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　会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　FISAでは「地域への貢献、そして地域との共創」のスローガンを掲げ「第３期３ヶ年ビジョン（平成25～27年
度）」の活動を致しております。
　関係行政機関や地域経済団体等との連携・交流を深めFISAの認知度の向上を図るとともに、会員各社の満
足度の向上のための活動を重点的に行なって参る所存でございますので今後ともご支援とご協力をお願い申し
上げます。尚、FISAでは来年度、設立20周年を迎えるに当たり、企画調査委員会、教育委員会、広報委員会、厚
生委員会において、それぞれ記念事業の企画をお願い致しております。各委員会においては、地域へ貢献でき
FISAの独自性を顕すことが出来る提案を頂けるものと期待しております。各委員会の皆様へは、ご理解とご協
力をお願い申し上げる次第です。
　さて、情報サービス産業を取り巻く環境は大手ベンダーを除くとまだまだ厳しい状況にあると考えます。し
かしながら我々はこの状況を克服しステップアップしていく必要があると考えております。FISAとしても会員
の皆様のビジネスチャンスの拡大のために努力して参りますので皆様のご意見・ご要望を遠慮無くお伝え頂き、
今後の活動に活かしていきたいと考えております。
　今後ともFISAの活動へのより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　最後に今後の皆様のご発展とご健勝を祈念申し上げます。

ごあいさつ
一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会

会　·長　·　小·林　　勝

　６月12日（木）、平成26年度通常総会が西鉄グランドホテルで開催されました。
議案は次のとおりで、いずれも原案のとおり承認されました。

議案審議
○報告事項
　【平成25年度事業報告】【平成25年度公益目的支出計画実施報告】
　　�　平成25年度の公益目的支出計画の実施状況について報告するとともに、法

人事業、各委員会事業の実施状況について各委員長等から報告を行いました。
　【平成26年度事業計画及び収支予算】
　　�　事業計画及び収支予算について、報告を行いました。平成26年度予算は、会費収入や事業収入の伸びが期待できな

いことから抑制基調の予算となっており、収入･支出、いずれも前年度比1,596千円減の31,631千円となっております。
○第１号議案
　【平成25年度収支決算承認の件】
　　�　平成25年度の収入決算額は、会費収入、事業収入、補助金等で28,909千円余、支出決算

額は事業費、管理費計29,819千円余で、差し引き909千円余の支出増となり、一般正味財
産期末残高は、2,467,831円となりました。

講 演 会
　�　講演会には、107名の皆様にご参加をいただきました。今回は、若竹屋酒造場第14代社
長　林田浩暢様に「会社経営を立て直す秘密の戦略」と題してご講演をいただきました。
懇 親 会

　�　講演会終了後は、九州経済産業局情報政策課の田志課長様、福岡県新産業振興
課の上野企画監様、福岡エレコン交流会の村山事務局次長様を来賓としてお迎え
し、懇親会を行いました。69名の皆様にご参加していただきました。

平成26年度「通常総会」開催
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　３ヵ年ビジョンの２年目にあたる今年度
は、施策内容の仕上げを意識するとともに、
次なる３ヵ年ビジョンへのテーマを顕在化さ
せるべく、FISAや企画調査委員会の存在意
義を再検討する必要を感じています。まずは、
委員会活動への参加率を高め、会員企業が
求めるものを正しく把握し、それぞれの会員
企業が活動に参加することで、プラスを実感
できる委員会を目指します。

　今年度で委員長２年目に入りました。昨年
度着手したホームページリニューアルについ
て、今年度中にコンセプト･サイトマップ（原
案）を完成させ、内容･予算の理事会承認をも
らい来年度全面リニューアルを実施できるよ
う準備を進めます。
　また、facebook活用も推進し外部向け広報
ツールとしてホームページと連携した情報発
信ができるよう整備を進めます。

　主に「ふくおかクラウドアライアンス」の活
動を通じて、以下の３つの抱負を掲げます。

１．�皆様とユーザ企業との架け橋を作り、地
域に貢献するFISAの可能性を拡大する。

２．�先進ITセミナーを数多く開催し、地域エ
ンジニア力を向上する。

３．�皆様のビジネスチャンスにつながる試み
を実践する。

　CGコンテストの応募点数は年々増えてお
ります。特に北九州地区からの応募数は全体
の７割を超えていることもあり、展示会場を
福岡空港のみならず北九州地区でも展示で
きるように調整してまいります。
　また、CGコンテストが子供たちの創造性
や才能を伸ばすきっかけとしてお役に立てる
ように頑張ってまいります。

　タイアップ研修の開催率を高め、会員企業
の人材育成に寄与していきたいと思います。
これまで以上の、研修内容の充実、助成金の
活用、CCSFの活用などを積極的に取り組み、
会員企業に必要とされる教育委員会にする
とともに、存在意義を示せるように活動して
いきたいと思います。他の委員会とも連携し、
一生懸命頑張っていきますので、よろしくお
願いいたします。

　委員長２年目となり「破」の時期になった
かと思います。これまで行っていた「会員企
業の福利厚生充実・職場環境改善支援」に更
にアレンジを加えて、ニーズに沿った事業を
展開して参ります。
　直近では、健康ハイクを宗像グローバルア
リーナにて開催します。一日健康で楽しく過
ごせるイベントを企画しています。皆様、ご
家族共々奮ってご参加下さい。

　IT特別講義も４年目となり各校とも年度計画に組み込まれて、期待の
高さを実感するところです。
　講義を通じて、学生にIT業界の仕事への認識を深めること、福岡県内
の中小IT企業を知ることを目指しています。この講義は通常の企業説明
会とは全く異なった切り口で企業を知ることができ、若手の社員同席での
パネルディスカッションという学生にとって年齢の近い方の話は十分役
立つものと思います。こうした活動を通じて、地域社会に貢献するだけで
なく、講義企業のスキルアップにもお役に立つものでありたいと願い、チー
ムメンバー一体となってサポートさせて頂きます。

　当協会は、平成27年に、社団法人となって
20周年の節目を迎えます。これを記念し、協
会では20周年記念事業を実施することにな
りました。各常任委員会の正副委員長をメン
バーとする記念事業委員会が設置され、来年
度の記念事業実施に向けて事業内容の検討
を進めることになりました。
　皆様のご支援、ご協力をお願いいたしま
す。

■企画調査委員会（メンバー　68社）
委 員 長　小林　健一　㈱福岡CSK

■広報委員会（メンバー　41社）
委 員 長　山領　和美　㈱パイオニア・ソフト

■ビジネス開発委員会（メンバー　15社）
委 員 長　森　　俊英　グローバルブレインズ㈱

■CGコンテスト企画チーム（メンバー ９社）
委 員 長　今村　健司　㈱ディジテック

■教育委員会（メンバー　41社）
委 員 長　宮川　研司　㈱福岡ソフトウェアセンター

■厚生委員会（メンバー　31社）
委 員 長　松尾　真悟　マイクロコート㈱

■産学連携推進チーム（メンバー ９社）
委 員 長　永野　宏司　九州シー･アンド･シーシステムズ㈱

■20周年記念事業委員会（メンバー 13社）
委 員 長　田中　一弘　（一社）福岡県情報サービス産業協会

委員会・プロジェクトチームの委員長（チーフ）紹介
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ＦＩＳＡイベント報告
「４委員会合同交流会」の開催 （ 厚 生 委 員 会 ）
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　例年実施しています４委員会合同交流会を１月24日（金）に、八仙閣本店にて開催しました。４委員会がそれぞれ
別の部屋で委員会を開催し、終了後には委員会相互の交流を目的として合同で交
流会を行いました。
　理事の皆様にも数多くご参加いただきまして、総勢78社、102名の大宴会となり、
畳敷きということもあり、時間が経つとともに元の席が解らないほど移動が激し
くなり、名刺交換や情報交換の場として大いにご活用いただけたと感じました。
　各委員会内交流会はもとより、このような大きな場を設けることにより、会員
相互の交流がより一層広がるとともに深められ、結果として会員企業のビジネス
につながる機会になればと考えております。

　３月17日（月）に「高齢者雇用対策セミナー」を開催しました。講師として宮本総務管理事務所の社会保険労務士　塚田
悦子様をお迎えして、高齢者雇用安定法の理解と、対応をテーマにご講演をいただき、16社19名の皆様にご参加をいただ
きました。講演では、まず法改正に伴う企業の対応状況について中小企業と大企業では対
応策の傾向に違いがあり、制度導入に当たっては自社の状況に応じたものとすることが重
要であること、また、導入の際の制度設計においては、人事処遇制度や賃金制度を含め、
統合的な観点から捉えることが必要との指摘がありました。この他、制度導入時の問題、
課題点について、具体例でのＱ＆Ａの説明があり、高齢化が進行している IT業界の高齢
者雇用の問題について、理解が深まったのではないかと思います。この高齢者の雇用対策
の問題は委員会としてもたいへん重要テーマと考えており、しっかりと取り組んでまいりま
すので、会員企業の皆様のご協力をお願いいたします。

｢ 高齢者雇用対策セミナー ｣ の開催 （ 厚 生 委 員 会 ）

　「クラウドビジネス戦略セミナー（４月22日）」を、ふくおかクラウドアライアンス主催
で開催し、45名のご参加いただきました。
　セッションは「GOOGLE ™が提供する製品概要と�IT ビジネスの可能性について」と
「クラウドサービスを活用した中小企業のコーポレートガバナンス�（企業統治）」。
　講師は、グーグル㈱　エンタープライズ部門プロダクト�&
テクニカルマネージャ佐藤芳樹様、㈱ディアイティ　セキュ
リティサービス事業部副事業部長　河野省二様のお二方。

　GoogleApps に特化したセミナーは初めてでしたので、クラウド Saas の便利さを実感
していただけたのではないでしょうか。また、コーポレート・ガバナンスや情報セキュ
リティに Saas モデルが有効なこともご理解いただけたと思います。懇親会（同会場）に
も多数ご参加いただき、情報共有していただきました。

「クラウドビジネス戦略セミナー」の開催 （ ふくおかクラウドアライアンス ）

　２月５日、Ruby・コンテンツ産業振興センターにて、平成25年度公開セミナーを開催し、40社
62名の参加がありました。

　■第一部　「プロジェクト・ファシリテーションでプロジェクトが変わる」
　　�　講師にプロジェクト・ファシリテーター協会理事長の松本潤二氏をお迎えし、マネジメン
トだけでなく、体系化したプロジェクト現場を活性化させる為のプロジェクト・ファシリテー
ションの重要性や事例等を解説して頂きました。

　■第二部　�「オープンデータ・ビッグデータを使った産官学連携の新潮流」
　　�　講師に一般社団法人コード・フォー・ジャパン代表理事の関治之氏をお迎えし、現在注
目のあつまるオープンデータ・ビッグデータの解説と、日本・世界での具体的な活用事例に
ついて解説して頂きました。

　開発現場での活用や、今後のビジネスへの展開を検討できる大変興味深いお話を聞くことが
でき、参加者一同大いに勉強になったようでした。

｢ 公開セミナー ｣ の開催 （ 教 育 委 員 会 ）
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　ビジネスシヨウ九州2014は、一般社団法人日本経営協会、福岡商工会議所、
一般社団法人福岡県情報サービス産業協会、西日本新聞社の主催により、６
月18日（水）・19日（木）、福岡国際センターにおいて、「九州からの発信－こ
こに未来へのヒントがある！～ ITがもたらす、革新的なビジネスと安心で
災害に強い社会～」をテーマに開催されました。
　今回も「九州エコフェア2014」との同時開催となり、ビジネスシヨウには53
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
ク関連のシステム・機器、印刷関連機器が展示・実演され、19,005名（２日間
合計／九州エコフェアとの合計集計結果）の来場者を数えました。
　大手ならびに地元 IT関連企業が一堂に会し最新の内部統制関連、情報セキュリティ関連機器、システムをはじめ、
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、今回のビジネスシヨウカンファレンスは九州エコフェアとの合同開催記念講演、在福岡アメリカ領事館協賛
セミナー、企業経営トラック、ビッグデータ活用・推進セミナー、出展者プレゼンテーションセミナーの構成で展開し、
会場内１階、２階のセミナー会場、特設ステージで開催。多数の聴講・参加者が詰めかけ盛会裡に終了いたしました。

「ビジネスシヨウ九州2014」の開催

〔ご出展いただいた会員企業〕 コア 九州カンパニー システムニシツウ シティアスコム 信興テクノミスト
西鉄情報システム ネスコウイング パイオニア・ソフト BCC

　６月５日（木）、「第23回役員・委員会ゴルフコンペ」を福岡カンツリー倶楽部・和白コース
で開催しました。
　直前に開催された女子プロゴルフトーナメント大会終了後だったため、グリーンコンディ
ションはエアーレーションがされ、ラインが読みづらい中で、皆様苦戦されていましたが、天
候に恵まれ、日ごろの練習の成果を十分発揮され、楽しいプレーをされていました。久しぶ
りに役員チームの方々も参加され、５組で総員20名のコンペとなりました。

　参加者の皆様、大変お疲れさまでした。成績は下記のとおり
です。
【成績】
（団体戦）優　　勝：広報委員会
　　　　準 優 勝：役員チーム
（個人戦）１　　位：津田　邦博（広報：エーエスエー ･システムズ）
　　　　２　　位：長濵　好数（役員：ソルネット）
　　　　３　　位：石川　浩一（企画調査：テクノスクエア）
　　　　ベスグロ：青谷　哲也（役員：日本システムスタディ）
※次回幹事は、企画調査委員会です。よろしくお願い致します。

第23回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催 （ 幹事：厚生委員会 ）

４連覇

　「ビジネスシヨウ九州2014」「九州エコフェア2014」を活用した出会いと
交流の場を提供する名刺交換交流会が、６月18日（水）、福岡サンパレス
１階レストラン「ラグーン」で開催されました。
　９回目となる今回は、49社、95名（会員外企業15社、29名含む）の方が
参加され、異業種の方々とも交流を深められました。スローガンに掲げ
る「地域への貢献、そして地域との共創へ」をさらに拡大できるよう、こ
うした機会・場を積極的に活用・推進していきたいと考えています。

｢ ビジネスシヨウ九州2014｣｢ 九州エコフェア2014｣ 名刺交換懇親パーティの開催

（ 企画調査委員会 ）



新 規 会 員 紹 介

株式会社システナ
西日本開発センター

プロアクシアコンサルティング株式会社

■代表者　代表取締役社長　中谷　昇
■所在地　〒814-0002
　　　　　福岡市早良区西新１-10-27
■ TEL　092-841-5931
■ FAX　092-841-5939
■ URL　http://www.jastec.co.jp/
■セールスポイント
　弊社は、東証１部上場の独立系SI 企業です。ソ
フトウェア開発を専業とし、金融・通信・製造・旅行・
航空・公共と広範囲にわたる開発経験を有します。
　今後とも、情報化社会への貢献はもとより、知識
集約型産業としてのソフトウェアビジネスの健全な
あるべき姿、すなわちソフトウェア業界の標準を追
求し、産業界に貢献して参ります。

■代表者　第三（福岡）システム本部長　江崎文章
■所在地　福岡市博多区比恵２－７　博多東エースビル10Ｆ
■ TEL　092－986－6366　■ FAX　092－986－6367
■URL　http://www.proaxia-consulting.co.jp/
■セールスポイント
　2010年7月設立以来、スイス本社との連携により、民間
企業における基幹業務システム（SAP）、グローバル展開やそ
の周辺のオープン・ソリューションによるシステム設計・開発・
運用支援など多くの実績を上げてきました。�また、情報通信
分野研究機関への研究支援（音声認識・多言語翻訳）など、ユ
ニークな取り組みも積極的に提供してきました。�

“value�delivered�as�promised”
（“約束した価値を提供する”）

と言う至極当たり前のコンセプトを実直に積み重ねて行く事
こそが、お客様に信頼して頂き、お客様に感動を与える会社
になる道だと確信しています。福岡システム本部はよちよち
歩き始めたばかりですが、お客様のビジネスにパワーを与え
る集団として社員一同全力を尽くしてまいります。宜しくお
願いします。

■代表者　代表取締役社長　逸見　愛親
　　　　　西日本開発センター長　竹末　雅輝
■所在地　福岡市博多区博多駅前2-17-８　安田第４ビル４F
■ TEL　092-477-7401　■ FAX　092-477-7403
■URL　http://www.systena.co.jp/
■セールスポイント
　クラウド・ソリューション、スマホ・ビジネス、グローバ
ル・ビジネスの3本柱をキーワードとして、各事業の強みを
連結し、IT の企画から構築、検証、導入、教育、保守、サポー
トまで、トータル・ソリューションをご提供します。
　ニアショア拠点として平成25年4月に西日本開発セン
ターを開所致しました。福岡への地域貢献と発展の為に精進
致しますので、何卒宜しくお願い致します。

■代表者　代表取締役社長　竹本豊治
■所在地　福岡市博多区博多駅東３－12－１
　　　　　アバンダント95　３F
■ TEL　092－437－1130
■ FAX　092－437－1120
■ URL　http://www.kkmiura.com/
■セールスポイント
　工業用写真からスタートした当社は創業60年を
迎え、システム開発、医療情報支援、ドキュメント
サービス、機械プラント設計、機器製造、バッテリー
再生サービスと総合情報サービス業へと成長しまし
た。その中でもシステム開発では、汎用機系から最
新のWEB系まで独立系SIer として幅広く展開し
ております。よろしくお願いいたします。
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第10回ふくおか ･ ゆめ ･ みらい ＣＧコンテスト作品募集中
　募集要項
●応募資格　福岡県内の小学校に在学する児童
●応募作品　テーマ・「ぼくのゆめ、わたしのゆめ」
　　　　　　　　　・「住んでみたい みらいの町」
　　　　　　　　　・「こんなイベントがあったらいいな」
　　　　　　作品規格
　　　　　　・パソコンを使用して制作された静止画作品。
　　　　　　・１人で１点の応募とします。
　　　　　　・作品は、以下の形式で制作してください。
　　　　　　　＜大きさ＞
　　　　　　　　印字した用紙が、Ａ４サイズであること。
　　　　　　　＜ファイル形式＞　
　　　　　　　　一般的な画像ファイル形式（BMP、JPEG）
　　　　　　　　　※特殊なソフトウェアを利用しないと表示
　　　　　　　　　　できない場合、審査対象外になります。
●審　　査　 有識者及び専門家からなる審査委員会

が、規定の審査基準により審査を行い、
各賞を決定。

●受賞各賞　福岡県知事賞 １点
　　　　　　審査委員長賞 １点
　　　　　　福岡県教育委員会賞 各学年１点
　　　　　　福岡県情報サービス産業協会賞 各学年１点
　　　　　　アビスパ福岡賞 各学年１点
　　　　　　ギラヴァンツ北九州賞 各学年１点
　　　　　　ソフトバンクホークス賞 各学年１点
　　　　　　ライジング福岡賞 各学年１点
　　　　　　入選 各学年応募数1割程度
●結果発表　平成27年2月下旬に、各学校長あてに　
　及び表彰　 通知及び該当校に賞状・副賞を送付。　

また、当協会ホームページにて結果発表
●作品展示会　平成27年3月中旬～３月下旬
●主　　催　一般社団法人福岡県情報サービス産業協会
●協　　賛　アビスパ福岡株式会社、
　　　　　　株式会社ギラヴァンツ北九州、
　　　　　　福岡ソフトバンクホークス株式会社、
　　　　　　福岡プロバスケットボールクラブ株式会社
●後　　援　福岡県、福岡市、北九州市、福岡県教育委員会、
　　　　　　福岡市教育委員会、北九州市教育委員会
　　　　　　西日本新聞社、NHK 福岡放送局
●応募締切　平成26年12月19日（金）必着
●詳細 URL　http://www.fisa.jp/yume/boshu.htm
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F I S A - f a c e b o o k
●各グループの登録状況（７月現在）
　　FISAグループ：82名
　　企画調査委員会グループ：23名
　　教育委員会グループ：25名
　　厚生委員会グループ：12名
　　広報委員会グループ：30名
　　ビジネス開発委員会グループ：20名
　　産学連携推進チームグループ：14名

●活用状況
　�　「FISAグループ」は昨年の３月に開設され、概算で「会員の40％程度の方（82名）」の登録になっています。
グループ内は、各委員会からの活動報告・案内、事務局からの連絡、外部セミナーの案内、ゴルフコンペの投稿な
ど、様々な内容で賑わっています。
　　「各委員会グループ」の活用も進んでおり、委員会活動に関わる事項が活発にやりとりされています。
●導入効果
　�　FISAメンバー相互がSNSで繋がったことにより「より頻繁に、より親密に、より気安く」情報交換や何気ない
やりとりができるようになりました。釈迦に説法になりますが、組織の強さは、「個々の点（会員）」が繋がって
「線」となり、線同士が繋がって「面」になり、面同士が繋がって「立体」となっていき、大きな力・うねりと
なっていくことで発揮されます。FISAという組織がSNSという武器を手に入れたことは、とても大きいことだと思
います。
●未登録の方へ
　�　「お、乗り遅れている（^_^;）！」と思った方は、まず各委員長にご相談ください。もし、Facebookに興味がな
くとも、FISAとの連絡手段として活用するだけでも大いに価値はあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　「いつからやります？　今でしょ！（古い！）」� 文責：広報委員会　森　俊英

　暑中お見舞い申し上げます。
　FISAは、今年19年を迎え、「人材育成」「人材確保」「ビジネスチャンスの拡大」「会員相互の交流」な
どを通して、福岡の ITサービス産業の活性化を図っております。
　また、会員間の情報交換ツールとしまして、FISA-facebook も活用しておりますので、是非、参加して
頂きますようお知らせいたします。
　最後にこの号の発行に際し、ご多忙中にもかかわらず、ご協力、原稿のご執筆いただいた方々、並び
に関係各位に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。� （Ｓ．Ｕ）

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。

平成25年12月31日 平成26年１月１日～平成26年７月31日 平成26年８月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 148 6 －2 0 －1 151
賛助会員 34 1 －4 0 －1 30
合　　計 182 7 －6 0 －2 181

４／１より新しくなりました！！

編　
集

　
　
後

　
　
　
記

【入　会】
　H26.4.1　（正会員）株式会社ジャステック　福岡営業所
　H26.4.1　（正会員）株式会社システナ　福岡開発センター
　H26.4.1　（賛　助）プロアクシアコンサルティング株式会社�九州支店
　H26.6.1　（正会員）株式会社ミウラ　福岡営業所
　H26.8.1　（正会員）中央情報開発株式会社
　H26.8.1　（正会員）株式会社システム情報パートナー�福岡支店
　H26.8.1　（正会員）株式会社システムフォレスト　福岡オフィス

【変更】
　H26.4.1　（正会員）九州日本電気ソフトウェア株式会社
　　　　　　　　　　　　　統　合　　　　　　　　
　　　　　（正会員）ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社�九州支社

【退　会】
　H26.3.31　（正会員）株式会社キャム
　H26.3.31　（正会員）株式会社ジー・クリエイト
　H26.3.31　（賛　助）株式会社九電ビジネスフロント
　H26.3.31　（賛　助）九州ウィルソンラーニング株式会社
　H26.3.31　（賛　助）日商エレクトロニクス株式会社　九州支店
　H26.3.31　（賛　助）日本ユニシス株式会社　九州支社

【資格喪失】
　H26.4.1　（正会員）株式会社ウィズダム�シェルフ
　H26.4.1　（賛　助）スリープロサポート株式会社
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