
 協会だより（'21．5）  

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 

４月 ２日（金） 実践型新入社員研修開講式：船橋情報ビジネスサービス専門学校 

             本年は、Ｗｅｂ方式で実施しました。 

４月１５日（木） 令和３年度千葉県内中小企業向けビジネス交流会検討委員会 

          本年度で第３回目を迎えるビジネス交流会の第１回検討会が開 

         催されました。当日以降、急ピッチでの検討が行われています。 

なお、本年度は１１月１６日（火）に開催の予定です。 

開催方法は、昨年実施した「オンライン方式」に、「対面方式」の 

サテライトを設置する方向で検討が進んでいます。 

４月１９日（月） 令和２年度会計監査：ＣＨＩＳＡ事務局 

  監事による令和２年度の会計監査が４月１９日に行われ、決算 

内容が承認されました。 

決算内容の詳細は定時総会で報告します。 

（定時総会：令和３年６月１８日（金）ホテルポートプラザちば）          

５月１９日（水） 第 1回理事会 

          総会提出議案の審議等が行われました。（内容、後掲） 

 

 



  

※本年度も新型コロナ・ウイルスの影響で多くの事業活動が停止せざるを 

得ない状況にありますが、前年度の経験を踏まえ、それぞれの部署で、 

環境に適合した事業活動をすべく検討を進めています。 

 

 

行事予定 

6月 18日（金） 令和３年度定時総会：ホテル ポートプラザちば 

6月 18日（金） 第２回理事会：同上 

7月  2日（金） ＡＮＩＡ総会 

9月  8日（水） 第３回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

11月 10日（水） 第４理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

11月 16日（火） 第３回千葉県内中小企業向けビジネス交流会 

12月  8日（水） 部会長会議（第１回） 

12月  8日（水） 第５回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

12月  8日（水） 役員忘年会 

1月 28日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会：ホテル ザ・マンハッタン 

3月 9日（水） 第６回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

 

※行事予定が変更される場合は、速やかにご連絡させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３度第１回理事会の内容をお知らせ致します。 

 

               記 

１．日 時 ：令和３年５月１９日（水） １５：３０～１６：５５  

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令和３年度定時総会議案書について 

 ②令和３年度定時総会の開催日について  

③入会希望企業の取扱について   

（２）職務執行状況の報告       

          ①職務執行状況の報告 

       ②その他 

（３）部会報告 

    ①部会報告      

    ②事務局報告      

（４）その他 

①県連絡事項 

②役員退任挨拶 

 

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

 

 

 

【理事会審議内容、報告事項】の詳細は、以下のとおりです。 

 

  １．審議事項 

   （１）令和３年度定時総会議案書について 

議案書は、提案どおりの内容で総会に提出することが承認されました。 

   （２）令和３年度定時総会の開催日について 

   本件は提案どおりの日程、会場で開催することが承認されました。 

（３）入会希望企業の取扱について 

       本件は、提案どおりの内容で入会希望企業の２社を入会させることが 

承認されました。 

 



２.職務執行状況の報告 

      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 

を代表して藤崎専務理事からありました。 

報告は、会長、武次副会長、境副会長、藤崎専務理事の職務執行状況につい 

てであり、それぞれが担当した主な活動が、令和３年度県委託業務の受託、 

令和３年度新入社員研修会の実施、令和３年度千葉県内中小企業向けビジネ 

ス交流会の取組、会計監査の実施等であり、職務執行者別の詳細は、別添え 

資料のとおりである旨の説明がありました。（別添え資料、省略） 

 

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。 

 

４.その他(※詳細、省略。) 

 

  

 

【令和３年度定時総会について（事務局）】 

 

    ※講演会、懇親会は中止します。 

    ※開催案内は、議案書を添え郵送します。（５月下旬） 

 

  ①令和３年度定時総会議案書は、５月下旬頃、会員の皆様に郵送させていただきます。 

 ②本年度の定時総会は、昨年と同じく対面方式で開催します。 

③なお、新型コロナ・ウイルスの感染を防止するため、昨年と同様に当日のご出席 

は自粛いただき、正会員の皆様には「委任状出席」をお願い致します。 

・正会員の皆様：当日のご出席自粛をお願いします。 

（昨年は、会場定員数の３分の１以下（３０名程度迄）でご案内）。 

・賛助会員の皆様：当日のご出席自粛をお願いします。 

・来賓の皆様  ：ご参加のお願いを取り止めさせていただきます。 

       

  ※定時総会開催時間は、次項の「総務福利厚生部会」報告でご確認ください。 

       



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。 

今年度も、2021 ビジネス交流会を開催する予定で検討を開始しています。 

検討内容は下記。（添付資料、省略） 

【検討会】 2021 年 4 月より、Web 会議にて２回実施（4/28,5/12） 

（実行委員会メンバー） 

NTT 東日本 境副会長、武本様、岡野様、馬島様 

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 村本様、AS ネットワーク 

セキュリティ 斉藤様、CCS 青柳様、ジーウェイブ 吉田、 

町田 CHISA 鈴木事務局長、吉田会長（オブザーバ）、 

武次副会長 

【検討内容】 

（１）CHISA 主催 2021 ビジネス交流会について（案） 

       【開催日時】 2021 年 11 月 16 日（火） ※前日は準備日 

       【開催形態】 オンライン形式＋サテライト会場 

（千葉商工会議所ホール） 

        【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 

予定 

               ・検討体制は、実行委員会のみとし昨年度の準備会は 

廃止する。 

               ・実施責任者は、吉田とし、全体統括を武本様＋NTT 

東メンバーとする。 

・実行委員会のリーダは、武本様（全体総括）、松井様 

（広報・集客）、青柳様（セミナー企画）、村本様 

（展示会企画）とする。 

・運営委託会社は別途検討とし、全体委託／部分委託 

とするかも要検討とする。 

（２）今後の課題 

・実行委員会のメンバー募集 

・委託事業者の選定と役割分担 

・各部会との役割分担 

・新型コロナ COVID-19 の感染状況 



  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（５／１８） 

Ａ．ＣＨＩＳＡ定時総会  

     （１）総会スケジュール 

            ・開催日時  令和３年６月１８日（金） １６：００～１６：４０ 

          ・会場    ホテルポートプラザちば（ＪＲ千葉みなと駅前） 

            ・開催方法 

         ・昨年と同様に、人数を絞った対面方式で開催する。 

        ・総会後の懇親会は中止する。 

                 ・今年度も講演会とアトラクションは実施しない。 

          ・来賓招待は行わない。 

             (具体的な対処) 

          ・会員へは、当日出席自粛依頼を行う。（委任状出席を依頼） 

         ・受付は事務局要員だけで対応する。 

・配布資料は入口に準備。（出席者各人確認に直接受領してもらう） 

（２）総会当日の会合スケジュール 

           ・なのはな共済会定時総会（対面式）     １５：３０～１５：４０ 

           ・ＣＨＩＳＡ定時総会（対面式）     １６：００～１６：４０ 

           ・ＣＨＩＳＡ理事会（役付き役員選任）   １６：４０～１７：００ 

 

Ｂ．その他の新年度事業の取扱 

        （１）インターンシップ・マッチング会 

                  ⇒・本年度の開催は中止する。 

              ・次年度以降の取組について部会内でフリーデスカションを実施。 

            ・参加企業の内、当日部会参加の２社の意見を聴取したが方向性 

が絞れず、他の参加企業の意見もヒヤリングのうえ、次回検討 

することとした。 

（２）会員企業懇親会（１１月） 

          ⇒実施可否の結論、持越し。 

（３）賀詞交歓会（１月） 

         ⇒実施可否の結論、持越し。 

（４）経営者セミナー 

         ⇒実施方向で進めるが、実施時期は新型コロナウイルスの鎮静化を 

見極めが必要。 

時期は、早くても秋以降で、さらに順延も視野に入れる。 



（５）懇親ゴルフ大会  

     ⇒実施方向で進めたいが、「懇親」の部分を組み入れることは難しく思える。 

新型コロナウイルスの鎮静化を見極めて検討していきたい。 

 

※次回部会９月７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 1回部会を 5/13（木）に事務局/Zoomにて開催（参加者 10名）。 

主な議題は以下の通り。 

     １．新メンバー（変更）のご紹介 近況報告 

２．事業企画部会の所管分野/昨年度の部会活動の振り返り 

（新メンバー向け） 

３．ビジネス交流会/IT利活用フォーラムについて 

４．視察ツアーについて 

５．今後の部会活動について 

 

Ｂ．個別事業について 

               ３．ビジネス交流会/IT利活用フォーラムについて 

                 ・千葉県内中小企業向けビジネス交流会「千葉県 IT-EXPO」につい 

ては、2021年度も開催見込み 

           ・IT利活用フォーラムは、同時開催を見込むとのことで、千葉県 

地域 IT化推進協議会との連携を進めて参りたい。 

・IT利活用フォーラムの開催に関しては、千葉県の担当部署が 

「総務部/行政改革推進課」に変更となり、ご担当されていた方 

も変更となっているので、メールではすでにご挨拶しているが、 

近日中に訪問したい。 

 

４．視察ツアーについて  

           ・今年度の開催は無しとし、コロナ禍終息後に実施をしたいとして 

いたが、例年開催している 3月頃ということであれば、ワクチン 

の効果により状況が改善していることも考えられる為、開催の方向 

で考えても良いのでは？という意見もあり、今後の状況を見つつ 

検討していくこととする。 

 

 

 



５．今後の部会活動について 

           ・部会として取り組むべき新規事業について、議論した。 

・中小企業のお困り事をリサーチし、それに関するセミナー 

などの開催 

              ・テレワーク等の効果的な定着は差があり、その解決策や 

ヒントとなるようなセミナーの開催 

              ・学生向けプログラミングコンテストの開催について検討 

              ・「オリ・パラ」に伴う活動は（時間は無いが）何かないか？ 

              ・デジタル庁の設置など、自治体の情報システムに関する動向 

についての検討 

            具体的に決定するテーマは無かったため、引き続き検討を進める 

こととする。 

次回部会は 7/8（木）に予定する。  

         

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広報部会を開催しました。 

[開催日時]  令和３年５月１２日（水）16：00～ 

[開催場所]   CHISA 事務局 

 [議  題]  ＣＨＩＳＡジャーナル ２０２１ 総会号発行に関する編集会議 

①掲載記事について 

②原稿作成担当の確認 

③その他     

[出席者予定]   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＆白井、ワタナベメディア 

プロダクツ㈱ 大庭、㈱システムイオ 桑原、事務局 鈴木、 

公益情報システム㈱ 藤崎 

 

・例年行われている各種イベントが行われていないため掲載記事に苦労 

しておりますが、このような時期だからこそ情報発信が大事と考えて 

発行に向けて頑張って参ります。 

         ・担当変更    CCS     保坂→白井に変更 

          加入メンバー  システムイオ 桑原 

退会メンバー  BSS     横尾（BSS CHISA 退会のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。 

４月部会以降：活動状況 次回の部会は９／１０ 

      Ａ．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 48コースの募集を実施。 

・うち 31コースは現時点で募集人数が少なく収支がマイナスとなる 

ため開催を中止する。 

・1コースは申込人数が定員を超えているため、追加開催を検討する。 

・その他のコースについても引続き募集を行い、各コース開催日の 

2週間～1ヶ月前を目途に、申込人数の状況により開催可否を判断 

していく。 

         ・「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。 

         ・22コース、応募数 199名で今年度の研修を開始する。 

Ｂ．2021年度卒論発表会検討 

・依然として新型コロナの見通しが不透明であることから、開催可否 

は秋頃に判断することとし、今後の状況を見ながら引き続き検討を 

行う。 

Ｃ．2021年度一般社会人向け事業検討 

         ・卒論発表会同様、秋頃に判断することとし引続き検討を行う。 

Ｄ．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。 

報告案件名     部会活動報告～部会議事内容報告（第４回） 

 

≪ 令和３年４月１４日 第１回コンソーシアム部会 ≫ 

Ａ．出席者  松井一登、齋藤昭雄、和田光太、近藤誠利、山根慎平、青柳誠一、 

鈴木行夫（以上、CHISA事務局にて参加） 

       高橋秀喜、泉和弘、滑川匡（以上リモート参加） 

Ｂ．日 時  令和３年４月１４日（水） １６：００～１６：４０ 

Ｃ．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 

Ｄ．議 題  （１）第５回理事会（令和３年３月１７日開催）報告 

（２）次年度行事計画について 

 



Ｅ．議事内容  

(1）第５回理事会議事内容報告 

理事会議事録をもとに説明 

（2）次年度行事計画について   

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 

            ・新型コロナ感染が収束せず、現時点で５～６月の開催は困難である。 

今後、出来る状況となっても、開催時期は相当遅くなる見込み。 

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 

            ・➀のフットサル大会同様。これまでのように予選から勝ち上がるやり 

方では期間が長期となり、開催は難しい。コロナの状況によっては、 

１日で完結する開催方法等を検討することも。    

                ➂ CHISAビジネス交流会（令和３年１１月開催予定） 

                   ・担当 … 松井 → 決定後、部会員に協力依頼 

            ・４月１５日に、開催に向けたミーティングを開催、本年も１１月頃 

開催の見込。コンソーシアム部会からは松井が参加し、当部会への 

協力要請等が決定次第報告する。 

昨年は出店件数が少なかったので今年は増やしていきたい。 

           ➃その他 営業職向け情報交換会等 

            ・新型コロナ感染で開催は難しいものの、昨年から各部会の開催行事が、 

ほとんど中止となった状況であることから、何かこの状況でも出来る 

やり方を検討してみてはどうか。 

例えばオンラインによる講演等も考えてみてはどうか、との意見があ 

り、今後検討することとなった。 

  

★次回開催日 令和 3年 6月 16日（水） 16：00～17：00 

     開催方法は別途連絡します。 

 

 

 

 

 

                                 

                                    



⑦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．「県、立入検査実施結果書（3/29付）」の報告と対応について 

・県から、先に実施された立入検査（R2.11.26）の結果を記載した 

「立入検査実施結果書」を３月２９日付で受領した。 

         ・同書記載の項目について、個別の対応方法の説明がなされた。 

               （添付書類及び対応方法の詳細、省略） 

 

      Ｂ.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）」の推進状況 

・受託６業務のうち、下記４事業は幹事会社に業務を委託しそれぞれ推進中。 

・IOT・AI等活用セミナーの開催 

             ・安価なセンサーを用いたIOT実習講座の開催 

・製造現場等におけるＡＩ・ビッグデータ活用に向けた体験型 

実習の開催 

             ・各企業の製造現場（工場等）におけるＡＩ導入集中支援 

         ・事務局直轄の２事業の状況 

             ・IｏＴ・ＡＩワンストップ窓口の設置 

⇒・当協会ホームページの窓口を設置し推進中。 

                      ・上記ＰＲのため、７月発行のチサジャーナルにチラシ 

の折込を予定している。 

・各企業の製造現場（工場等）におけるＩｏＴ導入に向けた専門家 

派遣による支援 

⇒・実施完了：１社。 取組中：２社。 

・現在の相談依頼は、設置した窓口経由が主流。 

前年度は、同年度の受託事業で開催したセミナー受講者 

からの依頼、会員企業が直接受けた相談が主流。 

                     ・現在取組中の内の１社は、地元小売業からの相談依頼。 

本件、要望主旨に沿った適切な専門家選定に苦慮した 

ため、事務局長名で会員に対し「適任者の派遣要請の 

お願い（４/２６）※」を発信したところ、即刻応募いた 

だき、５/１９当該企業支援の運びとなっている。 

 

※「適任者の派遣要請のお願い」の発信に至る経緯とその結果は 

上述のとおり。 

本お願いに対する会員皆様の速やかなご対応に御礼申し上げます。 



本件の速やかな対応を通し、当協会の底力と団結力を感じました。 

同様事象発生の際は、引き続き、皆様のご支援をお願いします。 

 

Ｃ．ＡＮＩＡ理事会報告 

（１）開催日  ４月２２日（オンライン） 

（２）出席者  ２５団体 ２２名（当協会 武次副会長、同社伊藤取締役、 

鈴木事務局長） 

（３）内容 

ａ.Ｒ２事業・収支報告 

         Ｒ２末、会員数２４（正１７、特別６、企業１） 

ｂ.新企業会員入会 

         徳島県、有限会社１社 

            ｃ.支部制導入 

                 デジタル庁発足に伴う措置。 

同庁の地域活性化政策に対応するため、全国を１０ブロック 

                  に分割し、当該ブロックに所属する会員が同庁の窓口となる 

                  体制を整えたい、として提案があった。 

     ⇒本件、ブロック（地域）分けは同意を得たが、「支部制 

      の導入」「名称」「役割」「役員選出」提案については、 

会員の平等原則にそぐわないとの反対意見が多く、継続 

審議とされた。 

           ｄ.Ｒ３定期総会 

               ７月２日（金）１５時～ （オンライン） 

           e．全国大会（京都） 

               １１月４日（木）１３時３０分～ 

Ｄ．主要行事日程 

（１） ６月１８日（金）  ＣＨＩＳＡ定時総会（１６時～）、第２回理事会 

（２） ９月 ８日（水）  第３回理事会 

（３）１１月１６日（火）  千葉県内中小企業向けビジネス交流会 

（４） １月２８日（金）  ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

 

Ｅ．なのはな共済会、令和２年度決算状況 

（１）収支   収入１０、６２６千円 支出９，５２９千円（＋１，０９６千円） 

（２）会員数  ２５社 ８４２名 （前年比 １社減、１４名増） 

（３）特記事項 なし                                                            

以上                                                                         


