
 協会だより（'21．12）  

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 

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理事会、全国大会（ＷＥＢ方式） 

          理事会では会員拡大策等が議論され、全国大会では講演会が 

実施されました。 

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） 

          今回は、対面方式とオンライン方式の併用方式で開催され、 

         来場者３００名、視聴者５００名と盛況でした。 

11月 26 日（金） メトロエリア・グリーン会：４９名が参加し開催されました。 

11月 29 日（金） メトロ事務局会議（第２回） 

          加盟している６情産協（東京、神奈川、埼玉、山梨、福島、 

千葉）で構成開催している会議で、各団体の活動状況報告、 

賀詞交歓会の取組等の情報交換等が行われました。 

12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８回） 

          １１月１６日に開催されたビジネス交流会についての意見 

         集約が行われました。 

 



12月  8日（水） 部会長会議（第１回） 

          令和３年度の活動・収支、新年度活動計画等が討議されました。 

12月  8日（水） 第４回理事会：（ＷＥＢ方式）  

（※内容、後掲。） 

 

 

 

行事予定 

1月 28日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会（１５時～１６時） 

3月 9日（水） 第５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４回理事会の内容をお知らせ致します。 

 

               記 

１．日 時 ：令和３年１２月８日（水） １５：３０～１６：３０ 

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令和４年賀詞交歓会の取扱について   

（２）職務執行状況の報告 

   ①入会希望企業取扱報告（R3.10.13持回審議、承認済） 

   ②職務執行状況の報告 

   ③月次決算状況（１１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）令和４年賀詞交歓会の取扱について 

       本件は、令和４年の賀詞交歓会開催可否及び開催内容等の取扱について 

審議され、提案どおり会食なしの形で実施することが承認されました。 

 

  ２．職務執行状況の報告 

   （１）入会希望企業取扱報告（R3.10.13持回審議、承認済） 

          本件は、１０月に入会希望の申出があった企業の取扱いについて、同月 

１３日役員の皆様にお諮りし、ご賛同を得て同企業を１１月１日付で入会 

させたとの報告がありました。 

 

 

 



（２）職務執行状況の報告 

本件は、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、会長、武次副会長、境副会長、 

藤崎専務理事それぞれの令和３年５月から１１月迄の職務執行状況が、資料 

に沿って報告されました。 

別途、出席した会長及び業務執行理事それぞれから、報告事項の補足説明及 

びその他の職務執行状況について報告がありました。 

 

  （３）月次決算状況（１１月末現在） 

本件は、本年１１月までの収支状況が資料に沿って説明されました。 

                          

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

 （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 年度「第３回ビジネス交流会」を取りまとめ、実施しました。 

実施内容は下記。 

【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） 

【実施内容】 

（１）CHISA 主催「第３回千葉県内中小企業向けビジネス交流会」 

     【開催日時】 2021 年 11 月 16 日（火）10:00～17:00 

     【開催形態】 対面方式とオンライン方式の併用（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／千葉県 IT 利活用セミナー 

             ・展示会出展企業１６社、後援７団体、協賛８団体 

・参加者数 来場約３００名、 

オンライン視聴者約５００名 

             ・業務委託先 オンライン対応→オニオン新聞社、 

会場設営→テルウェル東日本 



・収支結果 総事業費用 4,417,860 円 

内訳（出展料 1,485,00 円、協賛金 1,200,000 円、 

協会事業費 1,732,860 円） 

               ・感想→ 集合形式の方が活気があって良い。 

展示企業を増やさないと。 

コロナが落ち着いている時期で良かった。 

継続のためには赤字を減らす必要あり。 

今年は音声やライブ配信が良かった。 

（２）今後の課題 

・次年度検討体制 →企画調査室 or 事業企画部会／ 

コンソーシアム部会 etc 

・次年度実施方法 →リアル／オンライン／ハイブリッド方式 

・その他 →予算規模（協会補填など）、展示企業数 

（費用対効果）、集客方法 

 

  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（１２月部会：１２／７） 

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 

        ・担当者向け事前説明会：１１月１１日（木）に実施済み。 

Ｂ．インターンシップ事業の取扱について 

          ・９月中に参加企業にアンケートを行った結果、現在モリシアホール 

               で実施している「対面式マッチング会」について、「継続希望」と 

「開催取り止め」の意見が拮抗したため、部会で今後の取組方向を 

協議した。（別紙１） 

                ⇒協議の結果、マッチング会は継続するが、その手法を「対面 

方式」から、「オンライン方式」へ変更することにした。 

 

 

 

 

 



Ｃ. 賀詞交歓会の取扱について 

・新型コロナ・ウイルス感染状況が落ち着きを見せきたので、開催の 

可否、開催する場合の開催方法等を協議した。（別紙２） 

⇒協議の結果、賀詞交歓会は開催するが、提案内容の「着座会 

       食」を取り止め、挨拶のみを行う方式に変更する。 

なお、参加者数確保のため、お土産を用意することとした。 

           （変更理由） 

①人数制限は、賀詞交歓会にそぐわない。 

（なるべく、多くの人に出席してもらいたい。） 

              ②多人数の会食会が認められていない企業があり、参加で 

               きない人が出てくる。 

              ③会食会場での、マスクなし会話・人の移動行動の規制が 

     難しくコロナ対策が充分にできない。            

※次回部会 

・開催日時   令和４年３月８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 4回部会を 11/11（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。 

開催主体は、昨年に引き続き千葉県（地域 IT化推進協議会）との 

共催にて、県の事務局（所管）である総務部行政改革推進課と連携し、 

開催準備を行った。 

 

 

 

 



当年度は「DXの推進」をテーマとし、以下の 3講演を実施し、Zoom 

にて配信した。 

                      ①「自治体 DXの推進について」  

総務省 地域力創造グループ 加藤翔太 様 

                      ②「DAへ向けた BPRによるデジタル改善アプローチ」 

         富士通（株） フィールド改革事業部 小林正典 様 

                      ③「行政 DXの考察 ～デジタルが導く well-being」 

    日本電気（株） ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ推進本部 小松正人 様 他 

Zoomでの参加者 144名＋会場視聴者（概算 80名） と、例年と 

比べても参加人数が増加した。 

 

４．視察ツアーについて  

                       引き続きコロナ禍の状況を注視し、開催可能性があれば検討・準備 

を進めることを確認した。 

現状の感染状況の落着きに鑑みれば、開催可能とも考えられるが、 

先々の見通しは難しい為、引き続き検討を継続する。 

 

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。 

                         ・（地域密着型）スポーツと地域創生関連等を視察のテーマ等 

としてはどうか、 

・「ローカル 5G」や「スマートシティ」の先行事例等をテーマ 

としてはどうか  

等の案が挙がっている。今後議論を深めたい。 

次回部会は 1/13（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 9月 17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 2022 新年号掲載記事案検討 

                      ・掲載記事ページ割検討                    

[出 席 者]  デザインパレット 竹下、㈱ベイキューブシー 伏見、 

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 

                     ZOOM 出席 ちばぎんコンピューターサービス㈱ 白井 

 

次回開催は 12 月 10 日（金）16 時～予定しております。 



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。 

５月部会以降：活動状況 次回の部会は 2月 3日。 

      Ａ．2021年度 CHISAオーダー研修検討 

・今年度は 17コースに対して募集実施。現在までの実施状況は以下の通り。 

  ・実施済：8コース 

             ・中止：3コース（申込人数不足の為） 

             ・ 今後実施予定：6コース  

Ｂ．2021年度卒論発表会検討 

       ・オンライン形式での開催ではメリットが十分に期待できないことから、 

対面形式での開催を前提とする。 

（懇親会はなし、今後のコロナの感染状況によっては開催を見送る） 

・開催候補日を 2/24(木) or 2/25(金)として、学校側にアンケートを実施 

する。 

         → 開催条件を「3校以上」かつ「5名以上」の参加とし、年内に判断する。 

・アンケートは例年参加を依頼している 5校(東京情報大学、千葉工業大学、 

東邦大学、日本大学、船橋情報ビジネス専門学校)に対して実施する。 

・開催の場合は次回部会にて、開始時刻、発表時間、役割分担等の詳細を 

検討する。 

Ｃ．2021年度一般社会人向け事業検討 

        ・対面形式での開催を前提として検討を行ってきたが、コロナ禍の状況 

を踏まえ今年度は中止とした。 

Ｄ．その他 

・10月より大原簿記法律専門学校 柏校 様が新たに加盟された。 

 

 

 



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１１月１７日 第４回コンソーシアム部会 ≫ 

１．出席者   松井一登、齋藤明雄、和田光太、近藤誠利、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、鎌田辰朗、泉和弘、青柳誠一、 

岸川幸嗣、滑川匡    （以上リモート参加） 

２．日 時     令和３年１１月１７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）年度事業計画について 

５．議事内容 

（1）年度事業計画について 

➀CHISAビジネス交流会 開催報告 

（２０２１年１１月１６日開催） 

・タイトルは、「集まれば千葉のエンジン 千葉県 IT  

EXPO2021第三回 千葉県内中小企業向け ビジネス交流会」。 

・コンソーシアム部会では、広報と集客を担当。チラシやポス 

ター制作、新聞等への開催に関する記事の掲載依頼、会員に 

よる動員依頼、などの活動を担当した。 

・昨年と同様にコロナ下での開催だが、ビジネス交流会として 

会員相互の交流、接点はぜひ設けたいとの観点から、コロナ 

対策を厳密に実施したうえで、会員企業によるブース展示と 

オンラインによる開催のハイブリッド開催とした。 

・基調講演は、トレンドマイクロ社の 大三川副社長による 

「他人事ではない、サイバー攻撃の実際と対策について」という、 

サイバーセキュリティの重要性や脅威、その対策を講演頂いた。 

・パネルディスカッションは、（株）ジィ・シィ企画、（株）千葉 

測器、東日本電信電話（株）、（株）マイナビ の 4社による、 

「各社それぞれの DX」と題したディスカッションが行われ、 

各社の業務改革などについて、IT化を活用して実施した事例や、 

色々な工夫、効果などを発表頂いた。 

・2時半からは、ちば ICT利活用フォーラムが行われ、4本の講演が 

中継され、会場でも大型スクリーンにより上映された。 



・今回は、会場では CHISA会員 16社の実展示が行われた。 

・オンライン上でも各社の取扱商品や各種システム等が展示され、 

参加企業の様々な商材が展示された。来場した見学者の中には、 

東京等他地域からの同業者の訪問も多く、各社の展示物について 

色々な質問や、商談などもあった。 

・コロナ下で、なかなか難しい環境ではあったが、ビジネス交流会 

として、活発な展示会となった。 

 

➁ゴルフ大会について（２０２２年１月～３月頃予定） 

下見を実施した結果、立野クラシックにて来年３月に実施 

の計画。現時点では日程は確定していないが、３月２３日か 

２４日を予定し、６組程度の規模としたい。立野クラシックは 

アクアラインに近く交通が便利であり、当協会の参加人員にも 

よるが、他協会にも参加を呼び掛けたい。 

 

➂フットサル大会・野球大会、ソフトボール大会について     

               昨今はコロナも下火になったものの、季節的にもこれから 

フットサルや野球大会の募集・開催は難しいのではないかと 

の意見が出て、来期開催に万全を期すこととした。 

 

➃その他  

・忘年会あるいは新年会の開催検討について 

                 本来であればコンソーシアム部会の忘年会を開催する 

予定であったが、コロナの影響で大人数の宴会が出来ない 

ために中止、しかし新年会等が許される状況になったら、 

ぜひ開催を検討することとなった。 

・営業職向け情報交換会、他都県協会との情報交換会 等 

                ビジネス交流会が終わったので、開催を検討することに 

なった。 

 

（２）その他   

               ※次回開催予定日  ２０２２年２月１６日（水） 

１６：００～１７：００（開催方法については別途連絡） 

 

 

                                    



（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）の補助金申請⇒【採択されなかった。】 

         前回理事会で報告した補助金申請は否採用となりました。 

        理由は公表されていませんが、応募多数に伴うものと思われます。 

（ご参考）今回採択総数：２４０件（内、千葉県１０件） 

    

     Ｂ. 新型コロナワクチン職域接種（東京情産協主催） 

        前回理事会で報告した標記職域接種は無事終了。 

接種者総数：３００名。内当協会経由の接種者、５０名（実施月１１月） 

 

         Ｃ.関連団体動向 

            ①メトロ・エリア 

a.事務局会議（Ｗｅｂ会議、６団体１１名参加） １１/２９ 

           ・参加情産協：東京、神奈川、埼玉、山梨、福島、千葉 

           ・内  容 ： 

・各情産協からの活動状況報告 

・メトロエリア・グリーン会、開催結果（１１/２６、参加４９名） 

・幹部会議の取扱（３/１１予定通り、対面着座方式で実施予定） 

         ｂ．賀詞交歓会の取組方針（全情産協とも：実施予定） 

           ・東京:１/２０、通常どおり、立食・アルコール提供。講演会も予定。 

               （立食、アルコールＯＫは、ホテル側からの申出。 

講師：卓球、銅メダリスト 平野氏） 

なお、コロナの状況によっては、理事のみをリアル参加とし、 

他は、オンライン配信へ移行する予定とのこと。 

・神奈川：１／２１開催。１２/1６理事会で審議決定する。 

              検討内容：立食、アルコール付。来賓は各団体１名。 

               （１２/１６、役員忘年会。アルコール着座。５０名。 

                 飛沫防止シートあり。） 

             【※その後の情報】 

・当初予定の鏡開きは中止。飲食なし。挨拶のみ。 

来賓人数制限なし。で検討中とのこと。 

           ・埼玉：１／２１開催。アルコールなし。ソフトドリンクのみ提供。 

１時間程度。食事なしとし、持ち帰り弁当を準備。 

 

 



           ・山梨：１／２５開催。１２/１５決定。 

              例年どおり、立食・アルコール提供。来賓あり。９０～１００ 

名想定。（ホテルからは着座式開催の要請あり。） 

           ・福島：オンライン開催。会長、委員長挨拶。抽選会も実施。来賓なし。 

（対面式との併用実施要請が強く、検討中。） 

             c．Ｒ４年度：当協会が幹事 

             ・メトロエリア・グリーン会、幹部会議、事務局会議の企画運営 

 

       ②メトロ以外の賀詞交歓会取組状況 

             a. 千葉市、千葉商工会議所：  中止 

                 b．ＪＩＳＡ：  中止 

 

       ③ＡＮＩＡ理事会（１１/４、Ｗｅｂ会議。２５名参加） 

        ・議題：正会員拡大等について（詳細、省略） 

 

 

                                   以上                                                                         


