
目　　次　　CONTENTS

会長年始の挨拶   ……………………………………………… 2
九州経済産業局長・県知事年頭所感  ……………………… 3
平石理事「優秀役職員賞」受賞……………………………… 4
平成 21年度臨時総会報告 …………………………………… 5
平成 21年度理事会・委員会合同会議報告 ………………… 5
FISA の取り組み ……………………………………………… 6
常任委員会内容紹介  ………………………………………… 7
FISA イベント報告 …………………………………………… 8～ 9
新規会員紹介……………………………………………………10
シリーズ「わが社のホープ」 …………………………………11
事務局だより  …………………………………………………12

㈱信興テクノミスト　　池野　紀彦氏

第31回全情連 ANIA沖縄大会

企業見学会

委員会対抗ゴルフコンペ

健康ハイク

NEWS
第４５号
2010.1

ＦＩＳＡニュース　第45号

（社）福岡県情報サービス産業協会



新年あけましておめでとうございます。

昨年は激動の一年でありました。

　まず経済面では、100年に一度という大変な経済危機に見舞われ、あらゆる業種で厳しい経営を強い

られました。特に地元九州では、主要企業（上場50社除銀行）の中間決算は７割超が減収、３割超が赤

字という極めて厳しい内容でありました。又、個人に於いても失業率は最悪を記録し、大きな社会問

題となりました。又、個人消費も振わず物価は下落が続き、｢デフレ色｣が色濃くなっています。

　一方、政治面でも大きなうねりが起こりました。久方振りの政権交代が起こり、鳩山政権が誕生し

ました。政治主導のもと、今までの考え方、やり方が全面的に見直され、まさしく政治改革がスター

トしました。以上の様に昨年度は、後半、一部（輸出・生産が緩やかながら着実に増加し、公共投資も

増加）に於いて若干の持ち直しに転じたものの通年では厳しいものでした。

　この様な環境の中、我々情報サービス業界も非常に厳しい状況にありました。依然として、企業の

IT投資は慎重かつ予算も緊縮状況が続いております。又、小規模の案件であっても“低予算、短納期、

高度業務スキル”等々ユーザーからの要求は厳しくプロジェクトの難易度が極めて高くなっておりま

す。従いまして、PMの育成、業務スキル・技術スキルの習得等、更なる人材育成が喫緊の課題であります。

　2010年度は、海外経済の改善と景気対策の効果を背景に持ち直してゆくものの、年度半ばまでは持ち直

しのペースは緩やかなものに止まると思われます。特に地元九州の経営者は｢景気回復は緩やかで、二番底

もあり得る｣と慎重な態度となっています。業種別に見ると製造業は設備投資は徐々に回復してゆくと思われ

ますが、一方、非製造業、中小企業は製造業に於るコスト削減努力に伴う下押し圧力や家計部門の厳しさを踏

まえると、回復は製造業より遅れるものと思われます。

　一方、我々のIT業界はイノベーションの新潮流は次々と打ち寄せてきております。経営環境厳しい中でも新

しい流れをしっかりつかみ、必要に応じて新たな取り組みに挑戦しなければなりません。特に｢クラウドコンピュー

ティング｣は今までのIT経営のあり方を根本から変える可能性がある技術だと思います。

　我が福岡県情報サービス産業協会は、今年３月に｢FISA３ヵ年ビジョン｣を終了します。当初の課

題と施策についての成果は、各委員会の積極的な取組みと活動のおかげをもちましてそれなり

の成果を上げる事が出来ました。皆様に改めて感謝申し上げます。

　４月からは｢FISA新３ヵ年ビジョン｣がスタート致します。会員企業にとって｢役に立

つ｣｢頼りになる｣FISAを目指し、｢情報の共有化｣｢ビジネスチャンスの拡大｣｢人

材育成と労働環境向上｣を重点施策に掲げ、その達成のために委員会、協会

活動を更に強めていきたいと思います。

　今年度も厳しい年となりますが皆様方のより一層のご支援、

ご協力をお願い申し上げます。そして当協会、会員企業、

会員社員それぞれが実りある年になります様、祈

念申し上げます。

(社)福岡県情報サービス産業協会

会　長　　大 内 田　勇 成
株式会社シティアスコム

代表取締役社長

2



九州経済産業局長
橘　高　公　久

福　岡　県　知　事
麻　生　　　渡

　平成二十二年の新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。
　皆様には、平素、経済産業行政へのご理解、ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　さて、九州経済は、一時の急速な生産の落ち込みからは着実
に持ち直してきましたが、消費者や企業のマインドには先行き
不透明感があり、まだまだ力強いとは言えない状況にあります。
　このため、政府としましては、当面の経済の安定的回復に向
けた取組を進めるとともに、将来に自信と希望が持てる成長
戦略を明らかにしていくことが重要であると考えております。
　このため、昨年末に「明日の安心と成長のための緊急経済
対策」を取りまとめ、雇用、環境、景気の三本柱で対策を講
じることと致しました。経済産業省としましては、エコポイ
ント、エコカー助成制度の延長、景気対応緊急保証制度の
創設による中小企業の資金繰り対策等を進めて参ります。
　併せて、我が国が中期的に安定した経済成長を実現するた
め、我が国の持つ優れた技術や人材などの強みを生かし、「ア
ジアとともに一体となった成長」、「地球温暖化対策をチャン
スとした成長」、「国民が成果を実感できる成長」を実現する
ことを目指す新たな成長戦略の策定を進めているところです。
　九州は、豊かな環境と地域資源に恵まれ、高度な人材や
産業、技術の集積もあります。九州経済産業局と致しまし
ては、このような九州のポテンシャルを生かし、広域的観
点からの先進的取組により、九州が我が国の成長戦略実現
のモデルとなるよう努力して参ります。
　具体的には、第一に、三つのエコタウン、二つの環境モデル
都市を有し、リサイクルやリユース等の３R関連産業の集積、
水素や太陽光等の先進的エネルギー産業の集積がある強みを
活かし、世界的な環境モデル経済圏としての発展を図ります。
　第二に、中国、韓国を始めとするアジア諸国等との国際
交流を生かし、産業交流、大学連携の強化とともに、豊か
な地域資源を生かした国際観光交流の促進等を図り、国際
的な交流地域を目指します。
　第三に、自動車、半導体、ロボット等の先端産業の集積や
デザイン発信力、伝統的産業の匠の技等を生かし、地域に
根ざした、二十一世紀型基幹産業の振興、集積を図ります。
　第四に、少子化や健康長寿社会への対応や地域興しの観
点から、地域の抱える社会的課題を住民が中心となって解決
する「ソーシャルビジネス（社会課題解決型事業）」の振興を
図り、住みやすく人に優しい地域づくりを進めます。これは、
年代を問わない優れた就業機会の創出にもつながります。
　第五に、農商工連携や地産地消の推進、植物工場の活用
等により、フードアイランド九州としての魅力と経済力を
更に高めて参ります。
　第六に、消費者問題や産業保安等への適切な対応等、安
心安全な地域づくりに努めて参ります。
　今年も皆様と力を合わせ、九州が力強い成長への歩みを
進める年とするとともに、「誰もが住みたいアイランド九
州」の実現を目指して参りたいと思います。皆様にとって、
本年が実り多い一年になりますよう心からお祈り申し上げ
て、新年のご挨拶と致します。

　あけましておめでとうございます。皆さまには晴れやかに
新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　先の総選挙は、戦後史上初となる本格的な政権交代となり
ました。今年は、「地域主権」を掲げる新政権に対し、地方の創
意あふれる政策提言を積極的に行い、真の地方分権の実現、地
方の自立・再生を目指してまいります。

　経済は、一部で持ち直しの動きが見えてまいりましたが、依
然として厳しい状況が続いています。この難局を乗り切り、活
力に満ちた地域をつくるためには、県内企業の99％、雇用の
75％を担っている中小企業の経営安定と発展が欠かせません。
福岡県では、中小企業の資金調達に支障が生じないよう、緊急
経済対策資金の新規融資枠を大幅に拡大するなど金融支援を
充実するととともに、きめ細やかな経営相談を実施し、経営安
定化のために全力を挙げて取り組んでいます。また、技術力向
上に対する支援、地場産業の育成や販路開拓につながるイン
ターネット通販の拡大など総合的な中小企業振興施策を展開
しています。

　世界の経済構造が大きく変化する中で、今後も地域の雇用
や所得を向上させていくためには、これまでにない技術革新
により新しい商品や魅力あるサービスを創出することが必要
です。福岡県では、自動車や水素エネルギー、先端半導体など
先端成長産業の育成・集積により培われた技術や研究成果を
大いに活用し、新製品、新市場、雇用を創出する１７のプロジェ
クト「福岡ニューディール」を進めています。高齢者にやさし
い自動車の開発や、水素エネルギーの利用による低炭素社会
の構築、ペプチドワクチンによる第四のがん治療法の実現、さ
らに日本発のプログラミング言語「Ruby」を核としたソフト
ウェア産業の振興などを通じて地域の成長力を高めてまいり
ます。

　貴協会の皆さまが、地域経済の重要な担い手として今後と
も大きく飛躍されますことを心から期待いたします。本年が、
皆さまにとって素晴らしい一年となりますよう心からお祈り
いたします。
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平石理事　全国地域情報産業団体連合会「優秀役職員賞」を受賞

　11月５日（木）に開催された第31回全情連大会「ANIA沖縄大会」において、
本協会の平石理事（前会長・現行政システム九州（株）代表取締役会長）が連合
会会長表彰「優秀役職員表彰」を受賞されました。

　平石理事は、本協会の理事、副会長、会
長として長年にわたり業界の発展と情報化
の推進及び協会組織の活性化に貢献されま
した。 
　また、国や県などが行う事業を積極的に
活用し、協会の財政基盤の充実強化に尽力されました。更に、全国組織ANIAや
JISAの役員として全国的な情報サービス産業の基盤強化に貢献されたことが認め
られ、その功績に対して表彰されたものです。

副会長

熊　田　英　敏
㈱ソルネット

代表取締役社長

理　事

鎮　西　正　直
九電ビジネスソリューションズ㈱

代表取締役社長

理　事

平　石　勝　之
行政システム九州㈱

代表取締役会長

専務理事兼事務局長

河　野　達　治
(社)福岡県情報　　
サービス産業協会

理　事

白　石　昭　典
西部ガス情報システム㈱

代表取締役社長

理　事

菊　田　道　夫
NTTデータNCB㈱

代表取締役社長

副会長

遠　藤　史　朗
フォーサイトシステム㈱

代表取締役社長

会　長

大内田　勇　成
㈱シティアスコム

代表取締役社長

理　事

中　村　祐　二
㈱テクノ・カルチャー・システム

代表取締役社長

理　事

小　林　　　勝
㈱FCCテクノ

代表取締役社長

副会長

奥　山　利　樹
㈱麻生情報システム

代表取締役社長

理　事

臼　杵　　　明
西鉄情報システム㈱

代表取締役社長

企画調査委員長

金　丸　和　生
麻生情報ビジネス専門学校

副校長

理　事

清　水　喜　文
安川情報システム㈱

代表取締役社長

理　事

青　谷　哲　也
日本システムスタディ㈱

代表取締役社長

教育委員長

川　口　　　剛
西部ガス情報システム㈱

経営企画部長

理　事

吉　川　卓　志
㈱吉川システック
代表取締役社長

理　事

西　　　哲　郎
西日本コンピュータ㈱

代表取締役社長

理　事

岩　本　強　司
㈱BCC

代表取締役社長

厚生委員長

馬　場　益　美
㈱パーフェクトマニージ

代表取締役社長

監　事

杉　田　寛　治
㈱NSソリューションズ西日本

代表取締役社長

広報委員長

森　　　俊　英
グローバルブレインズ㈱

代表取締役社長

監　事

大和田　　　亨
富士通エフ・アイ・ピー㈱

九州支社長

理　事

勝　野　　　稔
福岡コンピューターサービス㈱

代表取締役社長

理　事

西　岡　雅　敏
㈱福岡CSK

代表取締役社長
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平成21年度「臨時総会」開催
　９月16日（水）、西鉄グランドホテルで「臨時総会」及び「講演会」、
「懇親会」が開催されました。

臨時総会

　議案審議「会員代表者の変更に伴う後任役員選任」におい
て、大和田亨氏（富士通エフ・アイ・ピー（株）九州支社長）
が監事に就任されることについて承認されました。

関係機関からの説明

■ 関係機関からの説明において、福岡県商工部商工政策課から「Rubyビジネスの
振興について」と題して、Rubyビジネス拠点の構築を目指した福岡県の取り組
みについて説明がありました。

■ 九州経済産業局地域経済部情報政策課から「中小企業IT経営大賞2010」と題し
て、ITの活用促進に向けた九州経済産業局の取り組みについて説明がありまし
た。

講 演 会

　今回は、田上哲也様（九州経済産業局資源エネルギー環境課課長）に「低炭素社会の実現に向
けた九州の取り組みについて」と題してご講演をいただきました。また、LED（発光ダイオード）
について、LED技術の進展と多様な応用事例について興味深いご説明がありました。

懇 親 会

　懇親会は九州経済産業局、福岡県商工政策課、福岡県中小企業経営金融課、
福岡ITビジネス交流協議会、福岡エレコン交流会の関係者を来賓に迎え、会員
64名が参加して、情報交換が行われました。

　11月18日（水）、八仙閣本店で、理事・監事及び各委員会の委員長・副委員長が出席し、「理事会・委員会合同会議」
が開催されました。この会議は、当協会活動の両輪である理事会と委員会相互のコミュニケーションを図ることを目
的として開催されるものです。
　会議ではまず、広報委員会から活動状況についての報告がありました。その中でも特に会員間コミュニティ（FISA-
SNS）の登録状況、活動状況についての報告があり、会員間の情報交換、意見交換の場として積極的な活用を進めてい
ただくよう要請がありました。
　次に、厚生委員会からの報告があり、会員の福利共済制度として設けている
共済保険（団体生命）への加入促進の働きかけについて協力依頼がありました。
　自由な意見交換においては、様々な情報提供が日常的に行われているが、ど
のような媒体で情報提供するのがいいのか、メール、掲示板の活用などについ
ての意見交換が行われました。
　また、各委員会の出席率が40％程度という現状についてどうかとの問題提起
について、以前に比べれば出席率は上昇してきているが、さらに出席率を向上
させるために理事会の積極的な関与をお願いしたいとの意見が出されました。

平成21年度「理事会・委員会合同会議」開催

大和田監事
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FISA双方向の情報交換の仕組み「FISA-SNS」の運用状況について

「会員企業における優秀な人材確保に向けて」産学連携推進チームの取り組みについて

　去る平成21年５月11日より本格運用開始され、会員
登録も順調に進んでおりました「FISA-SNS」ですが、
７月に入りサーバのUPSバッテリーの障害から派生し
たディスク破損により、再度登録のやり直しということ
となってしまい、皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳
ありませんでした。現在は何の問題もなく稼働しており
ますので、再度ご活用の程よろしくお願い致します。
　それでは現在の会員登録状況からご報告させていた
だきます。全会員社数203社の内、80社134名の方にご
登録いただいております。また、登録いただいている方
の内、所属委員会のコミュニティにご登録いただいてい
る方が46名となっています。 
　最低限、自分の所属している委員会コミュニティへの
参加登録はしていただきますよう、よろしくお願い致し
ます。また、独自のコミュニティ登録は３件となってい
ます。経済交流や趣味の仲間集めなど、悪質な内容のも
のでなければ特に制限はありませんので、遠慮せずに奮って開設をお願いします。
　ちなみに広報委員会では、この８月から定期的に有志による「暑気払い飲み会」や「収穫祭飲み会」「憂さ晴らし飲み
会」と飲み会ばかりですが、広報委員会コミュニティの中にイベントやトピックを開設し、ここで日時・場所・出欠確
認などに利用しています。また、終わった後の盛り上がり度報告も画像付きで行っております。
　とにかく会員相互のコミュニケーションツールとして、導入した「FISA-SNS」ですので、皆様のご参加を心よりお
待ちしております。

　FISA３ヵ年ビジョンのテーマである人材確保事業の一環として、産学連
携事業の推進が掲げられています。このため、産学連携推進チームを中心
として取り組みが進められていますが、平成21年度は、「インターンシッ
プを軸とした大学との連携事業を展開する」との方針のもと、事業展開を検
討してきております。
　インターンシップ事業を協会として企画するのは初めてのことです。ま
ず受け入れ企業として協会の理事会社にご協力をいただくこととし、企業
側の受け入れ態勢や条件等のヒアリング調査を行いました。
　これを基に、理事会社のご紹介をいただきました九州大学、福岡大学、北
九州市立大学、福岡工業大学、九州産業大学に訪問し、大学側の意向や情報
提供をいただきました。
　この結果を踏まえ、まずは「情報サービス産業という業界に対する学生の
理解を深め、業界のイメージアップを図る」ことを目的として、事業内容も
「インターンシップ」から「業界研究会」として実施することとなりました。
　具体的には、数名の学生が１社当たり１～２日企業訪問し、事業活動の概
要や事業展開に向けた各社社長の考え方、先輩社員との懇談などをお聞き
し、意見交換する。これを２～３社程度まわって、とりまとめを行ってもら
う方式で、平成22年２月15日（月）～19日（金）に行うこととしております。

　この事業計画のもとで、「IT企業訪問による勉強会、学生募集」として学生のエントリーを受け付けることとし、チ
ラシ（左記）を製作して各大学に協力を依頼したところです。
　今年度は試行ということで、今回の結果を取りまとめ、検証した上で、会員企業における優秀な人材確保方策に向
けて、来年度の新たな事業展開を検討していくこととしております。
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常任委員会の活動内容報告（平成21年4月1日～12月31日）

■広報委員会

・全体会議　３回（4/21、8/20、11/13）
・臨時幹事会　１回（7/9）
・勉強会
　①8/20「福岡が生み出すRubyとRubyライブコーディング」
　② 11/13「ISO/IEC 27001：2006（ISMS情報セキュリティマネジメントシステム）入門」
・「FISA－SNS」の開始、運用（107社257名申請、78社133名登録）
・広報誌「FISAニュース」44号（8/1発行）、45号（1/1発行予定）製作

■教育委員会

・全体会議　３回（6/4、8/25、11/9）
・幹事会　２回（11/9、12/7）
・ （社）日本経営協会とのタイアップ研修（13講座 42社62名受講　1講座募集中）
・㈱福岡ソフトウェアセンターとのタイアップ研修（11講座 81社143名受講）
・企業見学会（11/25　16社19名参加）
　①福岡市交通局　橋本車両工場
　②株式会社紅乙女酒造 山の貯蔵場～株式会社巨峰ワイン

■厚生委員会

・全体会議　３回（4/15、6/4、9/15）
・メンタルヘルスケアセミナー（8/3　43社72名参加）
・メンタルヘルス個別カウンセリング（8/26　５社）
・健康ハイク（10/24　147家族286名参加）
・退職金・企業年金セミナー（11/19　20社22名参加）
・団体定期保険加入促進活動
　（加入企業数：34社　加入人数：2,168名　加入率：38 .6％）

■企画調査委員会

・全体会議　３回（5/21、7/23、11/12）
・講演会
　①「人と自分を幸せにする食の話」
　②「低炭素社会の実現に向けた九州の取り組みについて」
・ビジネスシヨウ九州2009（6/11-12　福岡国際会議場　会員企業10社出展）
・「ビジネスシヨウ九州2009」名刺交換交流会（6/11　ラコンテ　37社71名）
・夏季合同施策検討会（9/11-12　国立夜須高原青少年の家　20社25名参加）
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ＦＩＳＡイベント報告

　福岡県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21年10月24日（土）に
福間海岸にて開催しました。当日は、
41社286名（大人203名･子供83名･147
家族）の参加がありました。

　まずは、福津市うみがめ課の方から、
「子ガメは人が捨てたポリ袋やごみの
中に迷い込んだり、砂浜に残った車の
タイヤの跡に落ち、這い上がれず海に戻れない」などの説明を受け、実際にウミガメの卵や

海に戻れなかった子ガメの標本を手にしながら、自
然環境の中で成長していく厳しさや、きれいな海の
大切さを学びました。

　説明の後に全員で海岸清掃を行い、今年もたくさ
んのゴミが集まりました。ちょっと複雑な気持ちで清掃活動の重要性と人が生
活していく上で少しでもゴミを減らす努力と環境に優しい行動ができたらと考
えさせられました。

　昼食のバーベキューの後は、子供たちのバッコンゲームと大人による力の入った綱引
きのレクリエーションを行い、賞品のお菓子や海の幸を手に、楽しく学び、活動した１日
でした。

　平成21年度メンタルヘルスケアセミナーを、８月３日（月）住友生命相
互会社博多支社で開催。43社72名が参加されました。
　株式会社オフィスナチュラルズ 代表取締役社長　草原祥子様よりご講
演を頂きました。
　セミナー後のアンケートによると大多数の方が「参考になった」、「とて
も参考になった」との回答で大好評でした。
　また、８月26日（水）に別途行われました「個別カウンセリング」には
５社の会員企業が来られてカウンセリングを受けられました。
　メンタルヘルス対策に対する要望も数多く意見要望が出されました。
　今後の課題として、解決に向け取り組みたいと考えています。
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　11月25日、秋の心地よい天候にも恵まれ、19名での見学会となりました。

◆福岡市交通局 車両局 橋本車両工場
　79千㎡の広大な敷地で、地下鉄七隈線の車両17編成を維持管理していま
す。工場特有な機械油の臭いを感じさせず、太陽光発電、自然採光、雨水利
用などといった各設備で、環境面にも配慮された工場となっています。車両
は、リニアモータ駆動方式であり、車両のリニアモータと線路の間に敷設さ
れたプレートとの隙間を12mmとなるように維持・管理している点では、高

い技術力を感じました。
◆株式会社紅乙女酒造 山の貯蔵場
　ご存知「胡麻祥酎紅乙女」を製造しており、フランス製のシャラント型蒸留器をはじめ、
容量32klのタンクが縦横に何列も並んだ貯蔵庫には圧巻させられました。敷地内には、安
土桃山時代の日本家屋があり、貯蔵場にマッチした歴史的な雰囲気を醸し出していました。
◆株式会社巨峰ワイン
　紅乙女酒造と隣接しており、会社名にもあるとおり、巨峰葡萄100%で醸造した特徴ある

ワインを製造しています。葡萄畑とワイン蔵を見学しましたが、自然と調和した環境を印象付けられました。

　帰路は、試飲した焼酎とワインで、皆ほろ酔い気分。紅乙女酒造にあった32klの原酒を一日一合飲んでも438年かか
るなぁなどと思いながら、帰路につきました。

　第14回委員会対抗ゴルフコンペを11月26日（木）、麻生飯塚ゴルフ倶楽部で開催し
ました。
　当日は天候にも恵まれ絶好のゴルフ日和となり、皆さん大いに楽しまれたようです。
　参加者は役員チーム（５名）、企画調査委員会（６名）、教育委員会（７名）、厚生委員
会（６名）、広報委員会（６名）の30名でした。成績は、役員チームが企画調査委員会の
３連覇を阻止し、王者奪還となりました。参加された皆様大変お疲れ様でした。

【成績】（団体戦）優　勝：役員チーム
準優勝：厚生委員会
３　位：企画調査委員会

（個人戦）１　位：青谷　哲也（役員）　※ベスグロ同時受賞
２　位：和田　　剛（企画調査）
３　位：賀数　英敏（厚生）

次回の担当は厚生委員会です。よろしくお願い致します。

　９月11日（金）～12日（土）、国立夜須高原青少年自然の家にて、今年も「各委員会
夏季合同施策検討会」と銘打って夏期合宿を実施しました。参加者は、20社25名。
　到着後、「国立夜須高原青少年自然の家」の施設説明を受け、思いの他、安く利用
できる施設ですので、会員企業の社員研修や厚生施策に活用できると思いました。さ
て、今回は、各委員会のビジョン検討チームにも参加を頂き、FISAの次期３ヵ年ビジョ

ンの検討を主に行いました。活発な意見を頂き、またグ
ループ討議なども行い、参加者の方々のFISAに対する
熱い思いが込められた会でもありました。お陰様で、課
題の抽出、施策の提案などがまとまり、次期３ヵ年ビジョンとしての骨子が出来上がりました。
　続いての懇親食事会でも、大いに満喫をされて、皆様、夜遅くまで親睦を深めておられ
ました。
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新規会員紹介
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　株式会社ジー・クリエイトへ入社して４年目を迎えます。同時にIT関連についての経
験は18年となり、運用管理、多業種にわたる業務システム開発やシステムインテグレー
ション、現在では訪問型コンサルティングセールスと、幅広い分野の経験をさせて頂いて
おります。また、社内では在籍している事業部のシニアマネジャー（課長）を任されてお
ります。訪問型コンサルティングセールスに就いて、多くの企業の方々と接し多様な経験
をさせて頂いております。私が仕事を行う上で重要視することは、「計画性」、「公平性」、
「モチベーションの維持」、「コミュニケーション」です。苦悩や難題に衝突した際、いろい
ろな方々から「力」を頂き、「人と人の和の大切さ」を十分に実感させて頂いた経験からだ
と思っております。
　今後は、豊富な経験を活かし、社内、社外の方々へより効率の良い進め方・考え方の共
有や提案を行うと共に、私自身の成長に向け更に飛躍できればと考え、努力し続けたいと
思います。

株式会社 ジー・クリエイト
システムインテグレーション事業部　　原　野　賢　一

　私は西テレ情報サイエンスに入社して２年目となります。私の１年目、それは戦いの
日々でした。
　学生時代に学んだことだけでは、仕事について行けず毎日が失敗と勉強の日々でした。
先輩方など周りの方々に多くのご迷惑をおかけしたと思います。
　しかし今日の私があるのも、時には厳しく指導していただき、時には励ましていただい
たその方々のおかげだと、とても強く感謝しています。そんな会社の先輩方や、出向先で
出会った方々との一つ一つの出会いが、私を大きく成長させてくれたと思います。
　私の最大の長所は、プログラマーの技術としてではなく、持ち前の明るさとポジティブ
な性格です。この業界では珍しいタイプとよく言われますが、これを最大の武器として会
社に貢献していきたいと思っております。
　日々精進を胸に、後輩からの憧れの的となるよう頑張ります。

西テレ情報サイエンス 株式会社
第1システム部　第２システムグループ　　野　川　雄　一

11

シリーズ「わが社のホープ」

　前職の製造業から自分のスキルに応じて評価される仕事がしたいと思い、IT業界に転職
しました。まだ３年程度しか経験していないですが、ワークフロー開発業務、学籍管理シス
テムなどの実装やテスト工程を経て、感じたことは、コミュニケーション能力と業務知識が
必要だということです。開発メンバー間での、意識の違いでリーダーさんから強い注意を受
たことも、今では感謝しています。
　前述の「自分のスキルに応じた評価」ですが、実績に対し自分の評価が足りないと言う方
がいますが、私は周りが評価するものだと思っております。
　さまざまな業務を通じて少しずつですがスキルと共に人間としても成長していると感じ
ます。私も、人間を育てるSEを目標に頑張っていこうと思います。

株式会社 新日本企画
IT事業部　　松　本　岳　人
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事務局だより
ANIA沖縄大会
　第31回全国地域情報産業団体連合会「ANIA沖縄大会」が、11月５日（木）、６日（金）、沖縄県那覇市（沖縄ハーバー
ビューホテル）で開催されました。大会に先立ち開催されました理事会、総会において、大内田会長がANIAの理事及
び副会長に選任されました。本県からは大内田会長をはじめ６名の方が参加され、大会式典で行われました全情連表
彰で、当協会の平石理事が中村会長から連合会長表彰を受けられました。講演会、パネルディスカッションに引き続き、
参加者による懇親会があり各県の方々との交流を深めました。

編 集 後 記
　初春のお慶びを申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。
　一昨年からの世界同時不況が続く中、IT業界を取り巻く環境は非常に厳しいものとなっています。ここ
のところ一部には明るい兆しが見られるようになったものの、2010年の経済見通しには「デフレ」「２番
底」の懸念もあり、不透明感は更に強くなっています。このような時こそ会員の皆様と力を合わせてこの
不況を乗り越えて参りたいと考えております。このためにFISAニュースが少しでも会員の皆様の事業発
展のお役に立てればと願っております。
　最後になりましたが、当ニュース発行に際し、ご多忙中にも係わらずご協力、原稿執筆いただきました
皆様方、並びに関係者の皆様方に、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。

これからの協会行事
・景気に関するアンケート調査の実施（１月１日）
・第４回委員会連絡会議（１月14日・FISA事務所）
・第５回CGコンテスト審査会（１月18日・福岡SRPセンタービル）
・委員会合同交流新年会（１月21日・八仙閣本店）
・第５回理事会（２月10日・福岡SRPセンタービル）
・公開セミナー（２月12日）
・業界研究会の実施（２月15日～19日）
・第２回通常総会（３月10日・西鉄グランドホテル）
・企画調査委員会（３月18日・福岡SRPセンタービル）
・CGコンテスト入賞作品展示会（福岡空港第３ターミナルビル）

※「年賀状」での協会役員からの新春のご挨拶を取りやめましたので、ご了承ください。

会員加入状況
FISA会員220社を目標に、会員増強運動中！！
お知り合いの同業者の加入を呼びかけてください。ご紹介いただければ事務局がフォローします。

H21 .8 . 1 H21 .8 . 1～H21 .12 . 1 H21 .12 . 1 備　　考現　在 入　会 退　会 現　在
正
会
員
Ａ

北九州・行　橋 14 14

【入 会】
H21 .10 . 1　サイバーコム㈱福岡オフィス（正B）

福　岡・飯　塚 102 102
久留米・大牟田 4 4
小　　　　　計 120 0 0 120

正
会
員
Ｂ

北九州・行　橋 0 0
福　岡・飯　塚 48 1 49
久留米・大牟田 0 0
小　　　　　計 48 1 0 49
正　会　員　合　計 168 1 0 169
賛　助　会　 員 34 34
合　　　　　計 202 1 0 203
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