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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。
平素は会の運営にご協力頂きまして、誠にありがとうございます。
さて、総会の席でも申し上げましたが、会員の皆様方は要員の確保に悩まれていることかと思います。現在の
FISAの活動状況について申し上げます。
①新卒採用につきましては、委員会の皆さんのご努力により、昨年秋口に３つの大学（福岡大学、福岡工業大学、
九州産業大学）で合同説明会を実施することができ、結果として12 社16 名の採用に繋げることができました。
こ
 のことが、30 年春の合同説明会開催へと繋がり、１校当たり皆さん方の会社 50 社ほどが参加して実施する
ことができました。更に大学も福岡女子大を加えて４校となりました。まだ最終的な集計は出来ておりませ
んが、厳しい環境の中、着実に新卒の採用増加に繋がっていることと思い、今後も拡大して参ります。
②中途採用につきましては、Ｕターン希望している福岡県出身者が多いと新聞紙上に書かれておりますが、
なかなか採用実績に結び付いておりません。そこで、政府が後押ししている組織である「福岡県プロフェッ
ショナル人材センター」を皆さんに紹介いたしましたので、興味のある会社は是非積極的に利用して頂き
たいと思います。
③即戦力の確保につきましては、市場での調達がなかなか難しいことからベトナムのパートナーを利用する
ことを紹介しております。勿論、ベトナムの会社と直接取引することは可能ですが、海外企業との取引を開
始するに当たっての不安を減らすために、先方の協会と話をしております。具体的には皆さんの会社がベ
トナム企業にオフショアをしたい場合、先方協会が企業の紹介からＰＭＯ体制の提供、品質を担保する仕
組みの提供をすることで、皆さん方の負うカントリーリスク等を減少させ、コスト低減につなげようとい
うものです。もう少し、煮詰まった段階で皆さんに紹介したいと思います。
その他、福岡県、市と連携を深め、定期的な情報交換をすることにより、FISA会員企業、県下の中小企業の発
展に繋げていけるような仕組みづくりをしたいと考えております。
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。

平成 30 年度「通常総会」開催
6 月 13 日（水）
、平成 30 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、決議事項はいずれも原案のとおり承認されました。

総

【平成 29 年度事業報告】
平成29 年度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。

会

【平成 30 年度事業計画及び収支予算】
予算総額（経常費用）は、前年度比 2,195 千円減の33,637 千円となっています。

【第１号議案 平成 29 年度収支決算承認の件】
 平成 29 年度決算は、経常収益 33,408,800 円、経常費用 33,477,018 円、差引 68,218 円
のマイナス、正味財産 6,055,822 円となっています。
【第２号議案 役員の辞任に伴う役員選任の件】
 監事１名、桐原一広氏（富士通エフ・アイ・ピー株式会社九州支社長）が選任されました。

講 演 会
懇 親 会

 講演会は「就職活動中の学生と企業の採用担当者とのギャップを考
える」と題して、エムアイエフ株式会社 ICT コンサルティンググルー
プマネージャーの金冨聡様にご講演いただきました。会員 101 名のご
参加をいただきました。
 講演会終了後には、九州経済産業局情報政策課の砂入課長様、福岡県新産業振
興課の見雪企画監様、同情報政策課の鳥巣企画監様外ご来賓をお迎えし、86 名の
会員が集い懇親会を開催しました。
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桐原監事

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

61 社）

■教育委員会（メンバー

㈱サンレイズ

委 員 長

当委員会は、３ヵ年方針に沿って、協会全般
の運営と課題の解決、講演会の開催、他の機関、
団体、大学等との交流活動を推進しており、メ
ンバーは今日現在、
61社となっております。
また、
今年度は、次期３ヵ年方針の立案年度となりま
すので、企画調査委員会は勿論のこと、他の委
員会や横断活動チームとも連携、協力しながら
地域や会員企業に必要とされる活動方針を立
案したいと考えておりますので、今後ともご協
力のほど、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

通常総会で合同企業説明会への貢献によ
り担当メンバーの表彰が行われました。こ
のように各委員会、横断事業の活発化と地
域貢献によりFISAの認知度が向上してい
ます。当委員会はあらゆる媒体により会員
のみならず、一般の方々にもお伝えし更な
る認知度向上を推進します。
また、会員情報システムの更改に伴い情
報内容の見直しも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

年間 1 , 200 名、累計 4 , 500 名のご参加です。
扱うテーマも、従来の「クラウド、セキュリ
ティ、IoT、AI」などに加えて、注目の「RPA
（事務ロボットソフト）
」も登場します。
皆様のご参加をお待ちしております。

博英

正司

キヤノンアルゴスロジック㈱

江添

俊明

12 社）

㈱コア 九州カンパニー

当チームは、多くの会員企業の課題である
人材確保を目的に、
「IT業界特別講義」並びに
「FISA合同企業説明会（春季／秋季）
」の２本の
柱で活動を行っております。合同企業説明会で
は、昨年度採用者数が16 名に至り各方面から
高い評価を頂いております。今期春季合説は前
年比３校増の全４校で開催させて頂き、今後も
マッチングの場を増やしていきたいと考えてお
ります。日頃の皆様のご協力に感謝いたします
と共に、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

ス」も６年目を迎えました。今年の目標は、

村崎

住本

31 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

㈱ＢＣＣ

本年度より委員長に就任しました住本と申
します、どうぞよろしくお願いいたします。
当委員会は「会員企業の福利厚生の充実・
職場環境改善支援」を活動方針としています。
団体定期保険加入促進、
各種セミナー（ワー
クライフバランス促進、メンタルヘルス）
、健
康促進（体力の維持向上のための新たなレク
リエーション導入）等を通して少しでも皆様の
お役に立てる様に、厚生委員会メンバー全員
で取り組んで参ります。

主な事業の「ふくおかクラウドアライアン

チ ー フ

義宏

目まぐるしい技術革新、深刻化する人材
不足、IT業界は多くの課題を抱えていま
す。今後益々加速するデジタル時代に対応
できる人材育成と地域発展に貢献できる活
動を目指して参ります。
今年度はタイアップ研修に加え、生産性
支援向上訓練の取組みを開始、各種研修の
充実を図ります。またiCD活用・子供向け
プログラミング講座等、継続的活動も改善
し推進していきますので、ご協力お願いい
たします。

45 社）

■ビジネス開発委員会（メンバー

木原

43 社）

９社）

FISA SNS
[FISAグループ] ~秘密のグループ編~

㈱アンクル

第 13 回CGコンテストは皆様のご協力に
より盛況のうちに終えることができまし
た。今回も作品審査会で目にする作品は、
どれも素晴らしく、各賞の選定に皆が悩む
状況でした。
第 14 回CGコンテストも引き続きチーフ
をやらせていただくことになりましたが、
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。

協会内SNSとしてFacebookを活用しています。現在 85 名
の会員が登録済みです。
未登録の方は、先ずはFacebookに登録が必要です。個人で
登録されているFBアカウントで良いので事務局、所属委員会
へ申し出てください。FISAグループは、プライバシー設定を
「秘密」にしています。秘密のグループは検索結果に表示されな
いことがあります。まだ登録されていないFISA会員の皆様、是
非、FISAグループに登録して情報交換を行い会員間のコミュ
ニティーを広げていきましょう。
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FISA イベント報告
「第 13 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」
審査会

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

66 校
26 校

みらいの町」
・「あったらいいな

第 13 回 第 12 回 第 11 回 第 10 回
2,049
2,203
1,886
1,786
100
104
92
89
1,383 点（67.5％） ・筑豊地区
  459 点（22.4％） ・筑後地区

６校
２校

167 点（8.1％）
40 点（2.0％）

３．審査日：平成 30 年１月 12 日（金）

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

福岡空港国際線ターミナルビル

４．入賞作品

・県知事賞（１点） 折尾西小学校 ４年 金子 純大さん 「フードゆめの国」
・審査委員長賞（１点） 楠橋小学校 ５年 佐々木桜莱さん 「あこがれの司書」
・アビスパ福岡賞（各学年１点）
・福岡ソフトバンクホークス賞（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 226 点（各学年１割程度）
５．作品展示会

期間：平成 30 年 3 月 20 日（火）～4 月 2 日（月）
会場：福岡空港国際線ターミナルビル ４Ｆロビー（展示作品：264 点）

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の報告です。
8 月 22 日（水）には、６周年セミナーを「働き方改革を支
える IT 技術 ～ RPA（事務ロボット）の活用～」というテー
マで開催します。
今年は年間参加数 1,200 人を目指します。

※昨年実績：1,162 名
【主なセミナー開催実績】
● 4/19：初めての AWS セミナー（参加数：35 名）
● 7/10 〜（全７回）
：IT ソリューション塾（参加数：18名）
● 7/11：RedHatAnsible 事例セミナー（参加数：36 名）
● 7/12：拡張の世紀セミナー ～テクノロジーによる破壊と創造～（参加数：90 名）
● 7/24：マイクロソフトセキュリティ責任者が語る ～クラウド・プラットフォームを活用した働き方改革と人
材評価とセキュリティ～（参加数：22 名）
● 7/25：国 内クラウドベンダが語る特徴と事例セミナー ～ニフクラ、さくらインターネット、IIJ、IDC フロン
ティア～（参加数：24 名）
【今後の主な予定】
● 8/22 ：ふくおかクラウドアライアンス：６周年記念セミナー 〜働き方改革を支える IT 技術（RPA を中心に）〜
● 9/5 ：自分で調べて理解する サイバー攻撃対策入門 ～怪しいウェブサイトやメールの動向や対策を知る～
● 10/11：ハイパフォーマンスチームへの転換セミナー 〜働き方改革を支えるリーダーづくり、チームづくり〜
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「FISA 春季合同企業説明会」の開催

（ 産学連携推進チーム ）

平成 30 年度 FISA 春季合同企業説明会を実施致しました。春
季合同企業説明会としましては、前年比３校増の全４校にて開
催させて頂き、多くの企業／学生にご参加頂きました。
開催後のアンケート結果では、企業からは「学生が熱心に話を
聞いてくれた。濃いコミュニケーションが取れた。今後も合説を
継続して欲しい」
、学生からも「地元のＩＴ企業だけが集まった合
説という点がとても良かった。知らなかった企業を沢山知ること
ができて良かった。今後も継続してもらいたい」と、どちらも好
評な意見が多数でした。また、本企画は各校からの評価と期待
が高く、教授並びに就職課の皆様方に多大なるご協力を頂いて
いると共に、昨年度採用者総数が 16 名に至ったこともあり今後
も継続してお願いしたい旨のご依頼を頂いております。
我々、産学連携推進チームは、この「FISA 合同企業説明会」や今年で９回目を迎える「IT 業界特別講義」が FISA 並び
に会員企業の存在感、知名度を高めているものと自負しており、会員企業様にはそのメリットを十二分にご活用頂きたい
と考えております。今年も秋頃に、複数大学にて「FISA 秋季合同企業説明会」を実施すべく、現在計画を推進中です。是
非ご参加頂き会員企業様の人材確保に繋げて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
開催大学

開催日

参加企業数

参加学生数

福岡大学

3月 8日（木）

52社

133名

631名

43社

71名

233名

50社

170名

398名

8社

4名

10名

九州産業大学
福岡工業大学
福岡女子大学

3月28日（水）
29日（木）
4月11日（水）
12日（木）
4月16日（月）

参加学生数（のべ人数）

「ビジネスシヨウ＆エコフェア 2018 Next Stage in KYUSHU」の開催
6 月 20 日（水）
・21 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。
今回の「ビジネスシヨウ＆エコフェア 2018」では、展示会場
内を「ICT/IoT フェア」
・
「ビジネスソリューションフェア」
・
「環境サポート / エネルギーフェア」の３つのエリアに分けて
構成し、来場者が興味のあるエリアから参観して頂きました。
本年は 97 社・団体が出展し、２日間合計で 10,370 名の来場者
が足を運びました。
展示会場内では、ＶＲを利用した消火体験や福岡市 IoT コン
ソーシアムの所属企業による IoT 関連機器・サービスが注目を
集め、その他にも働き方改革ゾーンにおける最新の勤怠システ
ムやオフィス機器等が一堂に展示・実演されました。
また、同時開催された講演会・セミナーでは、記念講演会
に宇宙航空研究開発機構（JAXA）名誉教授の中谷一郎 氏が登
壇し、これからの宇宙開発の展望やＡＩが生み出す社会につ
いてご講演頂きました。
また、開催初日の 20 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。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 41 社 96 名の方々が参加され、異業種交流を深められました。
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「４委員会合同交流新年会」の開催

（ 担当：厚 生 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 19 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 74 社、109 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。

「ワークライフバランスセミナー」の開催

（厚生委員会）

平成 30 年 2 月 23 日（金）に福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センターにて「IT 業界で
ワークライフバランスを実現するには」と題して、SCSK 株式会社 人事企画部長の酒井
大介 様にご講演いただきました。
IT 業界においては長時間労働が大きな課題であり、子育てや介護などを抱え仕事を続
けたくとも困難な状況にあります。
この課題解決に向け、働き方改革で IT 業界の常識を覆された SCSK の成功事例を紹介
して頂きました。講演の中で一番印象に残ったところは、
「成功の鍵は、トップの本気で
取り組む熱い思い。
」というところでした。
講演後には、参加企業における取組状況・課題等を発表し、働き
方改革における課題についてディスカッションを行っていただきま
した。
働き方改革の推進が叫ばれる中、今回のセミナーは「講演内容も
グループディスカッションもとてもよかった」という意見があり、
アンケートの結果では、大変参考になった 39%、参考になった 61％
と全員が参考になったとの回答でした。
2018 年度も引き続き、ワークライフバランスに役立つセミナーを
企画予定です。

第 31 回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催

（ 幹事：厚 生 委 員 会 ）

5月30日（水）
、名門古賀ゴルフ倶楽部にて「FISA 委員会対抗ゴルフコンペ」を開催しました。
例年より早い梅雨入りで当日の天候も一部心配されましたが、参加メンバーの日ごろ
の行いのお陰もあり、当日は天候にも恵まれ 6 組 23 名のゴルフ好きな面々が各委員会の
誇りをもって正々堂々18H の勝負に挑みました。優勝は広報委員会、準優勝は厚生委員
会とコンペへの参加メンバーの数に比例してか？スコアもチームワーク良くまとまった
ようです。
参加メンバー企業様から沢山の賞品協賛がいただけましたので、賞漏れもなく、豪華賞品が全員に提供できるコン
ペとなりました。年２回ではありますが、各委員会および FISA 全体の結束を図ることもでき、早くも秋のコンペに
向けて準備を進める委員会もあるようです。次回も多くの皆様のご参加をお待ちしております。
【成績】（団体）優

勝：広報委員会チーム

準優勝：厚生委員会
（個人）１位：津田

邦博（広報：エーエスエー・システムズ）

２位：赤崎

正宏（教育：イノス）

３位：安田

益男（広報：エムシーエー）

ベスグロ：安田

裕作（企画調査：日本オラクル）

※次回は企画調査委員会の担当で秋に開催の予定です。
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新規会員紹介
株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ
株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ
ComputerCreates
Creates
Co.,Ltd.
Y’sY’s
Computer
Co.,Ltd.
■代表者
■代表者代表取締役社長
代表取締役社長古里光治
古里光治
■所在地
■所在地北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州市戸畑区中原新町2-1

■代表者 代表取締役社長
藤井 康郎
ｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ部 部長 廣木 克成
■所在地 福岡市博多区東光２－１８－２
■TEL

■FAX


北九州テクノセンター10F
北九州テクノセンター10F
■Tel/Fax
■Tel/Fax093-873-1641/093-873-1635
093-873-1641/093-873-1635
■URL
■URL

http://www.yscc.jp/
http://www.yscc.jp/

■セールスポイント
■セールスポイント

■URL

当社は２００７年４月に札幌に本社を構える株式会社
当社は２００７年４月に札幌に本社を構える株式会社
シーズ・ラボの北九州開発センターを母体として設立
シーズ・ラボの北九州開発センターを母体として設立
されました。母体から引き継いだカーナビ関連の高度
されました。母体から引き継いだカーナビ関連の高度
な技術にも一層の磨きをかけ、地図メーカ、カーナビ
な技術にも一層の磨きをかけ、地図メーカ、カーナビ
メーカのお役に立つ事を通じて、発展を続けるＩＴＳ
メーカのお役に立つ事を通じて、発展を続けるＩＴＳ
社会に貢献していきたいと念じております。
社会に貢献していきたいと念じております。

KWWSZZZQRPFRMS

■セールスポイント
当社は「Your growth is our business!!」 の社是の
もと、お客様の事業成長支援こそが使命と考え、創業以
来４０年活動してまいりました。お客様の基幹システム
構築に向けたソフトウェア開発をはじめ、様々な業務効
率化等にお客様の立場に立って最新のＩＣＴ（情報通信
技術）をベースとした最適なソリューションを提供する
とともに、情報の有効活用を提案し実現してまいりまし
た。私たちは、お客様から真っ先にお声掛け頂ける「フ
ァーストコールＩＣＴパートナー」を目指し、先進的な
技術の粋を駆使したソリューションの提供を追及してま
いります。

また、社訓の「創造・活力・貢献」を御旗にＩＴ技術
また、社訓の「創造・活力・貢献」を御旗にＩＴ技術
を駆使して地図以外の分野も各種業務アプリ、Ｗｅｂ
を駆使して地図以外の分野も各種業務アプリ、Ｗｅｂ
アプリ、スマホアプリ、クラウド上でのＳａａＳ開発、
アプリ、スマホアプリ、クラウド上でのＳａａＳ開発、
運用サービス等を手掛け、地域の企業、公共体へ微力
運用サービス等を手掛け、地域の企業、公共体へ微力
ながら貢献して参りました。
ながら貢献して参りました。
これからもＩＴ企業として、最新技術にチャレンジし
これからもＩＴ企業として、最新技術にチャレンジし
続けて参りたいと念じております。
続けて参りたいと念じております。

■代表者 代表取締役社長 長谷川武之

■代表者
代表取締役社長
■代表者 代表取締役社長
小島小島
基

基
■本社 東京都港区台場2-3-1
トレードピアお台場
■本社
東京都港区台場2-3-1
トレードピアお台場

     九州営業所所長 松岡睦士

■Tel：03-3570-4111
Fax：03-3570-4000
■福岡開発センター 福岡市早良区百道浜2-2-1 富士通九州R&Dセンター

■Tel: 03-3570-4111 Fax: 03-3570-4000

■Tel:092-707-0470 Fax:092-846-5800
■福岡開発センター
福岡市早良区百道浜2-2-1 富士通九州R&Dセンター

■所在地 福岡県福岡市博多区博多駅南 博多  ビル

■URL http://www.fujitsu.com/jp/group/bsc/
■Tel：092-707-0470
Fax：092-846-5800
■事業内容

■URL
http://www.fujitsu.com/jp/group/bsc/
富士通ビー・エス・シーは、社会の様々なシーンでお客様の夢を具現化する最先端、高性能かつ

■7(/ 

高品質の製品・サービスを提供しています。その事業フィールドは「ソリューション」「エンベデッド」
■事業内容

■)$; 

「サービス・ビジネス」「SI(システムインテグレーション)」の4つ。フィールドが変われば、求められる
富士通ビー・エス・シーは、社会の様々なシーンでお客様の夢を具現化
イノベーションも変わります。その先を見据え、必要な答えを十二分にかたちにする課題に叶った

■85/ KWWSZZZFLFNNFRMS

する最先端、高性能かつ高品質の製品・サービスを提供しています。その
創造性が必要です。
事業フィールドは「ソリューション」「エンベデッド」「サービス・ビジ

■セールスポイント

 当社は  年  月に博多に事務所を開設し  年近く金融・

中でも「エンベデッド」では、先進情報システムを搭載する自動車、医療変革をリードする外科手術用
ロボット、豊かな暮らしの核となる情報家電など、お客様の製品が他社に先駆けるために、当社は

ネス」「SI（システムインテグレーション）」の4つ。フィールドが変われ
ば、求められるイノベーションも変わります。その先を見据え、必要な答
常に先進のシステム開発技術を追求し、豊富なノウハウを最大限に活かしながら、必要なエンベデッド

公共を中心としたシステム開発を手掛けております。

システムを確実に具現化していきます。
えを十二分にかたちにする課題に叶った創造性が必要です。

中でも「エンベデッド」では、先進情報システムを搭載する自動車、医

 東京本社、川崎、東北、中部、島根、九州といった拠点を持

特に「走るコンピュータ」とも言われ、数多くのECUを搭載している自動車。従来にない革新の時代を

療変革をリードする外科手術用ロボット、豊かな暮らしの核となる情報家
迎え、「自動運転化」、「車載統合コックピット化」、「環境性能の向上」などが進められています。

ち、それぞれの地域でお客様をきめ細かくサポートします。

富士通ビー・エス・シーでは、欧州向け自動車用ソフトウェアの国際的な標準化の取り組みである
電など、お客様の製品が他社に先駆けるために、当社は常に先進のシステ

また、各拠点が連携することでスムーズな開発を実現しており

AUTOSARに対応した開発、およびモデルベース開発を柱に、自動車のあらゆる機能について、

ム開発技術を追求し、豊富なノウハウを最大限に活かしながら、必要なエ
お客様を支援し、この革新を加速させています。

ます。

ンベデッドシステムを確実に具現化していきます。

特に「走るコンピュータ」とも言われ、数多くのECUを搭載している自



動車。従来にない革新の時代を迎え、「自動運転化」、「車載統合コック
ピット化」、「環境性能の向上」などが進められています。
富士通ビー・エス・シーでは、欧州向け自動車用ソフトウェアの国際的
な標準化の取り組みであるAUTOSARに対応した開発、およびモデルベー
ス開発を柱に、自動車のあらゆる機能について、お客様を支援し、この革
新を加速させています。
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事務局だより
平成 30 年度「チーム表彰式」の開催
6 月 13 日（水）
、西鉄グランドホテルにて通常総会の開催に併せて、議
事終了後、今年度から設けた表彰制度により「FISA 会長表彰」を行いま
した。
この制度は、FISA のチーム及びそのメンバーの功績を称えることで
FISA 活動の更なるモチベーションの向上につながること等を目的に創設
されました。本年度は、会員企業の人材確保を支援する取り組みとして
行っている「FISA 合同企業説明会」の対象大学を増やし、秋季にも開催、
その結果、会員企業の採用決定に結び付くという具体的な成果をあげた、
平成 29 年度産学連携推進チーム及びそのメンバー、そのチームを支えた
企画調査委員会正副委員長が表彰されました。
これに対し、産学連携推進チームの江添チーフから、受賞者代表の挨
拶があり、チーム委員や支えていだいた企画調査委員会への感謝、そし
て平成 30 年度の一層の活動に向けて誓いの言葉がありました。
平成 30 年度も引き続き、FISA のチームで具体的な成果をあげられたメ
ンバーに「FISA 会長表彰」を行っていく予定ですので、他のチーム、委
員会の皆様もよろしくお願い申し上げます。

平成 30 年度「臨時総会」の開催
総
会

7 月23日（月）
、Ruby コンテンツ産業振興センターで平成 30 年度臨時総会が開催されました。
議案審議「辞任に伴う役員選任の件」において、真鍋順一氏（西日本コンピュータ株式会社
代表取締役社長）
、狩野芳徳氏（株式会社ＮＴＴデータＮＣＢ代表取締役社長）が理事に就任
されることについて承認されました。

会員加入状況

正 会 員
賛助会員

合

計

平成 30 年 1 月 1 日
現 在
148
27
175

入

会

平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 8 月 1 日
退 会
変 更
資格喪失
6
-1
0
0
0
0
0
0
6
-1
0
0

【入 会】
H30.4.1（正会員）株式会社ワイズ・コンピュータ・クリエイツ
H30.6.1（正会員）西日本オフィスメーション株式会社
H30.6.1（正会員）株式会社セントラル情報センター 九州営業所
H30.6.1（正会員）株式会社富士通ビー・エス・シー 福岡開発センター

真鍋 理事

平成 30 年 8 月 1 日
現 在
153
27
180

H30.8.1（正会員）株式会社ラック 福岡事業所
H30.8.1（正会員）株式会社パーソン
【退 会】
H30.3.31（正会員）ＪＢＣＣ株式会社 九州支店

暑中お見舞い申し上げます。FIFA ワールドカップ ロシア大会の日本代表チームは、ベスト８進出を逃しは
したものの大健闘でしたね。いい選手が育っているなと実感しました。一方、中小企業の雇用に目を向けると、
人手不足も深刻化しており、働き方改革で国を挙げてこの状況を乗り越えようとしております。ここで登場す
るのが AI、IoT、RPA などの最新 ICT 技術です。大手企業においては次々と先進的な導入事例がありますが、
中小企業においては、まだこれからのところが多いのではないでしょうか。
そこで頼りになるのが FISA の知恵袋です。会員企業同士のネットワークや様々な IT 技術者養成講座など、
ここから得られる情報は益々重要となっております。今後も各委員会の総力を挙げた活躍を期待しております。
最後になりましたが、当ニュース発行に際し、ご多忙中にも拘らずご協力いただきました関係者の方々皆様
に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
（Y.U）

編集後記
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狩野 理事

