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　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては家族揃って新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。

　さて昨年を振り返りますと、３月の東日本大震災と福島原発事故の問題が大きく日本経済に先行き

の不安と打撃を与えました。いまだにその復興の道のりは前途多難でありスピード感が伝わってきま

せん。また東北地方の部品工場がもたらした影響は全世界のＩＴ製品や自動車産業の減産を余儀な

くさせました。日本のサプライチェーンの集中と盲点がさらけ出されました。最近ではタイの洪水に

よる日系企業の被害はよりグローバルな影響を及ぼしております。地震・台風・大雨等自然災害の恐

ろしさをいやというほど味わった一年でありました。一方経済活動に目を向けますと長引くデフレは

製品価格の低下から所得の減少を招きそれが悪循環となり消費の減少、買い控えを加速させておりま

す。さらに急激な円高・株安はますます日本経済の先行き不安を覚えます。ギリシャの信用不安から

イタリア・スペイン等ユーロ圏での混乱は世界経済や資本主義社会の虚構・過大化の末路の不安を感

じるものであります。

　そのような状況の中、ＩＴ社会は進歩の激しい年となりました。フェイスブックやツイッターはエ

ジプトやリビアでは革命の原動力にもなっております。一方タブレットの普及が進みノートパソコン

に変わるビジネス利用も進むようになりました。昨年10月のＡＮＩＡでのアメリカ視察ではタブレッ

トの想像以上の利便性を実感いたしました。その折ｉＰａｄの生みの親スティーブ・ジョブズの訃報

に接しアップルショップでの献花が印象深いものでありました。昨年の地デジ化による新たなる電波

帯域の利用がますますその高速ネット化を加速し新たなネット端末の出現を予感させます。

　かたや震災を機にバックアップの必要性・重要性が再認識されデータセンターの普及が進んでおり

ます。あわせてハードの集約化・仮想化によるクラウドが進み、今後プライベートクラウドからパブ

リッククラウドへと展開していくと思われます。アメリカではセールスフォースをはじめ既

存システムのリンクの観点からも特定アプリの横展開がすすんでいるようです。

クラウド利用に関するセキュリティー問題等も徐々に解決されその利用

がさらに進むと考えられます。混沌とした市場でありますが間

違いなく前に進んでおりその動向には目がはなせませ

ん。会員各位と力を合わせこの雲の中から福岡

の情報サービス産業がひとつの方向に進

むことを期待しております。

　会員各位が実りのある一年にな

りますように心よりお祈り申し上

げます。

（社）福岡県情報サービス産業協会

会　長　　奥　山　利　樹
株式会社麻生情報システム

代表取締役社長
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九州経済産業局長
瀧　本　　　徹

福　岡　県　知　事
小　川　　　洋

　平成24年の新春を迎え、新年のご挨拶を申し上げます。
　また、東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申
し上げます。
　わが国経済は、東日本大震災からの復旧・復興が進む中で
持ち直しの動きが続いています。しかしながら、「６重苦」
とも言われる歴史的な円高、電力供給制約等の課題に欧米経
済の不透明感も加わり、国内産業を取り巻く事業環境は、こ
のところ厳しさを増してきています。
　経済産業省としては、原子力事故収束・震災からの復興に
全力で取り組みます。また、電力供給不安への対応に万全を
期すとともに、電力システム改革、再生可能エネルギーの導
入促進等により、新たなエネルギーのベストミックスを構築
します。さらに、現下の急激な円高や電力供給不安による急
速な産業の空洞化に対処するため、中核部品・素材分野や高
付加価値の成長分野における国内拠点立地を強力に支援しま
す。加えて、ＩＴを活用した新たなシステム産業や成長型長
寿産業等の新市場の創出、官民一体となった新興国市場の獲
得、革新的な技術開発、地域経済を支える中小企業の戦略的
経営力の強化などの施策を展開してまいります。
　九州経済産業局では、東日本大震災後のわが国経済の復活
を九州経済が牽引する意気込みで、「九州成長戦略アクショ
ンプラン（2010年12月策定）」の具現化に向けて、本年は、
以下の施策に重点的に取り組んでまいります。
　第１に、アジアの活力を九州の成長につなげるため、九州
各界の取組みと連携し、アジアビシネスの拠点化を目指しま
す。また、環黄海経済・技術交流会議等を活用し、アジアと
の経済交流を促進します。さらに、グローバル産業人材の育
成・活用を促進します。
　第２に、資源エネルギーの安定供給に取り組むとともに、
太陽光発電の普及拡大と産業振興、メガソーラーの立地等を
推進します。また、省エネとビジネス創出を共に推進すると
ともに、水素・石炭の高度利用、九州各地のスマートコミュ
ニティの取組みを束ねたプラットフォームを形成します。
　第３に、産業クラスターの新展開を図ります。環境エネル
ギー分野では官民交流によるアジア向け環境ビジネスモデル
を構築するとともに、国内広域連携を進めます。半導体ＩＴ
分野では環境・エネルギー等の新分野展開を図るとともに、
ＩＴと既存産業等の融合による新市場の創出を目指します。
バイオ・医療分野では予防医学、サービス産業と連携した
「フード・健康アイランド九州」の構築を目指します。自動
車分野では次世代技術と新たな生産方式に対応した拠点を目
指します。これらの推進にあたり、革新的技術開発と知財戦
略を強化してまいります。
　第４に、農業の成長産業化に向け、農業団体、経済団体等
で構成する「九州農業成長産業化連携協議会（仮称）」の設
立（本年３月予定）を支援し、農商工の経営連携による経営
力の強化、食と農産物の輸出促進等に取り組みます。
　第５に、中小企業の経営力強化を図ります。九州独自の士
業等の集まりである「九州志士の会」との連携や経営力強化
ネットワーク等の強力な施策を展開してまいります。サービ
ス産業については、生産性向上にかかる推進会議を本年１月
に発足させる予定です。また、中小企業の海外展開を支援し
ます。
　第６に、地域コミュニティ機能を重視したまちなか再生を
図るとともに、ソーシャルビジネスを振興します。また、全
国、九州のキーパーソン集会を分野別に展開し、九州のつな
がり力を向上させてまいります。
　これらに加え、製品安全対策の強化、消費者取引の適正化
に取り組みます。
　皆様方の一層のご理解とご協力をお願い致しますととも
に、本年が皆様方にとりまして輝かしい年となりますことを
心よりお祈り申し上げて、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。
　昨年は、東日本大震災が発生し、日本の国にとって
大変な年でした。今年は辰年。飛龍乗雲。龍が雲に乗
り、天を翔るように、上昇気流に乗って繁栄する年で
す。福岡県をますます元気にする、「元気躍進の年」
にしたいと思います。「県民幸福度日本一の福岡県」
を目指して、県民生活の「安定」「安全」「安心」を
向上させる新たな一歩を踏み出します。
　わが国は、東日本大震災の影響から持ち直しつつあ
るものの、電力の供給制約や円高の長期化、欧州債務
問題など、景気・雇用情勢は予断を許さない状況にあ
ります。そこで、まず第一に県民の皆さまが将来に不
安なく暮らせるために、経済の活性化や雇用の確保に
取り組みます。
　先月、「グリーンアジア国際戦略総合特区」が国の
指定を受けました。これは、環境を軸に、成長・発展
著しいアジアの活力を取り込み、アジアと共に発展
し、福岡県をアジアの活力拠点としていく構想です。
　北九州、福岡の両政令市、経済界と一緒になり、力
を合わせて特区構想を強力に進め、「元気を西から」
の起爆剤にしていきます。
　中小企業は県内雇用の８割を担い、地域経済を力強
く支えていただいております。中小企業の経営安定と
発展のため、金融対策や経営革新、技術力向上に対す
る支援、地場産業の育成や商店街の活性化、インター
ネット通販の拡大やデザイン開発による売れる商品づ
くり、「プレミアム付き地域商品券」の発行、フクオ
カベンチャーマーケットによる起業支援などに取り組
みます。
　第二に、女性の社会進出や健康・福祉、環境、教育
の分野で一層の施策の充実を図り、誰もが健やかで生
きがいを持ち、共に支えあって暮らせる社会をつくっ
ていきます。
　第三に、安全・安心な県づくりに努めます。
　東日本大震災の教訓を踏まえ、地震、津波、原子力
災害を想定した新たな地域防災計画をつくります。
　太陽光、風力、バイオマスなど、地域の特性に合わ
せた新しいエネルギーの開発や利用を進めます。
　暴力団対策と飲酒運転撲滅は待ったなしです。県民
の力を結集して、安全・安心な福岡県をつくってまい
ります。
　今日の情報技術の進歩はクラウドコンピューティン
グの活用や携帯端末の普及など、まさに目を見張るべ
きものがあります。グローバル社会の一員として、私
たちが新たな時代を切り開いていくには、情報サービ
ス産業の存在は欠かせません。貴協会がさらに発展さ
れますとともに、新しい年が皆さまにとって素晴しい
一年となりますよう、心からお祈りいたします。
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理　事

麻　上　俊　泰
㈱エーエスエー･システムズ

代表取締役社長

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

中　川　正　裕
九電ビジネスソリューションズ㈱

代表取締役社長

理　事

小　林　　　勝
㈱ＦＣＣテクノ　　 　

代表取締役社長

理　事

坂　本　賢　治
Ｇｃｏｍホールディングス㈱

代表取締役会長

理　事

菅　谷　　　清
西部ガス情報システム㈱

代表取締役社長

理　事

山　本　陽　次
㈱ソルネット　 　　

代表取締役社長

理　事

藤　本　宏　文
㈱シティアスコム　

代表取締役社長

理　事

岩　本　強　司
㈱ＢＣＣ　　 　　　　

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

理　事

村　田　秀　明
西鉄情報システム㈱

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

ＣＧコンテスト企画チーフ

藤　田　義　生
㈱ネクストシステム

代表取締役社長

産学連携推進チーフ

石　川　浩　一
㈱テクノスクエア

代表取締役社長

ビジネス開発委員長

古　川　　　実
ＮＴＴコムウェア九州㈱

公共ビジネス担当部長

広報委員長

安　田　益　男
エムシーエー㈱　

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

厚生委員長

木 嶋　多可志
西日本コンピュータ㈱

総務部次長

教育委員長

柴　田　健　二
麻生教育サービス㈱

取締役営業部長

企画調査委員長

上　野　末　吉
三立情報㈱　　　

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

副会長

菊　田　道　夫
ＮＴＴデータＮＣＢ㈱

代表取締役社長

監　事

渡　邉　俊　治
㈱ＮＳソリューションズ西日本

代表取締役社長

理　事

清　水　喜　文
安川情報システム㈱

代表取締役社長

理　事

河　村　忠　博
㈱福岡ＣＳＫ　 　　

代表取締役社長

理　事

右　田　國　博
福岡コンピューターサービス㈱

代表取締役社長

副会長

西　　　哲　郎
西日本コンピュータ㈱

代表取締役社長

会　長

奥　山　利　樹
㈱麻生情報システム

代表取締役社長

平成23年度「理事会・委員会合同会議」開催

平成23年度「臨時総会」開催
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　９月14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理事承認の件」において、
藤本宏文氏（㈱シティアスコム代表取締役社長）、
村田秀明氏（西鉄情報システム㈱代表取締役社長）が理事に就任されるこ
とについて承認されました。
　また、「（社）福岡県情報サービス産業協会の一般法人への移行許可申請について承認を求める件」において、定款の
変更の（案）について正会員代表者挙手数77名、委任状49（定款の変更に必要な正会員数３／４以上）であることから、
承認されました。公益目的支出計画（案）及び入・退会要領についても承認されました。

講 演 会

　今回は、玉川憲様（Amazon Data Service Japan ㈱ エバンジェリスト
技術推進部長）に「アマゾンクラウドの最新動向と活用の勘所」と題して
クラウド活用が企業のどのような課題に応えるのかについてのご講演を
いただきました。また、大石良様（㈱サーバーワークス）、後藤和貴様（ア
イレット㈱）より、実際の活用事例をご講演をいただきました。

懇 親 会

　懇親会は、九州経済産業局情報政策課、福岡県中小企業経営金融課、
福岡 I T ビジネス交流協議会の関係者の皆様を来賓に迎え、会員66名が
参加して情報交換、意見交換が行われました。

　11月16日、八仙閣本店で、理事・監事及び各常任委員会の委員長・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、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
として開催されているものです。
　会議では、各委員会の活動状況についての報告と併せて、FISAが今年度、九州経済産業局、JISAそれぞれから支
援を受けて実施している新規事業についての報告も行いました。
　企画調査委員会からは、委員会の開催状況、総会での講演会、委員会合同施
策検討会での協議内容について報告がありました。
　教育委員会からは、タイアップ研修の受講生増加に向けた講座内容の検討状
況や ITC資格認定研修等について報告がありました。
　広報委員会からは、FISAニュース発行のための編集会議の開催状況やホー
ムページの活性化のための取組み、委員会内勉強会の開催状況について報告が
ありました。
　厚生委員会からは、団体定期保険加入促進活動やメンタルヘルス対策事業等
の実施状況と退職金・企業年金事業の代わりに高齢化対策事業を検討していることについて報告されました。
　新規事業については、九州経済産業局の「中小 I T ベンダにおけるサービス供給力強化事業」、JISAの「地域活性化
事業」において各種セミナー等を開催する予定であることが報告されました。

平成23年度「理事会・委員会合同会議」開催

藤本 理事 村田 理事

平成23年度「臨時総会」開催
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常任委員会の活動内容報告（平成23年4月1日～12月31日）

■広報委員会

・全体会議　　　　　　　３回　（５/12、８/25、11/17）
・FISAニュース発行　第48号編集会議（６/13、７/５、７/12）８/１発行
　　　　　　　　　　  第49号編集会議（10/６、11/17、12/６）１/１発行予定
・FISA-SNS 活性化活動　FISA-SNS 検討会実施（11/11）、SNS 活用講座の掲載
・FISA‒ ホームページ活性化活動
　　① 「ふくおか・ゆめ・みらい CGコンテスト」募集案内（掲載日７/15）
　　② 産学連携　（掲載日11/11）
　　③ 事務局　　事務局活動状況掲載　　（掲載日７/15）
・委員会内勉強会
　　① セミナー参加者からの問合せ 平均40％！セミナー運営方法（５/12）
　　② スマートフォンのアプリ紹介 （８/25）
　　③ AIP のエンジニアと新しい ITを活用した協業 （11/17）

■教育委員会

・全体会議　　全体会：３回（６/２、８/24、11/22）
・検討部会（新設）：３回（６/21、８/18、10/20）
・ITC資格認定ケース研修：２回（４月：11名、８月：５名）
・タイアップ研修　福岡ソフトウェアセンター：15講座　日本経営協会：10講座
・モデル企業見学会：11/８　福岡エレコン交流会、KRPとの連携（40社 61名）
　阿蘇西原ウィンドファーム・大牟田メガソーラ・アサヒビール園
〈補助事業〉
・IPA　ITスキル標準普及活動：人材育成特別セミナー（11/22　47社 72名）
・JISA連携事業　クラウドサービス活用実践セミナー（12/２　50社 73名）
・九州経済産業局補助事業　クラウドサービスセキュリティセミナー（12/２　27社 40名）

■厚生委員会

・全体会議　７回（４/13、５/18、６/17、７/21、９/２、10/19、11/24）
・団体定期保険加入促進　（５月～６月）
　　①団体定期保険　　加入37社（2,119名）
　　②団体傷害保険　　加入27社（127名）
・健康ハイク　９/17（福間海岸）　290名（138家族）
　　①海岸清掃　　　②自然環境勉強会　　③地引網体験
　　④バーベキュー　⑤レクリエーション
・メンタルヘルスセミナー　11/24　　25社　38名
　　「従業員の健康管理問題に関する法的規制と民事的規制」

■企画調査委員会

・全体会議　　３回（５/25、７/20、11/22）
・幹 事 会　　２回（８/31、11/18）
・講 演 会　　６/22　コミュニケーションの原点！人間力を高める（池田氏）
　　　　　　　９/14　アマゾンクラウドの最新動向と活用の勘所（玉川氏）
・ビジネスシヨウ九州2011（６/15）名刺交換会　参加138名　
・福岡Ruby ビジネス拠点推進会議との連携（７/21）　総会参加　
・夏季合同施策検討会（９/９-10）国立夜須高原青少年の家　参加21名
・九経局・JISA地域活性化事業助成金の活動支援（教育委員会・AIP）
・取引改善セミナー（９/28）コンプライアンス経営研究会による開催
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　昨年度に引き続き、２校で「IT業界特別講義」（出張講座）を実施いたしました。この「IT業界特別講義」は、学生
に対して、情報サービス産業に対する正しい理解とイメージアップを図ること、地元の企業に目を向けてもらうこと
を目的としたものです。
■福岡工業大学：10月５日（水）１、２限（10：00～12：00） 参加者：約60名（アンケート回収：54名）
　○「GPS による動態管理システムの紹介と事例」
　　　日米電子株式会社　システムソリューション事業本部　事業推進室　室長　池田　一三　様
　○「自然言語技術の応用システムについて」
　　　西テレ情報サイエンス株式会社　臼杵事業所　所長　足立　顕　様
　○パネルディスカッション＆質疑応答　入社前と後の理想と現実、就職活動について、将来の夢

■九州産業大学：10月24日（月）４限（14：40～16：10） 参加者：約140名（アンケート回収：114名）
　○「驚き、喜び、感動を　もの作りって、やっぱり面白い！　
　　　～コンテンツとテクノロジーの融合を目指した最新AR（拡張現実）システムの開発～」
　　　　　ネクストシステム株式会社　代表取締役CEO　藤田　義生　様
　○「組込み技術の強みを生かしたロボット開発への取組み」
　　　　　株式会社コア　九州カンパニー　エンベデッドソリューション部　甘田　哲久　様
　○パネルディスカッション＆質疑応答　入社前と後の理想と現実、就職活動について、将来の夢

　今年は、学生に身近な話題から、最先端の技術の活用に関しての話題など、幅広い内容で講演いただき、その後の
パネルディスカッションでは、講義いただいた２名に加え、各社の若手社員にも参加していただき、就職前後での
ギャップ、IT業界の実態、そして就職活動の体験談など、お話していただきました。
　講義が終わったその日に、教授から「講義が終わった後に、消極的だった学生が、講義の内容について話しかけて
きました。実施してよかった。」とお礼のメールをいただき、継続して実施していくことへの強い希望を頂きました。
　実施したアンケートからも、講義が非常に有意義であったこと、IT業界に非常に多くの学生が興味をもっていただ
いたことが見て取れ、当初の目的を十分に果たすことができた特別講義でした。
　ご講演をいただいた皆様、パネルディスカッションに参加いただいた皆様、産学連携チームの皆様、本当にありが
とうございました。厚くお礼申し上げます。
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産学連携推進 「IT業界特別講義」を開催
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ＦＩＳＡイベント報告

　９月９日（金）～10日（土）に夜須高原にて合宿を実施しました。　
　今回のテーマ検討につきましてはFISA第二期３ヶ年ビジョンのスローガンに掲げる
「地域に必要とされるFISAになる」には何が必要かを事前の幹事会にて検討致しまし
た。課題が大きかったこともあり、絞り込みを行い「地域内の IT業界の活性化に役立
つ公的助成金等の取り組みについて」を合宿での検討テーマと致しました。対協会外部
への活動という事もあり戸惑いも見られましたが、４つのグループとも大いに盛り上が
り討議致しました。検討結果としまして、必要性は良く理解できるが課題も多いという
事でありましたが、今後のFISAにおける外部への活動の基礎になれば検討の価値があったと思います。
　会議終了後は懇親会を夜遅くまで行い、翌日には有志によるゴルフコンペも行って、交流も深める有意義な検討会
となりました。

「夏季合同施策検討会」の開催 （企画調査委員会）

　平成23年９月28日に「コンプライアンス経営研究会」の活動の一環として、取引契約に係る様々な法的問題、特に
下請法に関する問題について理解を深めるために取引改善セミナーを開催しました。
　セミナーにあたっては、公正取引委員会から講師を招き、「下請事業者のために公正
取引委員会が取り組んでいること」と題して講演を頂きました。また、セミナー参加者
から事前に提出して頂いた質問に対して回答を頂きながら「とことんＱ&Ａ」を行い、
セミナー終了後には「個別相談会」も開催しました。セミナーには約20社、40名の会員
の方々の参加がありました。「Ｑ&Ａ」については、事務局の「セミナーのメモ」として
配布したいと思っています。ご期待ください。
　なお、質問を提出して頂いた皆様、ありがとうございました。このセミナーを通じて、さらに下請法の理解を深め
ることができたのではないかと思います。お礼申し上げます。

「取引改善セミナー」の開催 （コンプライアンス経営研究会）

　今年は初の試みとして、FISA、福岡エレコン交流会、KRP（九州電子流通業協議会）
合同で企業見学会を開催致しました。37社59名のご参加を頂き、今話題の自然エネル
ギー分野の見学を行いました。阿蘇西原ウィンドファームでは、山の上に10基以上の

風車がありその大きさに圧倒されながら見学をさせて頂
きました。当日はあいにく電力系統の点検の影響にて、
風車の回転は止めてありましたが、その迫力は十分でし
た。熊本名物馬刺、辛子レンコンも入った昼食の後、大
牟田メガソーラの見学を行いました。福岡ヤフードームとほぼ同じ広さに約14,000枚の
太陽電池パネルが設置してあり詳しく見学させて頂きました。見学会終了後に懇親会を
アサヒビール園で開催し、終始和気藹々のムードで懇親を深めました。

「企業見学会（①西原ウィンドファーム②大牟田メガソーラ）」の開催 （ 教 育 委 員 会 ）

　今年はメンタルヘルスケア対策セミナーの集大成として、（企業の社会的責任と従業員の健康管理問題）に焦点をあ
て、「企業に求められる最低限の法的メンタルヘルス対策」をテーマに11月24日（木）15時より住友生命博多ビルにて
㈱オフィスナチュラルズ代表取締役社長　草原祥子氏を講師に招き２時間をかけセミ
ナーを開催しました。
　25社38名の方が参加し熱心な質疑応答が行われました。これまで厚生委員会ではセ
ルフケア、管理監督者の役割、復職支援をテーマにセミナーを、また個別カウンセリン
グ、会員の要望を的確に把握する為にシンポジュームを行ってきました。
　来年度はメンタル対策のQ＆Aマニュアルを作成しFISAとして事業場外資源（公
的機関、民間）の紹介を行う予定ですので会員の皆様の更なるご協力をお願い致します。

「メンタルヘルスケアセミナー」の開催 （ 厚 生 委 員 会 ）
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　今年度も福岡県情報サービス産業
健康保険組合との共済で、福津市お
よび福津市観光協会のご協力によ
り、福間海岸にて健康ハイクを開催
いたしました。
　参加者は290名（36社、139家族）
でした。
　台風15号の動きが気になる中、詳
細な天気予報を確認しながら、実施
に踏み切りましたが、参加者皆様の
熱い思いが天に通じ、主催者の心配をよそに大変良い天気に恵まれ実施することができました。
　いつものように、参加者全員で海岸清掃をした後は綺麗になった砂浜で地引き網です。

　今年は子供たちに福間海岸の魚達を見せてあげようと思い、地引き網を行いましたが、
キスやカマスの小魚が若干と青色をした大きなクラゲが大量に獲れ、大人も子供たちも皆
ビックリしていました。
　地引き網の興奮の中、いよいよ待望のバーベキューです。焼そば作りに苦戦しながら、
美味しい食事を終えた後は待ちに待った楽しいゲームです。
　まずは、子供たち全員参加によるグラウンドゴルフ競争、そして大人全員参加によるホー
ルインワンゲーム、あちこちで歓声が沸き起こり楽しい一日を過ごしました。

「健康ハイク（社会貢献事業）」の開催 （ 厚 生 委 員 会 ）

　第18回役員・委員会対抗ゴルフコンペを10月26日（水）、麻生飯塚ゴルフ倶楽部で開催いたしました。
　天候にも恵まれて、絶好のゴルフ日よりとなり、珍プレイや好プレイも続出し、皆さん大いに楽しまれたようです。
今回は特に団体戦での優勝を目指して、多数の精鋭を送り込まれた委員会やゴルフ合宿まで行われた委員会もあり大
いに盛り上がり、参加者は役員チーム（６名）、企画調査委員会（13名）、広報委員会（10名）、教育委員会（５名）、厚
生委員会（８名）の過去最高の42名が参加されました。団体優勝は企画調査委員会でした。企画調査委員会の皆様お
めでとうございました。また、参加者の皆様大変お疲れ様でした。
【成績】
（団体）優　　勝：企画調査委員会
　　　準 優 勝：厚生委員会
　　　３　　位：広報委員会
（個人）１　　位：菊池　信智（㈱サンレイズ：企画調査）
　　　２　　位：寺田　　誠（㈱パイオニア･ソフト：広報）
　　　３　　位：井上貴加志（アイシステムサービス㈱：厚生）
　　　ベスグロ：今村　健司（㈱ディジテック：企画調査）
※次回の担当は、厚生委員会です。よろしくお願い致します。

第18回役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：広報委員会）
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新規会員紹介

■代表者　代表取締役会長　與田　亨二
　　　　　代表取締役社長　米倉　和雄
■所在地　〒812‒0011
　　　　　福岡市博多区博多駅前３-４-８
　　　　　ダヴィンチ博多シティ２Ｆ
■TEL　092‒433‒4200　 ■ FAX　092‒433‒4223
■ URL　http://www.unity.with.co.jp/
■セールスポイント
　 　弊社は今年９月に（株）ウイズと（株）ユニティクラフト
が合併し、新しく（株）ウイズユニティとして発足致しま
した。会社のモットーである「楽しく明るい会社」を目指
して精進致します。

【得意分野】
　医療系システムの開発および導入支援
　 自治体、販売管理、通信制御、性能解析計測、物流等シ
ステム開発

■代表者　代表取締役　杉山 隆志
■所在地　〒812‒0013
　　　　　福岡市博多区博多駅東1‒17‒1
　　　　　福岡東総合庁舎４F　オフィス8
■ TEL　092‒986‒2752　 ■ FAX　092‒986‒2836
■ URL　http://siiis.com/
■セールスポンイト
　 　SIIIS は「インタラクト×デザイン」をキーワードに、企
画、戦略、コミュニケーションデザイン、開発、教育を
行なっている集団です。

　 　私たちは、ソーシャル情報をすべて記憶する「Kizna ─
ソーシャルデータストア─」、ソーシャル情報と位置情報
を連携する「Rumblin' ─エリアソーシャルプラットフォー
ム─」、ユーザーの欲しい情報を提供する「ソーシャル関
心エンジン」、そしFacebook 等のソーシャルメディアを
組み合わせインタラクションをデザインし、各種サービ
スを提供いたします。

　 　これらの活動を通じ、地域・企業・人がそれぞれ独立
してお互いによい影響を与えながら、循環する世の中の
実現を目指していきたいと考えております。

■代表者　代表取締役社長　森山　浩明
■所在地　〒812‒0853
　　　　　福岡市博多区東平尾一丁目3番3号
■ TEL　092‒629‒2304 　■ FAX　092‒629‒2238
■ URL　http://www.gyoseiq.co.jp/
■セールスポイント
　 　地方自治体（市町村）のネットワークシステムと情報系
システムを専門とした会社として、平成23年７月１日に
行政システム九州株式会社から独立致しました。

　 　今後も、お客様のニーズや時代の流れを敏感に感じ取
り、常にお客様に満足いただけるソリューション事業を
展開してまいります。

■事業内容
・ ネットワーク、インターネット関連製品の販売、システ
ムサポート

・地方自治体向け情報系システムの販売、システムサポート
　（財務会計、文書管理、人事給与、グループウェア等）
・仮想化システム製品の販売、システムサポート
・ セキュリティ関連システムの
販売、システムサポート

■代表者　代表取締役社長　池田　裕二
■所在地　〒812‒0853
　　　　　福岡市博多区東平尾一丁目3番3号
■ TEL　092‒629‒2336　 ■ FAX　092‒629‒6637
■ URL　http://www.gyoseiq.co.jp/
■セールスポイント

　 　Gcomホールディングス株式会社の新事業拡大に伴

い地方自治体向けオープンソースソフトウエア開発

の子会社として新設しました。Acrocity クオリス株

式会社はGcomグループパッケージのプログラミン

グの製造を専門とした事業特化を行っています。製

造のみを専任することにより、これまで実務上採用

できなかったテレワーク（在宅勤務・サテライトオ

フィス勤務）の活用が可能となりました。

　 　企業としての次のステップへ進化していくため「地

域を意識した」と同時に「地域を意識しない」職場を

提供できるシステム開発事業の「雇用の拡充」を目指

しています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

10

シリーズ「わが社のホープ」



　当社に入社して4年目を迎えました。入社してすぐ福岡営業部に配属され、システム開
発、保守に携わっています。
　業務に携わる上で、私の知識ではわからないことが多々ありますが、先輩方の温かいご
指導により着実に知識を増やせていると感じております。
　学生からシステムエンジニアという仕事に憧れを持ち勉強してきましたが、実際に業務
についてみると私の考えは甘かったと痛感することも少なくありません。
　毎日が勉強の日々ですが、自身の成長を実感できる充実した毎日でもあります。
　業務以外の部分でも先輩方に大変お世話になっており、特にお酒の飲み方は先輩方を反
面教師として勉強させていただいております。
　まだまだ勉強しなければならないことは沢山ありますが、少しずつでも成長し「一人
前！」と言えるようなシステムエンジニアを目指し、日々精進したいと考えております。

日本コンピュータ・ダイナミクス 株式会社
福岡営業所　　石　井　裕　也

■代表者　支社長　平尾　一浩
■所在地　〒812‒0039
　　　　　福岡市博多区冷泉町2番1号
　　　　　博多祇園M-SQUARE3階
■ TEL　092‒263‒8080　■ FAX　092‒263‒8100
■ URL　http://www.iij.ad.jp/
■セールスポイント
　 　IIJ は、インターネット接続を商用サービスとして提供
するパイオニアとして1992年に設立し、2011年12月で20
年目を迎えます。設立以来培った運用技術のノウハウを活
かし、2009年12月よりクラウドサービス『IIJ GIO（ジオ）』
をリリースしています。IIJ GIO は、サーバのCPUやメモ
リ、ストレージ、ネットワークといった ITリソースを用
意し、お客様システム毎に安全にリソースを切り出し、お
客様専用システムのように利用いただくことができます。
まさに“必要な時に、必要なだけ”利用できるクラウ
ドサービスです。『日本のクラウド。IIJ GIO』を IIJ 共々、
よろしくお願いいたします。 

■代表者　常務執行役員　九州社長　善明　啓一
■所在地　〒812‒0036
　　　　　福岡市博多区上呉服町10番１号
■TEL　092‒271‒7635　■ FAX　092‒271‒7671
■ URL　http://panasonic.co.jp/sn/pssj/
■セールスポイント
　 　パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式
会社は、パナソニックグループの優れたコアプロダクツ
をベースに、お客様の事業戦略の実行や業務改善をサポー
トする幅広いソリューションをご提供します。今後もお
客様と共に地域に貢献することをめざしております。よ
ろしくお願いします。

パナソニック
システムソリューションズ
ジャパン株式会社

株式会社
インターネットイニシアティブ
九州支社
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　謹んで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いたします。また昨年の東日本大震災により被災された皆様には謹
んでお見舞い申し上げます。皆様のご安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます
　さて昨年は、圧倒的な強さでパリーグ制覇したソフトバンクホークスが８年ぶりの日本一　 となりました。景気低迷のなか、福岡経済
にも景気回復の足がかりになったのではないでしょうか。
　私ども広報委員会は、会員企業様の繋がりのお役にと「FISAニュース」を発行しています。また、2009年より運用を開始しております
「FISA－ SNS」も多くの会員様にご活用頂き、会員企業様の発展に少しでもお役に立てれば幸いに存じます。
　最後になりましたが、当ニュース発行に際し、ご多忙中にも係らずご協力、寄稿いただきました皆様方、並びに関係者の皆様方に、この
場をお借り致しまして厚く御礼申し上げます。

会員加入状況 FISA会員200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。

H23.7.31 H23.8.1～ H23.12.31 H23.12.31 備　　　　　考
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在 【入　会】

 H23. 8. 1　（正A） ㈱ SIIIS
 H23. 8. 1　（賛助） 福岡人財サポート㈱
 H23.10. 1　（正A） ICTコンストラクション㈱
 H23.10. 1　（正A） Acrocity クオリス㈱
 H23.10. 1　（正Ｂ）  パナソニックシステムソリューション

ズジャパン㈱ 九州社
 H23.10. 1　（賛助）  ㈱インターネットイニシアティブ　　

九州支社
 H23.12. 1　（正Ｂ） ㈱ NJKビジネスサービス　九州支社
【退　会】
 H23.10. 1　（正A） エヌビーエス㈱

正
会
員
Ａ

北九州・行　橋 13 13
福　岡・飯　塚 102 3 -1 104
久留米・大牟田 4 4

小　　　　　計 119 3 -1 0 0 121
正
会
員
Ｂ

北九州・行　橋 0 0
福　岡・飯　塚 36 2 38
久留米・大牟田 0 0

小　　　　　計 36 2 0 0 0 38
正　会　員　合　計 155 5 -1 0 0 159
賛　助　会　 員 29 2 31
全　会　員　合　計 184 7 -1 0 0 190

編 集 後 記
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