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小湊鉄道／市原市の五井駅から夷隅郡大多喜町の上総中野駅までを結ぶ路線。
春になるとトロッコ列車が運行され、心地よい風にあたりながらあちこちに咲く菜の花畑
を見ることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市原市在住／T.K）
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　謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　千葉県情報サービス産業協会会員の皆様には、日頃から本県情報サービスの

振興に多大な御支援、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

　昨年も新型コロナウイルス感染症による試練の年となりましたが、県民の皆様

をはじめ、医療従事者、事業者の皆様に多大な御協力をいただきましたことに、

心から感謝申し上げます。

　さて、感染症対応で明らかになった多くの課題の解決や今後の我が国の経済

成長に向けて、国では昨年9月にデジタル庁を創設し、社会経済活動全般の

デジタル化を推進していくこととしており、これまで以上にデジタル技術の利活用の

重要性が高まっています。

　こうした中、県におきましても、国と軌を一にして、行政のデジタル化への対応を

進めるとともに、県内企業に対しては、デジタル人材の育成やＩｏＴ・ＡＩの導入支援等、

前向きに挑戦する企業をサポートするなど、県内経済の発展に向けて、民間企業の

デジタル化の促進にも取り組んでいるところです。

　会員の皆様におかれましても、本県における情報サービス産業の中心として、

先導的な役割を果たされるとともに、本県経済の更なる活性化に向けて御協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、千葉県情報サービス産業協会のますますの御発展と、会員の皆様の

御活躍をお祈り申し上げまして、新年のあいさつといたします。

　新年明けましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、希望に満ち溢れた新しい年を迎えられたことと心から

お慶び申し上げます。年頭にあたり、本年が皆様そして協会にとって素晴らしい一年となる

ことを心より祈念しております。

　今年は壬寅（みずのえとら）年です。厳しい冬を乗り越えて、草花が芽吹き始め新しい

成長の礎となる年です。

　この2年、コロナ禍にあって私たちの生活や仕事は、いろいろな制限を強いられてきまし

たが、ようやく明るい兆しが見え始めています。「オミクロン株」が気になるところですが、

ワクチンに加え、薬の開発も進んでいるようですので「コロナ恐るるに足らず」といえる日も、

もうすぐです。干支にちなんで、コロナを乗り越えしっかりとした新しい基盤を築いていきま

しょう。

　また、コロナの影響によって、企業を取り巻く環境も大きく変わっています。ウェブでの

会議は日常になっており、非対面型のサービス提供や無人化などの促進が今後必要に

なってまいりますが、そこにはICTの利用が不可欠です。我 I々T企業の役割と責任は重要

になる一方です。国・県と協力した活動が必要になってまいります。

　昨年千葉県では熊谷前千葉市長が知事に就任されました。当協会の行事にもたび

たび、ご出席いただいております。IT分野にも精通されており、今後の協会活動にも積極的

にご協力いただけるものと期待しております。

　さて、昨年も様々な行事が制約を受けましたが、「千葉県中小企業向けビジネス交流会」

につきましては開催にこぎつけました。第3回目となる今回は、ウェブとリアルの両方で、DX

推進をテーマとして開催し好評を博しました。

　また、今年は新入社員向けの研修「実践型人材養成システム」の累計受講者が1000人と

なる予定です。協会の目玉の一つとして取り組んできたわけですが今年で15年目を数え

大きな節目を迎えることができます。関係者の皆さんに改めて感謝したいと思います。

　まだまだ先行きが不透明な中ではありますが本年におきましても、部会活動に加え、

公益社団法人としての活動範囲を拡大し、会員の皆様とともに地域の発展に向けて諸活動

を展開していきたいと考えておりますので、引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。

　結びに会員企業様の益々の発展と会員の皆様のご健勝を心よりご祈念申し上げまして

新年の挨拶とさせていただきます。

会長 新年あいさつ
公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会 会長

吉 田  幸 宏
ちばぎんコンピューターサービス(株) 取締役会長

千葉県知事

熊 谷  俊 人

知事 新年あいさつ
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部会活動

 

t o p i c s

t o p i c s

部会風景

１．千葉県内企業向けビジネス交流会の企画
県内中小・零細企業のIT化支援と会員のビジ
ネスチャンス創出を目的として、県内１９万事業
者を対象とする異業種交流会を実施しました。
部会横断的に、合計１３回の合同企画会議を
開催しています。

２．協会としての組織横断的なビジョンの策定
公益社団法人として、会員に対して、もしくは
社会奉仕活動として何をすべきか、何ができる
かを検討します。短期的には、組織内外への
情報提供、長期的には、会員増強と公益事業
拡大を目指します。

活 動 経 過 報 告

年頭抱負あいさつ・・新年明けましておめでとうございます。
昨年は第３回目となるビジネス交流会を対面・オンライン形式の併用にて実施しました。コロナ禍ではあります
が、本年も引き続き、地域企業のIT化支援ならびに本協会の会員間の交流活性化を目的とし、また公益法人とし
てのあるべき姿を長期的視野で検討していきます。

●企画調査室 協会運営に関する様々な事柄を検討し、会員間の交流や地域の発展に
貢献する活動を行っていきます。

吉田　善幸
㈱ジーウェイブ　代表取締役

●総務福利厚生部会 当部会は、協会運営の要として、協会主要行事・福利厚生諸制度を
企画運営しています。

牛丸　禎朗
大樹生命アイテクノロジー㈱　常務取締役

活 動 経 過 報 告
部会風景 定時総会

合同企業説明会

年頭抱負あいさつ・・・新年あけましておめでとうございます。
昨年は、一昨年に引き続き、コロナ禍により、残念ながら当部会主催の行事の多くが再開できませんでした。
今年は、『Withコロナ』として、運営の工夫や開催形態の見直しなどしながら、行事の再開に尽力してしてまいり
たいと思いますので、皆さまのご協力をよろしくお願い致します。

総務福利厚生部会では年間を通じて協会の
主要行事を企画・推進しています。

１．賀詞交歓会（2021年開催見送り）
２．定時総会
３．合同企業説明会
４．インターンシップ制度
　（2021年開催見送り）
５．CHISA懇親ゴルフ大会
　（2021年開催見送り）
６．会員企業懇親会
　（2021年開催見送り）

オンライン会議模様
ビジネス交流会模様
＜千葉商工会議所＞

t o p i c s

t o p i c s

藤崎　忠夫
公益情報システム㈱　代表取締役

年頭抱負あいさつ・・・新年明けましておめでとうございます。広報部会は広報紙の「CHISAジャーナル」を新年号と総
会特集号の年2回発行し、CHISAの情報発信をし幅広く活動内容を知っていただくことを目的としております。一昨年か
ら新型コロナウイルスの感染拡大の影響により様々なイベントが中止となりましたが、「withコロナ」の新しい生活で感
染対策をしながらイベントも開催されるようになりつつあります。今後の活動をしっかりと、そして時には楽しい記事を
掲載し、情報を発信して参ります。

●広報部会 協会内外へ本協会活動内容を広く公表し会員相互並びに外部との
交流促進を図ります。

部会風景
活 動 経 過 報 告

21/02/01 部会開催
21/02/02 MITホールディングス様上場記念取材
21/02/16 CHISAジャーナル新年号事務局へ納品
21/05/12 部会開催
21/07/09 部会開催
21/07/20 CHISAジャーナル総会号事務局へ納品
21/09/17 部会開催 
21/12/10 部会開催
21/12/15 ジィ・シィ企画様上場記念取材
22/02/22 CHISAジャーナル新年号事務局へ納品 

「ICT利活用フォーラム｣の開催内容について

１．部会会議
　第1回：R3 / 5/13　第2回：R3 / 7/8
　第3回：R3 / 9/9     第4回：R3 / 11/11　

２．セミナー、フォーラム、勉強会の活動
１１月16日に千葉県内中小企業向けビジネス
交流会「千葉県IT-EXPO2021」との共催に
て、「ICT利活用フォーラム」をオンラインにて
開催しました。
今年度のテーマは、「DXの推進」。
自治体DXに関する計画と現状、そして今後の
見通しとあるべき姿についての講演を軸に、企
業におけるDX変革に向けての取組み、先進
事例等に関する講演を開催し、多くの皆さま
（Zoom参加144名+交流会会場視聴約80
名）にご参加頂きました。

活 動 経 過 報 告

年頭抱負あいさつ・・新年あけましておめでとうございます。
当部会では、産学官連携を軸にし、ICT利活用推進による地域活性化への貢献と業界振興を繋げる活動を行って
おります。将来的な技術動向を睨み開催する各種セミナーの企画・運営や、「現場を知る」を目的とする視察ツ
アーの開催、行政や教育機関と連携したアイデアソンの開催等を通じ、会員企業様の新たな事業アイデアの創
出に貢献して参ります。

●事業企画部会 新規事業を創造するためのアイデアのきっかけ作りや、旬なテーマを
研究していく活動を行ってまいります。

荒川　典彦
首都圏システム開発㈱　代表取締役

昨年に引き続き、2021年度もCHISAビジネス交流会との
共催にて、「DXの推進」をテーマに開催いたしました。

【講演内容】
講演①
「自治体DXの推進について」
総務省　地域力創造グループ　地域情報化企画室
課長補佐　 加藤 翔太氏
講演②
「DXへ向けたBPRによるデジタル改善アプローチ」
富士通（株）　フィールド・イノベーション本部
フィールド改革事業部
シニアフィールド・イノベータ　小林正典氏
講演③-1
「行政DXの考察　デジタルが導くwell-being～」」
日本電気（株）　デジタルガバメント推進本部
本部長　小松正人氏
講演③-2
「NEC DXAgendaで進める攻めのDXとモダナイゼーション）」
日本電気（株）　経営システム本部
シニアマネージャー　伊東弘彰氏

①総務省　地域力創造グループ　地域情報化企画室

②富士通株式会社

③日本電気株式会社
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主　　催：公益社団法人千葉県情報サービス産業協会
　　　　　千葉県地域IT化推進協議会
日　　時：令和3年11月16日（火）　14時30分～16時30分
参加方法：Zoomウェビナーによるライブ配信およびビジネス交流会開催会場でのモニター視聴

令和3年度
ちばＩＴ利活用フォーラム
令和3年度
ちばＩＴ利活用フォーラム

　令和3年度「ちばIT利活用フォーラム」は、新型コロナウイルス感染症対策として接触機会を減らすため、Zoomウェビ
ナーによるライブ配信形式にて開催されました。　
　このフォーラムは、千葉県IT化推進協議会との共催で、毎年『旬』なテーマを取り上げる人気の講演会です。今回も、昨年
同様、当協会が主催する「千葉県中小企業向けビジネス交流会【千葉県IT-EXPO2021】と同日に開催され、EXPO会場
でも、モニターで視聴頂きました。
　参加者は、Zoom視聴で144名、常時EXPO会場でも数十名の方が視聴し、テーマへの関心の高さがうかがえました。
講演内容としては、総務省様からは、令和2年12月25日に策定された自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）の
推進計画の内容や、「ガバメントクラウド（Gov-Cloud）が目指す姿である、システムの標準化や行政手続きのオンライン
化等のお話を伺いました。富士通（株）様からは、行政事務のスマート化の観点から、職員一人ひとりが日頃の業務改善を
意識したデジタル化を積み重ねることでDXへ繋がる鍵になることを、フィールドイノベーターの視点から、具体的なケース
に基づき、ご講演をいただきました。日本電気（株）様からは、行政DXにおける国民のwell-beingに資する「だれ一人取り
残さない、やさしいデジタル化」や近未来の行政サービスのあり方について、動画を交えつつご講演をいただきました。ま
た、日本電気（株）様内で取り組まれている社内改革の推進内容についてもご講演をいただきました。

総務省　地域力創造グループ　地域情報化企画室

富士通株式会社

日本電気株式会社

「IT-EXPO] 会場でも視聴

DXの推進

プログラム /講演内容

14:34～15:04
（基調講演）

「自治体DXの推進について」
総務省　地域力創造グループ　地域情報化企画室　課長補佐　加藤 翔大氏

15:10～15:50
（講演①）

「DXへ向けたBPRによるデジタル改善アプローチ」
富士通株式会社　フィールド・イノベーション本部　フィールド改革事業部　　
シニアフィールド・イノベータ　小林 正典氏

15:50～16:30
（講演②）

「行政DXの考察 ～デジタルが導くwell-being～」
日本電気株式会社　デジタル・ガバメント推進本部　デジタル・ガバメント推進本部長　小松 正人氏

「“NEC DX Agenda”で進める攻めのDXとモダナイゼーション」
日本電気株式会社　経営システム本部　シニアマネージャー　伊東  弘彰氏　

部会活動

t o p i c s

年頭抱負あいさつ・・・新年明けましておめでとうございます。教育技術部会長を務めさせて戴くこ
とになりました1年目は、コロナ禍により想定していたイベントの多くを見送る結果となりました。今
年は、今まで本部会で取り組んでこられた、技術教育、新技術調査研究、県内大学との交流などを引
き続き活動の柱とし、会員の皆様とともに、新たな活動手法の検討も含めた企画の推進を図りたいと
思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

●教育技術部会

上羽　徹
三井E&Sシステム技研㈱　執行役員 企画本部副本部長

活 動 経 過 報 告

１.

２.

３.
４.

活 動 経 過 報 告

各種講習会の開催、新技術の研修を実施すると共に情報サービス、
情報技術に関する調査研究を行う。

技術者の教育ニーズに応えるための技術教育
昨年同様コロナの影響を考慮し、６月以降オン
ライン併用で、技術系、管理系、ヒューマン・スキ
ル系、業務系など全４８コースを企画し案内。

県内大学による卒業論文発表会 
年明け２月下旬に、例年参加戴いている大学を
招き対面にて実施する予定。
（コロナの状況により開催を見送る場合もある）

従来行なっていた下記２つの活動は、コロナの
影響により、残念ながらいずれも中止とした。 
若手技術者による技術調査研究
親子プログラミング教室

t o p i c s

●コンソーシアム部会

 
松井　一登
ちば興銀コンピュータソフト㈱　代表取締役社長

年頭抱負あいさつ・・・明けましておめでとうございます。
コンソーシアム部会では、会員相互の親睦や業績向上のために、各種交流会や行事等を企画・実行しております。しかし昨年は、一昨年同様にコロナウイルスの
感染拡大により、各種のスポーツ交流会等は中止とせざるを得ませんでした。それでも11月に開催した第３回ビジネス交流会については、WEBに加え感染対策
を徹底したうえで会員企業のブースを設け、商品やシステムの展示を行い、会員相互の交流や商談を可能とするハイブリッド開催を実行いたしました。また、会
場では、サイバーセキュリティに関する講演会や、会員企業によるパネルディスカッションも実施され、多くの方が直接講演を聞くことが出来たことから、大変
好評をいただきました。初めてのハイブリッドでの開催でありましたが、皆様のご協力のおかげで無事に実施することが出来ました。本年についても、新型コロ
ナウイルスの感染症の収束が未だ見えない状況ではありますが、会員相互の親睦を図るために、「会員交流ゴルフ大会」を2022年3月に計画しております。
今後も会員企業の親睦や業績向上に資するようなイベントを企画してまいります。今年もよろしくお願いいたします。

■第3回「千葉県内中小企業向けビジネス交
流会」を企画調査室・事業企画部会と共
同で実展示とWEBにて開催。講演会や会
員企業によるパネルディスカッションも会場
で行った。（11月）

■第12回フットサル大会（5月～6月）　中止

■野球大会（5月～11月）　中止

■会員交流ゴルフ大会（2022年3月）を計画
中。今後参加者を募集いたします。奮って
ご参加ください。

活 動 経 過 報 告
ビジネス交流会（11月16日）

ビジネスマッチング会・各種交流会を実施し、会員企業のビジネスチャンス創出を
目指しています。また、会員企業の役職員のスポーツやレジャーを通じた交流の
場を設け、会員間の連携強化と協会の活性化を図る活動を行っています。

オンライン研修

講習・研究発表風景



CHISA Journal 8 9 CHISA Journal

「第３回千葉県内中小企業向けビジネス交流会」開催!!

開催内容

開催日時

　第3回目となる今回の千葉県内中小企業向けビジネス交流会は、
「対面方式とオンライン方式」を併用して、令和3年11月に開催し
ました。
　第1回目「対面方式」、第２回目「オンライン方式」の開催ノウハウ
を活かし、新型コロナ感染対策を徹底し入場制限を設けた「対面
方式」と、遠方の方々や一般の方々の利便性を考え、自由に視聴いた
だける「オンライン方式」が上手にマッチし、多くの方々にご参加
（来場・視聴）いただけたことに感謝申し上げます。

Chiba Information Service Industry Association

令和3年11月16日（火）10：00～17：00

展示会場

千葉商工会議所第一ホール（対面＋オンライン）

開会挨拶

当協会会長
吉田  幸宏

パネル
ディス
カッション

株式会社ジィ・シィ企画 矢ヶ部  啓一氏
株式会社千葉測器 狐塚  一則氏
株式会社マイナビ 井上  慶子氏
東日本電信電話株式会社 境  麻千子氏

企業紹介

株式会社ジィ・シィ企画
村本  充氏（左側）
東日本電信電話株式会社
伊妻  達也氏（右側）

「各社それぞれのDX」

基調講演
トレンドマイクロ株式会社　大三川  彰彦氏　花岡  弥生氏
「他人事ではない、サイバー攻撃の実際と対策について」　

花岡  弥生氏 大三川  彰彦氏
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経済産業省関東経済産業局／千葉市／公益財団法人千葉県産業振興センター／公益財団法人千葉市産業振興財団／
一般社団法人千葉県商工会議所連合会／千葉県商工会連合会

Chiba Information Service Industry Association

後援

㈱千葉銀行／㈱千葉興業銀行／㈱京葉銀行／東日本電信電話㈱／富士通 Japan ㈱／㈱ジーウェイブ／ミツイワ㈱／㈱オニオン新聞社
協賛

ちばぎんコンピューターサービス㈱／東日本電信電話㈱千葉事業部／㈱ジィ・シィ企画／ちば興銀コンピュータソフト㈱／ミツイワ㈱／
㈱ASネットワークセキュリティ／㈱オニオン新聞社／㈱京葉情報システム／公益情報システム㈱／㈱ジーウェイブ／首都圏システム開発㈱／
㈱千葉測器／NPO法人日本情報技術取引所／㈲ネクストエンタープライズ／㈻三橋学園　船橋情報ビジネス専門学校／㈱ベイキューブシー

出展企業

・当日のご来場は自主制限数を上回る人数となりましたが、自主的に「円滑な出入り」をしてい
ただき入場制限を行わずに済みました。広いロビーを待機場所としてご利用いただいたこと
も、ご来場した方々にはご好評をいただきました。

・入場人数制限のため会場に来られない方々や遠方の方々の利便性を考慮し、特に、IT業界以外の
方々にも気軽に視聴いただけるように、昨年実施した「エントリー・パスワード」の制約を取
り払い自由に視聴できるようにしました。
・「フリー・エントリー方式」が良かったせいか、最大アクセス数が120件超と昨年を上回る盛
況となりました。

・会場の中央部分を「講演会会場」として座席
を設け、周辺にブースを配置しました。
  （会場配置図、参照）
・このため、講演会開催の時間帯は、「来場者
と会場にいる出展者スタッフ」全員が講演を
視聴し、講演会終了後は、同視聴者がブース
で交流深耕するという、メリハリのある会場
運営ができました。

来場状況

オンライン視聴

メリハリのある会場運営

ちばIT
利活用
フォーラム
（4講演）

閉会挨拶
※詳細は、
　別掲記事を
　ご覧ください

※登壇者役職名は紙面都合で割愛させていただきました。

当協会副会長
境  麻千子

開催規模

開催を終了して…

・出展企業：16社
・参加者数：（来場者）300名　（視聴者）500名
・後　　援：6団体
・共　　催：千葉県
・協　　賛：8社　

〈会場風景〉
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株式会社ジィ・シィ企画
東証マザーズ上場

I n t e r v i e w特集

金子  哲司取締役会長・矢ヶ部  啓一代表取締役社長インタビュー

2021年 9月当協会会員の株式会社ジィ・シィ企画様が東証マザーズへ上場されました。
今回は金子会長と矢ヶ部社長に会社設立からの貴重なお話を伺いました。

（インタビュアー　CHISA専務理事 兼 広報部会長　藤崎  忠夫）

●藤　崎
　 金子会長、まずは起業したきっかけをお聞かせ下さい。
◆金子会長
　もともとは大志を抱いて起業したわけではなく、宮仕え
が苦手だったことが一番のきっかけです。能力は自分の方
があるのに、あいつが出世するのは不条理だと（笑）。いわ
ゆる自分には宮仕えの能力がないのだと。そしたら自分で
やるしかないと思い至りました。
●藤　崎
　どのような経緯があったのですか。
◆金子会長
　40代の時に思い立ってそれまで勤めていた会社から転
職しようと思い、中途採用試験を受けましたが全部落ちまし
た。独立しようにもお金がなく、親も貸してくれない。その時
たまたまセイコーシステムで、新鋭的な考えを持つ人材を
求めていた人に巡り会い採用されました。矢ヶ部社長とは
そこで出会いました。
◆矢ヶ部社長
　当時の会社で、彼の歓迎会の時に金子会長は「俺は5年
したら辞めるから亅と言ってました（笑）
◆金子会長
　ただバブルだったから良い思いを沢山させてもらったの
で居心地がすごく良かった。でもバブルが弾けてしまい早
期退職も考えましたが、クレジット決済のパソコンシステム
を自分のアイデアで立ち上げました。そしてそのシステム
を退職金代わりにリセール契約をしたことが、今のジィ・シィ
企画のオリジナルなパッケージの基礎になり独立に繋がり
ました。

●藤　崎
　1995年に起業され26年経ちますが特に記憶に残る出
来事や苦労はありますか？
◆金子会長
　今にして思えば苦労はないかな。切羽詰まった事態の方
が好きです。
◆矢ヶ部社長
　我々からしたら、2003年に金子会長が病気で倒れた時
はハラハラしました。
◆金子会長
　自宅で倒れたので運が良かったです。その後半年くらい
して武次さん（当協会副会長）に「倒れて良かったね亅と言わ
れました。何故ですかと聞いたら「今まで親分が一人でやっ
ていたけど、いなくなったから社員がみんな一丸となって頑
張って、すごい組織となり、会社になった亅と言われました。
●藤　崎
　起業されてから2年後にパソコン教室を開設したり、過去

には大学生が会社の経営をするというユニークな取り組み
でハッシュシステム（株）を設立したりしていますが、そう
いったことの目的や、そこから得られたものがあったらお聞
かせ下さい。
◆金子会長
　当時パソコン教室はあったけど、インストラクターの時給
が4000円くらいした。なので場所とパソコンを与えて、ひと
月１万円でいつでも来て好きなようにパソコンに触れるとい
う、今でいうサブスクみたいな事を始めました。パソコンが苦
手な中間管理職にとっては、とてもありがたい場所になった
ようです。そしてそこに来ていた学生がハッシュシステムを
作るきっかけになった。当時はITがもてはやされる風潮があ
り、彼らを応援し出資してくれる人もいて会社として設立で
きました。そして当時は珍しかった学生企業は話題となりマ
スコミにも取り上げられました。我々、親会社より目立ってい
ました（笑）。我々が何か得られたのかはわからないけど、本
人たちにとって良い経験になっていれば良いなと思います。
◆矢ヶ部社長
　でもその時の彼らと繋がりができ、結果今は我々の会社
に入ってそれなりの要職について働いてくれているので良
かったです。
●藤　崎
　矢ヶ部社長が創業者の金子会長から社長を引き継ぎ2代
目社長となりますが、2代目になると決まった時のお気持ち
は？　また、会長から引き継いで大切にしていきたいと思う
ことがあればお聞かせ下さい。
◆矢ヶ部社長
　後継者として考えていたのかなと思いましたけど、バトン
を引き継ぐものとして責任は重く感じました。そして会長が
この佐倉で会社を立ち上げて、大切に育ててきたものは引
き継ぎたいと思います。この地で起業しこの地で採用した
方も多いので、ジィ・シィイズムと今までの社風を守り従業
員とともに形にしていきたいです。
●藤　崎
　上場したことで変わったことはありますか？
◆矢ヶ部社長
　不特定多数の株主さんがいるということを意識せざるを
得ない。場合によってはそちら目線の政策をやっていかな
ければならない側面も出てくるのかなと思います。
●藤　崎
上場を意識したのはどれくらいからですか？
◆矢ヶ部社長
もう会長は10年くらい前から上場は口にしていました。
8年前からはそこを目指して本格的に準備してきました。
●藤　崎
　今後、力を入れていきたいことや事業展開などでお話し
できることがあればお聞かせ下さい。

◆矢ヶ部社長
　やはり本職を極めていきたい。競争が激しくなっているの
でどう生き残っていくのかが重要になります。うちはVISAか
ら専用のネットワークライセンスをもらっていたので、他社と
の差別化が図れると思っています。そこは決済業界の中で注
力していきたい部分です。キャッシュレスについても競合が
増えているのでそれに対応する体制も強化していきたい。
●藤　崎
　IT業界は変化が激しく、その中で働いていくことは大変
かと思います。今後を担う若い方に伝えたいことがあれば
お願い致します。
◆矢ヶ部社長
　新入社員の特権は先輩になんでも聞けることです。なの
で今のうちに聞いて身にしてほしい。そして何でも興味を
持っていくことが知識を増やすことだと思います。社長にな
りたいと公言するくらいギラギラする方が成長は早いと思
う。受け身ではなく挑戦する気概がほしいです。
●藤　崎
　会長からも若い人へ伝えたいことはありますか。
◆金子会長
　やり通すことが大切だと思う。人間好きなことはちゃんと
やるから、好きなことでもやり通すことが大切。
●藤　崎
　CHISAに対して何かあればお聞かせ下さい。
◆矢ヶ部社長
　うちが上場したことで良い影響を与えられるのなら良
かったです。上場を目指す企業さんがあるなら分科会を開
いたり勉強会を開いたりしても良いと思います。刺激し合う
ことで何か生まれたら面白いですね。
●藤　崎
　CHISAでも短期間に２社上場した企業が出ましたから、
何か時代の流れがあるのかもしれないですね。貴重なお話
ありがとうございました。

中央：金子会長／右：矢ヶ部社長／左：藤崎広報部会長
撮影時のみマスクを外しました

〒285-0837  千葉県佐倉市王子台1-28-8 ちばぎん臼井ビル3F
京成本線「京成臼井駅（南出口）」より直ぐ　

クレジットカード、電子マネー、QRコードなどキャッシュレス決済のシステム開発並びに保守・運用サービス
■業務内容

株式会社ジィ・シィ企画
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入 会 員 紹 介新

令和 3年、７事業者が当協会に新規加入されました。
新型コロナの感染拡大で多くのイベントが中止となっており、交流が少ない状況のため、当紙面にて
ご紹介させていただきます。

　「人の未来を、ITで」をスローガ
ンに、11箇所の事業所・サテライト
オフィスを展開し、システム開発支
援事業を営んでおります。
　IT技術者育成を強みとし、様々
な情報システムに対して、提案か
ら設計、開発、運用保守まで最適
なソリューションを提供しています。

代表取締役　常世 佳右 社内風景

株式会社テイクス
県内従業員数：25名 入会年月：令和3年1月 代表者名：常世 佳右 所在地：本　　　社／東京都中央区八丁堀

　　　　幕張事業所／千葉県千葉市美浜区中瀬

　官公庁・企業向けシ
ステムの開発・サー
バー構築をメインに
行っております。52年
の歴史を有し、オラク
ルゴールドパートナー、
富士通コアパートナー
の認定をいただき、顧
客より高い信頼をい
ただいております。

株式会社情報技術センター
県内従業員数：50名 入会年月：令和3年1月 代表者名：渕脇 德也 所在地：東京都港区芝

代表取締役　渕脇 德也 社内風景

　はじめまして。弊所では、IT企業のため
の契約書チェックやビジネスへのリーガル
チェック、労務管理などをさせていただい
ております。
　また、ITセキュリティ専門会社、ゲーム開
発会社、SaaSを用いた人材紹介会社、広
告会社などの支援もさせていただいており、
多様な案件を扱っております。
　IT企業の躍進のために，ご尽力させてい
ただきます。

弁護士　坪内　清久
県内従業員数：2名 入会年月：令和3年10月 代表者名：坪内 清久 所在地：千葉市中央区新宿

坪内 清久 社内風景

　エイピスでは「ウェブとリアルをつなぐ」
をモットーに、「ウェブサイト制作」「シス
テム制作」「デザイン制作」の3事業を中
心に業務に取り組んでおります。
　①ブランドの魅力を引き出し、マーケ

ティングに繋げるウェブサイト制作
　②開設から運用、その先まで最高のパ

フォーマンスを作り出すシステム制作
　③ウェブサイトと一体感のあるDTP制

作。お客様のブランド力の底上げへ
とつなげるデザイン制作

株式会社エイピス
県内従業員数：17名 入会年月：令和3年6月 代表者名：田中 政吉 所在地：千葉市中央区新千葉

代表取締役　田中 政吉 社内風景

　化学素材やインフ
ラ、食品などの製造業
向けにIoTや計装エン
ジニアリングを提供し
ています。コンサル
ティングから施工まで
自社で完結できるの
が強みです。

創販株式会社
県内従業員数：23名 入会年月：令和3年6月 代表者名：小川 貴弘 所在地：千葉県東金市

社内風景社屋外観

https://apice.biz/
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　工場、倉庫系作業員、機
械・重機オペレーターからIT
系人材迄、業務請負や各種
人材サービス（派遣、紹介、
求人広告）を通し展開させ
て頂いております。新人、
キャリアアップ、キャリア
チェンジ等、一からのIT人材
の育成、教育の場を提供し
ております。

グリーンカプセルコーポレーション株式会社
県内従業員数：80名 入会年月：令和3年11月 代表者名：飯泉 祐介 所在地：千葉市中央区栄町

　柏市にある総合専門学
校です。今回情報処理科の
教員を中心に、御協会に参
加させて頂くこととなりま
した。情報処理以外に簿
記・医療系の資格取得、民
間就職や公務員受験をサ
ポートしている学校です。
地域の企業様との密接な
連携・協力関係を築くこと
ができれば幸いです。

学校法人　大原学園　大原簿記法律専門学校柏校
県内従業員数：30名 入会年月：令和3年10月 代表者名：吉本 博康 所在地：千葉県柏市末広町

授業風景柏駅西口末広町方面徒歩2分の位置にある校舎

オフィス内フリースペースオフィスエントランス

～ いろいろ聞いちゃいまいした by Fujisaki ～
広 報 部 会 新メンバー紹介 vol.2

　2020年2月に千葉銀行から出向でCCSに入社、それまでは茨城のお店で支店長をされていたそうです。
　趣味は登山だそうで、南アルプスや八ヶ岳などに山小屋泊で会社の仲間と行くこともあるそうです。残念な
がら奥様や娘さんは山登りには興味ないとのこと。私（藤崎）は高所恐怖症なので高い所は苦手。平地での生
活が落ち着くので間違っても私のことは誘わないで欲しいです（笑）どうせ誘うなら月に2～3回しているとい
うゴルフでお願いします。
　若い頃は、山とは違って水上スポーツのボート競技（エイト）で全日本優勝し、1987年にデンマークで開催
された世界選手権に出場した経験もあるそうです。　めっちゃ、カッコ良いやん！
　そんなスポーツの影響からか、日頃大切していることは『友人との信頼関係』　益々カッコイイ！　私も言っ
てみたい。
　そんな市橋さんの休日の過し方は、ゴルフかゴルフが無い時は読書や映画を観てノンビリしているそうで
すが、ん？ん？　市橋さん、それって家族からハブられてないっすか？
　お仕事での得意分野は、企画や財務ということなのでCHISAジャーナルの新しい企画も考えていただき、
広報部会メンバーとしての活躍を期待しています。
＊前任の白井さんは残念ながら異動ということで広報部会を卒業されました。

市橋 英樹
さん

ちばぎんコンピュ
ーターサービス㈱

管理本部
経営企画部
部長

いとしのCHISA
ワタナベメディアプロダクツ株式会社

代表取締役社長　保坂　純央

３つの（C）キーワード

　令和3年7月に社長に就任しました保坂と申します。　
　私がCHISA広報部編集担当だった当時は編集会議後よく飲みニケーションのカラオケで「いと
しのエリー」の替え歌で「いとしのCHISA」にして“CHISA My love so sweet♪”とみんな
で熱唱したことがイイ思い出です…そこで今回原稿依頼が「そんな保坂さんが社長になるまでの
奇跡を語ってください」というムチャブリいやチャンスをいただきまして快くお受けしました。
　まず、ワタナベメディアプロダクツの紹介をさせていただきます。弊社は1949年（昭和24年）
に創業以来、印刷業一筋で業務に取り組んでまいりました。しかし、近年はデジタル技術や情報
化でコミュニケーション手段も紙媒体だけに限らず、WEBやSNS、動画などその媒体も大きく
変わってきました。弊社もデジタル環境を整えてお客さまの課題を解決するチカラになれるよう
進化してきました。
　次に私の歩みですが、新卒で平成2年に入社してから営業一筋33年となります。同期の中で
成績も態度も一番悪く問題児でした…大失敗や交通事故など決して順風満帆ではありませんで
した。しかし、先輩や同期の仲間、お客さまに支えられて今があります。入社時のあいさつが
「辞めろと言われるまで辞めません」だったように、諦めの悪さは誰にも負けない自信があります。
このオモイだけで今回社長に推薦していただくこととなりました。
　最後に社長に就任して先ずは、スローガン「シンカを止めるな！」を掲げ、環境整備委員会
（クリーン委員会）を立ち上げ全社員の気持ちを一つにすることから取り組みました。この会社
を社員がやり甲斐をもって一人ひとりが輝ける会社にすることが私の使命だと考えております。
新生ワタナベメディアプロダクツにご期待ください。

　●Change（チェンジ）……… 変化する → 進化する
　●Challenge（チャレンジ）… やってみる → 積極的な挑戦
　●Chance（チャンス）……… 良い機会 → 好機を掴む

　走ることです。ルーツは、私が大学2年（山梨学院大）の時に
母校が箱根駅伝に初出場。急遽応援団員を追加招集となり各部から「声が大きくイキのいい奴」
をということでテニス部だった私が推薦され応援団として箱根駅伝に参加したのがきっかけで
マラソンに魅了されました。25歳の時に初めてホノルルマラソン（フルマラソン）に当時の彼女
だった今の妻（これからもずっと妻）と参加して完走から、チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン
（100km）のビギナーコース（77km）に挑戦するも57kmでタイムアウトと悔しい経験もしま
した。しかし、地元木更津主催のアクアラインマラソンは1回大会から過去4回すべて完走。55歳
になる今年もアクアラインマラソン2022に挑戦するぞ！

趣　味
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新型コロナウイルス感染！　入院体験記

Chiba Information Service Industry Association

公益情報システム株式会社
代表取締役　藤崎　忠夫

　『COVID－１９　新型コロナウイルス』世界中に感染が広がり、生活を一変させてしまった
病気ですが広報部会長である私　藤崎が2021年6月にコロナに感染し、基礎疾患も無いのに
重症化して入院した体験をここに記します。

5月26日
　発熱！体調悪く体温を計っ
たら38.9度の熱！　念のた
め、その日アポが入っていた
予定はキャンセルしました。
抗原検査キットは常備してい
たので、すぐに検査して陰
性。私は年に一度、1日だけ
38～39度の高熱を出す風邪
をひくので、それだと思いま
した。案の定、翌日には熱は
下がり多少のダルさはあるも
のの、いつもの風邪と同じ症
状だから大丈夫だろうと油断
してしまいました。
27日
　会社に出社しましたが、念のため会社近くの病
院でPCR検査も受けました。
28日
　会社に出社。PCR検査
結果は陰性でした。
29日
　社員7人と一緒にゴルフ
30日
　少し体調悪く寝て過ごす。記憶は少しある。
31日
　体調最悪で記憶がほぼありません。体調が悪
かったことすら覚えていません。本能で月末のた
め会社を休むわけにはいかないとパソコン等を取
りに行くために在宅勤務の兄に無理なお願いをし
て、車で送迎してもらったらしい。

6月1日
　朝、どう起きたのか記憶無し、妻と娘が騒いで
いて８時過ぎに救急車を呼びました。
　8時15分ぐらいに救急車が到着。この時、左半
身は動かなくなっており、話をしようとしても声
が出ません。私が救急車に乗せられ搬送先を探し
ているうちに妻も急激に体調が悪くなり、更に救
急車が来て我が家の前には救急車が2台も！
　私が重症のため、同じ病院へは受け入れてもら
えず、別の病院へ運ばれました。
　救急車で病院へ搬送される途中から完全に記憶
がありません。検査してエクモ装着での治療。
　夕刻、家にひとり残された娘へ病院から電話連
絡『お父さんは脳梗塞と心不全を
起こして肺に水も溜まって重症化
し非常に危険な状態です。万が一
のことを覚悟しておいて下さい』
と担当の医師から告げられたとの
ことです。
2日
　夕刻　病院から娘に電話連絡『普通では考えら
れない早さで回復です。命の危険は抜けました。
でも、集中治療室から出られるのは10日ぐらい
かかるかな？』
4日
　たぶん意識が戻った日、死の淵から戻った世の
中は白黒に見えました。
5日
　医師も驚く驚異的な回復力により10日の見込
みが5日目で集中治療室を出られることに！お昼
頃に集中治療室から一般病棟へ移動、たった4日

半寝たきりだっただけなのに筋力は落ち、まとも
に立つことも出来ません。左腕は動くけど力は入
らない。それとコロナの影響か目が霞んで物や文
字がよく見えません。（目のことは退院後にオチ
がありました）
6日
　兄にパソコンとスマホを届けてもらい、病室で
仕事する
　急に入院費用がどうなるのか心配になり、ネッ
トで調べたりもしました。
8日
　心電図と血中酸
素をはかる機器と
点滴はまだです
が、他の繋がれて
いたカテーテル等
は取れました。久しぶりにシャワーも浴びられて
気持ちよかった～～～(^^♪
9日
　リハビリの先生が来て、状態確認とリハビリ方
法の指導を受けました。脳梗塞の影響でまっすぐ
に歩くことも出来ないことにショック。朝・昼・
夕方と1日3度やるように言われたメニューを３
倍の量にして１時間ごとに行い、更にペットボト
ルを使って腕の筋力回復も行うようにしました。
『まっすぐ歩くことも、こんなペットボトルも持て
ないのか』と落ち込んだりもしましたが、娘から
『パパ、早く元気になって帰ってきて』のメッセー
ジに励まされて、ご飯食べている時以外は、やり過
ぎに注意しながらずっとリハビリしていました。
11日
　リハビリの先生が様子を見に来
てくれて、回復の早さにビック
リ！そりゃあ、そうですよね。指
導された量の3倍以上のリハビリ
頑張っているのですから。『それ
にしても、2日前までまっすぐ立
つことも出来なかったのに、もう目をつぶっても
グラグラしないし、普通に歩くペースならほぼ問

題なく歩けている』と驚かれていました。
　妻は無地に退院しました。
12日
　看護師さんから、15日の朝一に採血、肺のレン
トゲン、頭のCTスキャンを撮って問題なければ退
院ですよと聞き、嬉しくなりました。コロナなの
で部屋から出られないし、看護師さんとリハビリ
の先生以外には会えないので超退屈ですから。
　コロナの担当医師とは、一般病棟に移ってから
はナースコールで状況を確認されるだけでした。
感染回避のための手段らしいです。
15日
　9時少し前に看護師さんが迎えに来てくれまし
た。普通に歩けるけど何故か車椅子に乗って移
動。レントゲンとCTスキャンして部屋に戻って
採血。看護師さんから『1時間ぐらいで結果出る
と思うのでお待ち下さい』と言われ、部屋の片づ
けしながら暇つぶし。10時過ぎには無事退院出
来ました。
22日
　朝起きて、顔を洗っていたらコンタクトレンズ
がポロっと落ちました。ということは恐らく入院
前の5/31からずっと入れっぱなしで視力が落ち
たと勘違い（笑）  
　6月25日から会社に出社し、今ではコロナで死
にかけたとは思えないほど何の後遺症もなく元気
に生活しています。

コロナに感染して学んだこと
・コロナを甘く見てはいけない。無症状もいます
が、命を落とす危険もある
・普通に健康でいることを当たり前と思っては
いけない。生かされていることと医療従事者
に感謝。
・人間の身体は思っているより弱い。4日半集中
治療室に入っただけで10㎏も痩せた。
　痩せすぎてイスに座るのも痛いほど。
・入院費用は公費で賄われる（入院当時）
・うつしてしまった妻への禊ぎは一生続く（泣）
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お客様の細かなご要望に

お応えできるのが

私どもの喜びです。

https://chibakogin-cs.co.jp/
〒261-0001  千葉県千葉市美浜区幸町2丁目2番2号  千葉興業銀行事務センター内
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株式会社エー・シー・イー

創造力を笑顔に

母子
手帳

人の想いの輪をつなぐ会社
〒260-0013
千葉市中央区中央3-10-4
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EMV

POINT

UnionPay

ＣＲＥＤＩＴ

DEBIＴ

千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号
TEL：043-464-3348  URL：https://www.gck.co.jp

次世代技術の実現と普及に貢献するNID・MI
NID・MIの特徴

株式会社NID・MI

●独立系情報サービス企業
●設立１９８５年からの経験と実績
●組み込み系、オープン系、WEB系、
　クラウド系、AI等、幅広い専門技術
●社会インフラを中心にAIを活用した
　ソリューションの提供
●データソリューションサービスから
　ソフトウェア開発／保守までの
　ITシステム全体をフルサポート
●自社プロダクトや先端技術の研究
　開発、製品化
●人間力豊かな技術者集団／
　NIDグループ全体の総合力
　NIDグループ全体の総合力
　（NIDグループ<1,581名>の
　強力な技術基盤と要員体制）を
　活かし、人間力豊かな技術者集団
　としてグローバルな企業を目指し
　ます。

本社／千葉事業所
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
m BAY POINT 幕張18階
TEL. 043-382-3001（代）
FAX. 043-382-3551
https://www.nidmi.co.jp
佐原事業所
〒287-0041 千葉県香取市玉造3-1-5
TEL. 0478-52-5371（代）
FAX. 0478-55-0793
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〒270-0005
千葉県柏市柏 1-7-1-406
TEL：04-7168-0315　　FAX：04-7168-0316
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富士通パートナー・ISO9001 認証・ISMS認証・プライバシーマーク認定取得

千葉支店 TEL : 043-246-3685　　FAX : 043-246-3682　　　　　〒260-0025　千葉市中央区問屋町１－３５ （千葉ポートサイドタワー２３階）

LGWAN-ASPサービス提供事業者

当社は、社是「信頼とサービス」のもと、データセンタをコアにＩＣＴの総合的なデータセンタ
サービスをご提供します。お客様にご満足いただける高効率・高品質なサービスを継続して
提供し、お客様と社会のサステナビリティ（事業継続性）に貢献してまいります。

システム
インテグレーション事業

◆システム設計/開発
◆サーバー設計/構築
◆システム運用/保守

ITソリューション事業

◆コンサルティング
◆業務システム開発
◆各種カスタマイズ

WEBサービス
提供事業

◆e-learningサービス
◆クラウド導入支援
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大村印刷
九州営業所

大村印刷 山口営業所
株式会社 コア
大村印刷 宇部営業所

大村印刷
本社・営業本部・製造本部
東洋図書出版株式会社 西部本社
株式会社 ぷらざFM

大村印刷 周南営業所 大村印刷 広島営業所
株式会社 広島デザインセンター
小松印刷 広島営業所

小松印刷
岡山営業所

小松印刷 松山営業所

小松印刷 徳島営業所

株式会社 ソーゴー

大村印刷 東京営業本部
東洋図書出版株式会社 東京本社

小松印刷 筑波営業所
　　　　 筑波工場

小松印刷 東京支店
ワタナベメディアプロダクツ 東京支店

ワタナベメディアプロダクツ 千葉支店

ワタナベメディアプロダクツ 本社・工場

小松印刷 横浜支店

小松印刷 高松本社・工場

小松印刷 綾川工場
マツオカ

大村印刷 大阪営業所
小松印刷 大阪工場
小松印刷 大阪支店

株式会社 ソーゴー
瑞浪工場

https://ssl.protos21.com/

本　　　　　　社
〒292-0834 千葉県木更津市潮見 4-14-4

Tel.0438-36-5361

千　葉　支　店
〒260-0854 千葉市中央区長洲 1-31-6 KMビル

Tel.043-308-7023

東　京　支　店
〒105-0014 東京都港区芝1-9-3 芝マツラビル2階

Tel.03-6435-9160

小松印刷グループ

販促チラシ・DM

小冊子

会社案内 

パンフレット

ポスター・チラシ

社内報・広報誌

記念誌

名刺

WEB製作

うちわ

のぼり

全国に拡がる営業拠点と、9つの生産拠点。サービスメニュー

当社は、全国に拡がるネットワークを活かして

納期短縮と低コストを実現！

＜充実のメニュー＞
・万一の場合の保障（死亡･高度障害保険金、家族弔慰金、入院見舞金等）
・祝金（結婚、出産、定年退職）
・リゾートトラスト社施設（エクシブホテル等）が会員料金で利用可能
・セントラルスポーツクラブが優待料金で利用可能
＜お手頃な加入条件＞
・死亡保障金額100万円当たり月額230円（2021年度）
・剰余金が生じた場合、配当金が支払われ保険料支払い額の実質負担額はさらに
減額されます。
・別途制度運営費がかかります（100万円当たり月額100円）
＜簡単な手続き＞
・医師による診査もなく、簡単な告知のみで加入できます。

本制度では、死亡保障と各種共済、及び福利施設の利用が可能になっています。具体的には、大切な従業員
の万一の死亡保障と祝金（結婚・出産・退職）、家族の弔慰金、入院見舞金、それにエクシブリゾートクラブ・
セントラルスポーツクラブの福利厚生施設が利用できます。
2021年11月現在の加入者数は24社約870名で、お手頃な掛金と配当金還付も期待できる大変有利な制度
です。実際に中堅社員の不慮の死亡で遺族へ弔慰金が支給されたケースもあり感謝されております。

CHISA総合共済制度CHISA総合共済制度

☆是非、この機会に加入をご検討ください！（詳細は事務局までお問い合わせください）

なのはな共済会なのはな共済会

制度の特長

エクシブ初島

セントラルスポーツ

I N F O R M A T I 0 N

編集後記
　CHISAジャーナル読者の皆様、明けましておめでとうございます。
　2年前から世界を騒がせていたコロナが、ようやく落ち着いてきて少し明るい兆しが見え
てきたかと思ったら、また新しい変異株オミクロンの急激な感染拡大により、再度活動自粛
と感染の恐怖にさらされており、昨年に続き今年も賀詞交歓会が中止となってしまいました。
本誌の記事として掲載を予定しておりましたので『ページに穴があいてしまう。他にイベン
トは無いしどうしよう！！』と大わらわでした。元々、私、藤崎がコロナに感染し入院した記
事を掲載する予定ではありましたがページを拡大するということが急遽決まりました。集中
治療室から出て2日後くらいにCHISAジャーナル前号（総会号）の部会メンバーの紹介記事
を作成していたことや、総会に出席出来そうにないことを、鈴木事務局長とメールのやり取
りして相談したことが思い出されました。オミクロン株は症状が軽いと言われていますが、
どうなるか分かりません。皆様、気を緩めず感染には更に気をつけて下さい。少しでも早く、
コロナが落ち着き安心して生活でき、自由に行動できる日が戻ることを願っています。

令和3年度　協会主要行事（抜粋）

１月１3日
2月01日
2月03日
2月07日

事業企画部会
合同企業説明会（第1回）
教育技術部会
広報部会

2月16日
2月22日
3月08日
3月09日

コンソーシアム部会
合同企業説明会（第2回）
総務福利厚生部会
理事会

3月10日
3月11日
3月18日

事業企画部会
メトロエリア幹部会
教育技術部会

広報部会長　藤崎 忠夫

（デジタルトランスフォーメーション）
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