
 協会だより（'22．12）  

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 

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） 第４回千葉県内中小企業向けビジネス交流会 

千葉銀行本店大ホールを会場とし、対面とオンラインの併用 

方式で開催しました。雨天にかかわらず、多くの方々に来場・ 

視聴いただきました。ありがとうございました。 

11月 17 日（木） ＡＮＩＡ理事会、全国大会（京都） 

          ３年ぶりの対面開催となり、全国から多くの方が参加され 

         ました。  

11月 22 日（火） 第２回メトロエリア事務局会議 

          対面とオンラインの併用方式で開催し、オブザーバー参加を 

含め、７団体１２名の参加がありました。 

11月 25 日（金） 第２２回メトロエリア・グリーン会 

          当協会が幹事を務め、東急セブンハンドレットクラブで、５ 

団体４８名が参加し、熱戦が繰り広げられました。 

12月  7日（水） 高度ポリテックセンター運営協議会③ 

12月  7日（水） 千葉県内中小企業向けビジネス交流会振返り検討会 

 



行事予定 

12月 14 日（水） 部会長会議） 

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４回理事会の内容をお知らせ致します。 

 

               記 

１．日 時 ：令和４年１２月１４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会員増強の組織的な取組について 

（２）職務執行状況の報告 

   ①執行役員の職務執行状況報告 

   ②メトロエリア・グリーン会、実施報告 

③部会長会議報告 

   ④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     

   ②事務局報告 

（４）その他 

①県連絡事項 

 

      

 

 

 



【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）会員増強の組織的な取組について 

当初に予定された議案ではありませんが、「令和３年度中８社退会」 

の報告を受け、会員獲得を組織的に実施していく必要性について審議 

が行われました。 

審議の結果、所管部署を「企画調査室」とし、組織を挙げ、積極的に 

会員増強を推進していくことが決議されました。      

 

  ２．職務執行状況の報告 

   （１）執行役員の職務執行状況報告 

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ました。 

報告は、資料に沿って会長、武次副会長、境副会長、藤崎専務理事それ 

ぞれの令和４年４月から１１月迄の職務執行内容についてでした。 

（２）メトロエリア・グリーン会、実施報告 

  本件は、本年１１月２５日に当協会が幹事となって開催した同会の 

 実施内容について報告がありました。 

（３）部会長会議報告 

本件は、本年１１月２５日に当協会が幹事となって開催した同会の 

実施状況についての報告でした。  

 （４）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、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。 

         【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回で実施 

（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．ビジネス交流会の現状と課題 

（１）開催形態としては定型化 

          ・セミナー／パネルディスカッション／展示会／オンライン併用 

・千葉県ちば DX フォーラムとの共同開催 

          ・千葉銀総研様と実行委員会メンバーの実施体制 

（２）継続開催への課題 

             ・実行メンバーの稼働負荷が増大している。限界に近い。 

             ・集客に向けたパワー不足、ノウハウ不足 

             ・CHISA 会員に向けたアピールがより必要。会員満足度向上施策。 

             ・費用対効果（予算３４０万円程度）の見極め 

３．次年度への検討 

    目的／目標／内部検討体制／実行体制（委託含む）／開催方式／ 

外部団体連携 etc   

 

 

 

    

 



  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：１２／１３） 

Ａ．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。 

          ・開催日  ：①令和５年２月  ６日（月）⇒１６社/参加社総数５０社 

②        ２月２１日（火）⇒１０社/ 同 ５０社 

            ・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 

            ・ポスター送付 ：４０校（６７か所） 

       Ｂ．千葉県大学就職指導会イベントについて 

         ・参加希望状況、応募後の動静報告 

         ・就職イベント  令和５年３月 ４日（土）８社希望 

⇒先着７０社であるが、優遇措置により全社、参加確定。 

         ・新春賀詞交歓会 令和５年１月１２日（木）８社希望 

⇒希望企業は全社、参加可。 

 Ｃ．リスキリング支援の周知について 

         ・千葉労働局で本格取組をするので、部会周知要請を受け報告されたもの。 

      Ｄ．賀詞交歓会について 

        ・運行方法・手順等について 

          ⇒参加人数は集計中であるが、当日の運行を下記のとおりとする。 

              ・１５：００ 挨拶（会長、来賓） 

              ・   ２０ 乾杯（清涼飲料） 

              ・１５：５０ 中締め 

・開催案内概要（１１/２２出状済み） 

  ・開催日時：令和５年１月２７日（金）１５：００～１６：３０ 

         ・実施方法：来賓を呼び、対面式で「懇親会」のみ開催。 

         ・内容  ：挨拶（会長及び来賓）＋出席者の相互交歓。 

         ・提供物 ：清涼飲料のみ。 

         ・お土産 ：焼菓子を準備。 

      Ｅ．次年度事業計画の検討 

         ・ＩＴ企業・情報サービス業向け「人への投資促進コース」等人材開発支援 

助成金活用セミナー（仮）をテーマに、次回部会で開催を検討する。 

※次回部会 

・開催日時 令和５年３月７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。 

Ａ．部会開催報告 

本年度第 3回部会を 11/11（金）に事務局/Zoomにて開催（参加者 7名）。 

主な議題は以下の通り。 

         １．近況報告 

２．事業企画部会の所管事業の紹介  

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 

Ｂ.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 

・11/15に開催したビジネス交流会検討委員会に参加している。 

・長年、千葉県（千葉県 DX協議会）と共催している「ちば DX 

フォーラム」について、本年度もビジネス交流会と 4度目の 

同時開催の形式で、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・ 

準備を重ね、開催した。 

・開催テーマは「デジタルインフラの整備」とし、以下の講演 

を実施した。 

・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」  

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」 

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」 

富士通株式会社 Uvance Core Technology本部 CaaS 

 StrategyOffice  

HPCサービス開発部 部長 井上  晃  氏 

・参加人数は、計 262名（会場参加 116 名、オンライン参加 146 名） 

であった。 

 ＊「ちば DXフォーラム」「両方参加」の参加者合計 

 

 

 



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。移動部会としてスマートシティ 

見学等を検討中。 

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。 

             12/19 千葉県 ICTアドバイザリー会議に出席予定 

次回部会は1/12（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 4年 12 月 13日（火）16：00～17：00 （第 4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 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広告掲載企業の確認 

④発行までのスケジュール確認 

[出 席 者] 対面：デザインパレット 竹下、㈱エイピス 田中、 

CCS 市橋、㈱ベイキューブシー 伏見、公益情報システム㈱  

藤崎 忠夫 

               ONLINE：ワタナベメディアプロダクツ 中島、 

                                    ㈱システムイオ 桑原 

                次回：２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。 

9月部会以降：活動状況 次回の部会は 12月 22日。 

（１）2022年度 CHISAオーダー研修状況 

・前回報告以降、11月末時点で以下の 7コースを開催した。 

・「T002 HTML5初級(HTML5 と CSS3)」 

・「T003 HTML5中級(HTML5 と JavaScript)」 

・「T007 システム品質向上のための要件定義入門」 

・「T009 データベース設計の基礎」 



・「T010 Pythonチュートリアル」 

・「T011 AI初級」 

・T017 ネットワーク基礎と実践研修」 

・残りは以下 2コースとなった。 ※結果、今年度の開催は 12コースとなる。 

・「T016 Docker仮想化入門」 

・「T018 ネットワークセキュリティ入門」 

（２）2022 年度新技術調査研究会 

・11月 9日にオンライン形式で中間報告会を実施。各チームリーダーに現在の 

取組み状況、作成中の発表資料について中間報告をして頂き、部会メンバー 

がアドバイスを行った。 

  → 現状、各チームとも大きな問題は発生していない様子 

・発表会開催日時を以下に決定した。 

  令和 5年 2月 27日(月) 14:00～17:00  

  → 開催形式は対面＋オンラインを前提として検討を進めるが、今後のコロ 

ナ禍の状況を見ながら判断していく（WBG会議室は 13:30～17:30で予約済） 

       ※今年度は以下 4チームにて実施中。 

          Aチーム（3名） ： ウェアラブル端末/IoB 

          Bチーム（3名） ： ゼロトラスト/SASE 

          Cチーム（4名） ： メタバース 

          Dチーム（4名） ： 自動運転 

（３）2022年度卒論発表会 

・コロナ禍等の状況を鑑み今年度も開催を見送りとする 

 

 



 

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１１月２９日 第４回コンソーシアム部会 ≫ 

１．出席者 

          松井、佐久間、高橋、齋藤、伊原、鈴木事務局長（以上 事務局会議室） 

          川口（リモート） 

２．日時 

          令和４年１１月２９日（火）  １６：００ ～ １７：００ 

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年度事業計画について 

➀ビジネス交流会 

・2022年 11月 15日（火）に千葉銀行本店大ホール及びオンライン 

にて開催した 

・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」 

・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 

・展示コーナー紹介（ライブ中継・4社） 

・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」  

・千葉県令和 4年度「ちば DXフォーラム デジタルインフラの整備」 

・会場展示…各社による展示（13社）、パネル展示（今回新設 4社） 

・オンライン展示（OVICE利用のバーチャル展示 6社） 

・千葉大学生によるプレゼンテーション 

・会場参加 約 200名、オンライン参加 約 300名 計 500名 

          ➁懇親ゴルフ大会について      

           ・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 27名      

            CHISA、JET、他異業種各社によるコンペ。プレー後の懇親会では、 

自社業務の紹介や PRを行い、懇親と同時に取引先の拡大も図った。 

           ・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。 

参加 48名 



            千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県の情報サービス産業協会 

会員が参加し、団体戦、個人戦を実施した。次回開催は山梨県協会が 

幹事となる。 

          ・CHISA 懇親ゴルフ会 

           2023年 2月～3月実施を計画、今後参加者募集を行う       

         ➂CHISA令和４年度第３回理事会報告 

          ・2022年 10月 12日（水）開催 

          ・審議事項 

（１） 令和 5年度賀詞交歓会開催について 

（２） 月次決算状況、部会活動報告       

      ※コンソーシアム部会開催後、コロナウイルス感染対策に十分留意したうえで、 

部会歓送迎会・忘年会を開催した。参加７名 

      ※次回開催日 令和 5年 2月 15日（水）16：00開始予定 

                                    

（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。 

Ａ．ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

         （１）日時   令和５年１月２７日（金） １５：００～１６：３０ 

         （２）会場   ホテル ザ・マンハッタン ２階プリマベーラ 

         （３）内容   開催案内出状済み（来賓、会員） 

                  ・会長、来賓挨拶 

                  ・清涼飲料、お土産（焼き菓子）準備 

Ｂ．関連団体動向 

         （１）メトロ・エリア事務局会議（２回目） 

                       a.開催日時   令和４年１１月２２日（火） １５時～ 

b.開催方法   対面・Ｗｅｂ併用会議 

c.参加者    ７団体１２名参加 

                   東京３、神奈川２、埼玉２、山梨２、福島１、 

四国ＩＴ協同組合２、千葉３ 

             ｄ．内容 

a.各情産協からの活動状況報告 

          ・神奈川 

           ・フットサル 対面で開催（２２チーム、コロナ前５０） 

           ・賀詞交歓会 コロナ前の状態で実施 

（講演、イベント、飲食提供） 

                  ・事務所移転 １０月１１日～（６０坪） 



                ・埼玉 

                  ・就職交流会懇親会 着座、アルコール提供         

                  ・賀詞交歓会    未定 

                ・山梨 

                  ・賀詞交歓会    着座、アルコール提供 

                ・福島 

                  ・バス・ツアー（原子力災害伝承館） 

                    コロナ感染不安のため、移動手段バス４名、 

自家用車１２名 

                  ・賀詞交歓会   飲食なし、土産準備 

                ・東京 

・バーベキュー大会  ３０名 アルコール提供 

・野球大会（５チーム）、フットサル大会（８チーム） 

・営業担当者交流会  ９０名 

・ハトバスツアー   ２０名 

                  ・沖縄視察研修（２泊）３０名 

            ・賀詞交歓会    コロナ前の状態で実施 

（講演、イベント、飲食提供） 

b.幹事（千葉）からの事務連絡 

・メトロエリア・グリーン会参加状況報告（１１/２５、 

参加４８名） 

          ・幹部会議の計画概要連絡 

                ・開催日     令和５年３月１０日（金） 

                 ・スケジュール 

                        ①会議 

                    ・会場  千葉市美浜区中瀬２－６ 

ＷＢＧマリブウエスト４階 大会議室 

            ・時間  １５：００～１６：３０ 

                      ②懇親会 

                    ・会場  ホテル ザ・マンハッタン  

２階ライブラリ           

            ・時間  １７：００～１９：００ 

            ・参加費 １３,０００円 

c.次回幹事 山梨（幹事業務について、個別に説明済み） 

 

 



         （２）ＡＮＩＡ全国大会、理事会、事務局長会議 

a.開催日時   令和４年１１月１７日（木）～１８日（金） 

b.開催方法   対面式 

c.参加者    全国大会：２２０名 

d.内容     式典、連合会表彰、講演会、懇親会 

               ・次年度全国大会  福岡で開催（Ｒ５．１０．１９～２０） 

               ・日本ＩＴ団体連盟諮問委員会、立ち上げを準備中 

               ・新春交歓会 令和５年２月９日（木）ホテルニューオータニ  

               ・全国大会連合会表彰で、鈴木事務局長が、京都情産協の３名 

とともに、「優秀役職員表彰」を受賞。 

Ｃ．主要行事予定  

（１）１１月２５日（金） メトロエリアグリーン会 

（２）１２月 ７日（水） 県内中小企業ビジネス交流会振返り検討会 

（３）１２月１４日（水） 部会長会議、第４回理事会、役員忘年会 

（４） １月１９日（木） 賀詞交歓会（東京） 

（５） １月２０日（金） 賀詞交歓会（神奈川） 

（６） １月２６日（木） 賀詞交歓会（埼玉） 

（７） １月２７日（水） ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 

（８） ３月 ８日（水） 第５回理事会 

（９） ３月１０日（金） メトロエリア幹部会議 

                                    以上                                                                         


