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先日、コンビニエンスストアに行ったときに気が付いたことがありま
す。それは、2リットルペットボトルの水よりも1リットルペットボトルの
水のほうが高いことです。でも私が結果的に購入したのは1リットルの
水でした。

なぜでしょうか？

私が2リットルの水を購入しなかった理由は、「スポーツクラブに行く
前に立ち寄った店だったこと」、「1日で飲みきれる量ではないこと」、
そして「重いこと」でした。

つまり、比較的量があり、かつ、持ち運びも苦痛にならない、その調度
良い量が1リットル、ここに付加価値があったということになります。
付加価値が値段に反映されているということは、私1人だけがこのよ
うに思っているわけではなく、世間一般的に同様に考えている方が多くいるということです。

このように付加価値は、必ずしも量に比例するものではありません！

最近はインターネットによって情報があふれていますし、無料の家計簿アプリもたくさんあります。
単純に節約するだけという目的で使うのであれば、ある程度は効果的ですが、こういったアプリにも必
ず限界があります。なぜならば、あなたの心の中までは見られませんし、あなたがどこに「付加価値」
を置いているのかという抽象的な情報までは把握できないからです。

例えば、あなたの趣味がバイクツーリングだとします
よね。あなたがバイクに関する費用はいくらかけても
無駄ではないと思っていても、アプリなどで診断して
もらうと冷酷に「無駄」と診断されてしまいます。でも
「無駄」という診断があなたにとって本当に幸せとな
るのでしょうか？

これこそがあなたにとっての「付加価値」です。
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ファイナンシャルプランナーは、このようにアプリなどでは対応できないところをサポートする
役割があります。具体的なファイナンシャルプランニングをしたい方は、是非、お近くの金融機
関またはファイナンシャルプランナーに相談をしてみましょう♪
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家計診断します。あなたは
バイクにお金をかけすぎです！

えっ！

僕の
幸せ♪
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　明けましておめでとうございます。

　千葉県情報サービス産業協会会員の皆様には、輝かしい新春をお迎え

のことと存じます。また、貴協会が創立２０周年を迎えられましたことを、

心からお慶び申し上げます。

　貴協会におかれましては、創立以来、情報化に関する調査、研究、研修、

広報活動等の事業を通じて、情報サービス産業の健全な発展に多大な

貢献をしてこられました。これはひとえに、会員企業の皆様の御尽力の

賜物と深く敬意と感謝の意を表します。

　国内景気は緩やかな回復基調が続いておりますが、国際競争の激化や

少子高齢化等への対応が求められています。そこで、ＩｏＴ、ビッグデータ、

ＡＩ等を活用した第４次産業革命の技術革新を、あらゆる産業や社会

生活に取り入れることで、様々な課題を解決する「超スマート社会」

（Society5.0）の実現が期待されています。

　県では、昨年１０月に「次世代への飛躍　輝け！ちば元気プラン」として、

２０２０年度までに取組む政策・施策を示す新たな総合計画を策定しま

した。

　今後、経済の発展や社会課題の解決に向けて、産業分野や生活に

身近な分野でのＩｏＴやＡＩなどの利活用が進む環境づくりに努めてまいります。

　会員の皆様におかれましては、引き続き、本県の情報サービス産業の

中心として先導的な役割を果たされますことを期待いたします。

　結びに、千葉県情報サービス産業協会のますますの御発展と、会員の

皆様の御活躍をお祈り申し上げまして、新年のあいさつといたします。

　新年明けましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、新年を迎えられ新たな希望と抱負を抱い

ていらっしゃることと存じます。年頭にあたり、本年も皆様にとって、また、

当協会にとって素晴らしい一年となることを心より祈念しております。

　今年は戌年です。戌年は、酉年の実りを収穫し、次の世代へと生命を繋い

でいく年でもあります。新しい始まりに向けて積極的に取組んでいきましょう。

　さて、日本経済は、輸出が持ち直し、雇用・所得とも堅調に推移しており、

緩やかな回復基調が続いています。今後についても、我々IT産業を中心とす

る輸出の回復や個人消費の底堅い推移を背景に、今後も回復基調に服する

可能性が高いという見通しです。

　一方、県内においては、急速な少子高齢化の進展が懸念され、医療・福祉・

介護サービスの安定供給、従事者の育成に取組んでいます。また、2020年

には東京オリンピック・パラリンピック競技の県内開催を控え、成田空港の

機能強化・道路ネットワークの整備等、県内インフラ事業はもとより、県内

発展のためには雇用の創出・地域産業の活性化は不可欠な取組みとなってく

るでしょう。情報サービス産業もこれらの取組みに寄与し、貢献できること

を期待します。

　この一年間で、我々の日常生活の中で、IoT化が更に進行し、身近に感じら

れるようになってきました。IT業界に携わる我々は、このような激しい世の

中の動きに的確に対応していかなければなりません。それには、経営者の先

を読む力・柔軟な対応力および決断力が試されるときだと思います。

　当協会にとりまして、今年は創立二十周年の節目の年でもあります。会員

の皆様、県内自治体および関係諸団体の皆様のこれまでのご支援・ご協力

の賜物と思っております。厚く御礼申し上げます。

　これからも一層努力し、皆様とともに業界並びに地域の発展に向けて

諸活動を展開していきたいと考えておりますので、引き続きご支援・ご協力

をお願い致します。

　結びに会員企業様の益々の発展と会員の皆様のご健勝を心からご祈念

申し上げまして新年の挨拶とさせていただきます。

会長 新年あいさつ
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) 代表取締役社長

千葉県知事

森 田  健 作

知事あいさつ
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平成10年（1998）

平成12年（2000）

平成13年（2001）

平成14年（2002）

平成15年（2003）

平成18年（2006）

平成19年（2007）

平成20年（2008）

平成22年（2010）

平成23年（2011）

平成24年（2012）

平成25年（2013）

千葉県情報サービス産業協会創立（2/12）
「インターネット・セミナー」スタート

「CHISA JOURNAL」スタート

「合同企業説明会」スタート

「会員企業懇親会」スタート

社団法人設立（4/1）
千葉県知事許可（千葉県経指令　第83号）

「インターンシップ」スタート

「全国地域情報産業団体連合会（ANIA）」加盟

「新技術研究会」スタート

「情報サービス産業協会（JISA）」加盟

「ビジネス交流会」スタート

「10周年記念大会」開催（ANIA全国大会と同時開催）

「新入社員研修」スタート

「卒業論文発表会」スタート

「フットサル大会、野球大会」スタート

「千葉県PIPS（地域イノベーションパートナーシップ）」セミナー開催

「クリスマスパーティー」スタート

「ちばアグリ経営カレッジ」開催

「公益社団法人移行準備のための臨時総会」開催

「ITスキル標準活用セミナー」開催

「アンドロイド研修」開催

「公益社団法人移行決議総会」開催

公益社団法人へ移行（4/1）
千葉県知事許可（千葉県産振指令　第549号）

「千葉市長とのランチミーティング」実施

20年のあゆみ 写真で見る20年特 集

10周年記念大会（2007年）

ちばアグリ経営カレッジ（2011年）

クリスマスパーティー（2010年）

公益社団法人移行決議総会（2013年）

千葉市長とのランチミーティング（2013年）

農業ITカンファレンス（2014年）

PMセミナー（2005年）

情報化事例セミナー（2004年）

10周年記念大会（2007年）

10周年記念大会（2007年）

公益社団法人移行準備のための臨時総会（2012年）

ボウリング大会（2007年）

10周年記念大会（2
007年）

賀詞交歓会（2013年）
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20年のあゆみ 写真で見る20年特 集

高橋 惠二
H10.2～H18.5

初　代 鹿島 哲博
H18.5～H20.5

第２代 長谷川 行雄
H20.5～H23.5

第３代 野澤 務
H23.5～H24.6
第４代 須田 孝

H24.6～H27.6
第５代 杉山 雅明

H27.6～H28.6
第６代 吉田 幸宏

H28.6～現在
第７代

平成26年（2014）

平成27年（2015）

平成28年（2016）

平成29年（2017）

平成30年（2018）

「農業ITカンファレンス」実施（2日間）（ANIAと共催）

「マイナンバー制度実務対応セミナー」開催

「情報セキュリティ能力養成セミナー」開催

「介護XITアイディアソン」開催

「フットサル、3情産協（東京・神奈川・千葉）頂上戦」スタート

「3団体合同商談会（CHISA＆JIET＆シー・ソフトウエア）」スタート

「IT利活用フォーラム（地方創生におけるICT利活用）」開催

「AIエンジニア育成研修」開催

「創立20周年記念懇親ゴルフ大会」実施

「創立20周年記念ウォークラリー大会」実施

「創立20周年記念ホームページ　リニューアル」実施 

「創立20周年記念賀詞交歓会」開催 

「創立20周年記念広報誌、
CHISA JOURNAL記念特集号」発刊（本号）

3団体合同商談会（2016年）

フットサル、3情産協頂上戦（2年目）（2016年）

創立20周年記念懇親ゴルフ大会（2017年）

創立20周年記念ウォークラリー大会（2017年）

野球大会（2014年）

インターンシップ・マッチング会（2016年）

AIエンジニア育成セミナー（2017年）

会員企業懇親会（2017年）

メトロ幹部会議（2015年）

首都圏合同ビジネス
交流会（2017年）

歴代
会長

マイナンバー制度実務対応セミナー（2015年）
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　平成30年1月26日（金）公益社団法人千葉県情報サー
ビス産業協会（CHISA）の創立20周年記念賀詞交歓会が
ホテル ザ・マンハッタンにて開催されました。
　今回の賀詞交歓会は第1部が講演会、第2部が祝賀会で
構成されており、講演会では講師に株式会社hapi-robo st 
代表取締役社長 富田直美氏をお招きし、「AI、ロボット、
IoTを社会に活かす～人がより幸せになるような未来を創る
会社の使命とは？～」をテーマにご講演頂きました。
　最初に富田氏の経歴をご紹介させて頂きました。富田氏
は米国企業等11社もの経営経験をお持ちで、更に株式会社エイチ・アイ・エス取締役CIO、ハウステンボス
株式会社取締役CTOとしてハウステンボスにて「ロボットの王国」や「変なホテル」の運営に携わり、ロボッ
ト事業会社の株式会社hapi-robo stの社長に就任されました。
　また考える塾である「富田考力塾」を展開し、多摩大学で客員教授も務めておられます。
　今回の講演では「富田考力塾」をベースにしながら、ハウステンボスの連続赤字をV字回復させ、ロボット
事業をいち早く築き上げた富田氏の「経験」をお話して頂きました。

2018
　ヘドロだらけだった土地を整備し、1年中
花が咲き誇りオランダの街並みそのものに
環境改善を遂げ、最先端テクノロジーも追
求したハウステンボスは今や日本を代表す
る観光名所となりました。その利益はエネ
ルギー問題の研究やロボット事業の拡大、
現在注目を浴びている植物工場の建設に
充てられているそうです。
　人間の幸福は環境が整ってこそであり
（EGO）、環境を維持するために技術を使
い（ENVIRONMENT）、さらにビジネス
が継続されること（ECONOMY）を三位一
体と掲げ、これを実現することが富田氏の
理想の経営戦略であるとのことでした。
　講演会後半に入り富田氏は、技術は人を幸せにしてきたか？をキーポイントとして投げかけました。ロボッ
ト、AI、IoTが多方面で参入されていき便利な世の中になっていくことが人を楽にするといえるのか、それら
を利用した知識を日本人は模倣しているだけだ、OS＝人間の考える力の欠落だ、と語られました。
　一瞬で会場内がピリッと引き締まった緊張感のある空気に包まれましたが、富田氏の強い信念のあるメッ
セージにどんどん引き込まれていきます。
　経験するという1歩を踏み出すことで経験しない人との差は無限大であり、経験のないことは判断できな
いため模倣するしかありませんが、少しでも経験があれば考え、判断ができると話は続いていきました。
　そして考えることは人間の特権であり、AIやIoT、ロボットは道具にすぎないこと、それらを利用するユー
ザに対して我々IT業界が情報を使い分ける機能提供をすることでユーザから信頼を得られる企業へと発展
するのではないか、と締め括られました。
　普段中々目にすることのないセグウェイやドローンの登場、人の可能性を引き出すロボットを作りたい、
人が幸せになり、それが連鎖する手助けをしたいと熱い想いのある富田氏の経験談を交えたお話、考力塾
の文字通り「考える力」を養うというご講演に身が引き締まる、有意義な講演会となりました。

富田直美 氏

Pepperと富田氏 展示コーナー 受付

賀詞交歓会開催
創立20周年記念
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　講演会後場所を移して、祝賀会を開催しました。
　初めに当協会を代表して会長の吉田幸宏より開会の挨拶
がありました。
　当協会20周年の節目として20年の歩みと今後の企画に
ついて述べた後、千葉県の産業発展への貢献やコネクテッ
ドインダストリーによる大きなビジネスチャンスへのつなが
りへの期待について挨拶されました。
　ご来賓からは、まず千葉県知事 森田健作様より2年後に
控えたオリンピック・パラリンピックへの環境整備に伴うITの利活用への期待について、続いて千葉市長 
熊谷俊人様より情報サービス産業の未来を支える次世代教育の重要性や積極的な企業誘致政策について
挨拶を頂戴致しました。
　その後、公益社団法人千葉県産業振興センター 理事兼総務企画部長 鈴木善之様の御発声による乾杯で
祝宴が始まりました。フルートとピアノの素敵な生演奏の下、一気にお祝いムードに包まれ、ご参加いただい
た皆様の笑顔溢れる華やかな祝賀会となりました。
　最後は当協会副会長である武次靖雄より挨拶があり、武次の音頭で祝賀会は終了しました。ご来賓の
皆様、本当にありがとうございました。また長年にわたりご支援、ご協力頂いている皆様にも心より感謝
申し上げます。20周年という節目の年を迎え、より諸活動の展開と地域経済の発展に向けて努力してま
いります。
　引き続きのご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

吉田会長

創立20周年記念 祝賀会

武次副会長 鈴木佐英子さんと丸山康さんの生演奏

森田健作千葉県知事 熊谷俊人千葉市長 千葉県産業振興センター　鈴木善之様
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t o p i c s

部会活動

t o p i c s

講習・研究発表風景

１．CHISA創立２０周年事業の企画
年間通して記念式典の企画を審議してきまし
た。平成30年1月26日に行われた記念式典
は、千葉県知事、千葉市長出席のもと、来賓、
会員企業など参加者約200名で盛大に実施
することができました。

２．協会としての組織横断的なビジョンの策定
公益社団法人として、会員に対して、もしくは
社会奉仕活動として何をすべきか、何ができる
かを検討してきました。短期的には、組織内外
への情報提供、長期的には、会員増強と公益
事業拡大を目指します。

活 動 経 過 報 告

年頭抱負あいさつ・・新年明けましておめでとうございます。
本年度は協会創立20周年にあたり、これまで尽力していただいた内外の皆様に感謝の気持ちを込めて記念事
業を企画させていただきました。当協会の今後の益々の発展を祈念し、当部会では皆様のご意見に耳を傾け魅
力ある協会に成長できるよう提案させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

●企画調査室 協会運営に関する様々な事柄を検討し、活動を活性化して会員数増加
のための提案をしていきます。

坂本　るみ
㈱ルミテック　代表取締役

●総務福利厚生部会 当部会は、協会運営の要として、協会主要行事・福利厚生諸制度を
企画運営しています。

安藤　勉
㈱ケージェーシーソフトウェア　代表取締役

活 動 経 過 報 告
合同企業説明会  インターンシップ・マッチング会

CHISA創立20周年懇親ゴルフ大会会員企業懇親会

年頭抱負あいさつ・・・新年あけましておめでとうございます。
部会メンバーは、隔月15名以上が参加して、部会活動、アフター部会を活発に行っております。　
昨年は、部会間で協力して、色々な、CHISA創立20周年イベントを実施させて頂きました。参加されて
盛り上げて頂いた会員の皆様には、心から感謝申し上げます。　
今年も引き続き、宜しくお願いしまします。

総務福利厚生部会では年間を通じて協会の
主要行事を企画・推進しています。

１．CHISA創立20周年記念賀詞交歓会（1月）
２．インターンシップ制度（４月～10月）
３．CHISA懇親ゴルフ大会（５月～6月）
４．定時総会（6月）
５．会員企業懇親会（10月）
６．合同企業説明会（12月～3月）

また各社が直面している労務・人事諸問題
について社労士からのアドバイスも得なが
ら、タイムリーな意見交換・問題解決策を討
議しています。

t o p i c s

泉水　澄男
ビジネスソフトサービス㈱　代表取締役

年頭抱負あいさつ・・・おかげさまで当協会も創立して２０周年を迎えることができました。これからも公益社
団法人として地域と業界の発展を目標に活動してまいります。広報部は協会の活動をご理解いただく事を目的
として広報誌の発行を致しております。よろしくお願い申し上げます。

●広報部会 協会内外へ本協会活動内容を広く公表し会員相互並びに外部との
交流促進を図ります。

部会風景
活 動 経 過 報 告

17/01/20 CHISA賀詞交歓会取材
17/02/20 2017新年号事務局へ納品
17/02/24 新技術調査研究・大学卒論発表会取材
17/03/28 部会開催・新年号発行の反省会
17/06/08 千葉県３団体合同商談会取材
17/06/10 CHISAフットサル大会取材
17/06/23 平成29年度定時総会取材
17/07/19 総会特集号事務局へ納品
17/10/07 ウォークラリー大会取材
17/10/20 首都圏情報団体ビジネス交流会取材
17/11/15 IT利活用フォーラム取材
18/01/26 CHISA賀詞交歓会取材

IT利活用フォーラム｣の開催内容について

１．部会会議
　第1回：H29/4/13　 第2回：H29/6/15
　第3回：H29/8/24 　第4回：H29/10/25
　第5回：H29/12/26  第6回：H30/2/9

２．セミナー、フォーラム、勉強会の活動
11月15日に「IT利活用フォーラム」を開催し、

「ＩｏＴで千葉を元気に！」というテーマで多くの
方に参加頂きました。
アンケートでは８７％が満足との結果で、沢山
のご意見を頂戴できました。次回の企画につ
なげていきます。
今年度は、２月、３月に以下の企画を開催する
予定です。
２月：アイデアソン（テーマ：ヘルスケア）
３月：「漁業ｘＩＴ」視察旅行

活 動 経 過 報 告

年頭抱負あいさつ・・現在、当部会では、中長期的なテーマとして「医療・健康・福祉とIT」について数年かけて
研究していこうとしています。本テーマは１企業だけではニーズとシーズを結び付ける事が難しく、CHISAを通
じてユーザー企業と産学官連携をしながら新たなアイデアを創出しようと試みています。また、補助金の活用に
ついて勉強会を開きながら、会員様のノウハウになるよう活動しています。

●事業企画部会 新規事業を創造するためのアイデアのきっかけ作りや、
旬なテーマを研究していく。そんな活動です。

山本　成人
㈱エアリー　代表取締役

【講演】　①「IoT に関する最新情報や国の動き、先進事例などの総論」
　　　　　総務省地域情報化アドバイザー　会津大学産学イノベーションセンター
　　　　　准教授 藤井 靖史 氏
　　　　②「農林水産業など様々な分野でのドローン活用」
　　　　　株式会社 自立制御システム研究所
　　　　　代表取締役 野波 健蔵 氏
　　　　③「企業の IoT に関する取り組み紹介」
　　　　　株式会社 日立システムズ　公共事業グループ
　　　　　主席コンサルタント 前田 みゆき 氏

部会風景
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講習・研究発表風景
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活 動 経 過 報 告
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活 動 経 過 報 告
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t o p i c s
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部会風景
活 動 経 過 報 告
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年頭抱負あいさつ・・・新年あけましておめでとうございます。
教育技術部会は、技術教育の実施、新技術調査研究の推進、県内大学と産業界との交流などを柱に活
動を行います。本年も、会員の皆様の技術力の向上や人材の育成に少しでも貢献できるよう、部会活
動を拡充していきたいと考えております。
どうぞよろしく御願い致します。

講習・研究発表風景

●教育技術部会

奥野　敦己
JFEシステムズ（株）　東日本事業所長

活 動 経 過 報 告

１.

２.

３.

4.

活 動 経 過 報 告

各種講習会の開催、新技術の研修を実施すると共に情報サービス、
情報技術に関する調査研究を行う。

技術者向けの教育ニーズに応えるための技術教
育を厳選して実施。

（１９コース、１９９名の受講）

ITにおける先進技術習得を目指し会員企業の若
手技術者で技術調査研究を実施。

（５チームで２０名の参加）

ＩＴの普及支援として、一般の方 を々対象にタブ
レットセミナーを開催。

（３会場６日開催、約１１８名の受講）　

県内大学と産業界との交流と学術振興・人材 育
成を図るため、千葉県、千葉市の後援で大学卒
業論文発表会を開催。

卒論発表会の模様（2017.2.24）

タブレットセミナー模様
（2017.11.8～11.17）

t o p i c s

■「首都圏情報団体合同ビジネス交流会2017」を
10月に開催。当協会主幹により、東京如水会館に
て開催しました。

■千葉3団体営業職向けビジネス交流会（6月）
　営業職を対象としたビジネスに直結する情報交換

会を開催しました。
■２０周年記念として、千葉3団体共催でウォークラ

リーを開催（10月）
　今回初めての企画でしたが、ご家族を含めた交流

会が実現できました。
■3協会(KIA,IIT,CHISA)によるフットサル頂上戦大

会（7月）
　IIT（東京）主幹により第３回目を開催しました。　
■第10回フットサル大会（6月）
　フットサル大会の応援含め約350名以上の参加で

開催しました。
■野球大会（5月～12月）
　予戦＆決勝戦を5月～12月まで実施しました。

●コンソーシアム部会

 
齋藤　明雄
㈱扶堂ネットワークセキュリティ 代表取締役

年頭抱負あいさつ・・・今年度も昨年度に続きIT業界も景気継続が期待出来ると思われます。その為、業界は技術者
の人手不足に悩んでおり、当協会もそういった問題を出来るだけ解決する為にも、いろいろなビジネス交流会及び他
部会との連携を取り、このような問題を打開したいと思います。今後も、会員間のビジネス交流も必須と考えられま
す。従いまして、各企業は最新の技術を習得する為にも、積極的にビジネス交流会に参加されていろいろな方と対話
し、企業の向上に役立てる為にも部会は出来るだけサポートしたいと思います。

活 動 経 過 報 告
「首都圏情報団体
　合同ビジネス交流会2017」

フットサル大会（6月）

野球大会（5月～12月）

当部会は他団体との共同ビジネスマッチングの場を通じて、CHISAの会員増強
を図ることを目標としています。また、会員企業の従業員を含めたスポーツや
レジャーを媒体とした交流を主軸に協会の活性化を図る活動を行っております。

　平成29年度ちばIT利活用フォーラムが、11月15日（水）ホテルプラザ菜の花にて開催されました。この
フォーラムは千葉県地域IT化推進協議会との共催で、毎年話題になっているテーマを取り上げ人気のある講演会
となっています。
　今回はIoTにおける活用術や取り組みなど、様々な事例が紹介されました。特に、会場内でドローンの実演が行
われた時には参加者も大変興味深く見入っていました。

主催：公益社団法人千葉県情報サービス産業協会
　　　千葉県地域 IT 化推進協議会
日時：平成29年11月15日（水）13：30～16：55
場所：ホテルプラザ菜の花 4 階「槙」

プログラム

平成29年度
ちばIT利活用フォーラム
平成29年度
ちばIT利活用フォーラム
～IoTで千葉を元気に～～IoTで千葉を元気に～

１ 主催者挨拶（13：30 ～ 13：35）
千葉県地域 IT 化推進協議会副会長　高橋　俊之

（千葉県総合企画部政策企画課長）

２ 講演① （13：35 ～ 15：00）
「地域の ICT 活用、小さく始めて大きくひろげよう」
総務省地域情報化アドバイザー
会津大学産学イノベーションセンター 准教授　藤井 靖史氏

３ 講演② （15：10 ～ 16：10）
「ドローンと ICT、IoT および将来展望」
（株）自律制御システム研究所 代表取締役　野波 健蔵氏

３ 講演③ （16：10 ～ 16：55）
「日立における IoT への取り組み」
（株）日立システムズ公共事業グループ
主席コンサルタント 前田 みゆき氏

Chiba Information Service Industry Association
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CHISA助成金セミナー

　本セミナーは経営者および人事・総務担当者向け
に、協会設立以来総務福利厚生部会の主催で13回目
の開催になりました。
　今年は、政府による働き方改革や女性活躍の取組
推進を踏まえ、いち早く会員の皆様にはタイムリー
な情報をご提供すべく、千葉労働局からの講師をお
招きして開催いたしました（昨年H28年度女性活躍
推進アンケートより同部会にて取り組んでいる女性
活躍推進事業の一環として開催）。

　冒頭に吉田会長より元東レ研究所の所長となった佐々木常夫氏の実
話（自閉症の長男をはじめ、3児の父　妻はうつ病を患い、家族の心と
命を守りながら仕事に全力で取り組み、東レ同期トップで取締役とな
り、その後東レ経営研究所所長となる。）を例に挙げ、経営者レベル
での仕事のやり方の見直し、少子高齢化社会における企業の人材育成
の重要性について話されました。
　続いて千葉労働局黒木様より、今年4月にリニューアルされた人材育
成関係の助成金「人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成
金）」のうち、特にIT業界に関係のある人材育成に関する訓練の助成
金制度について大変わかりやすく説明いただきました。
　女性活躍推進については、特定社労士杉浦様より現在CHISA会員企
業で子ども2人の母であり、正社員として働き続けている女性IT技術者
の勤務先2社（大企業１社、中小企業１社）の第一子出産から現在まで
の実例を紹介するとともに、今年度新設された出産等で辞めた人の再
雇用の助成金「両立支援等助成金☆再雇用者等」や、今後の働き方改
革について説明がなされました。
　最後は、健康経営の観点から「企業経営上のメンタルヘルス面の
チェックポイント」について産業カウンセラーの小橋様より実務に
沿ったポイントを簡潔に解説いただきました。

Chiba Information Service Industry Association

平成29年10月26日（木）
13：30～16：30
会　場：WBGマリブウエスト4F　会議室
参加者：24名

司　　会：エムエルアイ・システムズ株式会社　経営企画室　須永貴弘氏
　　● 開会挨拶：CHISA吉田会長
　　● 働き方改革　労働生産性向上と人材育成策（助成金） 
　　　 人材開発支援助成金（労働生産性向上訓練、若年人材育成訓練、一般訓練等）
　　　 ・講師　千葉労働局職業安定部職業対策課事業主支援アドバイザー　黒木哲男 氏
　　● 女性活躍推進の具体的事例と支援策（助成金）
　　　 両立モデル具体事例、出産等で辞めた人の再雇用（両立支援等助成金☆再雇用者等☆新設）
　　　 ・講師／杉浦社会保険コンサルティング　特定社労士　杉浦美穂子 氏
　　● 企業経営上のメンタルヘルス面のチェックポイント
　　　 ・講師／産業カウンセラー・キャリアコンサルタント　小橋　登 氏

プ
ロ
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CHISA合同企業説明会
今年は下記の日程で開催します。

日本大学生産工学部
千葉工業大学
東京情報大学総合情報学部
船橋情報ビジネス専門学校

3 月 7 日～ 9 日
4 月 19 日～ 21 日
3 月 1 日
3 月 6 日

約 900 名
約 200 名

75 名
120 名

（各日）
（各日）
　 

学　校　名 昨年度参加学生数 開　催　日

■県内大学・専門学校 学内説明会日程

・（株）アクシス
・（株）インテックソリューションパワー
・（株）エー・シー・イー
・（株）NID・MI
・エムエルアイ・システムズ（株）
・空港情報通信（株）
・（株）クリップサイト
・（株）京葉情報システム
・（株）ケージェーシーソフトウェア
・（株）ジィ・シィ企画
・シーデーシー情報システム（株）
・JFE コムサービス（株）
・（株）システムイオ
・（株）システムシェアード
・ちばぎんコンピューターサービス（株）
・ちば興銀コンピュータソフト（株）
・（株）千葉システムコンサルタント
・（株）千葉測器
・（株）ディー・エス・ケイ
・ドリームカーゴシステム（株）
・日本企画（株）
・（株）ビーフィット
・（株）富士通パブリックソリューションズ
・（株）ベイキューブシー
・三井造船システム技研（株）
　（三井 E&S システム技研（株）4/1～）
・（株）ラムテック
・（株）ルート 14

参加企業 （27社）
会 場：アパホテル＆リゾート
　　　 <東京ベイ幕張>
    　　（千葉市美浜区ひび野2-3）
　▶平成30年3月05日（月）
　　11:00～16:00
　▶平成30年4月18日（水）
　　12:00～16:00
　▶平成30年5月15日（火）
　　12:00～16:00
　

首都圏情報団体合同ビジネス交流会
　平成29年10月20日（金）都内の如水会館にて、首都圏情報団体合同ビジネス交流会が開催されました。
当協会水上専務理事の挨拶で始まった今回の交流会では、ヤフー株式会社コーポレートインテリジェンス本部政
策企画部主幹・弁護士の海賀裕史氏をお迎えし、「The world’s most valuable resource～ヤフーにおける
データ利活用事例を中心に～」をテーマに講演をして頂きました。
　その後のプレゼンテーション・交流商談会では、各社の営業活動と交流の機会として大変有意義なものとなり
ました。
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平成29年度
CHISAインターンシップ制度

公益社団法人 千葉県情報サービス産業協会

　ここ数年、就職ミスマッチを防ぐ方策として、インターンシップ
に応募する学生が激増しています。CHISA としては“IT 業界への一
層の理解を”と、今年も例年同様多くの学生を受け入れました。

平成29年度参加企業  （13 社･48 名受入）
（株）イーエスケイ
（株）エー・シー・イー
（株）ＮＩＤ・MＩ　
（株）京葉情報システム
（株）ジィ・シィ企画
（株）システムエグゼ
（株）システムシェアード

（株）千手Soft
ちばぎんコンピューターサービス（株）
ちば興銀コンピュータソフト（株）
（株）千葉システムコンサルタント
（株）ベイキューブシー
三井造船システム技研（株）

株式会社エー・シー・イー

創造力を笑顔に

母子
手帳

人の想いの輪をつなぐ会社
〒260-0013
千葉市中央区中央3-10-4

ビッグデータ

http://www.ace-net.co.jp/

電子カルテ

お薬手帳 トレーサビリティ

母子手帳

レシピ

セキュリティ技術 
データ分析技術

Life History

!
ビッグデータ 

で未来を創る。 

TEL:043-222-7161   FAX:043-225-5829Advanced Computer Engineering
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マイナンバー
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　平成29年10月7日（土）、CHISA創立20周年記念行事とし
て、公益社団法人千葉県情報サービス産業協会、NPO日本情報
技術取引所、協同組合シー・ソフトウェア共同主催「CHISA創立
20周年記念ウォークラリー大会」が、海浜幕張駅周辺にて開催さ
れました。
　曇り空の中、海浜幕張駅前に多数の参加者が集合し、開会式・競
技説明の後、各チーム一斉にスタート！
　幕張地区に設置された５ヶ所のチェックポイントを探し出しま
す。チェックポイントでクイズに回答して次のチェックポイントへ！
チームで協力しながら制限時間内にゴールを目指します。
　競技終了後は、昼食および表彰式を行い、無事に終了しました。

CHISA創立20周年記念
ウォークラリー大会
CHISA創立20周年記念
ウォークラリー大会
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知育パンダ

遊びながら子供の
考える力を育成

結婚式、披露宴のための
写真共有

設定場所に着いたら
アラームでお知らせ

ここだよ

設定場所に着いたら
メールを自動送信

折って切って
開く楽しみ

本社／千葉事業所
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1

ららぽーと三井ビル11階
TEL. 047-433-1000（代）

FAX. 047-433-0901
http://www.nidmi.co.jp
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全国に拡がる営業拠点と、9つの生産拠点。サービスメニュー

当社は、全国に拡がるネットワークを活かして

納期短縮と低コストを実現！
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＜充実のメニュー＞
・万一の場合の保障（死亡･高度障害保険金、家族弔慰金、入院見舞金等）
・祝金（結婚、出産、定年退職）
・リゾートトラスト社施設（エクシブホテル等）が会員料金で利用可能
・セントラルスポーツクラブが優待料金で利用可能
＜お手頃な加入条件＞
・死亡保障金額100万円当たり月額250円（平成29年度）
・配当金の還付で実質負担はさらに軽減
　※配当金還元率(平成28年度決算)：約43.9％（還元率は毎年変動します）
・別途制度運営費がかかります（100万円当たり月額100円）
＜簡単な手続き＞
・医師による診査もなく、簡単な告知のみで加入

本制度では、死亡保障と各種共済、及び福利施設の利用が可能になっています。具体的には、
大切な従業員の方の万一の死亡保障と祝金（結婚・出産・退職）、家族の弔慰金、入院見舞金、
それにエクシブリゾートクラブ・セントラルスポーツクラブの福利厚生施設が利用できます。
現在の加入者数は27社873名で、お手頃な掛金と配当金還付も期待できる大変有利な制度です。
実際に中堅社員の不慮の死亡で遺族へ弔慰金が支給されたケースもあり感謝されております。

CHISA総合共済制度CHISA総合共済制度

☆是非、この機会に加入をご検討ください！（詳細は事務局までお問い合わせください）

なのはな共済会なのはな共済会

制度の特長

システム
インテグレーション

事業
◆システム設計 開発
◆サーバー設計 構築
◆システム運用 保守

ソリューション
事業

◆コンサルティング
◆業務システム開発
◆各種カスタマイズ

サービス
提供事業

◆ サービス
◆クラウド導入支援

当社は、社是「信頼とサービス」のもと、データセンタをコアにＩＣＴの総合的なデータセンタ
サービスをご提供します。お客様にご満足いただける高効率・高品質なサービスを継続して
提供し、お客様と社会のサステナビリティ（事業継続性）に貢献してまいります。

富士通パートナー・ISO9001 認証・ISMS 認証・プライバシーマーク認定取得

千葉支店 TEL : 043-246-3685　　FAX : 043-246-3682　　　　　〒260-0025　千葉市中央区問屋町１－３５ （千葉ポートサイドタワー２３階）

※順位は勝ち点＞消化試合数＞勝ち数＞得失点差＞得点の順 ※勝ち点は、勝ち＝４、引分＝３、負け＝２、雨天中止＝１を加算する（試合未消化＝０）
※雨天中止について、再試合できた場合は通常の勝ち点で上書き

■対戦結果

優   勝 船橋情報ビジネス専門学校
 （船橋情報ビジネス専門学校）

準優勝 (株)イーエスケイ
 （ALL PLAYERS）

３　 位 (株)大和ソフトウェアリサーチ
 （DOGSTARS）

４　 位 (株)ＮＩＤ・ＭＩ
 （スパイダース）

５　 位 エムエルアイ・システムズ(株)
 （MLI）

最終順位（カッコ内はチーム名）

『第10回CHISA野球大会』最終結果　
大会開催期間 平成29年5月～12月

大会開催期間が終了しましたので、最終結果をご報告させていただきます。

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

明けましておめでとうございます。
会員の皆様には希望に満ちた新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
本年が皆様方にとって素晴らしい一年となりますよう祈念致します。
当協会は、お蔭様を持ちまして本年２月１２日に創立２０周年を迎えます。
各部会では２０周年を記念し、当年度前半に総務福利厚生部会を中心に「懇
親ゴルフ大会」を、同様にコンソーシアム部会では「ウォークラリー大会」
を実施しました。事務局では、２０周年を契機に当協会のホームページを２０
年振りに全面リニューアルし昨年１０月から提供を開始しました。
本年は、１月２６日の賀詞交歓会に２０周年を記念し千葉県知事と千葉市長
にご臨席いただき、記念祝賀会を盛大に開催します。是非多くの方々にご
参加いただきたいと存じます。
この後も、２０周年を記念し各部会では「CHISA ジャーナル記念特集号の
発行」、「事業承継セミナー」及び「IT 活用のための水産業態視察会」を企画・
実施する予定です。詳細は決定次第ご案内させていただきますが、引き続
き多くの皆様にご参加いただきたいと存じます。
結びに、今後とも協会活動へのご支援・ご指導を賜りたくよろしくお願い申
上げ、新年のご挨拶に代えさせていただきます。

事務局一同

2017年度　協会主要行事（抜粋）
1月04日
1月05日
1月10日
1月18日
1月19日

　
1月26日
2月08日
2月21日  
3月02日
3月07日  

年賀名刺交換会（千葉市・千葉商工会議所）
年始挨拶（県庁・千葉労働局）、賀詞交歓会（千葉日報社）
賀詞交歓会（情報サービス産業協会）
賀詞交歓会（東京都情報産業協会）
賀詞交歓会（神奈川県情報サービス産業協会）（埼玉県情
報サービス産業協会）
ＣＨＩＳＡ賀詞交歓会 ( ホテル　ザ・マンハッタン )
新春賀詞交歓会（全国地域情報産業団体連合会）
県内大学卒業論文発表会、新技術調査研究会成果報告会
首都圏情報団体連絡協議会幹部会議
第 5 回理事会

ホームページを
リニューアルしました!!
ホームページを

リニューアルしました!!

優勝チーム　船橋情報ビジネス専門学校　
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知っ得★知っ得★ Financial PlanningFinancial Planning

執筆：伏見智子
株式会社ベイキューブシー勤務
1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP 認定者

先日、コンビニエンスストアに行ったときに気が付いたことがありま
す。それは、2リットルペットボトルの水よりも1リットルペットボトルの
水のほうが高いことです。でも私が結果的に購入したのは1リットルの
水でした。

なぜでしょうか？

私が2リットルの水を購入しなかった理由は、「スポーツクラブに行く
前に立ち寄った店だったこと」、「1日で飲みきれる量ではないこと」、
そして「重いこと」でした。

つまり、比較的量があり、かつ、持ち運びも苦痛にならない、その調度
良い量が1リットル、ここに付加価値があったということになります。
付加価値が値段に反映されているということは、私1人だけがこのよ
うに思っているわけではなく、世間一般的に同様に考えている方が多くいるということです。

このように付加価値は、必ずしも量に比例するものではありません！

最近はインターネットによって情報があふれていますし、無料の家計簿アプリもたくさんあります。
単純に節約するだけという目的で使うのであれば、ある程度は効果的ですが、こういったアプリにも必
ず限界があります。なぜならば、あなたの心の中までは見られませんし、あなたがどこに「付加価値」
を置いているのかという抽象的な情報までは把握できないからです。

例えば、あなたの趣味がバイクツーリングだとします
よね。あなたがバイクに関する費用はいくらかけても
無駄ではないと思っていても、アプリなどで診断して
もらうと冷酷に「無駄」と診断されてしまいます。でも
「無駄」という診断があなたにとって本当に幸せとな
るのでしょうか？

これこそがあなたにとっての「付加価値」です。
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1998-2018

20
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ファイナンシャルプランナーは、このようにアプリなどでは対応できないところをサポートする
役割があります。具体的なファイナンシャルプランニングをしたい方は、是非、お近くの金融機
関またはファイナンシャルプランナーに相談をしてみましょう♪

2ℓ
100円

1ℓ 
170円

家計診断します。あなたは
バイクにお金をかけすぎです！

えっ！

僕の
幸せ♪
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