
協会だより（'20．03）  

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 

12月 17日（火） 部会長会議（第１回）：ＣＨＩＳＡ事務局会議室 

         令和元年度の収支見込み、同２年度の事業計画等が検討されました。          

12月 17日（火） 第５回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

         本理事会の審議内容は、前回発行の「協会だより（１９．１２）」 

          で報告しています。 

12月 17日（火） 役員忘年会：ホテル ザ・マンハッタンで開催されました。 

1月 24日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン 

         前年同様規模の１４７名の方にご参加いただきました。 

         また、当日の講演会は講師を元ＴＢＳアナウンサーの松下賢次氏 

         にお願いしました。 

講演テーマの「オリンピック放送の歴史～現場秘話と面白ばなし～」 

         に多くの方が魅了されていました。 

（詳細は、チサ・ジャーナル４２号をご覧ください。） 

2月 28日（金） 部会長会議（第２回）：ＣＨＩＳＡ事務局会議室 

        令和２年度の事業計画、収支予算の検討が行われました。 

3月 6日（金） 【中止】メトロエリア幹部会議 

                 新型ウイルス感染拡散防止のため、会議は中止となりました。 

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。 

    ・本年度の研修は全て終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 

  ※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 

3月 11日（水） 第６回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

4月  2日（水） 実践型新入社員研修開講式 

4月 16日（木） ＡＮＩＡ理事会 

5月 20日（水） 第１回理事会 

6月 15日（月） インターンシップ・マッチング会 

6月 19日（金） ＣＨＩＳＡ定時総会 

7月 9日（木） ＡＮＩＡ総会 

9月 10日（木） ＡＮＩＡ全国大会（山梨） 

10月 8日（木） メトロエリア・グリーン会 

1月 22日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

3月 12日（金） メトロエリア幹部会議 

 

 

＊ご参加ご出席をお待ちしています！ 

 

 

 

 

 



令和年度第６回理事会の内容をお知らせ致します。 

 

               記 

１．日 時 ：令和２年３月１１日（水）  １５：００～１７：００ 

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新年度事業計画、収支予算等について 

               本件は原案どおりとすることが承認されました。 

②役員人事について 

  本件は原案どおりとすることが承認されました。 

 別途、「専務理事」職位の辞任表明が出ている水上専務理事の後任者 

 について審議があり、審議の結果、後任の専務理事に藤崎忠夫理事を 

充てることが決議されました。なお、就任時期は当事者間で調整後、 

次回理事会で決定することになりました。 

③入会希望企業の取扱について 

本件は原案どおり入会させることが承認されました。 

     ④他団体への入会について 

       本件は提案どおりの内容で取り扱うことが承認されました。 

⑤令和２年度の理事会開催日程について 

本件は、一部日程を変更し原案どおりとすることが決議されました。 

 

（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、千葉県受託業務の進捗状況、同次年度取組方針、会員動向、収 

支着地見込み、新型コロナウイルス感染拡散防止対応の状況、スローガ 

ン・ポスターの活用状況報告でした。 

（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。 

この中で、企画調査室より、第２回千葉県内中小企業向けビジネス交流会 

の開催日程を令和２年１１月１０日とし、会場を確保したとの報告があり 

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、関連団体の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。 

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２回行いました。 

【準備会第１回】 2020 年 2 月 5 日（水）10:00-11:00  CHISA 事務局 

【準備会第２回】 2020 年 3 月４日（水）10:00-11:00   CHISA 事務局 

（準備室／実行委員会メンバー） 

NTT 東日本 境副会長、山上様、張谷様、武本様、 

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 松井様 

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  エム・ケイ 近藤様、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）、武次副会長 

【実施状況】 

（１）CHISA 主催の千葉県中小企業向け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 

 【開催場所】 千葉商工会議所１４階・第１／第２ホール 

・ビジネス交流会と同時開催として、千葉県ＩＴ利活用フォーラム、 

中小製造業スマート化推進事業「ＩｏＴセミナー」の３つを同会場 

で実施する。 

・出展企業は前回同様２７ブース、協賛企業も同等、集客６００名目 

標とする。 

・集客が最大の課題。→商工会議所、各業界団体を巻き込む。 

・準備会、実行委員会の形成、事務局（イベント企画会社）を要検討。 

・次回予定→４月８日（水）１０時～ 於ＣＨＩＳＡ事務局 

（２）新型コロナウイルス対策の情報収集／情報発信等 

 →ＣＨＩＳＡとして何かしら出来ないかとの意見あり。 



  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（部会：３／１０） 

Ａ．合同企業説明会の開催報告 

        ・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）        

        ・結果：・当協会会員３３社が参加。（内２社は、自社都合により出展 

なし）（前回２９社、前々回２７社。事務打合せ会を開催済み。） 

        ・全体 企業８８社 学生５３３名（前年７９社 ７２０名） 

Ｂ．人材確保等支援事業報告 

       ・取りまとめアンケート結果を下記方法で周知、配付した。 

①小冊子「調査報告書」作成 ②チサ・ジャーナルに掲載 

       ・次年度事業 

            ・令和２年度も人材確保等支援事業（助成金事業）が認められ、 

実施する。 

            ・新年度の目玉事業として、研修用ビデオを作成する。 

（ＤＶＤで配付予定）（予算規模： 経費９００万円 助成金 

６００万円） 

Ｃ. 賀詞交歓会開催報告 

          ・令和２年１月２４日（金） ホテル ザ・マンハッタン 

          ・開催内容 

                  ・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。 

          ・実績（前年並み） 

         ・参加者総数  １４７名（来賓２１、会員１２１、講師他５） 

（前年比：１名減） 

               ・収支決算      収入 ８５万円   支出 １４５万円  

 差額 △６０万円   （差額 前年比 ５万円増） 

 Ｄ．インターンシップ・マッチング会                           

        ・令和２年６月１５日（木） モリシアホール(募集開始は４月上旬予定) 

                 ・前回と同じ形式で開催予定（インターンシップ実施期間を自由に設定）        

Ｅ．その他（当部会関係の新年度主要行事日程） 

        ・定時総会       令和２年 ６月１９日（金） ポートプラザちば 



          ・会員企業懇親会  令和２年１０月１４日（水） ちばぎんクラブ  

                   （理事会終了後開催） 

          ・新春賀詞交歓会  令和３年１月２２日（金）   ザ・マンハッタン幕張 

※次回部会：５月１２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 4回部会を 2/13（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 

４．千葉県 ICTアドバイザリー会議委員への就任と会議への参加について 

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   

PF組織/事業内容について  https://www.chiba-pf.org/ 

＜千葉市こども若者市役所プロジェクト（CCFC）との連携＞ 

グループワークへの参加は2019年（12/7最終）で区切りとする。 

必要な技術やアドバイスの要請があれば、都度、ＣＨＩＳＡ会員企業から 

サービスを紹介する。 

今後の事業 部会としての関り方としては、要請等があった場合にケース 

ごとに対応を検討する。  

２．ビジネス交流会/IT利活用フォーラムについて    

・2/5および 3/5  ビジネス交流会準備室への参加 

・千葉県政策企画課へ、IT利活用フォーラムに関し次回も共催の意向 

あることを確認 

・開催予定日程（11/11）を千葉県政策企画課へ連携済 

３．視察ツアー企画  

 ＊「千葉県酵母産業の現況と IoT CHISA視察ツアー」を 3/26に予定 

していたものの、コロナウィルス感染拡大予防の観点から、中止/延期 

とした。 情勢が落ち着けば開催したい。 

４．千葉県 ICTアドバイザリー会議委員への就任と会議への参加について 

千葉県からの要請により、千葉県 ICTアドバイザリー会議委員へ就任、 

2/7に開催の会議へ参加した。 

・会議の役割：戦略推進への助言など千葉県における ICT利活用全般に 

関するアドバイスを行う 

・委員の任期： 令和 4年 3月 31日まで 



・開催回数： 年 1回程度  

 

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 3 回広報部会を開催しました。 

 

 [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                    

[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 1 月 20 日（月）16：00～ 

［開催場所］CHISA 事務局 

［議  題］ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２０ 新年号発行に関する編集会議 

① 原稿状況およびページ割り当ての確認 

② その他 

［出 席 者］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、 

           ワタナベメディアプロダクツ㈱ 大庭、 事務局 鈴木、 

           公益情報システム㈱ 藤崎 

 

［開催日時］令和 2 年 2 月 5 日（月）15：00～ 

［開催場所］CHISA 事務局 

［議  題］ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２０ 新年号発行に関する編集会議 

① 原稿の読み合わせ（誤字・脱字等の確認） 

［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㈱ 土井、 事務局 鈴木、 

               公益情報システム㈱ 藤崎        

   新年号は 2 月 20 日に事務局へ納品となりました。 

   新年号の発行に際し、ご協力いただきました皆様、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。 

１２月部会以降：活動状況 次回の部会は５／１２ 

      Ａ．2019年度 CHISAオーダー研修の申込状況確認と 2020 年度の検討 

       ・２０１９年度開催の２２コースについての確認を行った。 

           ・２２全コース実施が完了した。延べ２０５名の受講であった。 

        ・２０２０年度については、１月の部会からアンケートの実施検討を行っ 

         ている。 

          ・2/10までに各社コース提案、2/14からアンケートの配布、2/28 

締切、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、 

３４６の受講希望回答が得られた。 

        ・原則希望数が４以下のものを取り止めとした。ただし、募集希望が１０ 

あったゼロから学べるＰｙｔｈｏｎ入門講座【基礎編】と関連のある 

【Ｗｅｂ編】は、残すこととした。 

        ・これにより残った、３５コースについて、本募集を図る。 

・明細（開催日程含む）作成 3/19期限、3/23から本募集開始、 

4/15締切、5月の部会にて開催可否検討を行う予定で進める。 

Ｂ．2019年度新技術調査研究会・卒論発表結果と 2020度検討 

・今年度は、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た。 

・12/16、４チームから最終発表に向けた報告を受け、部会員からアドバ 

イスが行われ、最終発表に向けた方向性の確認を行った。 

・発表会は、2/19(水)、例年どおり卒論発表と合わせて実施した。 

（研究会４件、卒論６件） 

        ・採点、表彰においても昨年同様とし、最優秀チームの副賞は１万円と 

した。 

        ・採点の結果については、採点者１７名、最優秀賞Ａチーム：２５４点、 

Ｂチーム：２３５点、Ｄチーム：２２８点、Ｃチーム：２０４点で 

あった。 

 ・2020年度について、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 

うに進める 

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、募集を行った。 



 ・参加費用は１，５００円、機材については船橋で２５台の確保済みである 

  ため、ＣＨＩＳＡで買い取り使用することすることとした。 

        ・船橋：2/29(土)、市川：2/23(日)、いずれも 13:00-15:30で募集を図った。 

        ・講師には謝礼を行う予定とした。（5,000円×4名） 

・応募の結果、船橋：2/29(土)13:00-15:30での１回のみでの親子プログラ 

 ミング開催（市川は開催なし）とし、２１名（会員９名、一般１２名） 

の参加予定となったが、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。 

Ｄ．その他 

・ちばぎんコンピューターサービスの大坂様が退任となり、宮崎様が後任と 

 して参加することとなった。 

・新年度を迎えるにあたって、部会員から活動で実施したいことや課題など 

 の確認を行った。 

・オーダー研修：広くニーズに応えるために、ＣＯＢＯＬ、ＩｏＴ、クラウド、 

ＲＰＡなどの提案をいただきアンケートの対象とする。 

・新技術調査研究会：レベルアップを図るため、実験や実装などの実施を 

必須づけるなど今後継続検討していく。 

・移動部会：毎年の恒例実施とするか継続検討する 

 

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、高橋 秀喜、田中 浩二、和田 光太、 

近藤 誠利、山根 慎平、橋本 正德、泉 共亨、古手 純也、 

滑川 匡、鈴木 行夫、齋藤 明雄(歓送迎会のみ) 

Ｂ．日 時    2020年 2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）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（令和元年度第 4 回分） 

・第 12回 CHISA野球大会報告 

・CHISAビジネス交流会(11/20)報告 

・その他 (次年度事業計画、部会日程) 

 



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）                  

・決勝戦    : 1位・2位チームの調整がつかない等の理由で開催 

見送り 

 ・課題   ：来年度は実施予定、今年度の残金は次年度繰越か返金 

        ｃ．CHISAビジネス交流会(11/20)(田仲・鈴木) 

                  ・「ビジネス交流会実施報告書」に沿って説明 

        ・表面的には 400名の集客であったが、中身はほとんど同業者であり、 

            狙いの県内中小企業者は少なかった。 

                          ⇒当部会の準備室メンバーも知恵を出して効果的な集客方法を 

策定する。 

・当部会も担い手であり、もう少し関わった方が良かった。 

             ⇒松井さん、齋藤さん、田仲さんの他に新たに滑川さん、近藤さん 

が準備室のメンバーに加わることとなった。 

・次年度は 11/11開催予定で、準備に着手した。 

        d. その他 

① 次年度事業計画 

・フットサル大会(5～6月、1日で開催) 

・会員交流ゴルフ大会(10～11月、総務部会と共催) 

・野球大会(5～10月予選、12月決勝) 

・その他 1日で完了するスポーツ大会(ソフトボール、ソフトバレー等) 

を検討する。 

・CHISAビジネス交流会(11月、事業企画部会等と共催) 

・営業職向け情報交換会(JIET、CSAJ等と共催も) 

・他都県協会との情報交換会 

②次年度部会開催日(予定) 

4/15(水)、6/17(水)、9/16(水)、11/18(水)(忘年会)、2/17(水)  

16:00～17:00 

次回開催日： 4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．メトロ幹部会議（2020.3.6）【中止】 

・埼玉での開催が予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の 

   ため中止となり、持ち回り会議（資料配付）に変更された。 



・上記に伴う東京からの連絡、以下のとおり。 

    ①「茨城情産協」退会のため、次回幹事は「東京」単独となった。 

    ②主要行事予定 

・メトロエリア・グリーン会１０／８（木）・幹部会議３／１３（金） 

Ｂ．ＡＮＩＡ理事会（2020.2.6） 

・退会：今年度末を以って、以下の４団体が退会する旨の報告があった。 

      ・東京都情報産業協会、神奈川県情報サービス産業協会 

      ・秋田県情報産業協会、徳島県情報産業協会 

         ※この結果、ANIA 会員数は２６団体（正１８、特別６、企業２）となる。 

       ・審議：新年度計画案の審議が行われた。 

           ・提示案が、退会に伴う会費収入減を充分考慮した収支予算計画と 

なっていないので見直ししてほしい。 

・網羅的に提示されている新年度計画案を絞り込み、実効性のある 

計画とすべき。 

・退会団体がある現状を踏まえ、ANIA の活動指針を明確にする必 

要がある。具体的には会員団体の意見をアンケート形式でくみ上 

げ、反映させてはどうか。 

・退会理由の一因に会費問題があると考えられるので、値下げを検 

討してはどうか。 

           ※本審議内容を踏まえ、次回（４月）理事会で検討することとなった。 

     Ｃ．学校生徒へのＰＣ配付協力要請 

           ・一般社団法人コンピュータソフトウェア協会、萩原会長から以下の 

要請を受けた。（本件は、「国⇒ＩＴ連」の動向。） 

         （内容）・目的：日本の将来を見据え、生徒に各１台のＰＣを配付し、ＩＴ 

              教育の充実を図る。 

                ・手段：①国から、３，５００億円の予算を確保している。 

                    ②国は、同予算を県ないし市町村に配分する見込み。 

                    ③ＰＣ配付を確実なものとするため、現在、ＰＣ配付・ 

設置業者に１．５万円／台の作業料を支出すべく取組中。 

                    ④ついては、業者確保を行いＰＣ配付の協力をしてほしい。 

                  （※参考：学校別生徒。出典：千葉県、Ｈ３０年度学校基本調査） 

           ・小学校：３１万人、中学校：１５万人、高校：１５万人 

 

                                     以 上 


