
 協会だより（'22．10）  

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 27日（金） 第１回メトロエリア事務局会議 

6月 29日（水） 産学官連携会議 

7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４回） 

7月 6日（水） 高度ポリテックセンター運営協議会② 

7月 7日（木） ＡＮＩＡ総会 

7月 13日（水） ＩＴコーディネータ連携会議 

7月 27日（水） 地域ＩT運営協議会 

8月 3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 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６回） 

9月 15日（木） ＡＮＩＡ事務局会議 

10月 5 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 12 日（水） 県、スマート化推進会議 

10月 12 日（水） 第３回理事会 

（※内容、後掲。） 

 

 

 



行事予定 

11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８回） 

11月 15 日（火） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会（第４回） 

11月 17 日（木） ＡＮＩＡ理事会、全国大会（京都） 

11月 22 日（火） 第２回メトロエリア事務局会議 

11月 25 日（金） 第２２回メトロエリア・グリーン会 

12月  7日（水） 高度ポリテックセンター運営協議会③） 

12月 14 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９回） 

12月 14 日（水） 部会長会議（第１回） 

12月 14 日（水） 第４回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

12月 14 日（水） 役員忘年会 

1月 27日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

2月 6日（月） 合同企業説明会① 

2月 21日（火） 合同企業説明会② 

3月 8日（水） 第５回理事会：ＷＢＧマリブウエスト４階会議室 

3月 10日（金） メトロエリア幹部会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４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４年１０月１２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令和５年賀詞交歓会の開催について 

（２）職務執行状況の報告 

    ①会員動向 

②月次決算状況 

（３）部会報告(※詳細、後述。) 

   ①部会報告    

   ②事務局報告     

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

 

【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５年賀詞交歓会の開催について 

本件は新型コロナウイルスの感染懸念が払拭できない状況下において、 

当協会新春賀詞交歓の取り扱いについて審議され、結論として、担当部会 

で決議・提示された内容⇒【新年挨拶を目的とした会合。来賓を招き、食事 

提供なし、清涼飲料のみ提供。】のとおり実施することが承認されました。 

 

  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 

    本年１０月１日時点での会員数は、１０９社（正８８、賛助２１）で、入退 

会企業の詳細について報告がありました。 

（２）月次決算状況 

    本年９月末時点の月次決算状況について説明があり、会費収入が当初予算に 

到達できていない収支状況のため、引き続き会員増強により会費収入アップを 

図って行きたいのでの協力願いたいとの要請がありました。 

 



３．部会報告 

（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、2022 年度「第４回千葉県中小企業向けビジネス交流会」を下記の 

通り実施予定。 

【開催日時】2022 年 11 月 15 日（火）10 時～17 時 

        【開催形式】オンライン配信と対面方式の併用 

        【開催場所】千葉銀行本店 ３階大ホール  千葉市中央区千葉港１－２ 

 

１．検討会を月１回実施 

（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、船橋情報 河内様、 

首都圏ビジネス開発 荒川様、ミツイワ 山内様、 

ジーウェイブ 吉田、町田 CHISA 鈴木事務局長、 

吉田会長→宮城会長（オブザーバ） 

２．検討会の状況 

（１）今年度ビジネス交流会の特徴 

        ・ちばぎん総研様にコンサル／企画運営を委託し実行。 

・全体総括は、昨年同様に、NTT 東日本様（武本様他）で強力に 

推進。 

        ・バーチャル空間 oVice でのオンライン展示、商品紹介を実施。 

           ・千葉県 ICT 利活用フォーラム（仮）と同時開催 

（２）出展申込／集客目標 

           ・後援７団体、協賛４社、出展１４社（10/11 日現在） 

           ・目標 →出展２５社、会場来場者３００名、 

オンライン視聴者５００名 

           ・出展の再募集とお願い、当日の来場、オンライン視聴のお願いが 

必要 

（３）課題 

・収支（予算３５０万円程度）が合うか、赤字にならないか→昨年 

より縮小 

    ・検討実施体制／実施方法等は継続検討 



  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（部会：１０／１１） 

１．合同企業説明会の開催について 

         ・開催方法 ：対面式。２回に分けで開催。(募集中～10/17) 

         ・開催日  ：①令和５年２月  ６日（月）⇒１５ブース（応募状況１３） 

②        ２月２１日（火）⇒２０ブース（同１０） 

         ・会 場  ：アパホテル&リゾート＜東京ベイ幕張＞  ※前年２６社 

         ・開催時間 ：１３：００～１７：００        

       ２．東邦大学キャリアセンターの「企業案内」取扱状況について 

               ・要請に基づき提供した資料の取扱状況報告（会員企業１４社が提出） 

           ⇒同校、資料室にまとめてファイリング、活用されている。        

       ３．千葉県大学就職指導会との連携について 

①会員企業リストの提出範囲について 

⇒２３年３月４日（土）、幕張メッセ国際会議場で開催予定の就 

  職イベント（対面式説明会、２４卒）開催案内用として提供する 

企業リストの対象範囲を検討 

        ②会員企業向け新春賀詞交歓会案内の出状先について 

          ⇒２３年１月１２日（木）、ニューオータニ幕張で開催（人事担当 

           者向け、例年３００社程度参加。有料）する開催案内用として提供 

           する企業リストの対象範囲を検討 

 

         ※結論：①、②とも、「合同説明会参加企業」を対象として参加希望の 

調査を行い、１０月末迄に、企業リストを先方へ連絡する。 

       ４．人材確保等支援事業の取り扱いについて 

         ⇒令和６年度の１年間限りであるが、助成事業実施の見通しが立った 

ので活動をおこなう。 

なお、令和５年度は、その準備期間と位置づけ「研究会を設置」し 

活動する。                  

       ５．会員企業懇親会の取り扱いについて 

        ・中止する。 

・理由：会場でソーシャルディスタンス確保が難しい。 

 

 

 

 



      ６．賀詞交歓会の開催方法について 

         ※結論：対面式で実施することとしたが、感染懸念が払拭できないため、 

別紙（※省略）提案の食事＋アルコール」提供を止めて、 

 

【清涼飲料のみ提供＋来賓招待】の形式とし、参加者の相互挨拶 

 を目的とした会合にする。 

なお、会食の代わりに、「焼菓子持ち帰り」を行う。 

  （講演会、イベントは実施しない。）        

   

       ７．その他  

         ⇒特記事項なし。  

※次回部会 

・開催日時 令和４年１２月１３日（火）１６：００～１７：００ 

 

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。 

〇部会開催報告  

    本年度第 3回部会を 9/15（木）に事務局/Zoomにて開催（参加者 8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/ちばDX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 

〇個別事業について 

３．ビジネス交流会/ちば DXフォーラムについて 

11月に開催のビジネス交流会検討委員会に参加している。 

ちば DXフォーラムについて、従来通り共催の形式での開催となる。 

県の所管部門である総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課（新設） 

と連携し、開催内容等の協議を進めている。 

 

開催テーマは「デジタルインフラの整備」。講演は以下を予定している 

（10/11現在）。 

講演１「デジタル田園都市国家インフラ整備計画について」  

講師：総務省 総合通信基盤局 事業政策課 ブロード 

バンド整備推進室課長補佐 尾崎 翔一 氏 

 



講演２「デジタルインフラの最新動向について」 

講師：東日本電信電話株式会社  千葉支店 副支店長 

斉藤 公明 氏 

講演３「社会課題の解決を支える富士通の Computing as a Service」 

講師：富士通株式会社 Uvance Core Technology本部  

CaaSStrategyOffice  

HPCサービス開発部 部長 井上  晃  氏 

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。 

        ・開催が可能な方法を模索していく。東京湾視察（案）等も検討中。 

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。 

         スマートシティ関連の見学等の案が挙がっており、今後議論を深めたい。 

※次回部会は 11/11（金）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 4 年 6月 27日（月）15：00～17：00 （第 2 回目） 

[開催場所]  公益情報システム㈱ 会議室 & ONLINE 

[議  題] CHISA ジャーナル 2022 総会号発行に関する編集会議 

①掲載原稿の確認 

②納期スケジュールの確認  7 月 20 日頃予定                    

[出 席 者] 会場：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㈱ 中島、㈱エイピス 田中、 

公益情報システム㈱ 藤崎 

ONLINE：㈱システムイオ 桑原、 事務局 鈴木 

 

＊総会号は予定通り 7 月 20 日に事務局に納品されました。 

[開催日時] 令和 4 年 9 月 14 日（水）16：00～17：00 （第 3 回目） 

[開催日時] CHISA 事務局＆ONLINE 

[議  題] CHISA ジャーナル 2023 新年号発行に関する編集会議 

①掲載記事の検討 

②表紙、ページ割について 

③その他 

[出 席 者] 会場：デザインパレット 竹下、㈱エイピス 田中、 

ワタナベメディア 中 島、事務局 鈴木、公益情報システム㈱ 

藤崎 忠夫 

             ONLINE：㈱システムイオ 桑原、CCS 市橋、㈱ベイキューブ 

 伏見 

             特別参加：ワタナベメディア 保坂社長 



 

           ＊次回は 11 月下旬か 12 月初旬予定  

  

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 11月 9日。 

（１）2022年度 CHISAオーダー研修状況 

・22年度は 22コースを企画したが、申込みの少ない 10コースを 

中止とし、残りの 12コースで開催。 

   → 9 月末時点で以下の 3コースを終了した。 

      1)「T001 Excel Step by Step 研修」 

                   2)「T014 Amazon Web Service基礎研修」 

                   3)「H001 SEのためのロジカルライティング」 

（２）2022年度新技術調査研究会 

・開催条件を「オンライン形式」、「3社以上かつ 10名以上の参加」 

として参加者を募集。→ 6 社 16名の参加希望があり開催を決定した 

・7/8に全体初回ミーティングを実施。 

・現在は 4チームに分かれ以下のテーマで活動中 

              Ａチーム：ウェアラブル端末/IoB（Internet of Bodies /  

Internet of Behavior） 

              Ｂチーム：ゼロトラスト/SASE（Secure Access Service Edge: 

サシー） 

              Ｃチーム：メタバース 

              Ｄチーム：自動運転 

・11月 9日に各チームリーダによる中間報告会を実施する。 

・2月下旬に発表会を開催予定。 



（３）2022年度卒論発表会 

・11月初旬に学校側に対して、参加可能性やコロナの影響度、懸念事項 

 等についてヒアリングを実施予定。 

             → 開催可否の判断材料として検討を行う 

（４）一般社会人向け事業 

  ・対面での「親子ロボット研修」の開催を前提に検討を重ねてきたが、 

以下の事由により今年度の開催は見送りとした。 

             1) 一般参加者が対象のため参加募集に時間を要する 

2) コロナ禍において小学生を現地集合させることに抵抗がある 

3) 講師が複数人必要なため手配に手間がかかる 

4) 学習機材の原価が高騰している 

（５）その他 

・ちばぎんコンピューターサービス様のご担当者が宮崎様から石毛様に 

交代となった。 

 

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４年９月２１日 第３回コンソーシアム部会 ≫ 

１．出席者 

         松井、佐久間、鎌田、川口、伊原、和田、青柳、鈴木事務局長 

（CHISA会議室にて参加） 

        高橋、齋藤 （リモートにて参加） 

２．日 時 

          令和 4年 9月 21日（水）  15：55 ～ 16：50 

３．場 所 

          WBGマリブイースト２１F CHISA事務局内会議室 および WEBにて 

 

 

 



４．議 題 

（1）令和４年度事業計画進捗について 

➀ビジネス交流会 

・2022年 11月 15日（火）千葉銀行本店大ホール及びオンライン 

にて開催の予定、現在実行検討委員による会議を実施、準備を 

行っている状況。 

・テーマ「集まれば千葉のエンジン 千葉県 IT－EXPO2022  

第 4回 千葉県中小企業向けビジネス交流会」 

・基調講演 スカパーJSAT 

「身近になった宇宙のいま スカパーJSATの宇宙事業への 

取組み（仮題）」  

           ・パネルディスカッション 

              「新たなチャレンジ ～ITを使った業務改革、価値創造～」 

4社参加予定 

             ・会場展示…各社による展示、パネル展示（今回新設）。 

コンソーシアム部会からの提案により、ITに関する 

各種助成金の説明の為、県のブースも出展すること 

となった。 

オンライン展示（OVICE利用のバーチャル展示）の 

説明も実施 

・同時に県が「ちば DXフォーラム」を開催し講演・オンライン 

 配 信も行う 

             ・なるべく多くの会員に参加して欲しい旨要請。また協賛企業の 

              募集も同時に行っており、9月 7日に文書で CHISA加盟企業に 

案内兼申込書を送付した。 

            ➁各種ゴルフ大会開催について      

             ・異業種交流ゴルフコンペ 

               9月 28日（水）に、ロッテ皆吉台 CCにて開催。参加 28名 

             ・メトロエリア ゴルフ会（本年度は CHISAが幹事） 

               2022年 11月 25日（金）に、東急 700GC（西コース）にて 

開催の予定 

             ・CHISA ゴルフ会   2023年 2月～3月を計画 

 

 

 

 



          ➂その他 

             ・本年度はコロナ感染症拡大の為、フットサル、ソフトボール 

大会の開催が出来なかったが、来年度はどうするか検討。 

会員各社とも社内のスポーツ活動はコロナの為低迷しており、 

仮に開催する場合の参加希望についてアンケートを実施し、 

改めて開催について検討することとした。 

             ・次回コンソーシアム部会開催日が、11 月 16日とビジネス交 

流会開催日の翌日であり、結果の分析もできないことから、 

日程を変更すべきとの意見があり、協議の結果 11月 29日 

（火）に開催日を変更することとした。 

（部会会員には別途連絡する） 

            ・同日に、コロナ対策を徹底したうえで、コンソーシアム部会 

忘年会を開催する予定。 

                                    

（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。 

１．ＮＰＯ法人「ＩＴＣちば経営応援隊」活動事業への協力継続について 

     （１）協力要請の経緯 

         ＮＰＯ法人ＩＴＣちば経営応援隊（千葉県を地盤とするＩＴコーデ 

ィネーター５４名で組織）では、昨年迄、経産省の「中小企業サイバ 

ーセキュリティ促進事業」を受託し、当協会も連絡委員（船橋情報 

ビジネス専門学校の稲垣氏）を派遣し協力してきた。 

（２）今回の協力内容について 

       本件受託事業は昨年度で終了となったが、同団体では、経産省と協力 

し、千葉県内中小企業の情報セキュリティ対策を支援する「千葉県地域 

ＳＥＣＵＮＩＴＹ事務局」を立ち上げ、当協会へ引き続き連絡委員派遣 

を要請してきた。 

当協会は、本事業への参画メリットがあり、稲垣氏からの了承を得られ 

たので、引き続き同氏を連絡委員に委嘱し協力を継続している。 

（第１回連絡会議は８/２９終了。参加：官公庁・金融機関等１４団体） 

 

 

 

 

 

 



２．関連団体動向 

（１）メトロエリア 

Ａ．事務局会議（６/２７、オンライン） 

         ①会議参加者 １０団体１６名 

          ・正会員 東京、神奈川、埼玉、山梨、福島、千葉 ６団体１２名 

・オブザーバ 秋田、愛知、浜松、四国 ４団体４名 

         ②会議内容 

          ・人事異動関係 

            ・会長交代   ・山梨  長坂 正彦 氏 

・千葉  宮城 和彦 氏 

            ・事務局関係  ・埼玉  専務理事  横堀 伸也 氏 

                    ・山梨  事務局長  有泉 一廣 氏 

         ③総会対面方式の実施状況 

          ・東京   開催、懇親会は立食。 

             ・神奈川  開催、懇親会は着席形式。（コース料理） 

・埼玉   開催、懇親会中止。 

・山梨   開催、懇親会は中止（お弁当配付） 

・福島   開催、懇親会中止。 

・千葉   開催、懇親会中止。 

・秋田   開催、セミナー、懇親会実施 

・愛知   開催、講演会実施、懇親会なし。 

Ｂ．今後の予定 

①第２回事務局会議（１１/２２） 

         ②メトロエリアグリーン会（１１/２５） 

・会場  東急セブンハンドレッドクラブ 

・団体別参加人数  東京：１０、神奈川：９、埼玉：１０、 

山梨： ７、（福島：０）、千葉：１２  

（計５団体、４８名） 

・参加費 ＠４千円へ変更（当初予定：６千円） 

      ※賞品代に充当。パーティ開催時の費用は各人負担と変更。 

③メトロエリア幹部会議（３/１０） 

 

 

 

 

 



   （２）ＡＮＩＡ 

Ａ.事務局会議（９/１５）  

   ・参加者  １６団体１７名（オンライン） 

   ・内容 

     ・Ｒ４年度 全国大会 １１月１７日京都で開催 

       ・当日のスケジュール 

・ＡＭ：事務局会議、理事会 

         ・ＰＭ：式典、連合会表彰（※）、講演会、懇親会 

                 （※優秀経営、優秀役職員表彰他） 

     ・情報交換（各情産協の活動状況、コロナ対応他） 

         ・愛媛：ＷＥＢ中心の会合を実施 

        ・福岡：ハイブリッド形式。懇親会は対面式。 

        ・広島：総合展２０２２を対面式で実施 

        ・岐阜：会議、イベント、懇親会とも対面式 

        ・京都：対面とＷＥＢは半々。ＷＥＢは発言者に偏りあり 

        ・長崎：４回接種者も感染 

      ・翌年以降の全国大会開催予定地 

        ・Ｒ５：福岡、Ｒ６：山梨 

３．主要行事予定 

  （１）１１月１５日（火） 第３回千葉県内中小企業向けビジネス交流会 

                ・会場  千葉銀行本店第ホール 

（２）１１月１７日（木） ＡＮＩＡ全国大会 リアル開催決定（京都） 

（３）１１月２５日（金） メトロエリアグリーン会 

（４）１２月１４日（水） 第４回理事会、部会長会議、役員忘年会 

（５） １月２７日（金） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

（６） ３月 ８日（水） 第５回理事会 

（７） ３月１０日（金） メトロエリア幹部会議                                      

以上                                                                         


