
 協会だより（'2１．３）  

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 

1月 13日（水） メトロエリア事務局会議（第 3回）：Ｗｅｂ会議 

          幹部会議の開催方法等の議論が行われました。 

1月 22日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会（中止） 

2月  2日（火） 合同企業説明会（第 1回）：アパホテル東京ベイ幕張 

          ３蜜を避けた会場設営、開催日の分割を図り、多くの学生 

         に参加いただきました。 

2月  4日（木） ＡＮＩＡ理事会：Ｗｅｂ会議 

          決算、次年度事業計画等が審議されました。 

2月 10日（水） 部会長会議（第 2回） 

         今年度の収支見通し、次年度の事業計画等が討議され、取り 

        まとめが行われました。 

2月 16日（火） メトロエリア事務局会議（第 4回）：Ｗｅｂ会議 

         幹部会議議案の取りまとめが行われました。 

2月 17日（水） 県委託事業、受託検討会：ＣＨＩＳＡ事務局 

         事業受託体制、業務分担等が検討されました。 

 



2月 23日（火） 合同企業説明会（第 2回）：アパホテル東京ベイ幕張 

         本開催も、多くの学生に参加いただきました。 

3月 2日（火） 県委託事業、プレゼンテーション出席：千葉県庁 

         委託業務応募に関わる提案書内容の説明を行いました。 

3月 12日（金） メトロエリア幹部会議：Ｗｅｂ会議 

          加盟６団体・２７名で、事業取組の審議が行われました。 

3月 16日（火） 県、スマート化推進会議：ポリテックセンター 

           現在、県から受託している業務の進捗状況を報告し、 

参加団体からスマート化取組状況の報告を受けました。 

3月 17日（水） 第５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 

4月 2日（金） 実践型新入社員研修開講式 

4月 22日（木） ＡＮＩＡ理事会 

5月 19日（水） 第１回理事会 

6月 18日（金） ＣＨＩＳＡ定時総会 

6月 18日（金） 第２回理事会 

1月 21日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２度第５回理事会の内容をお知らせ致します。 

               記 

１. 日 時 ：令和３年３月１７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新年度事業計画、収支予算等について 

②令和３年度の理事会開催日程について 

③その他 

（２）職務執行状況の報告 

①会員動向 

     ②収支状況について 

③その他 

（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。 

（４）その他 

①県連絡事項 

     県受託事業、スマート化推進会議等のご連絡をいただきました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【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）新年度事業計画、収支予算等について 

                新年度の「事業計画」、「収支予算」、「資金調達及び設備投資の見込み」 

について審議が行われ、審議の結果、本件は原案どおりとすることが決議 

されました。 

②令和３年度の理事会開催日程について 

新年度の理事会開催日程について提案があり、本件は原案どおりとする 

ことが決議されました 

 

 



③その他 

本件は、令和３年度の県委託事業遂行にあたり、理事の所属する会員企業 

に代表幹事会社をお願いしており、同内容は利益相反行為に当たらないと 

考えるが、念のため、理事会の承認を得たいとして議事提案があった。 

 本件は、利害関係者を除いて審議した結果、全員一致で、提案内容どおり 

とすることが決議されました。 

  ２．職務執行状況の報告 

       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、報告が 

ありました。 

内容は、会員動向、収支状況等についての報告でした。 

                          

 （部会報告内容）  

（１） 部会活動報告 

① 企画調査室 

吉田室長は欠席され、活動状況報告並びに資料提示はありませんでした。 

         

  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：３／９） 

Ａ．合同企業説明会の開催報告 

        ・会場  東京ベイ幕張 

        ・開催日別の状況 

Ｒ３ 開催日 参加企業 内、CHISA 参加学生数 

1回目 令和３年２月２日  ３２   １５ ４５０ 

2回目 令和３年２月２３日  ４４   １２ ５４０ 

 計      －  ７６ ２７ ９９０ 

前年 令和２年２月２１日  ８８ ３３ ５３８ 

       ・概況 

          ・関東全域で、業態を問わず参加学生数は増加している傾向。 

          ・学生の動きは前年並みの傾向であるが、採用スケジュールは若干 

           早まっている模様。 

          ・理由：オンライン利用により訪問し易い状況ができた。コロナ 

        下の不安が考えられている。 

 

 

 



Ｂ.人材確保等支援事業報告 

            ・２０２０年度の人材確保事業は、３月を以って終了した。 

            ・主な実施事業 

           ・雇用管理の実態調査、フォローアップ調査 

           ・働き方相談会の実施 １５社１７件 

           ・ＣＨＩＳＡジャーナルの発行 

           ・ＩＴ業界ＰＲ動画ＤＶＤの作成 

           ・合同企業説明会の開催 

Ｃ．新年度行事の取組 

        ・下記事業の取組方針を検討 

        ・令和３年度定時総会：開催するが、開催方法は昨年と同様に 

規模を縮小し実施する。（出席人数３０～５０人程度） 

                 ・開催日      令和３年６月１８日（金） 

             ・会場      ポートプラザちば 

             ・開催方法   ・人数を絞った対面方式 

                     ・講演会設定なし 

                      ・懇親会なし 

         ・インターンシップ・マッチング会：昨年と同じく休止する。 

          なお、今後の方向性について継続検討していく。 

・大学はオンライン。学生の参加が見込めない。 

・企業側も、単位取得（１０日間）をサポートする体力 

   に疑問が残る。 

・会員企業懇親会：１１月開催予定なので、開催の有無を含め 

   結論を持ち越す。 

・賀詞交歓会：１月２８日会場予約済み。同上理由により、結論 

を持ち越す。 

・経営者セミナー：下期に開催予定。ただし、コロナが収束 

しなければ開催不能。 

          ・懇親ゴルフ大会：コロナが収束後に検討する。                        

 

※次回部会：５月１８日（火）１６：００～１７：００ 

      （同日、１５：３０～なのはな共済会運営委員会を開催） 

                    ※共に、Zoom併用方式で実施する。 

 

 

 



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。 

【報告事項】 

〇部会開催報告  

       本年度第３回部会を 3/15（木）に Zoomにて開催予定。主な議題は以下を予定。 

（当報告時点） 

                １．ICTアドバイザリー会議について 

２．ICTアドバイザリー会議に関連する、県の戦略推進への助言など 

について 

３．その他 来年度の部会活動について 

〇個別事業について 

１．ICTアドバイザリー会議について 

                ＊昨年より新設された千葉県における ICT利活用全般に関するアドバ 

イスを行う会議 

                ＊有識者 5名 実践者 2名により構成 

               ・本年度はコロナ禍の為、web開催（事前説明会/web 後、書面開催） 

                 ・来年度より、所管部門が変更となる（政策企画課 ICT戦略班 → ） 

２．ICTアドバイザリー会議に関連する、県の戦略推進への助言などに 

ついて    

                   ・各委員宛、県の部門から複数の項目についての助言（好事例などの 

情報提供）要請あり   

回答（3/15）を予定（報告時点） 

              ・サテライトオフィスの設置活用状況について  

・RPAの展開方法について 

                 ・行政資料の収集について 

・ペーパーレスの効果的取り組み方法について 

                 ・農業の研究成果のアプリ開発について 

３．その他 部会活動について 

                  ・新規事業(案)等 の検討 

                    今現在、検討中。会員企業のメリット、社会的な課題等に即し、 

検討していきたい。  

・次回部会は 4月に予定 

 

 

 

 

 



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１２月２３日（水）16：00～ 

[開催場所]  CHISA事務局＆ZOOM ONLINE併用 

[議  題]  ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２１新年号発行に関する編集会議 

①構成について 

②原稿作成担当および進捗確認 

③その他                    

[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、 

事務局 鈴木、公益情報システム㈱ 藤崎 

 

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

 

［開催日時］ 令和３年２月１日（月）15：00～ 

［開催場所］ CHISA事務局&ZOOM  ONLINE併用 

［議  題］ ＣＨＩＳＡジャーナル・２０２１ 新年号発行に関する編集会議 

①ページ割の確認と決定 

②文字校正 

③その他 

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

 伏見（ZOOM）、 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 

 

            ＊2月 16日に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、広告を掲載いただいた 

会員企業様に御礼申し上げます。 

 

⑤教育技術部会 

上羽部会長から以下のとおり報告がありました。 

（１）2021年度 CHISAオーダー研修検討 

          ・2021年度についてリモートの研修を中心に例年どおりの募集を図り実施 

を行う。 

・１月中に研修実施企業から研修を提案、２月中旬から２月末までに事務 

局から各社へアンケートを実施した。 

          ・実施企業提案の計６６コースについてアンケートを実施した結果、 

４９２の受講希望回答が得られた。 

 ・例年通り、希望数が４以下の１６コースについて収支がマイナスとなる 

ため取り止めとした。 

 



          ・これにより残った、５０コースについて、詳細（開催日程含む）を 

作成し、３月末から４月末締切りで正式募集を図る。 

・次回、５月度の教育部会時に集計、コースを決定し７月から研修を 

開催開始する。 

（２）2021年度新技術調査研究会検討と 2021年度卒論発表会検討 

（新技術調査研究会）  

・2020年度はコロナ禍により中止としたが、グループでの研究の推進 

について、リモートでの可能性もあることから、実施について検討を 

行った。 

・コロナ緊急事態が解除されたところで、リモートでの検討が前提であり、 

調査、試行、発表へ向けてのチームでの活動は不可と判断し、以下の 

状況も踏まえ、2021年度も見送ることとした。 

・参加企業のコロナポリシーの厳しい会社状況からメンバーが集まって 

会合することは不可の状況である。 

          ・リモートの環境で意見交換や情報確認程度は出来るが、集合しての 

環境構築や試行、発表資料のまとめなどは困難である。 

          ・開催を行った場合、リモート環境については、Zoomの利用は可能で 

あるが、通信費は各社負担となる。 

          ・例年、６月中旬に初回会合を実施すべく４月中旬に募集を行っている 

ため今回見送りと決定した。 

（卒論発表会） 

 ・2021年度発表会について、個人レベルでの発表となることから実施 

できる可能性は高いが、どの程度、大学側からの参加が見込めるのか 

が不明である。 

          ・開催時期が例年は２月であることから１１～１２月頃までに結論が 

出せるように引き続き、リモートでの開催の実施も含め検討を進める。 

（３）2021年度一般社会人向け事業検討 

 ・現状を踏まえると今までの親子ロボットプログラムのように集合して 

実施する形からリモートで実施できる形へメニュを考える必要がある。 

          ・今後の状況をみながら、継続検討を行う。 

（４）その他 

・とくになし                                          

 

 

                                            

 



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。 

≪ 令和 3年 2月 17日 第 3回コンソーシアム部会 ≫ 

1．出席者   松井一登、齋藤昭雄、和田光太、山根慎平、鈴木行夫 

（以上、CHISA事務局にて参加）  

佐久間満、高橋秀喜、泉和弘、近藤誠利、青柳誠一、 

古手純一、滑川匡（以上リモート参加） 

2．日 時 令和 3年 2月 17日（水） 16：00～16：50 

3．場 所      WBGマリブイースト 21F CHISA事務局内会議室 

 およびリモート 

4．議 題   （1）第 4回理事会（令和 2年 12月 9日開催）報告 

（2）次年度行事計画について 

（3）次年度部会開催日 

（4）その他（新型コロナ感染症の影響・対策等について）

5.議事内容 

（1）議事内容報告（議事録をもとに説明） 

（2）次年度行事計画について 

               新型コロナ感染症の状況がどの様になるか現時点では不明で 

あるが、令和 3年度のコンソーシアム部会事業計画について 

当者を決め、計画の立案依頼をするもの。 

➀ フットサル大会（令和 3年 5月～6月） 

                担当…イーエスケイ高橋さん、大樹生命アイテクノロジー 

和田さん 

➁ 野球大会、ソフトボール大会 

                担当…エイシル鎌田さん、システムイオ山根さん 

             ➂ 会員交流ゴルフ大会（令和 3年 10月～11月） 

                担当…ASネットワークセキュリティ齋藤さん、エム・ケイ 

近藤さん 

             ➃ CHISAビジネス交流会（令和 3年 11月） 

                担当…ちば興銀コンピュータソフト松井 → その後 

部会員に協力依頼 

             ⑤ その他、スポーツ大会（1日で完了するもの）、営業職向け 

情報交換会 

               他都県協会との情報交換会 等について今後の状況を勘案し 

検討する 

 



（3）次年度部会開催日（案） 

              4月 14日（水）、6月 16日（水）、9月 15日（水）、11月 17日 

（水・忘年会）、令和 4年 2月 16日（水） 

  いずれも 16：00～17：00 

（4）その他…新型コロナ感染症の影響・対策等についてフリートーキング 

             ・業績にそれほど大きな影響のない会社が多いが、主要な顧客が 

コロナによる不況業種である場合は、影響が大きい。 

逆に非対面での営業活動ツール開発など、忙しくなった会社・ 

部署もあった。 

             ・各社、テレワーク等を活用して業務を行っているが、社員同士 

で顔を合わせることが少なくなり、社内コミュニケーションが 

取りづらくなっている。 

特に新入社員については影響があるのではないか。（リモートで 

研修、リモート勤務で出社せず、社内での存在感が乏しい 等） 

             ・採用活動では、中途入社希望者のレベルが高水準になった。 

             ・新規先への営業活動については、コロナの影響があることが多い。 

一方でリモートにて新規先に営業している会社もある。 

             ・その他、感染防止の為に社内であっても部署間の訪問を極力 

控える、出勤時に体温測定、 

              会議もリモートが主流、昼食も社外には出ない、飛沫防止の 

アクリルフェンス設置、ウイルスバスター装置を設置 等 

             ・CHISA事務局では、三密を避けるために時差出勤実施、会議は 

リモート主体だが、集まる場合は、広い部屋で少人数・短時間 

にて開催している。 

新卒採用活動の合同説明会も、三密にならぬよう人数制限や 

２斑に分けて実施するなど、防止対策を実施している。 

                   などの報告があった。  

★次回開催日 令和 3年 4月 14日（水）16：00～17：00  

開催方法は別途連絡します。 

 

 

 

 

 

 

                                    



（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。 

１．事務局家賃、契約更新報告 

        （１）前回理事会で報告した「事務局貸室契約」は、提示資料内容 

で更新しました。（詳細、省略）     

        （２）近隣相場の調査結果（前回理事会、調査指示事項） 

           以下のとおりです。（詳細、省略） 

２．県、受託中業務の実施状況報告 

（１）受託実施中の令和２年度県委託事業「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）」は、新型コロナ 

ウイルス感染症の影響で事業遂行に大きな影響を受けたが、 

オンラインの活用等で、ほぼ当初目標を達成することができた。 

       （２）事業別の実施状況、以下のとおり。 

①ＩＯＴ・ＡＩ等活用セミナーの開催 

当協会が主催する「第２回千葉県中小企業ビジネス交流会 

『千葉県ＩＴ－ＥＸＰＯ２０２０』」を連携して開催 計１回 

         （開催概要） 

・開催日    令和２年１１月１０日 

・開催方法   オンライン方式 

・出展企業数  １６社 

             ・視聴登録者数 ５０８名 

②ＩｏＴ実習講座の開催       計３回（全て、オンライン方式） 

              （実施先） 

        ・市原商工会議所、千葉商工会議所、船橋市および 

船橋商工会議所 

③ＡＩ体験型実習講座     計２回（全て、オンライン方式） 

（実施内容） 

・画像認証によるＡＩ学習、ＡＩ機械学習基礎 

        ※２日間/回コース 

           ④専門家派遣による支援    計３件（別途、取組中２２件） 

            ⑤ＩｏＴ等ワンストップ窓口の設置 

・セミナー、相談会申込等で数多くの利用実績がある。 

（概数２０件） 

 

 

 



⑥ＡＩ集中支援        １件（取組中１件） 

・取り組みしていた集中支援企業２社の内１社は、新型 

コロナウイルス感染拡大の影響を受け、先方要請により、 

取り扱いを中止。 

他の１件は継続実施中であるが、同様理由で、現在中断。 

３．Ｒ３年度、県委託事業の受託報告 

（１）受託応募していた令和３年度県委託事業「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）」の当協会委託が決定。 

（２）受託迄の経緯(省略) 

４. 関連団体動向（詳細、省略） 

（１）メトロ事務局会議 

（２）メトロ幹部会議（３／１２） 【Web 会議】 

（３）ＡＮＩＡ理事会（２／４） 

以 上 

 

 

 

 

 

 

                                                                     


