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新年明けましておめでとうございます。昨年の台風13号は、福岡県をはじめ宮崎県の竜巻な
ど多大な損害を発生させました。日本損害保険協会によりますと支払い保険金は1,219億円と
史上6番目に達したとのことです。また、11月には北海道で狭い範囲内ではありましたが巨大
竜巻が発生し20数名の死傷者をだしました。これらも地球温暖化、環境破壊の関係でしょうか。
さて、経済産業省の発表によりますと九州地区の経済動向は、全体的には緩やかに改善して
いるとし、その中で福岡県では自動車、食料品を中心に堅調に推移しているとしています。情
報サービス産業では平成17年(17.11.1調査、18.7.31公表)の調査によりますと、全国の企業数は
5,217社で就業者57万3,727人、年間売上14兆5,555億円、福岡県では企業数295社、就業者1万
5,626人、年間売上2,737億円となり、雇用や経済にも社会に大きく貢献する産業界に発展して
きております。
昨年7月のFISA会員の景気に関するアンケートによりますと、景気は良くなっている・やや
良くなっているが46社50%、悪くなっている・やや悪くなっているが8社9%となっており我々
会員の企業でも全体としてはプラス傾向になっております。ところが都道府県別に売上を分析
しますと、東京都が62.2%でダントツで１位、次に神奈川県の9.6%となり大阪、愛知と続き、
福岡県は、５位にはありますが売上での全国シェアは1.9%(前期2.8%)と年々減少傾向にあり、
構造的には東京一極になってきております。このような中で当産業の当面の大きな課題は、高
度IT人材の育成となっております。
昨年3月に福岡市が中心となり｢インドとの経済・人材交流を推進する協議会｣を立ち上げる
など、ICT関係は韓国、中国、インドといった企業が福岡にも進出し、国際ビジネスが活発になっ
てきております。
各産業界も国際競争がますます厳しくなる中で、顧客満足アップにつなげるため戦略的に
ICTの再構築をすすめております。
これらをビジネスチャンスとしてとらえ我々の得意な強みを生かし、現場に密着した活動で
最新のシステム提案をおこない、顧客の求める問題を解決するプレゼンテーションが求められ
ています。そのためには、それらの顧客の要求に応えられるソリューション型社員をいかに育
成するかに係っています。
2010年に向けたユビキタス社会へ向けて172社の会員のお互いのノウハウ、強みを連携して
いけば必ずや新しい道が開かれることを確信するものであります。
そのため当協会といたしましても顧客重視・社員重視を目標にかかげ委員会・協会活動を強
めてまいります。
今後の皆様の一層のご支援、ご協力をいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
最後になりましたが今年も会員企業の皆様にも良い年でありますよう祈念いたします。
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「平成18年度臨時総会・例会」
開催
９月１４日（木）、西鉄グランドホテルで「臨時総会」並びに
「例会」
が開催されました。

臨時
時総会
会員代表者に変更があり、次の４名の方々が新理事に選任
されました。
○横田 洋介理事の後任に長田 行雄 代表取締役社長
（福岡コンピューターサービス㈱）
（九電ビジネスソリューションズ㈱）
○五嶋 皓洋理事の後任に深堀 慶憲 代表取締役社長
○石橋 博光理事の後任に大内田 勇成 代表取締役社長（㈱シティアスコム）
○松尾 俊彦理事の後任に臼杵 明 代表取締役社長
（西鉄情報システム㈱）

長田

例

理事

深堀

理事

大内田

理事

臼杵

理事

会

各常任委員長から１８年度事業の進捗状況について報告がありました。
○企画調査委員会
（古川

実委員長

エヌ・ティ・ティ・コムウエア九州㈱）

・メーリングリスト運用状況・ビジネスシヨウ九州２００６での名刺交換パーティ
・ＦＩＳＡ活性化の調査研究状況・委員会活動等
（白川
○教育委員会

益司委員長

㈱吉川システック）

・タイアップ研修の開催状況・企業見学会、公開セミナーの計画・委員会活動等
（服部
○広報委員会

壽慶委員長

フォーサイトシステム㈱）

・広報誌ＦＩＳＡニュースの作成・ＦＩＳＡパンフレットの作成・リクルートガイド（ＣＤ−ＲＯＭ）
の制作・ホームページのメンテ・委員会活動等
○厚生委員会
（上田

太郎委員長

シス・コンピューティング㈱）

・団体定期保険への加入促進活動･健康ハイク･メンタルヘルスケアセミナー･パソコンの寄贈
・委員会活動等

講演
演会
臨時総会・例会終了後、企画調査委員会主催の
「講演会」が開催されました。
今回は、川原

正孝様（㈱ふくや代表取締役社長）に「私の経営理念―人を活か

す経営―」
と題して、ご講演をお願いしました。

懇親
親会
講演会終了後、講師の川原

正孝様をはじめ、九州経済産業局、福岡県商

工部経営金融課並びに商工政策課、雇用・能力開発機構福岡センターの方々
をご来賓にお迎えし、懇親会が行われました。

４

平成１８年度人材確保推進事業報告
平成１６年度から３年計画で実施しています本事業（
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の
機会の創出のための雇用管理改善の促進に関する法律」に基づく助成事業）は、今年度で３年目(最終年度)
を迎えます。今年度事業の進捗状況は次のとおりです。

１８年度受給資格認定申請書
（実施計画書）
の決定
今年度の実施計画書は平成１８年６月３０日認定されました。総事業費は9,846,249円、うち助成額は2/3
の6,564,000円です。助成対象事業は次のとおりです。
①
②
③

年次計画策定調査事業
（検討委員会・FISAニュースの発行・事業報告書の作成）
事業定着調査事業
（調査検討会議・雇用管理実態調査）
モデル事業普及活動事業（事業報告会・公開セミナー・タイアップ研修（８講座）
調査報告書の作成・協会紹介パンフレットの作成・リクルートガイド（CD-ROM）
の制作・合同企業面談会・モデル企業見学会）

④

人材確保推進委員の設置（1名）

検討委員会の開催
外部アドバイザー、各常任委員会委員長・副委員長及び事務局職員、計１５名
で構成する「検討委員会」を開催し、事業全体を総合的に検討しています。各事業
については、各常任委員会が分担して実施しています。

雇用管理実態調査の実施
今年度は会員企業を対象に、
「雇用管理実態調査」と
「人材確保・育成に関する実態調査」を９月５日〜２２
日に実施
（回答９２社）
しました。現在、結果の集計と分析を行なっています。結果につきましては、３月
１５日
（木）
開催予定の第２回通常総会で報告する予定です。
① 雇用管理実態調査
（会社概要、経営環境・経営課題、雇用環境について）
※平成16年度(１年次)実施した調査結果と比較検討
② 人材確保・育成に関する実態調査
（人材確保、人材の育成、タイアップ研修、協会への期待等について）

理事会・委員会合同会議報告
〜ＦＩＳＡ活動の今後の方向ついて協議〜
理事並びに常任委員会委員長・副委員長が参加して、
「理事会・委員会合同会議」が１１月２２日（水）、
八仙閣本店で開催されました。これまで企画調査委員会を中心に進めてきた「ＦＩＳＡ活動の活性化問題」
の調査研究結果を受けて、常任委員会が
「協会の中期３カ年ビジョン（案）」としてまとめ、これを同会議に
提案しました。
会議では、
今後の方向性と併せて１９年度事業について協議が行なわれました。提案されたビジョン
（案）
の概要は次のとおりでした。

ＦＩＳＡの目指す方向性
【ＦＩＳＡ事業活動の活性化によって健全な情報サービス産業の充実発展】
【課 題】
○人材の育成・高度化
○人材の確保
○ビジネスチャンスの拡大
○職場環境の改善

一体的な取り組み
○情報提供の推進 ⇒
○広報活動の強化 ⇒
○交流・連携の推進⇒
（共同化等）
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【目指す方向性】
健全な情報サービス産業の充実発展
○情報サービス産業の活性化
○地域社会への貢献

ＦＩＳＡイベント報告
「ビジネスシヨウ九州２００６」実施概要

企画調査委員会

平成１８年７月６日（木）・７日（金）の２日間、福岡国際会議場（福岡市博多区
石城町）２階多目的ホールにおいて「ビジネスシヨウ九州2006」が開催されました。
開催テーマは「見える！未来戦略 使える！情報技術」 展示会場には、７１社・
団体が出展し、最新のＩＴ機器、ソフト、携帯などを使用したネットワーク関連
システム・機器、印刷関連機器が多数展示・実演され、２日間で9,210名の来場者
を数えました。初日６日には本会主催による「出展社・会員名刺交換パーティ」を
開催し、80名余の方が交流・懇親をされました。
今回の出展の中では、九州電力グループ（6社）、ＮＴＴ西日本、ソフト＆データ
ベースコーナー（19社）、福岡ＩＴビジネス交流
協議会コーナー（10社）で地元ＩＴ企業が一堂に
会し、内部統制対応システムをはじめ、最新技術
の情報セキュリティ関連機器、システム、業務効
率を図る各種のアプリケーションに関心が集ま
りました。また、記念講演や企業経営トラック、
ユビキタストラック等のカンファレンスにも多
数の参加者があり、盛会裡に終了しました。

委員会の枠をこえた夏季合同施策検討会の開催

企画調査委員会

好評に応えて、９月１日、２日 国立夜須高原青少年自然の家で夏合宿
を行いました。
今回は、企画調査委員会の有志・事務局にとどまらず、教育・厚生・広
報の各委員長および副委員長にも参画いただき、総勢２３名で行いました。
テーマ『ＦＩＳＡ活性化問題と今後の活動の方向性』について、７月に実
施しましたアンケート調査の結果を踏まえ、自由闊達な意見交換を行いま
した。
１８時以降の懇親会では、学生時代のように深夜まで酒盃を交わし、お互いの会社を知り、
顔を知り、想いを知ることができ、さらに同志の絆が深まりました。翌朝、二日酔いにもめ
げず朝食後、懇親ゴルフに旅立つもの、家路につくもの、それぞれが来年度の合宿での再会
を誓って(?)、夜須高原をあとにしました。
皆さんから頂戴した貴重なご意見は、各委員会の会議にて報告させていただきます。

障害児福祉施設へのパソコン寄贈

厚生委員会

厚生委員会では、昨年に引き続き社会貢献事業として県内２ヶ所の肢体不自由
児通園施設にパソコンを寄贈しました。
・こぐま学園 （福岡県小郡市）
・あゆみ学園 （福岡市南区）
本年度は、事前調査したところパソコン台数は職員用・利用者用ともに足りな
い状況であり、またＬＡＮ配線等も業者でなく、すべて職員で行っており、予算
やスペースがない中、いろいろ工夫されて
いる状況の各施設に厚生委員で分担して訪
問いたしました。「企業の方が福祉施設に関心を持って頂いたことに感謝します」と先生
方より言葉を頂きました。
寄贈当日はノートパソコンを持参し、設置作業を行いました。先生方から、「園内で
のパソコン学習では不十分です。保護者のパソコン教室を開き、保護者が家庭でパソコ
ン学習の指導をしてほしい。」という意見も出ておりました。
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健康ハイク〜福間海岸２００６〜

厚生委員会

情報サービス産業健康保険組合との共催による健康ハイクを、昨年に引き続き、
平成１８年１０月２８日(土)に福間海岸で開催しました。
当日は、絶好の秋晴れに恵まれ、少し汗ばむ程の陽気の中、４４社３１５名の
参加がありました。
心地良い潮風に吹かれながら、福津市うみがめ課の方から、ウミガメの生態や
自然環境の説明がありました。ウミガメが食物のクラゲと間違って、海に捨てら
れたスーパー等のポリ袋を飲み込んで死んでゆく話や砂浜に乗り入れた車の轍に落ち、ふ化した子ガメが海に戻れずに死んで
ゆく話など、美しい海にしておくことの大切さが良く判りました。話の後、さっそく皆で海岸の清掃作業にかかりました。ペッ
トボトル、ガラスの破片、ビニール類や廃看板まで大きなゴミの山が出来ました。思わず胸が痛みました。
昼食のバーベキューの後は、グランドゴルフや砂浜での綱引き大会などのレクリエーションを行ない、青空の下、子供から
大人まで自然に触れ合い、学習し、そして楽しんだ一日で
した。
＜賞品提供協賛企業＞
・ＮＴＴコムウェア九州㈱
・㈱九州ＤＴＳ
・行政システム九州㈱
・久留米情報システム㈱
・西部ガス情報システム㈱
・住友生命 九州法人部
・(社)日本経営協会 九州本部
・丸紅セーフネット㈱
・㈱吉川システック

企業見学会の開催（キリンビール福岡工場・トヨタ自動車九州工場）

教育委員会

素晴らしい天気に恵まれた１１月１日に、例年より多い４３名で先端企業見学会を実施しま
した。８時３０分に博多駅新幹線口に集合し、最初の見学企業であるキリンビール福岡工場に
向かいました。渋滞もなく快適にバスは走り、予定よりも早い９時２０分に到着しました。見
学開始の１０時までに、工場前に植えてある一千万本のコスモスを鑑賞する予定でしたが、残
念ながら既に見頃は終わっており、種の採取時期となっていて、深まりゆく秋を感じることと
なりました。福岡工場では、１９９０年時点に比べＣＯ２の排出量を４０％も削減されるなど、
素晴らしい環境への取り組みを実感することができました。見学終了後には、できたてのビール試飲会もあり、みなさん、お
いしそうに飲まれておりました。
次の見学企業は宮若市にある最新鋭のトヨタ自動車九州工場で
す。この工場ではハリアーハイブリッド・クルーガー・レクサス
ブランドのＩＳ３５０／ＩＳ２５０さらにＥＳ３５０が生産さ
れています。徹底した品質管理のもと世界最高品質の自動車が整
然と生産される様子を見学することができました。ここで生産
される車は年間４３万台ということで、これを一日平均にすると
１２００台ほどになり、トヨタさんの勢いの一端を垣間見る見学
となりました。参加された皆さん、お疲れ様でした。

メンタルヘルスケアセミナーの開催

厚生委員会

中小企業人材確保推進事業の一環として、平成１６年度から３ヵ
年計画でセミナーを企画しました。今年度は、全体セミナー (7/19
参加70名)では対応できない点を補うために、個別にメンタルカウ
ンセリングを実施(7/27,8/8.8/27 参加10社)する事で、さらに深く掘
り下げた内容にしました。
また、講義資料をはじめ、事例紹介、予防法等をまとめた「メンタルヘルスケアセミナーレ
ポート」小冊子を制作し、全会員企業へ配布しました。
情報サービス業界は、他の業界に比べ、ストレスを強く受ける機会も多いと考えられ、本
人はもとより企業にとっても深刻な問題となっています。多くの会員企業のアンケート結果
からも関連するセミナー等内容の充実を望んでおり、厚生委員会として、今後も取組むべき
重要課題として捉えています。
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新規会員紹介

（平成１８．
７〜１０月までに入会された会社）
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シリーズ 「我が社のホープ」
株式会社

福岡ＣＳＫ
福岡営業所

開発グループ

矢島

大介

私は入社して3年目を迎えます。入社以来Webシステム、グループウェア
開発に携わってきました。そして現在は、
プリンタドライバ開発のチームリー
ダーとして毎日が勉強の日々です。
入社してしばらくは、単純に
「技術者とはこうだ」という漠然としたイメー
ジの中でテスト、プログラミングを行っていました。しかし、現在プロジェ
クト全体を見る立場になり、様々な要因によってシステムが成り立っている
んだということを強く実感しています。さらに言えば、様々な要因から会社
全体が成り立っているということに気づきました。
「技術の前に人ありき」ということを意識し、プロの技術者ですからテクニ
カルスキルはもちろんのこと、お客様に示唆をあたえることの出来る技術者、
飲み会では宴会部長もやれる技術者、お客様に、やっぱり、矢島だと思われ
るような技術者を目指し、日々努力していきます。

パナソニックＣＣシステムコンサルティング株式会社
会計ソリューショングループ

黒岩

健太郎

私は社会人としては5年目を迎えますが、当社でのキャリアは４ヶ月です。
システムを構築する上で会計業務の知識と経験を積みたいという思いと、入
社前の語学留学を生かせる職場に就きたいという考えから当社へ転職しまし
た。
入社当時は会計やパッケージソフト（ｍｙＳＡＰ ＥＲＰ）の専門用語が理
解できずに苦労しましたが、上司や先輩の暖かいご指導の下、徐々に理解を
深めていると実感しております。
先日は、ベトナムへ出張する機会がありました。仕事での海外出張は初め
てでしたが、現地スタッフと英語でコミュニケーションをとりながら無事に
大役を務め上げることができました。使い慣れた日本語ではなく、英語での
資料作りや会議には、最初はかなりの戸惑いと苦労を感じましたが、非常に
良い経験となり今後の自信に繋がりました。
これからも、会計システムの理解はもちろんのこと、得意とする語学や様々
な分野のスキルを高め、多くの現場経験を積むことにより、一流のコンサル
タントを目指していきたいと考えています。

株式会社

ソルネット
ソリューション開発部

設計４グループ

上田

剛之

我が社は、
「顧客要求事項を満たす最適ソリューションの提供」を命題とし、
業務に取り組んでおります。
私は入社して６年目になり、入社以来幾つかのシステム開発に携わってき
ました。２年前からは２４時間操業を行う工場の生産管理システムの設計・
開発および保守を担当しています。現在は、システムの実績収集ブロックを
一人で任されており、障害や問合せ対応を行ったり新機能の基本設計を行う
ため、直接現場を訪問したりと毎日忙しい日々を送っています。
そうした中でシステム開発にとって一番大切なことは「使っていただくお
客様の身になって考えること」だと強く感じました。お客様が苦労されてい
る点、困っている点を理解し、それを改善してお客様から「ありがとう」と感
謝のお言葉を頂けることは、最適ソリューションの提供を命題とする我々に
とって何より大切であり、やりがいのある事です。
２４時間操業の工場なので問題が発生した場合は夜中でも連絡があります
し、小さなミスでも工場のラインを止めてしまう大きな問題になる恐れもあ
り、とてもプレッシャーはあります。しかしお客様に喜ばれ、より信頼して
いただくため、そのプレッシャーをプラスの力に変え、自分自身も成長でき
るよう努力していきたいと思います。
そしてそのことが我が社にとって大きな力となり、社を引っ張っていける
ものと確信しています。
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事務局だより
「第８回情産協委員会対抗」
ゴルフコンペ開催

幹事：企画調査委員会

平成18年11月14日(火)、第8回委員会対抗ゴルフコンペを小郡カン
ツリー倶楽部で開催しました。前日からの雨が心配でしたが、その
心配もなく楽しくプレーができました。今回は22名の参加で、成績
は次のとおりでした。
＜団体成績＞ 優 勝
準優勝
第３位
＜個人成績＞ 優 勝
準優勝
第３位

企画調査委員会(３連覇)
役 員
教育委員会
楢崎 俊治(企画調査)
上野 純次(企画調査)
黒田 赫夫(企画調査)
次回の幹事は、教育委員会にお願いします。

これからの協会行事
･1月17日(水)
厚生委員会１月例会
･1月18日(木)
第4回人材確保推進検討委員会
･1月31日(水)
企画調査委員会 全体会議
･2月 5日(月)
退職金・年金セミナー
･2月10日(土) 「ふくおか・ゆめ・みらい
〜 12日(月) ＣＧコンテスト」作品展示(福津市)
･2月14日(水)
公開セミナー
･2月16日(金)
第5回理事会

･2月17日(土) 「ふくおか・ゆめ・みらい
〜 18日(日) ＣＧコンテスト」作品展示(福岡市)
･2月23日(金)
第4回委員会連絡会議
･3月 3日(土) 「ふくおか・ゆめ・みらい
〜 5日(月) ＣＧコンテスト」作品展示(行橋市)
･3月 7日(水)
企画調査委員会 全体会議
･3月15日(木)
第2回通常総会及び講演会
人材確保推進事業報告会

会員加入状況
正会員Ａ
正会員Ｂ

北 九 州・ 行 橋
福 岡・ 飯 塚
久留米・大牟田
小
計
北 九 州・ 行 橋
福 岡・ 飯 塚
久留米・大牟田
小
計
正会員合計
賛助会員
合
計

H18.8.1
現 在
１３
８５
４
１０２
０
３５
０
３５
１３７
２６
１６３

H18.8.1 〜 H18.12.1
入 会
退 会
３
３

０

５
５
８
１
９

０
０
０

H18.12.1
現 在
１３
８８
４
１０５
０
４０
０
４０
１４５
２７
１７２

備

考

【入 会】
H18.7.20 日本電算システム㈱
（正Ａ）
H18.7.20 エスアールエムテクノロジーズ
（正Ｂ）
プライベートリミテッド
H18.7.20 ゼッタテクノロジー㈱
（賛）
H18.9.14 ㈱ネクストシステム
（正Ａ）
H18.9.14 ㈱テクノクリエイティブ 福岡支社
（正Ｂ）
H18.9.14 ㈱エイチピーティー 九州支社
（正Ｂ）
H18.11.22 ㈱カリテ・ソリューションズ
（正Ａ）
H18.11.22 ㈱ビジネス・インフォメーション・テクノロジー（正Ｂ）
福岡支社
H18.11.22 ㈱大塚商会 九州支店
（正B）

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様のより一層のご繁栄とご健勝を祈念したし
ます。
ソフトウェア業界におきましては、先来からの人材不足は深刻で人材の育成・確保は最重要課
題と痛感しています。会員皆様方のさらなる活動により、本年が実りある年であればと思います。
また、我々広報委員も魅力あるＦＩＳＡニュースづくりを目指して頑張ってまいりますので、
ご協力の程よろしくお願い致します。
最後になりましたが、当号発行に際しまして、ご多忙の中ご協力頂きました関係者の皆様方、
原稿をご執筆頂きました皆様方に厚く御礼申し上げます。

編

集後記
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