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福岡県情報サービス産業協会

新体制のスタートにあたって

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

会員の皆様におかれましては、日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて、さる６月 15 日に開催されました、平成 29 年度通常総会におきまして、19 名の理事及び２名の監事が選
任されました。新任理事・幹事の皆さんと共に会員の皆様のご期待に応えるべく、精一杯努力して参ります。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。
総会の席でも申し上げましたが、私どもが加盟している全国組織として、一般社団法人全国地域情報産業団
体連合会（通称ANIA）があります。昨年 9 月、ANIAの他更にいろいろなIT関係の団体が加盟した一般社団法人
日本IT連盟というものが発足致しました。その規模は 54 団体、加盟企業数約 5 , 000 社、加盟従業員数約 400 万人
という一大組織になりました。勿論、ANIAはその中で最大勢力ということになります。
IT連盟では 4 つの委員会活動をしていくとしています。
１．政策委員会
IT関連団体共通の課題や問題点を整理し、改善に向けた検討を行うとともに関係省庁へ提言を行う
２．IT人材育成員会
次代を担う優秀なIT人材の育成に産学官一体となって取り組むための提言を行う。
３．IT教育委員会
小中高の若い世代のIT教育の振興のために必要な環境整備の提言を行う
４．国際委員会
海外の政府・団体に対する一本化された窓口として、製品の受け入れ・海外展開等の支援を行う
以上ですが、技術の進展の激しい中、制度や法律変更等の問題もあり、一企業やFISA単独での解決は難しく
ても、ANIAやIT連盟との連携によって解決できるものもあろうかと思います。
今後その橋渡し役をすることも大事な役割であると認識しております。会員の皆様方におかれましては、な
んなりとご相談頂きますようお願い申し上げます。

「理事（19 名）・監事（2 名）」名簿
（氏名
会

長

副会長
専務理事

理

事

監

事

氏
藤本
遠藤
大谷
西
平川
青谷
麻上
安達
有村
幸田
小林
瀧中
都合
長濵
中村
西妻
平石
宮下
山﨑
林
村上

名
宏文
史朗
温仁
哲郎
昌弘
哲也
俊泰
継巳
文章
好和
勝
秀敏
慎一
好数
祐二
安治
大助
英之
正幸
英雄
浩一

会員名
㈱シティアスコム
フォーサイトシステム㈱
㈱NTTデータNCB
西日本コンピュータ㈱
（一社）福岡県情報サービス産業協会
日本システムスタディ㈱
㈱エーエスエー・システムズ
㈱九州DTS
西部ガス情報システム㈱
㈱BCC
㈱FCCテクノ
㈱麻生情報システム
西鉄情報システム㈱
㈱ソルネット
㈱テクノ・カルチャー・システム
福岡コンピューターサービス㈱
Gcomホールディングス㈱
SCSK九州㈱
九電ビジネスソリューションズ㈱
富士通エフ・アイ･ピー㈱ 九州支社
九州NSソリューションズ㈱

五十音順）

役職名
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
専務理事兼事務局長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
支社長
代表取締役社長

※任期：平成 29 年 6 月 15 日～平成 31 年 6 月 14 日
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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

牛島

賢二

５９社）

■教育委員会（メンバー

㈱サンレイズ

委 員 長

委員長に就任し、手探りながらも新しい
事にチャレンジしたいと思っておりますの
で、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
当委員会は、FISAビジョンのもと、３ヵ
年方針に沿って活動しておりますが、活動
範囲が多岐にわたるため、企画調査委員は
勿論のこと、他の委員会や横断チームとも
連携、協力しながら地域や会員企業に必要
とされる委員会を目指したいと考えていま
す。今後とも、よろしくお願いいたします。

■広報委員会（メンバー
委 員 長

永野

宏司

■厚生委員会（メンバー

九州シー･アンド･シーシステムズ㈱

委 員 長

近年「ふくおかクラウドアライアンス」
「CGコ
ンテスト」
「産学連携」等、FISAの活動が活発
化、充実したものとなっています。この活動を
FISAメンバー各社のみならず、広く一般の方々
にもお伝えしFISAの認知度向上のため各委員
会、チームと協力し広報活動を推進します。
また、ホームページでの会員情報の充実も検
討を進めますので皆さまのご協力よろしくお願
いいたします。

委 員 長

森

俊英

14 社）

チ ー フ

真悟

マイクロコート㈱

江添

俊明

９社）

㈱コア 九州カンパニー

本年度よりチーフを仰せつかりました江添と
産学連携推進チームは「IT業界特別講義」と

地域の皆様への情報提供と、FISA会員と

「FISA合同企業説明会」の２本の柱で活動を

ITユーザとの出会いの場とを創っていきま

行っており、
「FISA会員企業の会員企業による

す。昨年のセミナー参加数は 918 名。今年

会員企業のための活動」
（会員企業が学生を育

は 1 , 000 名超を目指します。８月 23 日の５

て、学生を採用し、会員企業の活性化）により

周年セミナーは「IoT」にフォーカスし「事

FISAひいては福岡を盛り上げて参ります。皆

例・市場・技術」を網羅的に取り上げます。

博英

松尾

申します。どうぞ宜しくお願い致します。

くおかクラウド アライアンス」を 中心に、

村崎

AIP

30 社）

■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

NPO法人

「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着
実に実施してまいります。
昨今、企業に“働き方改革”が強く求められる
ようになり、会員企業、地域、および社会の成長・
発展のためには、この変革に対応することが必
須となってまいりました。
“働き方改革”をキー
ワードに、皆さまの永続的な発展に寄与してま
いります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

今年で５周年を迎える地域貢献活動「ふ

チ ー フ

裕司

当委員会の主軸であるタイアップ研修は、
昨年度はのべ193 名の方にご参加いただき、
ありがとうございました。引き続き会員企業
が必要とされる教育を各企業と協力し、ご提
案していきます。
また子供向けプログラミング講座の継続開
催やiCD活用、助成金活用支援など、幅広く教
育に関する活動を行うことで、会員企業の皆
様の教育に関する問題やご要望に応えていき
ます。

45 社）

■ビジネス開発委員会（メンバー

河野

３９社）

様の積極的なご参加を宜しくお願い致します。

８社）

FISA

㈱アンクル

新専務理事兼事務局長のご紹介
平川

第 12 回CGコンテストは応募が 2 , 200 を
超えました。また、今回は入賞作品展示が
北九州芸術劇場での開催となり、北九州地
区からの応募が６割を超えていることも
あってか、家族連れで来られた方々も多く
見受けられました。
第 13 回CGコ ン テ ス ト も チ ー ム 一 丸 と
なって頑張って参りますので、ご協力の程
よろしくお願い致します。

昌弘

IoTを始めICTの進化は、情報サービス産
業が安全で利便性の高いサービスをユーザー
や地域社会に提供することにより、これまで
以上に新たな価値を創造していく産業へと発
展することにかかっていると考えます。
事務局として、全国団体等の情報収集に努
めるとともに、各委員会活動の取り組みが深
化できるようサポートで頑張りたいと思いま
すので、ご指導のほどよろしくお願いします。
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FISA イベント報告
「第 12 回ふくおか ･ ゆめ ･ みらい CG コンテスト」の開催
１．テーマ （今回は３テーマから選択）

 「ぼくのゆめ、わたしのゆめ」・「住んでみたい
こんなイベント」
２．応募作品数

応募総数
応募校数
＜地域別＞
・北九州地区
・福 岡 地 区

62 校
28 校

みらいの町」
・「あったらいいな

第 12 回 第 11 回 第 10 回 第９回
2,203
1,886
1,786
1,825
104
92
89
94
1,374 点（62.4％） ・筑豊地区
571 点（25.9％） ・筑後地区

８校
６校

213 点（9.7％）
45 点（2.0％）

３．審査日：平成 29 年１月 18 日（水）・１月 23 日（月）

審査委員長：源田悦夫様（九州大学大学院 芸術工学研究院 名誉教授）
審査副委員長：中村学様（福岡県教育庁 教育振興部義務教育課 指導主事）
審査委員：
（一社）福岡県情報サービス産業協会 CG コンテスト企画チーム員
福岡県庁

１Ｆ フ ロ ア ー

４．入賞作品

・県知事賞 （１点）百道浜小学校 ６年 松本美時さん 「すてきな百道浜の夜景」
・審査委員長賞（１点）あやめが丘小学校 ５年 山下輝星さん 「うちゅうにいるねこ」
・福岡ソフトバンクホークス賞（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）
・ライジングゼファーフクオカ賞（各学年１点）
・入選 243 点（各学年１割程度）
５．作品展示会

北九州芸術劇場 市民ギャラリー



① 福岡県庁 １F フロアー ３/21（火）～３/30（木） ※ 但し、土日閉館
② 北九州芸術劇場 市民ギャラリー
４/26（水）～５/２（火）
※７日間で 242 名来場

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）

ふくおかクラウドアライアンス活動として下半期に開催
したセミナーは以下の通りです。
また、８月23日（水）には「５周年セミナー」を IoT 特集で開
催します。
今年度も年間参加数 1,000 人超えを目指します。
（※昨年実績：918 名）
【主なセミナー開催実績】
●３/６：改正 個人情報保護法セミナー（参加数：13 名）
講師：吉井弁護士
●３/９：IoT 事例紹介とビジネスを考えるセミナー（参加数：40 名）
講師：㈱神戸デジタルラボ：村岡取締役
軽量 Ruby フォーラム：石井事務局次長
●４/11：ベトナム IT 市場の今がわかるセミナー（参加数：55 名）
講師：㈱スクーティー（本社：ハノイ）：掛谷代表取締役 FPT ジャパン㈱：辻本福岡営業所⻑
（一社）福岡県中小企業経営者協会連合会 徳丸様
●６/２：IoT ビジネスモデルセミナー（参加数：120 名）
講師：温室内環境遠隔モニタリングシステム ｢ みどりクラウド ｣ ㈱セラク みどりクラウド事業部営業サービス部 吉川様
  
患者見守りシステム「Y’s Keeper」
 ㈱ワイズ・リーディング 人工知能研究所 上席研究員 相馬様
   IoT コンサルティング・フレームワーク ㈱ウフル 執行役員 IoT イノベーションセンター 杉山様
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「ビジネスシヨウ＆エコフェア 2017 Next Stage in KYUSHU」の開催
６月 21 日（水）
・22 日（木）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。
本年は展示会場内を大きく「情報関連」
、
「環境・
エコ関連」
、
「情報 / 環境・エコ共通」の３つのゾー
ンに分けて構成し、111 社・団体（うち情報関連 69
社・団体）が出展しました。
当日の情報関連ゾーンでは、農業用ドローンや
各種ウェアラブル端末等の IoT 関連機器・サービ
スが注目を集め、その他にもビジネス・ソリュー
ション関連機器やセキュリティ対策関連システム
等が一堂に展示・実演されました。
また、初日のハウステンボス㈱ 変なホテル
事業開発室 総支配人 大江 岳世志氏のオープ
ニング・セッションや、２日目の㈱オプティム
代表取締役社長菅谷 俊二氏のスペシャル・セッション等の各講演会も盛況
で、展示会全体で 14,355 名（２日間合計）が参加しました。
また、開催初日の 21 日（水）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。
「ビジネスシヨウ＆エコフェア 2017 Next Stage in KYUSHU」主催団体の
一般社団法人日本経営協会 平井理事長、大久保常務理事、FISA 藤本会長に
ご挨拶をいただきました。
出展企業、FISA 会員企業合わせて 40 社 87 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。

「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20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104 社、119
名の大宴会となりました。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って、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。
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「ワークライフバランスセミナー」の開催

（厚生委員会）

平成 29 年２月 13 日（月）に初めての取り組みとして、ワークライ
フバランスセミナーを開催いたしました。
「ワークライフバランスは明日への投資 ～人材確保とイノベー
ションのために～」と題して、経営者や経営幹部を対象に有限会社
サイズ・コミュニケーションズの高見先生に講師を務めていただき
ました。
初めての促進セミナーでしたので、一般的な内容を広く浅く解説
いただき、かつ具体的なところを実践事例として解説、更にベスト
プラクティス一覧を資料として配布していただいたため、非常に参
考となるセミナーとなりました。参加者は、22 社 28 名でした。
昨今、外部環境の変化と働く人の価値観の変化は「働き方改革」として国の施策にも反映されています。時代に合った
雇用環境を作っていくことが、人材確保やイノベーションの観点からも企業が永続的に発展するためには不可欠である
と考えます。次年度も引き続き、同促進セミナーを開催する予定ですので、是非ともお役立ていただければ幸いです。

「メンタルヘルスケアセミナー」の開催

（厚生委員会）

平成 29 年３月 16 日（木）にメンタルヘルスケアセミナーを開催い
たしました。「管理者のストレス・マネジメント研修 ～管理者とし
て職場のメンタル不全にどのように対応するか～」と題して、管理
者自身がメンタルヘルスに対する知識を持つことによって、部下の
メンタルダウンに過度な不安や悩みを持つことなく、自信を持って
業務遂行できるようになることを目的としました。講師は、有限会
社サイズ・コミュニケーションズの白梅先生に務めていただき、生
き生きとした職場を目指すためのコミュニケーションのコツを解説
していただきました。参加者は、27 社 48 名でした。
仕事上で強いストレスの原因になるものは「仕事の質・量の問題」が６割強を占める状況です。過剰なノルマ、顧客
からの過大な要求、長時間の労働がストレスの要因となるため、そのような状況下にある部下に対しては、普段にも
増して目を配っておく必要があるとのこと。また、結婚、離婚、出産、育児といったプライベートな生活環境も要因
となるため、私事には立ち入りにくくなった現代社会ですが、管理者はこのような情報もインプットしておく必要性
を説明いただきました。

第 27 回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催

（幹事：教育委員会）

６月７日（水）
、麻生飯塚ゴルフ倶楽部において委員会対抗ゴルフコンペを開催いたしまし
た。当日午前は、雨の中でのプレーとなりましたが、皆様風雨に負けずに元気でプレーされ
ておりました。
今回は 21 名の皆様に参加していただきました。団体戦では企画調査委員会が優勝されまし
た。
また個人戦では、企画調査委員会の牛島賢二様が連覇されました。おめでとうございまし
た。準優勝は、広報委員会の津田邦博様、３位は厚生委員会の松尾正博様でした。おめでとうございました。
コンペでの賞品は、多数の会員企業様からの協賛でてんこ盛りでした。ご参加いただきました皆さまありがとうご
ざいました。そしてお疲れ様でした。
【成績】（団体戦）優 勝：企画調査チーム
準優勝：広報委員会
（個人戦）１位：牛島 賢二（企画調査：サンレイス）
２位：津田 邦博（広報：エーエスエーシステムズ）
３位：松尾 正博（厚生：マイクロコート）
ベスグロ：牛島 賢二（企画調査：サンレイス）
次回は広報委員会の担当で秋に開催の予定です。

次回も多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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FISA合同企業説明会の開催

（産学連携推進チーム）

４月 12 日（水）・13 日（木）の２日間、福岡工業大学Ｅ棟［新棟］セミナールーム
において、
「第２回 FISA 合同企業説明会 in 福岡工業大学」を開催致しました。
本年度の開催場所となったＥ棟セミナールームは、2016 年９月にオープンした
ばかりの新棟で、企業と学生の新しい出会いの場としてこの上ない会場でした。
そのような環境もあり、本年度は前年度を上回る参加企業数／学生数となり、両
日を通して参加企業数 48 社、参加学生数 324 名という結果になりました。
第２回（2017 年度）
第１回（2016 年度）

参加企業数
48 社
44 社

参加学生数（４年） 参加学生数（３年）
173 名
151 名
170 名
－

本年度は新しい試みを２つ行いました。１つ目は、３年生にも説明会への参加
の機会を設けました。結果、３年生の参加数は 151 名となり４年生に迫る人数と
なりました。このことで、３年生に対してはリクルート活動に関する動機付けや
知識の底上げができ、会員企業へはインターンシップ受入や来年度採用のための
学生との接点拡大が図れたと考えています。
２つ目は、特設ブース「企業には聞けない！質問受付コーナー」を設け、講師に
よるセミナーや学生のよろず相談を受け付けました。参加した学生からは、普段
企業説明会では質問しづらい濃い質問ができ、非常に有意義だったとの感想を頂
きました。
本編である企業説明会の参加企業へのアンケート結果では、
「良い人材がいるこ
とを認識できた、多くの学生に自社のアピールができた」と好評を頂き、学生のア
ンケート結果では、
「福岡県内就職を希望する学生には大変ありがたい、福岡にも
多くの IT 企業があることに気付いた、今まで知らなかった企業に興味を持つきっ
かけになった」とこちらも好評意見が多数でした。
また、昨年度の第１回 FISA 合同企業説明会での後追い調査アンケートを実施
した結果では、７社の企業で採用を決定しております。

いない
５名
３名
2名
1名

第１回FISA合同企業説明会 後追い調査アンケート結果
■採用試験を行った学生はいましたか。		
１名
いない
1 名 6 社 					
22％
37％
2名 4社
3名 2社
２名
15％
4名 0社
５名
３名
5名 5社
19％
7％

■ 採用が決定した学生はいますか。
１名
1名 6社
22％
2名 1社
２名
3名 0社
4％
4名 0社
いない
74％
5名 0社

いない
５名
３名
2名
1名

いない
2名
1名

本企画は、福岡工業大学からの評価と期待が高く、教授並びに就職課の皆様方に多大なご協力を頂いております。
就職課によると昨年度同様に、本年度も既に内定者数が伸びているとのことで、今後も継続してお願いしたい旨のご
依頼を頂いており、当チームの活動結果について、手応えを感じております。
いない
2名
1名

｢秋季FISA合同企業説明会｣のご案内
昨今、新卒者の人材確保が非常に難しくなってきております。
また、内定を出したにも関わらず、辞退を申し出る学生も少なくないとも聞いており、夏以降、秋
口まで採用活動を続けざるを得ない企業もあるようです。
この状況について、藤本会長も非常に懸念されており、ご意向を踏まえる形で、｢秋季FISA合同企
業説明会｣（仮）を、本年９月を目処に開催すべく計画しています。
対象となる大学は、｢福岡大学｣、｢福岡工業大学｣、｢九州産業大学｣の３校を予定しておりますが、
詳細は改めてご案内致しますので、是非ご参加いただき、人材の確保、事業の拡大に繋げていただき
たいと思います。
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平成29年度「通常総会」開催
平成 29 年度「通常総会」の開催
６月 15 日（木）
、西鉄グランドホテルで平成 29 年度通常総会を開催し、併せ
て講演会と懇親会を開催しました。
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

【報告事項】
■平成 28 年度事業報告
平
 成 28 年度の事業実施状況について、常任委員会、ビジネス開発委
員会及び委員会横断チームから活動報告をしていただきました。
■平成 29 年度事業計画及び収支予算
平成 29 年度収入予算は、会費、事業収入、補助金等、35,832 千円を見込みました。
前年度当初予算比 1,690 千円の増です。
【決議事項】
■第１号議案 平成 28 年度収支決算承認の件
平
 成 28 年度決算は、収入 41,051,478 円、支出 38,633,869 円、差引
西妻 理事
2,417,609 円の当期正味財産の増となり、年度末の一般正味財産残 安達 理事
高は、6,124,040 円となりました。
■第２号議案 任期満了に伴う役員選任の件
理事 19 名役員（新任 4 名）
、監事２名（新任 1 名）が選任されました。

宮下 理事

村上 監事

講演会

講演会は「脳科学から学ぶ『やる気』の高め方」と題して、㈱ビズ・ナビ＆カンパニーの安藤美智子
様にご講演をいただきました。会員 100 名が参加しました。

懇親会

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様、福岡県新産業振
興課の美雪企画監様、同情報政策課の鳥巣情報企画監様、福岡エレコン交流会
の松尾代表幹事様外ご来賓をお迎えし、懇親会を開催しました。90 名の皆様に
ご参加いただきました。

会員加入状況

正 会 員
賛助会員

合

計

平成 29 年１月１日
現 在
150
27
177

入

平成 29 年１月１日～平成 29 年８月１日
会
退 会
変 更
資格喪失
２
-３
0
０
１
-１
0
０
３
-４
0
０

【入 会】
H29.8.1（正会員）マクロシステム 株式会社 福岡営業所
H29.8.1（正会員）シーティーシー・エスピー 株式会社 福岡オフィス
H29.8.1（賛

助）福岡エレコン交流会

【退

平成 29 年８月１日
現 在
149
27
176

会】

H29.2. 1（正会員）三立情報 株式会社
H29.3.31（正会員）株式会社 シーライズ
H29.3.31（正会員）株式会社 ミウラ 福岡営業所
H29.3.31（賛 助）プロアクシアコンサルティング 株式会社 九州支店

暑中お見舞い申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。
国内の IT 人材不足は深刻で会員様におかれましても IT 技術者の確保や採用活動においてとても苦戦
されているとよくお聞きします。産学連携推進チームでは昨年から春に福岡工業大学にて FISA 会員様
のための合同企業説明会を開催しています。今年は秋にも複数の学校での開催も検討されています。本
号７頁に活動内容やアンケート結果を掲載しておりますので FISA 合同企業説明会を会員様の採用活動
に活用して頂けますようお知らせ致します。今後も 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。
（Y.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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