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一般社団法人

第57号

福岡県情報サービス産業協会

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

藤本

宏文

会員の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今年４月から前任の鬼山会長の後を仰せつかっております、藤本です。
前年度はFISAが設立 20 周年を迎えまして、それぞれの委員会における記念事業及び記念式典・祝賀会が開
催されました。FISAも成人式を迎え、時代が激変する中で、その求められる役割はますます大きくなって行く
ものと思います。
先般、一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（通称 ANIA）の理事会があり、出席して参りましたが、福
岡県は同連合会の副会長職を賜っており、福岡県の求められる役割を再認識致しました。また、同時に開催され
た一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会の 30 周年行事の中で、同協会では他の団体を巻き込んでのビジ
ネスマッチングを実施しており、そのことが神奈川県における同協会の存在感を高め、会員のビジネス拡大に
も繋がっているという話がありました。
私どもFISAの会員の多くは下請けを主体とした業務形態であり、なんとかこの形態から抜け出す必要がある
と思っていますが、神奈川県等の先進的な取り組みを研究しながら、企画調査委員会、教育委員会、広報委員会、
厚生委員会、ビジネス開発委員会等々と連携し、会員の皆様方のビジネス拡大に取り組んで参りたいと考えて
おります。
景気は日本の動きだけでなく、世界の動きに左右される時代になり、更にはいつ、どこで、なにが起こって、
どう影響するか分からないという難しい時代ではありますが、IoTを始め、これほどICTに
関する話題が報じられることは過去ありませんでした。チャンスでもあります。
会員の皆様におかれましては、FISAの活動へのより一層のご理解・ご協力をお願い申し
上げますと共に会員企業の皆様方の益々のご発展をお祈り申し上げます。
暑い日が続きます。時節柄どうぞご自愛ください。

平成28年度「通常総会」開催
６月 15 日（水）
、平成 28 年度通常総会が西鉄グランドホテルで開催されました。総会の概要
は、次のとおりで、決議事項についてはいずれも原案のとおり承認されました。
総
会

【平成 27 年度事業報告】
平
 成 27 年度の法人事業・委員会事業等の実施状況について、各委員長等から報告をして
いただきました。なお、一般社団法人への移行に関するすべての手続きは平成 27 年度をもって完了しました。
【平成 28 年度事業計画及び収支予算】
平成 28 年度の事業計画及び収支予算について報告しました。28 年度は、前年度に実施した法人化 20 周年記念
事業がなくなったことから、予算総額は、前年度比 2,388 千円減の 34,142 千円となっています。
【第１号議案 平成 27 年度収支決算承認の件】
平 成 27 年 度 決 算 は、 収 入 38,112,078 円、 支 出 38,916,269 円、 差 引
804,191 円のマイナスになりました。27 年度末の一般正味財産残高
は、3,706,431 円になりました。
有村 理事
山川 理事
山﨑 理事
林 監事
【第２号議案 任期満了等に伴う役員選任の件】
新たに理事３名、監事１名及び秋山専務理事を選任していただきました。

講 演 会
懇親会

講演会には 100 名の皆様にご参加いただきました。今回は、SCSK ㈱ 理事 人事グループ副グループ
長の小林良成様に「仕事の質を高める『働き方改革』～働きやすい、やりがいのある会社を目指して
～」と題してご講演をいただきました。残業時間の削減や年次休暇の計画的な取得など、社会的に
高い評価を受けておられる取組み施策について、導入の経緯・実施状況・その効果など、たいへん
貴重な話をお伺いしました。
講演会終了後には、九州経済産業局情報政策課の秋吉課長、福岡県新産業振興課の城石企
画監、同情報政策課の古母里情報企画監、福岡エレコン交流会の上原事務局次長を来賓と
してお迎えし、懇親会を開催しました。92 名の皆様にご参加いただきました。
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委員会・プロジェクトチームの委員長（チーフ）紹介
■企画調査委員会（メンバー
委 員 長

小林

健一

62 社）

■教育委員会（メンバー

㈱福岡ＣＳＫ

委 員 長

今年度は、昨年度に策定した第４期３ヵ
年方針の１年目という、大事なスタートの
年です。
「地域への貢献、そして地域との共創へ」
というビジョンのもと、地域内の企業・団体
との交流を深めることで、地域の情報化推
進と共創に貢献するとともに、会員企業のビ
ジネス活性化に寄与することを目指します。
これまで以上のご協力を、よろしくお願
いいたします。

■広報委員会（メンバー
委 員 長

浦田

隆生

■厚生委員会（メンバー

㈱アプロティクス

委 員 長

昨年度よりホームページのリニューアルにつ
いて協議し協会情報を会員様はもとより外部の
方々も見やすく、お知らせできるよう企画し６
月１日にリニューアル致しました。これからも
より便利に活用できるようメンテナンスをして
まいります。また、リニューアルに伴い会員情
報台帳の登録内容もリニューアルします。
「会
員情報台帳調査」を８月に一斉に行いますの
で、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

委 員 長

森

俊英

16 社）

今村

健司

松尾

真悟

31 社）
マイクロコート㈱

■産学連携推進チーム（メンバー

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

㈱福岡ソフトウェアセンター

委員長４年目となります。引き続き「会員企
業の福利厚生の充実・職場環境改善支援」を
活動方針として、健康促進事業やメンタルヘ
ルスケアセミナーなどを実施してまいります。
会員企業の皆さまの健康・活力こそが所
属企業を支え、地域を支えるものだと考えて
おります。昨年の紹介では“
「離」の時期”と述
べさせていただきましたが、もうしばらく協
会活動に力を使っていく所存でございます。
よろしくお願いいたします。

チ ー フ

今年で４周年を迎える、FISAのCSR活動
である「ふくおかクラウド アライアンス」を
中心に、地域の皆様への情報提供と、FISA
会員とITユーザとの出会いの場をつくって
いきます。おかげさまで、年間のセミナー参
加数も1 , 000 名超を見込めるようになってき
ました。８月24日の４周年セミナーでは「近
未来のビジネスのデジタル化を考える」を
テーマに、最新情報をお届けしますので、是
非ご参加ください。

チ ー フ

研司

委員長３年目となりこれまでの委員会活動
を軸として、地域貢献、共創を目指し今後も
取り組んでいきたいと思います。新しい事に
も積極的に取り組みながら教育委員会の存在
意義を示せるように活動していきたいと思い
ます。研修内容の充実、助成金の活用、iCDの
活用などに積極的に取り組み、他の委員会と
も連携し会員企業の皆様に必要とされる様、
活動していきます。今後とも、どうぞよろしく
お願いいたします。

44 社）

■ビジネス開発委員会（メンバー

宮川

39 社）

牛島

賢二

９社）

㈱サンレイズ

産学連携推進チームは、
「IT業界特別講義」
と「FISA合同企業説明会」を通して皆様方に学
生との出会いの場を提供する活動をしていま
す。
「FISA合同企業説明会」では、福岡にも良い
会社が沢山あることをアピール出来るよう企画
して参ります。また、
『福岡の学生は福岡の企
業が育てる。
』という意気込みで「IT業界特別
講義」を企画していますので、皆様のご協力を
お願いいたします。

９社）

FISA

新専務理事兼事務局長のご紹介

㈱ディジテック

秋山

CGコンテストの応募点数は年々増え、福
岡県内での認知度も益々高まっています。
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。
また、昨年度まで展示会場として使わせ
ていただいた福岡空港第３ターミナルが、
空港拡張工事で今年度は使えない為、新し
い展示会場を探しています。良い展示会場
に心当たりのある方はご紹介くださいます
ようお願い致します。

正博

「20 周 年 記 念 誌 」を一 読した 後、
「10 周 年
記念誌」に目を通しました。両誌を読み比べ、
FISAの歴史とその時代背景がより鮮明に理解
できました。
ICTは日々進化してまいります。次の10 年間
にFISAの新しい歴史がどのように刻まれてい
くのか今から楽しみです。
就任１か月、右も左も分かりませんが、ご指
導の程宜しくお願いします。
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新規会員紹介
ＴＯＴＯインフォム株式会社

福岡県北九州市小倉北区中島２－１－１
TEL 093－952－3366
FAX 093－952－3355
URL http://infom.toto-group.jp/

ＴＯＴＯグループの情報システム会社として、国内および海外拠点の業務コンサルテー
ションやプロジェクトマネジメント、システム開発、技術、運用をを担っています。
主な事業内容
●販売関連システムの構築
●受注、出荷、物流関連システムの構築
●生産管理関連の運用・管理
●３次元ＣＡＤシステムの開発
●社内インフラ整備・運用・管理
●間接管理関連システムの運用・管理
●エンジニアリング関連システムの構築、共有化

株式会社
株式会社

ユースフル

ユースフル

〒812-0011 福岡市博多区駅前１丁目６－16西鉄博多駅前ビル７F
TEL：092-292-0025

URL：http://www.k-useful.jp/

すべてのIT技術は、ユーザ自らの業務を効率化するためのベス
トチョイスを行い活用する時代になりました。
私達ユースフルはお客様のソリューションを実現するため、お
客様が安心して活用できるサービスをベストプラクティスで提供
してまいります。
◎情報サービス（システム設計・制作・構築・保守）
◎人材サービス（IT業・製造業等への人材派遣）

●人員配置システム

●設備管理システム

九州支店
福岡市博多区博多駅前3-2-1日本生命博多駅前ビル
TEL：092-431-4063 FAX：092-431-3876
URL：http://www.jbcc.co.jp/
JBグループビジョン

「ITの可能性を、経営の可能性に。」
目指すは ベストサービスカンパニー

企業のＩＴ活用をトータルサービスでご支援
JBグループはお客さまに真にご満足いただける、ベスト･サービスカンパニーとして企業の
IT活用をトータルサービスで、全国各地で支援しております。
九州地区にても、1970年の福岡営業所開設以来お客様と歩みを進め、現在ではクラウド、
高速アジャイル開発といった、新しい分野にも取り組ませて頂いております。

九州通信ネットワーク株式会社（QTNet）
〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-20
(個人のお客さま)
TEL 0120-86-3727
(法人のお客さま)
TEL 092-981-7571

URL http://www.bbiq.jp/
URL http://www.qtnet.co.jp/

私たちQTNetは、九州の情報通信事業者として、お客さまの生活や事業活動に欠かせない情報・サービスを、
お客さまに安全・便利・快適にご利用いただくことにより、九州の発展に貢献できるよう努めております。
＜法人向けサービス＞

＜コンシューマ向けサービス＞
・QT
・QT
・QT
・QT

・BBIQ光インターネット
・BBIQ光電話 ・BBIQ光テレビ
・BBIQスマホ ・BBIQ電力
・BBIQモバイルルーター
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PRO
PRO
PRO
PRO

VLAN
セキュアモバイル
マネージドセキュリティ
仮想デスクトップ

スターティア株式会社 福岡支店

福岡市博多区博多駅南１丁目10-14第二博多偕成ビル４F
T e l：092-415-2111 Fax：092-415-2112
URL：https://www.startia.co.jp/
           

社会のニーズとマーケットを見極め、

ウェブソリューション

人と企業の未来を創造し、
優れた事業と人材を輩出するリーディングカンパニーを目指す。

ネットワークソリューション
ビジネスソリューション

オフィスのトータルプロデュースを手がける当社は、
オフィスのインフラを総合的にご提案する

コーポレートベンチャーキャピタル

“ワンストップソリューション”を展開しています。

富士インフォックス・ネット株式会社
〒812-0038 福岡市博多区祇園町４-２ サムティ博多祇園BLDG ８
TEL 092-283-1777 FAX 092-283-1787
URL http://www.infoxnet.co.jp/

1991年設立、今年26年目を迎える独立系のIT企業です。
ITインフラ事業を中心に業務システムの開発、クラウドサービス、グローバルビジネス、そしてIoTやビッグデー
タの解析など最先端の技術開発にもチャレンジしています。
2015年９月から福岡に進出、今後も事業拡大を通じて、福岡県・九州経済の発展に貢献して参ります。

株式会社BlueMeme 福岡支社
〒812-0013
福岡市博多駅東1-12-17 オフィスニューガイア博多駅前7F
TEL 0570-080-016
URL http://www.bluememe.jp

・OutSystems製品及びサービスの日本国内総代理店業務
・OutSystems Platformを使用した業務システムの受託開発業務
・基幹業務システム導入に関するコンサルティング業務

会員加入状況

正 会 員
賛助会員

合

計

平成 27 年 12 月 31 日
現 在
148
29
176

入

平成 28 年１月１日～平成 28 年８月１日
会
退 会
変 更
資格喪失
７
-４
0
-２
０
-２
0
０
７
-６
0
-２

【入
会】
H28.4.1（正会員）ＴＯＴＯインフォム 株式会社
H28.4.1（正会員）株式会社 ユースフル 福岡営業所
H28.4.1（正会員）ＪＢＣＣ 株式会社 九州支店
H28.6.1（正会員）九州通信ネットワーク 株式会社
H28.6.1（正会員）スターティア 株式会社 福岡支店
H28.6.1（正会員）富士インフォックス・ネット 株式会社 九州支店
H28.6.1（正会員）株式会社 ＢｌｕｅＭｅｍｅ 福岡支社

平成 28 年８月１日
現 在
148
27
175

【退
会】
H28.3.31（正会員）株式会社 エディット
H28.3.31（正会員）株式会社 システムサイエンス
H28.3.31（正会員）西日本情報システム 株式会社
H28.3.31（正会員）安川情報システム 株式会社
H28.3.31（賛 助）株式会社 キューデンインフォコム
H28.3.31（賛 助）株式会社 ブレインチャイルド 九州支社
【資格喪失】
H28.4.1（正会員）株式会社 システムアナリティクス福岡
H28.4.1（正会員）株式会社 ＢｉｚＱ
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FISA イベント報告
「第１回 FISA 合同企業説明会 in 福岡工業大学」の開催（産学連携推進チーム）
４月 27 日（水）
・28 日（木）の２日間、福岡工業大学 FIT ホールにお
いて、
「第１回 FISA 合同企業説明会 in 福工大」を開催致しました。
福岡に拠点を置く IT 企業だけが参加する学内合同企業説明会は、
FISA としても、福岡工業大学としても初の試みでしたが、両日を通
して、44 社の会員企業が会社説明を行い、SE・プログラマを志望する
約 170 名の学生が来場してくれました。
この企画は、福岡工業大学の教授並びに、就職課の皆様方に協力し
ていただき、一昨年から計画を進めて参りました。そして昨年、事前
に課題を洗い出す目的で、第０回という形で実施し、計画を練り直し、この度の開催に至
りました。
後日、福岡工業大学 就職課によると FISA 会員企業への内定者が、今年度は昨年度の同
時期に比べ、約２倍に伸びているとのことで、来年度も引き続きお願いしたい旨の依頼が
ありました。
今年で７回目を迎える「IT 業界特別講義」や、この度の「FISA 合同企業説明会」が、FISA
および、福岡拠点の IT 企業の存在感、知名度を高めているものと自負しております。
産学連携推進チームは、
「IT 業界特別講義」並びに「FISA 合同企業説明会」を通して、会
員企業の皆様方と学生の出会いの場を提供する活動をしています。
来年度も４月を目処に、｢ 第２回 FISA 合同企業説明会 in 福工大 ｣ を実施すべく、現在
計画を進めておりますので、是非ご参加していただき、事業の拡大に繋げていた
だきたいと思います。

「ビジネスシヨウ＆エコフェア 2016 Next Stage in KYUSHU」の開催
６月 16 日（木）
・17 日（金）の両日、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！」をテーマに開催いたしました。
本年は Exhibition【一般展示】・Special Stage【特別企画展示】・Conference
【カンファレンス】の３要素で構成され、合計 108 社・団体（うち IT 関連 63 社・
団体）が出展しました。
受付付近では、第４次産業革命が注目される中、感情認識パーソナルロボッ
ト「Pepper」が派遣され、かわいらしい見た目とユーモラスな言動で来場者を
出迎え、人だかりができるほどでした。
展示会場内では、ますます関心が高まるセキュリティ機器や IoT 関連シス
テム、企業経営の情報化や業務の効率化を実現するビジネスソリューション関連システムや最新のウェアラブル端末
などが展示・実演され、２日間合計で 16,730 名の来場者を数えました。
また、開催初日の 16 日（木）には、福岡サン
パレス１階「ラグーン」において、出会いと交
流の場を提供する「名刺交換懇親パーティ」を
開催いたしました。
出展企業、FISA 会員企業合わせて41 社 82 名の
方々が参加され、異業種交流を深められました。
FISA 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、積極的に活用・推進していきたいと考えて
います。
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ふくおかクラウドアライアンス主催セミナーの開催

（ビジネス開発委員会）

今年のふくおかクラウドアライアンス活動は、
「未来志向：近未来（５～10 年後）を遠望する」をテーマに、IoT・
FinTech・AI（人工知能）
・10 年後の IT・ビジネスのデジタル化などをテーマとしてセミナーを開催していきます。

【オープンセミナー】
・３月 15 日「IoT（SORACOM）
」
（参加数：83 名）
講師：SORACOM：玉川社長
・３月 29 日「FinTech と金融サービスの将来像」
（参加数：84 名）
講師：近畿大学産業理工学部：山崎教授
・７月７日「AI（人工知能）で激変するビジネス」
（参加数：65 名）
講師：IT ジャーナリスト：湯川様
＜年間参加数＞
今年は 1,000 名の参加を超える勢いです。

2012 年からの累計で、2,300 名が予想されます。

「第11回 CG コンテスト」審査会及び入賞作品展示会の開催

（CG コンテスト企画チーム）

昨年７～12 月に県内の小学校をはじめパソコン教室等に募集の案内を行いました。テーマ
を３つに細分化することにより、児童がわかりやすく取り組むことができたようです。第11回
は、県内 92 校から1,886 点の応募がありました。回を重ねることで、CG コンテストの認知度も
高まってきており、年々応募数が増えております。応募学校のアンケートの内容からも、小学
校内のパソコンクラブの課題として活用される学校も多くなっていることが伺えます。
１月15日（金）に行いました審査会には、九州大学大学院 芸術工学研究院の源田教授を審
査委員長に、審査員に CG コンテスト企画チームメンバーで審査
を行いました。審査には大変苦労しましたが、福岡県知事賞をはじめ、38 点の優秀賞と209 点
の入選作品を選びました。
これら入賞作品の展示会を３月15日（火）～31日（木）に福岡空港第３ターミナルビル１F ロ
ビーにて、開催しました。入賞展示された作品の前で記念撮影をしているご家族もいらっしゃ
いました。来場者アンケートからも「皆さん、色んなアイデアを表現していてとても感動しまし
た。
」
「これからも続けてほしいです！」などのコメントをいただきました。

「iCD 活用企業認証」 Gold 認証書授与式

（教育委員会）

一般社団法人福岡県情報サービス産業協会（FISA）
、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）
、特定非
営利活動法人スキル標準ユーザー協会（SSUG）の３団体は、iCD の活用を積極的に推進し、実際の企業への導入・活
用を通じて、iCD の有効性を確認できました。さらに全国に向けて普及促進を図るためにも、iCD を活用して成果が
出始めている企業を広く紹介し、日本における iCD を飛躍させることを目的に iCD に取り組んでいる企業を認証す
る制度『iCD 活用企業認証』を創設しました。
４月19日に発表されました「iCD 活用企業認証」で、九州地区 33 社（全国 461 社）中、Gold 企業に２社認証されました。
（一社）福岡県情報サービス産業協会の田中専務理事より、２社に
Gold 企業としての「盾」と「認証書」を授与いたしました。

iCD活用企業認証レベルのイメージ
＜西部ガス情報システム様＞

＜テクノスクエア様＞
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FISA イベント報告
「メンタルヘルスケアセミナー」の開催

（厚生委員会）

２月19日（金）に住友生命博多ビルにて「ストレスチェックと、その後の重ストレス者への面接指導について」として、林
田先生（トータルヘルス株式会社、代表取締役・医師）にご講演いただきました。
ストレスチェックについては、基礎的な内容から始まり、その目的・効果・実態など、事業者側や労働者側が行わなけ
ればならないこと、面接指導については、産業医としての具体的な指導内容や考え方、事業者・ストレスチェック制度担
当者・実施者・実施事務従事者の役割分担、実施事務従事者の選任や守秘義務の重要さについてお話しいただきました。
メンタルヘルスの実質的な効果を上げるためには、産業医とより密な連携を取り、
どのような枠組みで取り組むかの一例を示していただけたことは大変有意義だと感じ
ました。アンケート結果からも「ストレスチェックは回答者により大きくブレる内容の
調査であること、その含みを前提にした調査であることが理解できた」など、91％の方
が「大変参考になった」
「参考になった」と回答いただけました。
メンタルヘルスセミナーについては今後も継続を希望される方が多く、引き続き、会員企
業のニーズを満たすセミナーを企画して参ります。ご参加のほど、よろしくお願いいたします。

「４委員会合同交流新年会」の開催

（教育委員会）

例年実施しています４委員会合同交流新年会を１月21日（木）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会議を開催し、終了後には委員会相互の交流を目
的として合同で交流新年会を行いました。
理事の皆様にも数多くご参加いただきまして、総勢 85 社、118 名の大宴会となり、時間が
経つとともに元の席が分からないほど移動が激しくなり、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。

第 27 回役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催

（幹事：厚生委員会）

６月９日（木）
、
「古賀ゴルフ・クラブ」で開催しました。当日は雨も心配されましたが、
スタート時間にはきっちりあがり、難解なコースに苦しみながらも、名門コースのラウ
ンドを楽しんでおられました。
参加者は役員チーム３名、企画調査チーム７名、教育チーム２名、広報チーム３名、
厚生チーム５名の総勢 20 名でした。腕自慢の多い役員チームが見事優勝されました。
また、参加企業はじめ沢山の企業より、多くのコンペ賞品を協賛いただきありがとう
ございました。次回も是非ふるってのご参加をお願いいたします。
【成績】
（団体戦）
  優 勝：役員チーム
準優勝：企画調査委員会
（個人戦）１ 位：幸田 好和（役員：BCC）
２ 位：青谷 哲也（役員：日本システムスタディ）
３ 位：浦田 隆生（広報：アプロティクス）
ベスグロ：青谷 哲也（役員：日本システムスタディ）
※次回の担当は、企画調査委員会です。よろしくお願い致します。

暑中お見舞い申し上げます。記録に残るような大雨を残しやっと梅雨があけました。被災された熊本、
大分では地震のみならず土砂崩れも発生いたしました。これからしばらくはいいお天気が続くと思いま
す。一刻も早い復興をお祈りいたします。ＦＩＳＡニュース 57 号の編集長を仰せつかり、のんびりして
いたら編集期限がすぐそこに迫っておりました。記事をご提供いただいた方、編集委員のご協力をいた
だき、おかげさまで締め切りに間に合うことができました。この場を借りて御礼申し上げます。暑い日
が続きます。FISA 会員の皆様におかれましては体調など崩さぬよう、ご自愛ください。
（K.Y）

編集後記

編集・発行／一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会 広報委員会
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