
 協会だより（'21．9）  

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 

6月 2日（水） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会検討委員会（第３回） 

7月 7日（水） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会検討委員会（第４回） 

8月 4日（水） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会検討委員会（第５回） 

9月 8日（水） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会検討委員会（第６回） 

         本検討委員会は、本年１１月１６日（火）に開催する標記ビジ 

        ネス交流会（第３回目）について、開催方法等を検討する会議で、 

現在、最終の詰めが行われています。 

開催方法の詳細は決定次第、発表させていただきます。 

6月 14日（月） 県スマート化推進会議：ポリテックセンター 

         千葉県主催のスマート化推進会議で、年に数回、関連団体が一 

同に会して開催しています。 

当日は、当協会から事務局長が参加し、千葉県から業務受託して 

いる事業の進捗状況等についての報告を行いました。 

7月 2日（金） ＡＮＩＡ総会 

         Ｗｅｂ会議での開催となりました。事業報告、同計画等が審議 

        されました。 

 



7月 30日（木） メトロ事務局会議（第１回） 

         加盟している６情報サービス産業協会（東京、神奈川、埼玉、 

        山梨、福島、千葉）の他に、４団体がオブザーバー出席し、情報 

        交換等を行いました。 

8月 20日（火） ＡＮＩＡ事務局会議（第１回） 

                  加盟団体事務局長を中心に１６名が参加し、各地域の情報収集、 

意見交換等を行いました。 

9月 8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。） 

 

 

行事予定 

10月 6日（水） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会検討委員会（第７回） 

10月 8日（金） ＡＮＩＡ事務局会議（第２回） 

11月 4日（木） ＡＮＩＡ全国大会 

11月 10日（水） 第４回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

11月 16日（火） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会（第３回） 

11月 29日（金） メトロ事務局会議（第２回） 

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 

1月 28日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

3月 9日（水） 第６回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

3月 11日（金） メトロエリア幹部会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３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３年９月８日（水） １５：３０～１６：４５ 

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入会希望の取扱について 

   ②次回以降の理事会について 

（２）職務執行状況の報告 

    ①会員動向 

②月次決算状況（８月末現在） 

（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。 

 

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

 

【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）入会希望の取扱について 

本件は、原案どおり希望の２社を入会させることが承認されました。 

（２）次回以降の理事会について 

新型コロナウイルスウイルス感染拡大が治まらないため、感染回避 

       を徹底する目的で、次回１１月１０日開催予定の理事会は中止すること 

       となりました。 

また、１２月の理事会はオンライン形式で開催することとされました。 

 

  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、会員 

動向、月次決算状況についての報告がありました。 

 



（１）会員動向 

    会員数は、１１２社（正９０、賛助２２）で、入退会社の状況等について報告 

   がありました。 

（２）月次決算状況（８月末現在） 

    本年８月末迄の収支状況について報告がありました。 

                          

 （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。 

【検討会】 2021年 4月より、月１回の Web会議を実施 

（実行委員会メンバー） 

NTT東日本 境副会長、武本様、馬島様、伊妻様 

公益情報 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、CCS 青柳様、朝本様、 

ASネットワークセキュリティ 斉藤様、首都圏ビジネス開発 荒川様、 

船橋情報ビジネス 河内様、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） 

【検討内容】 

       Ａ．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）10:00～17:00 

      【開催形態】 オンライン＋ライブ中継（千葉商工会議所ホール） 

※昨年同様 

       【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、実行委員会と４部会（総括、広報集客、セミナー、展示会） 

で実施。 

・テーマ案 

「中小企業デジタル活用【DX 業務改善 セキュリティ強化】への取組み」 

・運営委託は昨年同様とし、費用削減を検討 

・協賛金、出展費は昨年同様→昨年の企業には打診中 

・告知用チラシを作成中。本チラシは１０月予定。 

 

 

 



Ｂ.今後の課題 

・CHISA内の出展社、協賛社あつめ 

・委託業者の選定、費用確定 

・オンライン集客→千葉県内中小企業 

・新型コロナ COVID-19の感染状況ウォッチ 

 

  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：９／７） 

Ａ．合同企業説明会の開催について 

              ・分散開催 ：前回と同様に２回に分け、対面式で開催       

               ・開催日   ：令和４年２月１日（火）、２月２２日（火） 

               ・会 場  ：アパホテル&リゾート＜東京ベイ幕張＞ 

               ・実施時間：１３：００～１７：００ 

           ※会員向け募集案内（添付資料）を９月９日に出状する。 

(添付資料、省略) 

Ｂ．インターンシップ事業の取扱について 

          添付資料を基に取組方針を検討した。検討の結果、９月中に参加 

企業にアンケートを行って実情把握し、同結果を基に、再度部会で 

検討を進めることとした。 

Ｃ. 直近の事業取組について 

（１）会員企業懇親会 

               ・今年度も中止とする。（新型コロナウイルス感染症対策） 

            （２）賀詞交歓会 

             ・中止とする。 

              ただし、最終判断を１１月とし、当該時点で諸般の事情が 

好転した場合は、再検討を行う。        

          Ｄ．その他事業の取扱 

             ・懇親ゴルフ大会   他 

 

※次回部会 

・開催日時   令和３年１２月７日（火）１６：００～１７：００ 

   ・開催方法   Ｗｅｂ併用会議 

 

 

 



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 2回部会を 7/8（木）に事務局/Zoom にて開催（参加者 12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事業の紹介 （新メンバー向け） 

３．ビジネス交流会/ICT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 

                 当部会の所管している IT利活用フォーラムは、今年度から「ICT 

利活用フォーラム」として開催。 

            （県側からの要請により） 

開催主体は、千葉県（地域 IT化推進協議会）との共催。県の事務局 

（所管）は、今年度から総合企画部政策企画課から総務部行政改革推 

進課へ変更となっている。当年度も、ビジネス交流会との共催意向は 

確認済で、現在内容調整中。 

「DXの推進」をテーマとし、3講演を予定している。 

・総務省/地域情報化アドバイザー（講演者調整中）  

→ 自治体 DX関連の講演 

「自治体 DX手順書・計画の解説と、各自治体における取組み等 

（予定）」 

・民間企業 2社（県から打診） → ①DX人材の育成  ②未定 

開催方法、詳細の講演内容については、引き続き県担当者様と連携 

の上対応を進める。検討していきたい。 

・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．視察ツアーについて  

                    今年度の開催は原則「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？という意見もあり検討は進める方針。感染の状況や視 

察先の受け入れ体制等、引き続き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。 

                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 9/9（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７月 9日（金）16：00～17：00 

[開催場所]  CHISA事務局&ZOOM ONLINE併用 

[議  題]  ・ＣＨＩＳＡジャーナル 2021総会号原稿読み合わせ確認 

                      ・印刷及び納品スケジュールの確認 

 

            7月 20日に CHISA事務局に納品しました。 

               新型コロナウィルスによるイベント等の自粛が昨年 1年で済むと思って 

         いましたがワクチン種が進んでも収束の目途が立たず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。 

                    

[出 席 者] 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㈱ 白井、 

ワタナベメディアプロダクツ㈱ 保坂＆大庭 

事務局 鈴木、公益情報システム㈱ 藤崎 

 

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。 

３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 

・「T024 Amazon Web Service 基礎」は申込人数が定員を超えており追加 

開催を検討したが、追加開催はせず当初の計画日程のみを開催すること 

とした。 

・募集の結果、7月は 1コース「H001：ストレスマネジメント」を開催した。 

・9月は 2コースを開催予定であったが「T015：VB.net基礎」は人数が少 

ないため中止、「H005：アンガーマネジメント」は開催とした。 

・その他の 10月以降の 14コースについては引き続き募集を行う。  



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、開催可否を次回 

部会 9/10に検討する。 

Ｃ．2021年度一般社会人向け事業検討 

        ・卒論発表会同様、開催可否を次回部会 9/10に検討する。 

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。 

≪ 令和３年６月１６日 第２回コンソーシアム部会 ≫ 

１．出席者   松井一登、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） 

                 佐久間満、高橋秀喜、鎌田辰朗、泉和弘、古手純也、 

滑川匡（以上リモート参加） 

２．日 時   令和３年６月１６日（水） １６：００～１６：４０ 

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）令和３年度第１回理事会（令和３年５月１９日開催）報告 

（２）行事計画進捗等について 

５．議事内容 

（1）第１回理事会議事内容報告 

理事会議事録をもとに説明 

（2）令和３年度行事計画について   

➀フットサル大会、野球大会、ソフトボール大会・ゴルフ会 

について 

                            新型コロナ感染の収束が現状では見通せず、フットサル・ 

野球・ソフトボール大会開催は人が集まり密の状態となる 

ことから、現実的に開催は難しいのではないか。 

ゴルフ会は、当日は受付とプレーだけで、懇親会・表彰式 

等は開催せず、後日賞品だけを送付するスタイルで検討する。 

 

 



➁CHISAビジネス交流会（令和３年１１月開催予定） 

                          現在までの検討状況・・開催日は令和３年１１月１６日（火） 

（前日は作業日とする。） 

                          開催の形態・・・オンライン形式＋サテライト会場での展示 

（千葉商工会議所ホール） 

（今後のコロナの状況により変更もある） 

                       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 

・コロナの影響で、リアルイベント（２０１８年と同じ方式） 

が実行できなくなった場合でも、オンラインによるイベン 

トが実施出来るように事前準備する。 

・セミナー内容、講師などについては実行委員会セミナー企 

画担当で検討 

・委託会社の選定については、委託案を作成し実行委員会に 

 て検討後、委託会社数社に見積等を依頼、その内容を基に 

最終委託会社を選定する。 

・コンソーシアム部会では、実行委員会に松井・齋藤（広報・ 

集客）と青柳（セミナー企画）がリーダー等として参加。 

部会員には色々なアイデアをどんどん出してほしい。 

・広報・集客チームでは、広報手段、集客ツールの検討、概 

 算費用の算定を行う。 

・セミナー企画チームではオンラインイベント検討、セミナ 

 ーの内容や講師検討、セミナー以外のイベントを検討して 

いく。  

・以上について、６・７・８月（２回）に実行委員会をリモ 

 ートで開催。今後は開催頻度を上げていく。 

                        ➂その他 営業職向け情報交換会、他都県協会との情報交換会 等 

                          秋には CHISAビジネス交流会があるため、その後の開催を検 

              討していく。 

★意見 

                       ➀昨年の CHISAビジネス交流会では、オンラインでの出店企業のコ 

ンテンツ作成について、かなり難易度が高く長時間かかってしまっ 

た。 

 

 

 



本年度については少し早めに作成方法のセミナーなどを開くこと 

を検討して欲しい。 

                            →昨今のオンラインセミナーでは、参加企業の一覧表から選 

 んで入っていくと、その企業がパワーポイント等で作成し 

た資料を見ることが出来るものがあり、作成も簡単である。

検討してはどうか、との意見があった。 

                     ➁集客については、昨年度は開始が遅かった。また、チラシを撒くこ 

             とが出来ない会社もあるので、PDFやデータベースでチラシを作成し、 

それを各参加企業がメールで顧客に送れば、周知することが簡単に 

できるのではないか。 

         →広報・集客チームで検討し、早くから活動できるようにして 

まいります。 

                                    

（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。 

Ａ．公財ＪＫＡ（競輪振興法人）の補助金利用について 

・要旨 

          標記法人の補助金を利用しコロナ感染症拡大防止強化のため、機器導入 

         を進めていますので報告します。（導入予定機器、下記のとおり） 

        ・導入機器（税込） 

          ・空気清浄機   １台  １０１，２００円（事務局に常設） 

          ・サーマルカメラ ２台 ＠２７８，３００円（同。他１台は持出使用） 

                   合計   ６５７,８００円 

        ・説明 

           同法人では、「新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染防止のため 

の物資の整備事業」で、団体法人向けに補助金支援を行っており、申請 

採択の場合、当協会は費用負担０円で感染予防用の機器導入が可能。 

                ただし、同法人ＰＲのため下記が受入条件となる。 

                   ①当協会ＨＰに同法人のＰＲバナーを５年間掲載 

                   ②購入物件に同法人の標識シールを添付 

                   ③本件実施内容、成果の公表  

                     （例）・同法人の補助金支援を受け物品導入した旨を、 

当協会ＨＰ・チサジャーナルに掲載 

                        ・利用状況の記事、写真をチサジャーナルに掲載 

                        ・事前計画、自己評価の実施（２月以内、翌年度中） 

 



     Ｂ. ＮＰＯ法人ちば経営応援隊受託事業への協力継続（２年目） 

      ・同法人から、新たに、茨城県、長野県を加えた事業を実施するので、昨年、 

先行実施した千葉県で、支援に協力した当協会に対し連絡会委員派遣要請 

があったので、次年度の引き続き協力することとした。 

         Ｃ.関連団体動向 

          ・ＡＮＩＡ事務局会議（８/１９） 

        ・全国大会 京都（１１/４）  対面開催の有無を検討中（コロナのため） 

                  ※本件、その後、オンライン開催とすることが決定。 

・会員拡大、年会費取扱案の策定（理事会提出予定） 

     Ｄ．県、受託業務の実施状況報告（８月末時点） 

・令和３年度「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）」の事業別の実施状況は以下のとおりです。        

①ＩＯＴ・ＡＩ等活用セミナーの開催 

当協会が主催する「第３回千葉県中小企業ビジネス交流会 

『千葉県ＩＴ－ＥＸＰＯ２０２１』」として開催       

・開催日    令和３年１１月１６日 

・開催内容   昨年と同様内容 

・開催方法等  詳細、検討中。 

②ＩｏＴ実習講座の開催（オンライン方式。申込：当協会ＨＰ経由） 

                    ・９/２１、１０／１９、１１/１７で設定 

③ＡＩ体験型実習講座の開催（オンライン方式。申込：当協会ＨＰ経由） 

・１０/６－７、１２／７―８で設定 

               ④専門家派遣による支援  

・実施件数      ３件 

                ⑤ＩｏＴ等ワンストップ窓口の設置 

・当協会ＨP経由で取扱中。 

⑥ＡＩ集中支援 

・進展なし。 

                                      以上                                                                         


