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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年1年間、理事・各委員会並びに会員の皆様に支えられて無事2017年を終えることができました。皆様に感謝申
し上げます。
　昨年はトランプ大統領を始めとした内向き世界への変化の増加や北朝鮮を取り巻く緊張がピークに達するといった
ことから緊迫の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、AI等を活用して、既存の業態を変えうる
新しいビジネスの創出が益々盛んになるだけでなく、人手不足を解消する手段としても活用される等、ICTを取り巻く
環境は益々重要性を増すものになってきました。
　今年は、２年後の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、様々な業種、業界で変化する度合いのスピー
ドが格段に速くなるものと思われます。多数の訪日客を迎えるにあたり、設備面だけでなく、決済やセキュリティと
いった多くの面で技術の高度化が進むことで、既存の業務が全く変わってしまい、その影響が多方面に渡ることにな
りかねません。新しいことに積極的にチャレンジする気概を持つか否かで、時代に遅れるか、先駆けるか、そういう分
岐の年になるのではないかと思われます。
　ただ、世の中でICTの重要性が叫ばれる割には、業界に参入する人材が不足していることも事実です。我々FISA会
員企業も人材不足に頭を痛めております。そこで従来は１校のみ実施していた地元大学におけるFISA会員企業による
新卒宛合同説明会を昨年は秋にも実施することができましたが、今年は春・秋２回の開催を検討すること及び実施大
学数を増加させる検討をすること、Uターン希望者等の中途採用に向けたFISAとしての取り組みの仕組みを検討する
こと、更にはベトナムのICT協会と連携することを検討すること等により会員の皆様の人材確保面でお役に立ちたい
と思っております。勿論、会員企業の皆様も働き方改革に取り組み、業界のイメージを向上させることも大切です。
　今年が会員企業の皆様にとりまして、明るい１年となることを願っております。
　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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九州経済産業局長

髙 橋　直 人
福 岡 県 知 事

小 川  　洋

　平成30年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　はじめに、熊本地震や九州北部豪雨などで被害に遭われた方に、
心からお見舞い申し上げます。一日も早い復興に向け、被災され
た中小企業・小規模事業者の皆様に寄り添い、関係機関と連携して、
引き続き支援に取り組んでまいります。
　さて、昨年の我が国経済を振り返りますと、安倍内閣の発足以
降、名目ＧＤＰは50兆円増加、正社員の有効求人倍率も１倍を超
えるなど、力強い経済成長が実現しています。一方で、実社会の
あらゆる情報がデータ化され、ネットワークを通じてやりとりさ
れるＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ（人工知能）の活用が進んでいま
す。
　政府・経済産業省としては、こうした第４次産業革命のイノベー
ションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れるとともに、この
経済成長を持続的なものにするべく、様々な社会課題を解決する
Society5.0の実現に向けて政策資源を集中的に投入します。
　さらに、対外経済政策の強化、地域未来投資の加速やエネルギー
政策の推進など、経済産業政策を一体として動かしていくことに
より、日本経済の成長を確固たるものにしていきます。
　当局としては、「生産性の向上」と「新たな需要創出」を加速させ、
九州経済に力強い好循環の流れを生み出すべく、以下の取組を行っ
てまいります。
　九州の強みを生かした「九州・沖縄 Earth 戦略」について、Ｉｏ
Ｔの利活用等の新たな動きを取り込むべく、関係機関と連携して
３年ぶりに改訂し、着実に推進してまいります。また、昨年７月
に施行された「地域未来投資促進法」に基づき、地域の特性を生か
して成長分野に挑戦するなど地域経済を牽引する企業の未来に向
けた取組を、関係自治体等と連携して全力で支援します。
　並行して、第４次産業革命への対応を促進する「九州ＩｏＴコ
ミュニティ」等の活動をさらに活性化させるほか、中小・小規模事
業者の生産性向上、経営力強化につながる設備導入を、補助金や
税制を通じて積極的に支援します。
　また、地域の特色ある製品・サービスの販路拡大、農水産物・
食品の輸出拡大やインバウンドの獲得に取り組みます。ふるさと
名物応援事業等を活用した地域資源の商品化やブランド化、「新輸
出大国コンソーシアム」等を活用した海外への販路開拓を支援する
ほか、「環黄海経済・技術交流会議」等の経済交流を国内外の関係
者と連携して推進してまいります。
　多くの中小企業経営者が、人材確保や事業承継等の課題に直面
しています。「働き方改革」や、女性・外国人等の多様な人材活用
の先進事例を発信するとともに、経営者の世代交代を円滑に進め
るため、人材のマッチングや後継者による新たな事業への挑戦を、
各県に設置した事業引継ぎ支援センター等と連携して積極的に支
援します。
　再生可能エネルギーの導入促進、省エネルギーの推進等に引き
続き取り組み、九州経済の成長を下支えするエネルギーの安定供
給確保に万全を期します。電力及びガスの小売自由化を受け、消
費者保護の観点から、取引監視を着実に行います。併せて、環境・
リサイクル産業の振興を図ってまいります。
　これらの取組を通じて、日本経済の持続的な成長に不可欠な好
循環を、ここ九州から実現させたいと考えています。
　このため、職員一同、改めて「現場主義」を徹底し、関係機関の
皆様とともに、施策を総動員して、事業者の皆様に寄り添って仕
事をしてまいります。
　本年が皆様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。

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年７月に発生した九州北部豪雨により、朝倉市、東峰村
を中心に甚大な被害に見舞われました。県では、発災直後か
ら、人命救助などの応急対応、被災地の皆さまの生活再建支
援、道路、河川、農地などの復旧に全力で取り組んできました。

　一方、県の経済は緩やかに拡大しつつあり、有効求人倍率
は過去最高を記録しました。
　また、「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産
登録、「全国豊かな海づくり大会」の開催により、歴史、伝統、
文化をはじめ、特色ある水産業とその水産物など本県の魅力
と元気の良さを内外に発信できました。

　今年は、まず何より、被災地の復旧・復興に全力で取り組
みます。
　そして、「県民幸福度日本一」の福岡県を目指し、「福岡県
総合計画」および「福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略」
を具体化する施策に重点的に取り組み、景気の拡大を県内各
地の皆さまが実感できるようにするとともに、福岡県をもっ
と「元気」にする施策、いろいろな課題や問題を抱えている県
民の方々に寄り添う「温かみ」のある行政、「安定」を感じられ
る福岡県づくりを推進していきます。

　今、ＩｏＴが注目を集め、情報サービス産業には追い風が
吹いています。
　ＩｏＴ関連の世界市場は、2016年の約85兆円から2020年
には149兆円へと大きく拡大するとの予想もあり、政府の「未
来投資戦略」においても今後の経済成長に欠かせない成長産
業として位置付けられています。
　福岡県には、産学官で構成される「福岡県 Ruby・コンテン
ツビジネス振興会議」や「福岡県ロボット・システム産業振興
会議」の取り組みにより、ＩｏＴ関連の高度なソフト・ハー
ド技術を持つ企業が集積しています。
　こうした産業振興で培ってきた“強み”を生かして、ＩｏＴ
関連の新製品や新サービスを創出し、ＩｏＴ関連産業を成長
産業へと育ててまいりたいと考えています。
　福岡県情報サービス産業協会の皆さまには、情報関連技術
の向上や情報処理技術者の育成などを通じて、本県のＩｏＴ
推進に大きな役割を果たされることを期待しております。

　今後も、貴協会の皆さまと手を携え、福岡県、そして、九
州から、日本をもっと元気にしていきたいと考えております。
　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。
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　第４期３ヵ年方針に於ける基本施策の一つである「会員企業のための人材確保支援」を念頭に、
FISA としては初の試みとなる「秋季ＦＩＳＡ合同企業説明会」を下記のとおり開催いたしました。

　◆福岡大学　　：平成29年９月12日（火）
　　　　　　　参加企業数　　：12社　　　参加学生数：４名（のべ９名）
　　　　　　　選考会受験者数：２名　　　採用者数　：０名
　◆福岡工業大学：平成29年９月13日（水）・14日（木）・15日（金）
　　　　　　　参加企業数　　：16社　　　参加学生数：45名（のべ45名）
　　　　　　　選考会受験者数：27名　　　採用者数　：　４名
　◆九州産業大学：平成29年９月22日（金）・25日（月）・29日（金）
　　　　　　　参加企業数　　：12社　　　参加学生数：20名（のべ51名）
　　　　　　　選考会受験者数：10名　　　採用者数　：２名
　◆合　　　　計：合計日数　　　：７日
　　　　　　　　：参加企業数　　：40社　　参加学生数：69名（のべ105名）
　　　　　　　　：選考会受験者数：39名　　採用者数　：６名

　内定率90％前後という状況で、学生の動向が不安材料の一つでしたが、各大学のご協力もあり、予
想以上に学生が集まってくれました。この時期の企業説明会には学生が集まらず、殆どが中止になっ
ているものの、FISA とうい団体での合説だったので学生の集まりが良かったのではないかとの大学側
の分析でした。各大学からは、本事業に対する感謝のお言葉の他、春季合説のご依頼もいただき、期
待の大きさを感じています。また、合説を訪れた学生については、勤務地や業務内容にこだわった結果、
成績優秀にもかかわらず未内定のままの学生も少なくなく、その結果、採用に繋がったものと考えています。参加企業への後追い調査の結果、
殆どの企業から来年度も是非参加したいとの回答をいただいており、主催者側としても身の引き締まる思いです。学生アンケートの結果、大学
主催の合説では IT 企業が少ないのに対し、FISA 主催の合説は、全ての企業が IT 業界なので非常に良かったとの回答が多く、学生にとっても
有意義な事業であったと感じています。最後に、改めてご案内致しますが、既に春季合説に向けて準備を進めています。
　「IT業界志望の学生だけが集まる」ここが他の合説との違いかと思いますので、是非この事業を利用していただき、人材の確保、更には
事業拡大に繋げていただけると幸いです。

「秋季FISA合同企業説明会」の開催 （企画調査委員会＆産学連携推進チーム）

　本年度で第８回目となる『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４日（水）（09：30～11：30）･･･107名参加
　　➢『ＩＴ業界で働くために今どのような準備が必要か？』　金冨 聡 様（エムアイエフ株式会社）
　　➢『ICT が生み出す力（パワー）』
　　　ＩＣＴコンストラクション株式会社　　主事補　榎田 翔太 様・主事補　松藤 悠生 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

　◆九州産業大学：11月８日（水）（11：40～12：10）･･･89名参加
　　➢『ＩＴ業界で働くために今どのような準備が必要か？』　金冨 聡 様（エムアイエフ株式会社）
　　➢『ＥＲＰシステムを通じてグローバルＩＴ社会を見る』
　　　株式会社 安川情報九州 SAP ソリューション部 部長　　村岡　拓 様

　◆麻生情報ビジネス専門学校：11月24日（金）（14：00～15：30）･･･132名参加
　　➢『ＩＴ業界で働くために今どのような準備が必要か？』　金冨 聡 様（エムアイエフ株式会社）
　　➢『ＩＴの歴史、現在のトレンドと当社の取り組みについて』
　　　グローバルブレインズ株式会社　第１システム本部　部長　　金丸 浩⼆ 様

　本講義は、学生に IT 業界の理解を深めてもらうのは勿論ですが、FISA 並びに FISA 会員企業を認
知してもらい地元福岡への就職意欲を高め、ひいては福岡県の活性化を目指し実施しております。
　また、産学連携推進チームは企画調査委員会と連携し FISA 合同企業説明会を実施しており、「Ｉ
Ｔ業界特別講義による理解の促進」から「合同説明会による採用」まで一貫した活動を通し FISA 会
員企業の人材確保に寄与していると自負しております。

「ＩＴ業界特別講義」の開催 （産学連携推進チーム）

FISAイベント報告



　８月23日（水）に「ふくおかクラウドアライアンス連絡会議」および「５周年記念セミ
ナー」を開催しました。

■５周年記念セミナーの開催概要（参加者数：約90名）
　・「IoT：モノのインターネット」
　　　講師：ネットコマース㈱　代表取締役　斎藤昌義 様
　・「簡単でセキュアな IoT システム」
　　　講師：㈱ソラコム　テクノロジ・エバンジェリスト　松下享平 様
　・「IoT システム構築 mruby」
　　　講師：NPO 法人軽量 Ruby フォーラム 事務局次長　石井宏昌 様

■ふくおかクラウドアライアンスの活動概要と今後の展望
　本活動も、2012年８月の発足以来６年を経過し、参加者数も「今年：年間約1,100名」、「６
年間：累計約3,300人」という多数の方にご参加いただくことができました。ユーザ企業・
団体からの参加も順調に増えており「約３割」を占めるまでに至っております。
　セミナー内容も、クラウド、セキュリティから、IoT、AI、IT ソリューション塾、ネッ
ト通販、VR、SNS マーケティング、ビッグデータ、海外企業連携などと、範囲を広げて、
IT 業界に加えて、ユーザ企業・団体の方もご参加いただける内容に拡充していきます。
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ふくおかクラウドアライアンス「５周年記念イベント」の開催（ビジネス開発委員会）
[ふくおか経済 10月号　記事]

[セミナーの概要]
・今年の参加者数　　　　　　　　　　：約1,100名
・６年間の累計参加者数　　　　　　　：約3,300人
・ユーザー企業・団体の参加者数　　　：約３割

　平成29年８月24日（木）に住友生命博多ビルにて「自分の部下がメンタル疾患に罹った
らどう対応すべきか～ハラスメントが発生しない組織づくり～」と題して、一木 信輔様

（社会保険労務士事務所アルモニー 社会保険労務士・精神保健福祉士）にご講演いただき
ました。
　今回の研修は、「部下がメンタル不調にならない為に」、前段ではハラスメントが発生
しない組織をつくるにはどうしたらよいかを、後半はメンタル不調による労働生産性の
低下は深刻であり、部下の異変にすぐに気付くために、日頃から部下に関心を持つこと
の重要性をお話しして頂きました。メンタル不調者の生産性低下による企業の損失額を
見てびっくりすると同時に、積極的傾聴法（アクティブリスニング）の重要性を改めて感
じました。
　アンケート結果からも「メンタルヘルスに対する対処法を知ることができて良かっ
た」など、75％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。
　メンタルヘルス研修へのニーズは94%と高く、今後も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。また、２月には、ワーク
ライフバランスの研修を予定しております。ご参加のほど、よろしくお願いいたします。

「メンタルヘルスケアセミナー」の開催 （厚生委員会）

　教育委員会では、８月27日（日）と10月21日（土）に今年度で３回目となる子供向け
プログラミング講座を開催しました。８月は19名、10月は９名の合計28名（小学１年生
～中学１年生）の子供達が参加しました。
　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

する企業の方の他に、今年度は麻生情報
ビジネス専門学校の学生さんも参加して
くださりマンツーマンで子供達のフォロー
が行えました。最初は緊張していた子供
達も、実際に目の前で自分たちがつくった
ものが動き出すことで、とても楽しそうに休憩も忘れるぐらい熱心に取り組んでいました。
　終了後のアンケートでは「おもしろかった」「帰ってからもつづけたい」がとても多
く、また保護者アンケートでも「これを機に続けさせたい」等好評でした。教育委員会で
は多くの子供達にIT技術に触れてもらえる機会を引き続き検討・提供します。

「子供向けプログラミング講座」の開催 （教育委員会）
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　2017年度の健康ハイクは、昨年と同じく「海の中道海浜公
園」での、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。
　当日は前日までの天気とは違って、曇天 ･ 小雨の降る中、
イベント内容も変更し決行となりました。集合写真の撮影を
行った後、早速“カモ池”を周り始めたところポツリポツリと
雨が降りだし、傘をもってのウォーキングとなりました。例
年ですとレクリエーションを行い、バーベキューとなります
が、天候も心配でウォーキング後は早めのバーベキューとなりました。多分皆さん雨中での
バーベキューは初めての経験ではなかったでしょうか。火おこしに苦労され、傘を持って
の肉焼き、焼きそば調理と大変な様子が伺えました。そのなかで傘を持つ人、肉を焼く人、

屋根のある施設へ料理を運ぶ人と自然と役割
分担ができ、各グループ内でのコミュニケー
ションもとれ、同じ仲間として交流できたと
感じました。バーベキュー場に傘の輪がいく
つも見れることはそうはないでしょう。皆さ
んには“貴重”なというか“初めての経験”と
して思い出のひとつになったことでしょう。
　来年は晴天であることを祈って、健康促進に向け計画いたします。皆さんのご参加をお待
ちしております。

「健康ハイク」の開催 （厚生委員会）

　教育委員会では、人材育成事業の一環として、今年度も「第６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。今回も４社参加され、積極的に自社に取り込む
活動を行っていただきました。
　年２回開催しております「iCD 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、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。
　iCD 活用企業認証で FISA の会員企業は、Gold 企業全国23社中４認定されています。

（FISA 会員企業は、６年間で20社の導入活用実績、九州地区は49社となりました。全国は1,000社を超えました）
　11月に「スキル標準ユーザーズカンファレンス2018」でも九州地区の取り組みについて、講演しました。

「第６期ｉＣＤワークショップ」の開催 （教育委員会）

　第30回役員・委員会対抗ゴルフコンペを11月16日（木）、麻生飯塚ゴルフ倶楽部にて開催いたしまし
た。少し肌寒い秋晴れの中でしたが、ラウンド中は意に反して、あちこち歩いたり走ったりしているせ
いか汗ばむことも。藤本会長をはじめとする役員・委員会の精鋭メンバー19名の参加者でした。
　また、賞品については多くのご協賛をいただき、誠にありがとうございました。この場をお借りして
お礼申し上げます。参加者の皆様、お疲れ様でした。

【成績】（団体）優　勝：役員チーム
　　　　　　　　準優勝：厚生委員会� （敬称略）
　　　　（個人）１　位：青谷�哲也�（日本システムスタディ㈱:役員）
　　　　　　　　２　位：藤本�宏文� （㈱シティアスコム：役員）
　　　　　　　　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㈱:役員）

※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30回ＦＩＳＡ委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：広報委員会）



新規会員紹介
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〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 4-1-1 第七明星ビル 5F 

TEL 092-734-6251     qsp@ctc-g.co.jp 
ホームページ http://www.ctc-g.co.jp/~ctcsp/ 

“働き方改革” しませんか？ 
「何から手をつけていけば良いか分からない」 

パソコンの定型作業を自動化し、人件費の削減や生産性 

の向上が見込めます。CTCSP は業務効率・自動化ツール、 
RPA ツールを豊富に取り揃えています。  

自動化対象となる業務選定のコツをお教えします！ 

 

 

福岡エレコン交流会は産学官の連携により、福岡／九州地域
のエレクトロニクス・情報産業の発展を目指すため、福岡都市
圏の企業、団体、個人、並びに福岡市により昭和 61年に結成
されました。 
会員間の交流を深めるとともに、各企業の情報化のため、ソ

フトウエア開発、システム開発、情報機器開発の御提案を行い
ます。 

 福岡エレコン交流会の目的

〒810-0001　福岡市早良区百道浜2丁目1-22
㈱福岡ソフトリサーチパーク内

TEL:092-852-3400　FAX:092-852-3500
URL:http://www5.aspland.ne.jp/elecom/
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　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。
　昨年は、福岡ソフトバンクホークスが２年ぶりの「日本一」となり活力をもらった方も多かったのではないでしょうか。
　さて日本経済も回復していると言われており輸出は横ばいとなっているが、生産活動は回復が続いている。
堅調な雇用・所得情勢などを受けて、個人消費も回復している。経済の活動水準は潜在生産量を上回って推
移している。先行きの日本経済は、ＩＴ産業を中心とする輸出の回復や個人消費の底堅い推移などにより、
緩やかに回復するとみられる。経済活動の水準は、潜在生産量を上回って推移するだろうと期待されています。
　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）

平成29年８月１日 平成29年８月２日～平成29年12月31日 平成30年１月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 149 ０ -１ ０ ０ 148
賛助会員 27 ０ ０ ０ ０ 27
合　　計 176 ０ -１ ０ ０ 175

会員加入状況

【退　会】　H29.9.6（正会員）株式会社オリオグローバル　九州支社

編 集 後 記

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。事務局がフォローいたします。
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FISAイベント報告
「夏季合同施策検討会」の開催 「理事会･委員会合同会議」の開催

　平成29年９月１日（金）～２日（土）、国立夜須高原青少年自然の
家において夏季合同施策検討会（夏季合宿）を実施いたしました。
　当日は、企画調査委員会メンバーのほか、他の常任委員会および
ビジネス開発委員会の正・副委員長など15名のメンバーにご参加い
ただき、第４期３ヵ年方針の実績や進捗についての確認と、それに
伴う課題や各委員会が抱える問題点などを整理することができ、参
加者全員が当事者意識を持つ良い機会となりました。
　また、参加者を２つのグループに分けて行ったディスカッション
では、主に「FISAおよびFISA活動についての認知度の向上」につ
いて話し合いました。「子供向けプログラミング講座」、「ＣＧコ
ンテスト」、「ＩＴ業界特別講義」、「FISA合同企業説明会」など
の非常に有意義な活動内容が一部の会員企業に留まっているジレン
マや、その解決案など、今後の検討課題について活発な意見を出し
合うことができたと同時に、課題を共有することができました。
　検討会終了後に懇親会、合宿翌日には懇親ゴルフが開催され、
様々な情報交換や意見交換で大いに盛り上がり、メンバー間の交流
を更に深めることのできた大変有意義な検討会となりました。

　本年度の「理事会・委員会合同会議」は、新たな試みとして
福岡県からの講演、役員や委員会との意見交換を行う方式で開
催されました。
　福岡県商工部新産業振興課の初田寿課長から「福岡県の新産
業振興施策」と題してIoT技術を活用したロボット・システム
産業の振興、Ruby・コンテンツ産業の振興、有機光ELなど、
福岡県が取り組んでいる先端成長産業の育成・拠点化のため
の施策について説明をいただいたのち、国の「未来投資戦略
2017」において、第４次産業革命を支えるコア技術として注目

されているIoTの推進に関する福岡県の取り
組みの紹介がありました。
　県からは、Ruby・コンテンツ班の班長伊
見浩太郎企画主幹も加わっていただき、役
員との活発な意見交換があり、極めて有意
義な会議となりました。

企画調査委員会


