１８） 

・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 理事会終了後） 

        ・１１月２０日 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１１日 部会長会議（理事会開催前） 

・１２月１１日 第５回理事会 

・１２月１１日 役員忘年会（ホテル ザ・マンハッタン 理事会終了後） 

・ １月２４日 ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会（ホテル ザ・マンハッタン） 

・ ３月 ６日 メトロ幹部会議 

・ ３月１１日 第６回理事会 

                                    以 上 


