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　会員の皆様には、日頃より当協会活動にご支援・ご協力いただきまして、誠にあり
がとうございます。
　新型コロナウィルス感染防止対策の切り札となるワクチン接種が始まり、現在
接種のペースは急速に進んでいます。今後、前向きな経済活動へ移行していける
環境になっていくことを強く期待しております。
　さて、企業の決算を見ていきますと「業種間の格差が鮮明にでている」こと、
「同業種の中でも格差が広がっている」ことが特徴ではないでしょうか。
　今までどおりの方法が通じない世の中になってきており、変化に迅速に対応する
ことがより必要になってきていると思います。最高益を出している企業の対応を
参考に、取り入れるものがないかを考えることも必要ではないでしょうか。
　企業活動もウェブが中心となり、テレワーク・ウェブ会議・オンライン面接等が
日常になってきています。時代は我々IT業界に追い風です。省力化・効率化につ
ながる商品を世間にアピールしてもらえればと思っております。そのような環境下、
今年も11月に３回目を迎える「ビジネス交流会」を開催します。協会の目玉の行事
となっていますので、ぜひ期待してください。
　協会としましては「集まれば千葉のエンジン」をスローガンに「今こそ社会の期待
に応えられる活動」を行ってまいりたいと考えています。
　引き続き会員の皆様とともに業界並びに地域の発展に向けて諸活動を展開し
皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、ご支援・ご協力をお願いいたします。

　私は協会発足時より副会長を務め、今年で20年余りになります。思えば31歳で
会社を興し、技術者と一緒になって育てられる会社、システム作りが楽しくてしょう
がない人の集団を作りたいと言う信念のもと、全て自分で役所を回り会社作りにこ
だわりました。この時の経験は協会を作る時に大変役に立ちました。
　当時は東京、埼玉、神奈川のサービス産業協会はありましたが、千葉にはまだあ
りませんでした。千葉にも協会を作り、県とのつながりを深め全国と情報を共有し
ないと発展は見込めない、個々の会社では出来ないことも協会の活動を通してな
らば業界が盛り上がって行くのではないかと考えました。
　協会を立ち上げる時も、県庁に何度も出向き千葉銀行の頭取にも会いに行き発
足に向けて奔走しました。平成１３年に千葉県知事より「社団法人」の認可を受け、
平成25年には「公益社団法人」として認定を受けました。その後は他県の協会を
回り交流を深め切磋琢磨しながら情報サービスを展開してきました。
　ITに詳しい新知事のもとコロナ禍の今でこそ、地域性のある新しいものを出し
ていくべきで、その為にはもっと市町村と密接な関係を保ち協力していかなけれ
ばならないと思います。
　CHISAの会員企業には何をしたいのか、目標を持って狭く深く追及し元気の良
い千葉にして欲しいと願います。
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４月 ２日 実践型新入社員研修開講式
４月１４日 コンソーシアム部会
４月１５日 千葉県内中小企業向けビジネス
 交流会検討委員会（第１回）
４月１９日 会計監査
４月２２日 ＡＮＩＡ理事会
４月２８日 千葉県内中小企業向けビジネス
 交流会検討委員会（第２回）
５月１２日 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）
５月１２日 広報部会
５月１３日 コンソーシアム部会
５月１４日 教育技術部会
５月１８日 総務福利厚生部会
５月１９日 理事会（第１回）
６月１６日 コンソーシアム部会
６月１８日 ＣＨＩＳＡ定時総会
６月１８日 理事会（第２回）
６月３０日 高度ポリテクセンター運営協議会
９月 ８日 理事会（第３回）
１１月 ４日 ＡＮＩＡ全国大会
11月１０日 理事会（第４回）

11月１０日 会員企業懇親会
１１月１６日 千葉県内中小企業向け
 ビジネス交流会
 （サテライト併設予定）
１２月 ８日 部会長会議（第１回）
１２月 ８日 理事会（第５回）
１２月 ８日 役員忘年会
１月２８日 ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会
２月１６日 コンソーシアム部会
３月 ９日 理事会（第６回）

令和3年度主要行事

広報部会開催風景

　CHISAジャーナル読者の皆様、
東京オリンピック、パラリンピック
の開催が近づいてまいりましたが、
皆様はどのようなお気持ちでこの
平和の祭典をお待ちでしょうか？
　さて、CHISAとしては昨年以上
にイベントが中止となっております
が、そんな中でも総会は昨年同様
に縮小はされましたが無事開催さ
れました。他にイベントとして掲載
出来るものは合同企業説明会のみ。
そんなこともあり、ここは千葉の重鎮
である武次副会長の熱い思いを
語っていただこうということとなり
ました。「コロナ禍、元気のある協会
になろう」武次副会長らしい素敵な
言葉だと思います。そして、広報部
会の新メンバーと卒業メンバーの
紹介もさせていただきました。
　広報部会では皆様からのご意見
等を募集しております。是非、
CHISA事務局までお寄せいただ
ければ幸いです。

広報部会長　藤﨑　忠夫

編 集 後 記

CHISA Journal  4

Chiba Information Service Industry Association

 

IＮＤＥＸ
会長挨拶　1
コロナ禍、元気のある協会になろう　1
令和3年度定時総会　2
合同企業説明会、「対面方式」で開催！！　3
広報部会メンバー紹介　4
INFORMATION　4
編集後記　4

Chiba Information Service Industry Association 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会広報誌”CHISA Journal”VOL.45 　2021.7月発行 

編集・発行／公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

〒261-7121　千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト21F
TEL. 043-212-2755  FAX. 043-212-2756
 URL http://www.chisa.gr.jp/ E-Mail info@chisa.gr.jp

VOL.45新メンバー紹介　ようこそ！ お疲れ様！新メンバー紹介　ようこそ！ お疲れ様！

～ いろいろ聞いちゃいまいした by Fujisaki ～

広 報 部 会 メンバー紹介 vol.1

　自分を成長させたい、大きな仕
事をしたいと1998年に株式会社
システムイオに転職。何と2015年
からミャンマーに赴任してお仕事を
されていました。ミャンマーが政治
混乱となったため今年3月に帰国。
　休日は奥様と愛犬（ジャックラッ
セルテリア）を連れて公園を散歩す
るのが趣味というドラマのような生
活。またミャンマーで美味しい日本
食を食べる機会もなかったことか
ら、今は美味しいものを食べること
も趣味となっているそうです。

桑原 智成さん
㈱システムイオ

取締役

　新しく入った仲間もいますが、そ
れと同時に卒業していくメンバー
もいます。2年前に加入し、今回の
メンバー交代で卒業していきます。
　広報部会の癒し系的存在だった
保坂さんには、総会や賀詞交歓会、
MITホールディングス様の上場記
事などを担当していただきました。
　今後もお身体に気をつけてくだ
さい、お仕事で活躍されることを
願っています。お疲れ様でした。

保坂 毅さん
ちばぎんコンピューターサービス㈱

経営企画部
課長代理

 33年前に実家のある千葉に戻る
かたちでCCSへ転職。ちなみに前
職は長野の安曇野で精密機器メー
カーで働いていたそうです。
　坂本龍馬を尊敬するという武士
の精神をもっています。人生で思
い出に残っていることは2度の出産
に立ち会ったことだそうです。家族
を大切にしているんですね。休日は
地元のバドミントンクラブに参加し
たり買い物をして過ごすという意
外な一面も！

白井 浩之さん
ちばぎんコンピューターサービス㈱

経営企画部
マネージャー
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公益社団法人千葉県情報サービス産業協会 広報誌

　令和３年の「CHISA合同企業説明会」は、万全の新型コロナウイルス感染対策を
行い、学生との直接対話ができる「対面方式」で開催しました。　
（※感染対策の主な内容は別項のとおり。なお、会場閉鎖等で対面方式ができない
場合を考慮し、オンライン方式も準備しました。）

①三密防止のため、出展企業数を例年の半数に抑制。
②出展希望企業を２分割し、２日に分けて開催。
③開催日当日は、会場入口に消毒用アルコールを準備。
④併せて、体温測定器を設置し入場者全員の体温チェックを実施。
⑤個別ブース間の仕切りは、高さのあるパネルを設置。

⑥出展企業説明者と学生用椅子の間は、飛沫防止用仕切りビニールを設置。
⑦出展企業説明者はフェイスシールドを着用し、仕切りビニール内側で専用小型
　マイク使用し説明することを義務化。
⑧学生はマスク着用。ブース毎の来訪者用椅子は６脚に制限。立ち見傍聴を禁止。

・毎年、参加学生数が減少傾向にあると聞いていたが、当日の学生参加数は多かった。
・前年迄は、ブースへ来訪する学生が数える程だったが、当日は来訪者が途切れることなく、また、じっくりと腰を
落ち着けて説明を聞く学生が多かった。
・感染対策の一環として、ブース毎の来訪者用椅子の設置数が６脚に制限されていたが、待ち行列ができる状態が
続いたので、急遽、説明回数を増やし、各回毎の説明開始時間を手書きで掲示し、学生の待ち時間削減対策を図った。
２回目に参加される企業は、掲示用案内を準備して参加されると良いと思う。
　　　　　　等の声があり、コメントの中にも、今年の参加学生の真摯な態度が見て取れました。

１．開 催 日 時：令和３年２月３日（水）、23日（火）13：00～ 17：00
２．会　　　場：アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉
３．出展企業数：26社（出展企業の社名は、下段の企業別ブース写真に記載）
４．参加学生数：990名

合同企業説明会、「対面方式」で開催！！令和3年度 定時総会
　今年度も新型コロナウイルス感染防止徹底のため、定時総会後の懇親会を中止し、総会の
出席も自粛要請する取り扱いが行われました。
　自粛要請の内容は、正会員の方は、出席者数を30名様程度迄とする(会場定員数の3分の1
以下)。賛助会員の方は原則として出席自粛。来賓の方はご招待せずに、定時総会が開催され
ました。
　総会開催に先立ち、事務局から定足数についての説明があり、当日参加19社と委任状出席
66社の計85社が出席しているため、正会員数92社の過半数となり総会が成立すること。
また、委任状出席については、全員が議長に一任しているとの報告がありました。
　定時総会は、吉田会長が議長となって開会を宣言した後、議案書に沿って審議が行われま
した。議案は、報告事項と審議事項で、前者は「令和2年度事業報告」と「令和3年度事業計画及び収支予算」を報告。
後者は、「役員選任」と「令和2年度収支決算」審議でした。
「事業報告」では、新型コロナ感染拡大防止対策に伴う制約の中、令和2年11月にWeb形式で「ちばIT利活用フォーラム」
と「千葉県内中小企業向けビジネス交流会」が同時開催され実視聴数が好調であったことや令和3年2月に対面式で
開催された「学生向け合同企業説明会」が大変多くの学生が参加して好評であった旨の報告がありました。
　また、千葉県委託事業「中小企業向けスマート化推進事業」を継続受託しその達成状況について説明がありました。
「役員選任」議案は役員全員の任期満了に伴い新たに選任する旨の提案理由説明があり、提案どおり、全役員候補者
が役員として選任されました。この結果、理事18名、監事2名が再任され、シーデーシー情報システム株式会社代表取
締役社長音田昌利氏が新任理事に選任されました。
　なお、水上明美理事、鈴木滋理事のご両名は本総会終了を以って理事を退任される旨の報告がありました。
「令和2年度収支決算」では、決算関係の説明及び監査報告がありました。
以上のような経緯を経て、総会議案は全て原案どおり承認されました。

吉田会長

令和3年度定時総会がホテルポートプラザちばで開催されました。

開催概要

出展企業の声

●ご参考：当日の主な感染対策

開催日別内訳

開催日
（1回目）令和3年2月03日
（2回目）令和3年2月23日

合　計

32社
44社
76社

参加企業
15社
11社
26社

内、CHISA
450名
540名
990名

参加学生数

出展企業別のブース状況

㈱インテックソリューションパワー ㈱エアリー ㈱エー・シー・イー ㈱エニプラ ㈱NID・MI

㈱ケージェーシーソフトウェア㈱京葉情報システム㈱クリップサイト シーデーシー情報システム㈱ ㈱シーネット JFEコムサービス㈱ ㈱システムイオ

大樹生命アイテクノロジー㈱㈱創源㈱システムエグゼ ちばぎんコンピューターサービス㈱ ちば興銀コンピュータソフト㈱ ㈱千葉システムコンサルタント ㈱千葉測器

日本企画㈱ドリームカーゴシステム㈱
（休憩中）

㈱ディー・エス・ケイ
（休憩中）

㈱ビーフィット ㈱ベイキューブシー 三井E&Sシステム技研㈱ ㈱ラムテック

6月18日（金）
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締役社長音田昌利氏が新任理事に選任されました。
　なお、水上明美理事、鈴木滋理事のご両名は本総会終了を以って理事を退任される旨の報告がありました。
「令和2年度収支決算」では、決算関係の説明及び監査報告がありました。
以上のような経緯を経て、総会議案は全て原案どおり承認されました。

吉田会長

令和3年度定時総会がホテルポートプラザちばで開催されました。

開催概要

出展企業の声

●ご参考：当日の主な感染対策

開催日別内訳

開催日
（1回目）令和3年2月03日
（2回目）令和3年2月23日

合　計

32社
44社
76社

参加企業
15社
11社
26社

内、CHISA
450名
540名
990名

参加学生数

出展企業別のブース状況

㈱インテックソリューションパワー ㈱エアリー ㈱エー・シー・イー ㈱エニプラ ㈱NID・MI

㈱ケージェーシーソフトウェア㈱京葉情報システム㈱クリップサイト シーデーシー情報システム㈱ ㈱シーネット JFEコムサービス㈱ ㈱システムイオ

大樹生命アイテクノロジー㈱㈱創源㈱システムエグゼ ちばぎんコンピューターサービス㈱ ちば興銀コンピュータソフト㈱ ㈱千葉システムコンサルタント ㈱千葉測器

日本企画㈱ドリームカーゴシステム㈱
（休憩中）

㈱ディー・エス・ケイ
（休憩中）

㈱ビーフィット ㈱ベイキューブシー 三井E&Sシステム技研㈱ ㈱ラムテック

6月18日（金）
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　会員の皆様には、日頃より当協会活動にご支援・ご協力いただきまして、誠にあり
がとうございます。
　新型コロナウィルス感染防止対策の切り札となるワクチン接種が始まり、現在
接種のペースは急速に進んでいます。今後、前向きな経済活動へ移行していける
環境になっていくことを強く期待しております。
　さて、企業の決算を見ていきますと「業種間の格差が鮮明にでている」こと、
「同業種の中でも格差が広がっている」ことが特徴ではないでしょうか。
　今までどおりの方法が通じない世の中になってきており、変化に迅速に対応する
ことがより必要になってきていると思います。最高益を出している企業の対応を
参考に、取り入れるものがないかを考えることも必要ではないでしょうか。
　企業活動もウェブが中心となり、テレワーク・ウェブ会議・オンライン面接等が
日常になってきています。時代は我々IT業界に追い風です。省力化・効率化につ
ながる商品を世間にアピールしてもらえればと思っております。そのような環境下、
今年も11月に３回目を迎える「ビジネス交流会」を開催します。協会の目玉の行事
となっていますので、ぜひ期待してください。
　協会としましては「集まれば千葉のエンジン」をスローガンに「今こそ社会の期待
に応えられる活動」を行ってまいりたいと考えています。
　引き続き会員の皆様とともに業界並びに地域の発展に向けて諸活動を展開し
皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、ご支援・ご協力をお願いいたします。

　私は協会発足時より副会長を務め、今年で20年余りになります。思えば31歳で
会社を興し、技術者と一緒になって育てられる会社、システム作りが楽しくてしょう
がない人の集団を作りたいと言う信念のもと、全て自分で役所を回り会社作りにこ
だわりました。この時の経験は協会を作る時に大変役に立ちました。
　当時は東京、埼玉、神奈川のサービス産業協会はありましたが、千葉にはまだあ
りませんでした。千葉にも協会を作り、県とのつながりを深め全国と情報を共有し
ないと発展は見込めない、個々の会社では出来ないことも協会の活動を通してな
らば業界が盛り上がって行くのではないかと考えました。
　協会を立ち上げる時も、県庁に何度も出向き千葉銀行の頭取にも会いに行き発
足に向けて奔走しました。平成１３年に千葉県知事より「社団法人」の認可を受け、
平成25年には「公益社団法人」として認定を受けました。その後は他県の協会を
回り交流を深め切磋琢磨しながら情報サービスを展開してきました。
　ITに詳しい新知事のもとコロナ禍の今でこそ、地域性のある新しいものを出し
ていくべきで、その為にはもっと市町村と密接な関係を保ち協力していかなけれ
ばならないと思います。
　CHISAの会員企業には何をしたいのか、目標を持って狭く深く追及し元気の良
い千葉にして欲しいと願います。

会長挨拶

コロナ禍、元気のある協会になろう

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式会社
取締役会長

公益社団法人
千葉県情報サービス産業協会
副会長

武次　靖雄
株式会社エー・シー・イー
代表取締役

I N F O R M A T I 0 N
事 務 局 か ら の お 知 ら せ

４月 ２日 実践型新入社員研修開講式
４月１４日 コンソーシアム部会
４月１５日 千葉県内中小企業向けビジネス
 交流会検討委員会（第１回）
４月１９日 会計監査
４月２２日 ＡＮＩＡ理事会
４月２８日 千葉県内中小企業向けビジネス
 交流会検討委員会（第２回）
５月１２日 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）
５月１２日 広報部会
５月１３日 コンソーシアム部会
５月１４日 教育技術部会
５月１８日 総務福利厚生部会
５月１９日 理事会（第１回）
６月１６日 コンソーシアム部会
６月１８日 ＣＨＩＳＡ定時総会
６月１８日 理事会（第２回）
６月３０日 高度ポリテクセンター運営協議会
９月 ８日 理事会（第３回）
１１月 ４日 ＡＮＩＡ全国大会
11月１０日 理事会（第４回）

11月１０日 会員企業懇親会
１１月１６日 千葉県内中小企業向け
 ビジネス交流会
 （サテライト併設予定）
１２月 ８日 部会長会議（第１回）
１２月 ８日 理事会（第５回）
１２月 ８日 役員忘年会
１月２８日 ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会
２月１６日 コンソーシアム部会
３月 ９日 理事会（第６回）

令和3年度主要行事

広報部会開催風景

　CHISAジャーナル読者の皆様、
東京オリンピック、パラリンピック
の開催が近づいてまいりましたが、
皆様はどのようなお気持ちでこの
平和の祭典をお待ちでしょうか？
　さて、CHISAとしては昨年以上
にイベントが中止となっております
が、そんな中でも総会は昨年同様
に縮小はされましたが無事開催さ
れました。他にイベントとして掲載
出来るものは合同企業説明会のみ。
そんなこともあり、ここは千葉の重鎮
である武次副会長の熱い思いを
語っていただこうということとなり
ました。「コロナ禍、元気のある協会
になろう」武次副会長らしい素敵な
言葉だと思います。そして、広報部
会の新メンバーと卒業メンバーの
紹介もさせていただきました。
　広報部会では皆様からのご意見
等を募集しております。是非、
CHISA事務局までお寄せいただ
ければ幸いです。

広報部会長　藤﨑　忠夫

編 集 後 記
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広 報 部 会 メンバー紹介 vol.1

　自分を成長させたい、大きな仕
事をしたいと1998年に株式会社
システムイオに転職。何と2015年
からミャンマーに赴任してお仕事を
されていました。ミャンマーが政治
混乱となったため今年3月に帰国。
　休日は奥様と愛犬（ジャックラッ
セルテリア）を連れて公園を散歩す
るのが趣味というドラマのような生
活。またミャンマーで美味しい日本
食を食べる機会もなかったことか
ら、今は美味しいものを食べること
も趣味となっているそうです。

桑原 智成さん
㈱システムイオ

取締役

　新しく入った仲間もいますが、そ
れと同時に卒業していくメンバー
もいます。2年前に加入し、今回の
メンバー交代で卒業していきます。
　広報部会の癒し系的存在だった
保坂さんには、総会や賀詞交歓会、
MITホールディングス様の上場記
事などを担当していただきました。
　今後もお身体に気をつけてくだ
さい、お仕事で活躍されることを
願っています。お疲れ様でした。

保坂 毅さん
ちばぎんコンピューターサービス㈱

経営企画部
課長代理

 33年前に実家のある千葉に戻る
かたちでCCSへ転職。ちなみに前
職は長野の安曇野で精密機器メー
カーで働いていたそうです。
　坂本龍馬を尊敬するという武士
の精神をもっています。人生で思
い出に残っていることは2度の出産
に立ち会ったことだそうです。家族
を大切にしているんですね。休日は
地元のバドミントンクラブに参加し
たり買い物をして過ごすという意
外な一面も！

白井 浩之さん
ちばぎんコンピューターサービス㈱

経営企画部
マネージャー


