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新年明けましておめでとうございます。
昨年４月、鬼山前会長の辞任を受けて緊急登板致しましたが、理事、各委員会並びに会員の皆様に支えられて無事
2016 年を終えることができました。皆様に感謝申し上げます。
昨年は地震や水害等が今までと異なった地域で発生すると言った自然界の変化、英国のＥＵ離脱決定や米国次期大統
領にトランプ氏が選出される等、内向く方向への人間世界の変化と言ったことが顕著な１年だったと思います。一方我々
の業界を取り巻く環境はますますデジタル化が浸透し、既存の業態が大きく変わる可能性が見え始めるような変化の年
だったと言えると思います。
今年はいよいよトランプ大統領の誕生で、アメリカを始めこれまで築き上げられてきた世界がどう変わるのか予測が
付きませんし、日本がそして地元福岡がどう影響を受けるのかも予測できない不安な年明けとなりましたが、我々の業界
はデジタル化がさらに進むということは間違いのない方向だと思います。
その中で、我々は企業に、地域に、如何なるサービスを提供することができるかが課題になってくると思います。
幸いにも政府の方針でICTを導入することで企業の生産性を向上させ、地域経済の活性化を図ろうとしていますし、地
方自治体もICTで新しい産業を創出することに力を入れ始めており、会員各社におかれましては関係する機関等と連携
を図りながら、積極的に対応して頂くようお願い致します。
今年もFISAの活動、各委員会活動にご理解・ご協力頂きますよう宜しくお願い致します。
最後になりましたが、今年１年、皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げます。
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新年あけましておめでとうございます。

平成 29 年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
昨年４月に発生した熊本地震により亡くなられた方々の御冥福を謹
んでお祈りするとともに、被災された皆様方に心からお見舞い申し上
げます。
震災により、熊本経済を牽引する自動車関連産業や半導体関連産
業等の主要企業の多くで、工場や製造設備が被災し、観光産業でも
観光客が減少するなど、大打撃を受けました。
震災から約９カ月が経過し、工場や商店街等ではグループ補助金
等の活用を通じて、復旧が進みつつあります。また、深刻な影響を受
けた九州地域の観光でも、
「九州ふっこう割」等の活用を通じて、域
内外から多くの観光客が九州を訪れるなど、回復が進んでおります。
被災された皆様方の事業活動の本格的な復旧・復興に向け、関係機
関と連携して、引き続き全力で取り組んでまいります。
さて、昨年の我が国経済を振り返ると、アベノミクスの推進により、
名目 GDP は33 兆円増加し、雇用は110 万人近くに拡大し、企業収益
は過去最高を記録するなど、経済の好循環が生まれています。
政府では、デフレから脱却し、日本経済を成長軌道に乗せるため、
昨年６月に「日本再興戦略 2016」を発表し、①新たな「有望成長市場」
の戦略的創出、②人口減少に伴う供給制約や人手不足を克服する「生
産性革命」
、③新たな産業構造を支える「人材強化」等の課題に向けた
改革に取り組んでいます。
当局といたしましては、こうした政府全体の動きを踏まえつつ、九
州経済の活性化に向けて、以下の取組を行ってまいります。
平成 26 年３月に九州の強みを活かした戦略４分野・22プロジェク
トを取りまとめた「九州・沖縄 Earth 戦略」を着実に推進してまいりま
す。地域経済を牽引する地域中核企業の支援とともに、地域に収益
機会が拡がる新たな取組を発掘し、地域経済における稼ぐ力の好循
環を促す「地域未来投資」を促進してまいります。
また、ふるさと名物応援事業等の活用により地域資源のブランド化
を支援するとともに、地域資源の世界への売り込みを促進するため、
「新輸出大国コンソーシアム」
、
「環黄海経済・技術交流会議」等の枠
組みを活用し、中小企業の製品・サービスや農水産物・食品の輸出
拡大を関係者一丸となって進めます。
さらに、訪日観光客など国内外の観光需要の獲得や新たなビジネ
ス創出に向けて、2019 年のラグビーＷ杯や女子ハンドボール世界選手
権大会、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを目標に、自治
体や関係機関等と協働して九州の魅力発信に積極的に取り組んでま
いります。
九州経済の「成長のエンジン」であり、地域の発展、雇用の重要な
担い手である中小企業・小規模事業者の活力を引き出すため、地域
の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者に寄り添った
経営相談に取り組んでまいります。特に、イノベーションの鍵の一
つである IoT 等の導入により生産性向上を志向する「やる気」のある
中小企業に対しては、中小企業等経営強化法を活用した予算、税制、
金融面で集中的に支援してまいります。
九州経済の成長を下支えするエネルギーの安定供給確保をはじめ、
環境・リサイクル産業の振興や新エネルギーの導入、省エネルギーの
普及啓発等に取り組んでまいります。電力の小売自由化に続き、本年
４月から、ガスの小売自由化が開始されます。エネルギー企業の相互
参入や異業種からの新規参入を消費者利益の観点から推進してまい
ります。
こうした支援が、意欲ある皆様の「未来への投資」
、
「生産性向上」
を加速し、九州経済の好循環の流れを生み出し、ひいては九州が日
本を牽引することを期待しています。
私ども職員一同は、
「現場主義」を第一に、関係機関の皆様ととも
に汗を流し、大きな付加価値を生み出す仕事をしてまいりたいと考え
ています。
本年が皆様方にとって実り多い飛躍の年になりますよう、心からお
祈り申し上げて、新年の御挨拶といたします。

昨年は、総じて、福岡県は元気な一年でした。
県の経済は緩やかな回復が続いており、特に、有効求人倍率
が昭和 38 年の統計開始以来最高水準で推移するなど、雇用面
での改善が進んでいます。
また、本県出身者として初めてとなる大隅良典教授のノーベ
ル賞受賞、リオオリンピック・パラリンピックでの二人の銀メ
ダリスト誕生など、明るいニュースが数多くありました。
今年は、熊本地震の復興を全力で支援し、福岡県、九州をもっ
と元気にする一年にしたい、とりわけ、７月の「
『神宿る島』宗像・
沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産登録を実現し、10 月の「全国豊
かな海づくり大会」を成功させ、福岡県の魅力と元気の良さを
国内外に発信したいと思います。
そして、
「県民幸福度日本一」の福岡県を目指して、新たな総
合計画を策定し、福岡県をもっと元気にする施策はさらに伸ば
していき、いろいろな課題や問題を抱えている方々に寄り添う、
温かみのある行政に力を入れていきます。
まず、県経済の回復を確固たるものにします。
県内雇用の８割を担い、本県経済の発展と活力の原動力である
中小企業に対し、その成長段階や事業環境に応じたきめ細かな
支援を行います。
グリーンアジア国際戦略総合特区は、これまで、57 社がこの
制度を活用し、約1,680 億円の追加設備投資と1,080 人の雇用が
生まれています。
開発・設計から生産まで一貫して担い世界有数の生産拠点と
なった自動車産業の振興を図るとともに、バイオ、医療・福祉
機器、航空機などの先端成長産業を育成するほか、IoT 等を活
用した新たなビジネスモデルの創出にも取り組みます。
こうした中、情報関連技術の向上や情報処理技術者の育成な
ど、貴協会が実施しておられる取組みは、本県における ICT や
IoT の推進に大きく寄与するものと考えており、今後一層の精
力的な活動に期待しているところです。
今年は酉年です。皆さまがそれぞれ個性や能力を活かして、
はばた

地域、職場などで生き生きと「翔き」
、活躍する、そして福岡県、
はばた

九州、日本が元気に「翔く」年にしたいと考えています。新年が
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。

3

5年間のあゆみと今後の取り組み
■活動の進展

2012年8月～2016年12月

●［2012 年～2014 年（1～3 年目）
］各団体様との関連を深めていきました。
①各商工団体様（※）への講師派遣、②企画セミナーの共同開催、③各商工団体様向けの「IT 寺子屋セミナー」開催
（3 回）
、④九州経済産業局様、福岡県様、福岡市様との情報共有、など。
※福岡商工会議所、一社）福岡中小企業経営者協会、公財）福岡県中小企業振興センター、福岡県商工会連合会

●［2015 年（4 年目）
］一歩踏み込んだ活動へと進展しました。
①商工会議所様・商工会様の「経営指導員」向けの IT 教育、②福岡中小企業経営者協会様内部の「IT セミナー」開
催など。
●
［2016 年（5 年目）
］年間参加者数が 1000 人弱と大きく増えました。
①新たな IT キーワード（SI 再生、IoT、FinTech、AI、BI、ロボティクス）に対応したセミナー開催、② FISA 受託
事業として、福岡県様から「インターネットビジネス参入事業」の受託、③会員の体系的学習のための「IT ソリュー
ション塾」の招致、など。
●
［継続事業］周年セミナーは確実に毎年継続開催しました。
2 012 年「IT 寺子屋」
、2013 年「クラウド事例セミナー～クラウドは学ぶ段階からビジネス活用の段階へ～」
、2014 年「ク
ラウド事例セミナー～イノベーション経営、クラウドファースト時代、地元の事例～」
、2015 年「スマホ・タブレット
アプリのビジネス活用」
、2016 年「近未来の IT 世界、ビジネスのデジタル化」など、確実に継続開催しています。

■５年間のセミナーなどの参加数推移 累計2,220人 2016年は1,000人弱
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［オープンセミナー］575人
・SIの再生戦略（2/26：23人）
・IoT（SORACOM）（3/15,5/17：136人）
・FinTech （3/29：84人）
・人工知能（7/7：65人）
・ゲームで学ぶセキュリティと経営（9/15：11人）
・PowerBIハンズオン（9/17：10人）
・NAO紹介（10/12：25人）
・講習能力養成セミナー （10/20：39人）
・ITソリューション塾（10/7～：140人）
・クラウド実践セミナー（11/22：13人）
・IoTビジネス＆セキュリティ（11/22：29人）
［経営指導員向けセミナー］53人
・ホームページ活用販路拡大（3/17：53人）
［商工団体会員向けセミナー］186人
・インターネット活用（2/25：18人）
・人工知能（7/7：80人）
・インターネットビジネス参入促進事業（88人）

※福岡県補助事業
［周年事業セミナー］104人
・ビジネスのデジタル化～近未来を考える～（8/24：104人）

■今後の取り組み

2017年～

従来から実施している活動を継続しつつ、本来の目的である FISA 会員のビジネス開発にも力を注いでいきます。
現在、福岡県様から受託している「インターネットビジネス参入事業」で確実に成果を出す。
・福岡県様が計画している「IoT 調査、実践事業（公募事業）
」に、FISA として共同でチャレンジし、共にスキルアップ
を図る機会を創る。
・各商工団体様と効果的なビジネスマッチングを行うための企画を検討する。
・IT ソリューション塾のような、FISA 会員が未来に向けてビジネス戦略を立案するために役立つ体系的な学びの場を
提供していく。
・要員不足解消と技術交流を目的として、海外 IT 企業との架け橋づくりを検討する。
※例：ベトナムハノイ市（福岡県と 2008 年 2 月 22 日に友好提携を締結）
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FISA イベント報告
「ＩＴ特別講義」の開催

（産学連携推進チーム）

FISA 及び FISA 会員企業の知名度の向上並びに、IT 業界で働く楽しさや、やり甲斐を伝えるために、
平成 28 年度も『IT 業界特別講義』を下記の通り開催致しました。
◆福岡工業大学：10 月 12 日（水）
（09：30～11：30）…102 名参加
➢『当社におけるシステム開発の魅力と社会的貢献』
株式会社ＮＪＫビジネスサービス 福岡支店長 伊東 俊作様
➢『コンピューターと国語力』
九州システムコンサルティング株式会社 代表取締役社長 井田 稔様
◆九州産業大学：11 月９日（水）
（13：00～14：30）…96 名参加
➢『ＩＴ業界で働くために必要な準備』
株式会社ＢｕｌｅＭｅｍｅブランチマネージャー 金冨 聡様
➢『社会インフラをＩＣＴで支える私たち』
株式会社シティアスコム 人事研修部 副部長 柳井 和彦様
◆麻生情報ビジネス専門学校：11 月 25 日（金）
（14：00～15：30）…163 名参加
➢『インターネットの世界で働くということ』
富士インフォックス・ネット株式会社 九州支店 マネージャー 大西 崇史様
➢『ＩＴで企業を成長させるということ』
スターティア株式会社 ソリューション統括部 統括部長 平澤 有一様
この IT 業界特別講義は、年に一度実施しており、今年で第７回目を迎えました。IT 業界への理解を深めてもらう
のは勿論ですが、出来るだけ多くの学生に FISA 及び FISA 会員企業を知ってもらうと同時に、IT 業界で働く楽しさ
や、やり甲斐を伝える事で、地元福岡への就職意欲が高まり、ひいては福岡の活性化に繋がるものと考え実施してお
ります。
各学校の学生からは、｢IT 業界で働くイメージが持てた ｣、｢ 授業では聞けないことが聞けて良かった ｣、｢ どんな人
が必要とされるのか理解できた ｣ などの意見が多く寄せられました。
また、産学連携推進チームでは、昨年度より FISA 会員企業と福岡の学生を直接つなぐ『FISA 合同企業説明会』を
福岡工業大学様において実施しており、平成 29 年４月に実施する予定で準備中です。平成 28 年の『第１回 FISA 合同
企業説明会』では、のべ 170 名の学生の訪問があり、45 名（17 社）の学生が採用試験を受け、11 名（９社）に内定、８名
（７社）が採用決定に至っております。今年は、企業数を 50 社から 60 社に増やし、訪問学生数も増える予想です。人
材確保が難しい昨今、是非この機会を利用して頂き、事業拡大に繋げて頂けると幸いです。

「子供向けプログラミング講座」の開催

（教育委員会）

教育委員会では、７月 22 日（金）と８月６日（土）の２日間、福岡ソフトウェアセンター研
修室において「子供向けプログラミング講座」を開催しました。参加者は小学２年生から中学
１年生で、７月 22 日（金）が７名、８月６日（土）は 11 名でした。メイン講師は麻生教育サー
ビス株式会社の國武志織様、サブ講師には教育委員会に所属する企業の若手社員が務め、子
ども達４～５名のグループにサブ講師が一人付くという形で講座が始まりました。女性講師
ならではの明るく和やかな雰囲気の中、オリジナル
のゲームを作るということで、子供たちも楽しそう
にプログラミングを学んでいました。プログラミン
グをするのは初めてだという子供が過半数でしたが、熱心に取り組み、終
わる頃には自分の作品を発表できるようになりました。
講座終了後のアンケートでは、
「おもしろかった」
「帰ってからも続きをや
りたい」という声が多く、この講座をきっかけに子供たちがプログラミング
に興味を持ってくれることが期待できると実感しました。
保護者向けのアンケートでは、「とてもよかった」
「また受けさせたい」な
どの意見が多く、教育委員会としては継続的な開催を目標にしています。
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「夏季合同施策検討会」の開催

（企画調査委員会）

９月９日（金）～10 日（土）に、国立夜須高原青少年自然の家にて夏季
合同施策検討会（夏季合宿）を実施しました。
当日は、企画調査委員会メンバーのほか、他の常任委員会、ビジネス
開発委員会の正・副委員長等 19 名にご参加いただき、今期を初年度とし
ている第４期３ヵ年方針についての整理や、各委員会同士での役割分担
について話し合うことができました。
３ヵ年方針を作っただけで終わらせず、FISA として「地域への貢献」
「地域との共創」を実現する為にできること、足りないことについて、
ざっくばらんに話し合うことで、それぞれの委員会が、FISA を取り巻く
状況に対して当事者意識を持つ良い機会になったと考えています。
また、参加者を２つのチームに分けて行った FISA の取組に関するディスカッションでは、「ふくおかクラウドア
ライアンスに関する今後の発展」
「女性活躍推進」
「人材確保事業に関する取り組みの工夫」などのテーマで熱い議論が
交わされました。
検討会終了後には懇親会が開催され、様々な情報交換、意見交換で大いに盛り上がり、交流を深める有意義な検討
会となりました。

「第５期 iCD ワークショップ」の開催

（教育委員会）

教育委員会では、人材育成事業の一環として、今年度も「第 5 期 i コン
ピテンシ ･ ディクショナリ ワークショップ」を開催しました。
年２回開催しております情報交換会では、九州地区で iCD 導入・運用
している企業様とどのように活用していけばいいのかなど他社との意見
交換や学び・気づきの場となっています。また、公表されました「iCD
認証制度」や「活用集」についても、ご紹介しています。
また、参加された企業様の今期の活動の中で、質問や悩みを解決する
「Q ＆ A」の時間も設定しており、終了後は、希望者による交流会も行い、
参加者の皆さんには大変喜ばれています。
（FISA 会員企業では、5 年間
で 17 社の導入実績）
日経 BP 社による取材もあり『
「iCD」で IT ベンダーの経営改革を推進、九州の 16 社が合同情報交換会を開催』と題
して、日経 IT PRO に掲載されました。

「健康ハイク」の開催

（厚生委員会）

2016 年度の健康ハイクは、一昨
年の「海の中道海浜公園」に場所を
戻し、ウォーキングとバーベキュー
を楽しむイベントを開催しました。
前日までの三日間は雨が降ってい
たこともあり開催が心配されました
が、当日は朝から日差しに恵まれ、
日焼けしてしまうほどの快晴、イベ
ント日和となりました。
準備体操と集合写真の撮影を行った後、見晴らしの良い施設内の“カモ池”を周る
ウォーキング内容でしたが、元気な子供達は“ランニング”と化しており、もう一周余
計に周る人達も出てきました。ウォーキングの後は全員参加のレクリエーション「ガ
チャ玉運び」と「ビッグウェーブ」を行いました。どちらも昨年大運動会で行ったもの
をアレンジしたもので、ガチャ玉をスプーンの上に載せてリレーする競技と、迫り来
るロープをジャンプしたり、しゃがんだりする競技に、全員が良い汗をかきました。
昼食は屋外でバーべーキューを行い、家族同士、社員同士で楽しく交流する様子が
見られました。
来年度も引き続き、
「コミュニケーション」
「リフレッシュ」をキーワードに健康促進
事業を計画いたします。皆さんのご参加をお待ちしております。
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「理事会・委員会合同会議」の開催
11 月 16 日（水）
、八仙閣本店で理事・監事と各委員会の正副委員長が
出席して「理事会・委員会合同会議」が開催されました。
会議では、企画調査委員会から、ビジネスシヨウ・名刺交換懇親パー
ティ、ふくおか ITworks2016 などのビジネス拡大や会員企業活性化に向
けての活動状況、教育委員会から、タイアップ研修、子供向けプログラ
ミング講座、iCD 活用推進など人材育成に向けての活動状況、広報委員
会から、FISA ニュース発行、HP リニューアルなど情報発信の強化に向
けての活動状況、厚生委員会からは、健康ハイク、団体保険のリニュー
アル検討など福利厚生の充実に向けての活動状況、更にはビジネス開発
委員会から、ふくおかクラウドアライアンスの活動状況、産学連携推進
チームから、合同企業説明会、IT 業界特別講義の実施状況について報告
をいただき、これを受けて役員と委員会が意見交換を行いました。
会議終了後には、合同懇親会を開催し、更なる意見交換と親睦を深めました。

第 28 回 FISA 委員会対抗ゴルフコンペの開催

（幹事：企画調査委員会）

第 28 回役員・委員会対抗ゴルフコンペを 11 月 15 日（火）、福岡カンツリー倶楽
部和白コースで開催いたしました。
数日前にシニアオープンが開催されたゴルフ場とあって、プロ向けのセッティ
ングを楽しむ？ことができました。参加者は、役員（２名）
、企画調査委員会（４
名）、広報委員会（６名）
、教育委員会（３名）
、厚生委員会（７名）の 22 名でした。
（役員の方には、企画と教育にそれぞれ加わっていただきました）
団体優勝は厚生チーム、準優勝は企画調査チームとなりました。参加者の皆様、
お疲れ様でした。
【成績】（団体）優 勝：厚生委員会
準優勝：企画調査委員会
（敬称略）
（個人）１ 位：牛島 賢二（㈱サンレイズ：企画調査）
２ 位：立邊 英規（コスミックビジネス㈱：厚生）
３ 位：神田 洋志（住友生命保険相互会社：厚生）
ベスグロ：青谷 哲也（日本システムスタディ㈱：教育）
※次回の担当は、教育委員会です。よろしくお願い致します。

FISA ホームページリニューアル

（広報委員会）

FISAホームページ公開から十数年が経過し、容量不足、高運用コスト、デザイン、コンテンツの陳腐化が目立っ
てきておりました。平成25年プロバイダの移管とともにデザインを含むコンテンツの一新を目指してホームページリ
ニューアルを企画いたしました。
コンセプト

『福岡県地場の企業がIT化を検討するとき、
全国の学生が福岡のIT企業に就職したいと考えたとき、
福岡県のIT企業、エンジニアが仕事、要員で悩んだとき、
最初に閲覧してもらえるサイトになる』
『会員企業様への情報提供サイトになる』

その年の理事常任委員会合同会議にて広報委員会よりHPリニューアルを提案
し、ご承認をいただきました。平成26年度より単純プロバイダ移管作業に着手
し、並行してコンテンツの見直しを実施してきました。限られた予算の中で開発
いただける会社の募集、コンテンツ、デザインの検討等を行い、平成28年６月サイトオープンにこぎつけました。
現時点で、当初目指したコンセプトの実現には程遠い状況ですが、皆さまからのご意見、ご希望を取り入れながら
成長し続けるサイトを目指します。年度予算の範囲内ではありますが、少しずつでも改善を続けてまいります。引き
続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
最後に、事務局およびホームページを作成頂いた会員企業様には、お忙しい中ご尽力賜りました。この場をお借り
して厚く御礼申し上げます。
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新規会員紹介
株式会社オリオグローバル

九州支社

〒812-0011
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿74-３ 折尾鉄工所内
TEL 093-222-2121
FAX 093-222-3887
URL http：//www.orioglobal.com/

オリオグローバルは
4 つのソリューションを

展開しております。
コンサルティング
ソフトウェア販売

システム開発
ローカライズ

ウェブアプリケーションサーバ統合パフォーマンスモニタリングシステム構築
Jennifer、Performance management for the J2EETM platform

ナレッジソフト株式会社

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビル5F
TEL 092-260-7647
FAX 092-260-7648
URL http：//www.kn-soft.jp

福岡、北九州、熊本、大分に続き、2016年度は大阪、佐賀、東京にもオフィス開設と全国展開中！
■ソフトウエアの開発技術者の派遣
■各種システムの受託開発
■スマホアプリ開発（↓自社開発）
とれいんなう

～福岡市営地下鉄アプリ～

⇒

2016 年11月現在、稼働技術者数 90 名以上。新規採用にも力を入れており、現在も
拡大中！お客様のニーズに応える人材を提案いたします。

会員加入状況

平成 28 年８月１日
現

在

平成 28 年８月２日～平成 28 年 12 月 31 日
入

会

退

会

変

更

平成 29 年１月１日

資格喪失

現

在

正 会 員

148

２

０

０

０

150

賛助会員

27

０

０

０

０

27

175

２

０

０

０

177

合

計

【入 会】
H28.12.1（正会員）ナレッジソフト株式会社
H28.12.1（正会員）株式会社オリオグローバル

九州支社

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。
日本経済は、輸出や設備投資に弱さがみられますが、堅調な雇用・所得環境に支えられ、緩やかなが
らも回復を続けるようです。先行きは、16 年夏の猛暑が消費を押し上げるのに続き、秋以降は米国を中
心とする世界経済の緩やかな回復と円高圧力の緩和が見込まれております。その結果、輸出や設備投資
が緩やかながらも持ち直すとみられるほか、雇用・所得環境の改善持続が消費の回復を後押しすること
も期待されています。我々中小企業は、景気回復そのものが中々実感できておりませんが、会員の皆様
と力を合わせてこの状況を乗り越えて参りたいと考えております。そのために 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、当号発行に際しまして、ご多忙にも係らず、ご協力頂きました関係者の皆様方、
並びに原稿をご執筆頂きました皆様方に、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。
（K.T）

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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