
NEWS
第62号
2019.1

ＦＩＳＡニュース　第62号

一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会

福岡県無形民俗文化財 和布刈神事
　「和布刈」は「わかめを刈る」という意味である。 
　神社のはじまりを 1800 年間毎年伝えているお祭。 
　「わかめ」は昔から海の神が宿り目出度ものと伝えられ、 
　旧暦元日に、満珠・干珠を「わかめ」で見立て刈り取られる。

写真提供 : 西村忠氏



　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2018年を終えることができました。皆様に感謝
申し上げます。
　昨年は米中間の貿易摩擦や北朝鮮を取り巻く環境の変化といったことから混迷の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、IoTやAI等を活用して、様々な新しいビジネスの創出が益々盛んになって参りました。然し
ながら人手不足は様々な業界で顕著となり、政府は外国人採用で間口を拡大しようとしていますが、2025年問題も控
える中、根本的な解決には程遠く、ビジネスの在り方そのものを大きく見直す必要があり、そこに我々の活躍できる大
きな舞台があると思っています。今年は１年後の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、その機運はピー
クに達する年になるものと期待しています。
　我々FISA会員企業も人材不足に頭を痛めておりますが、昨年は４校で新卒者宛合同説明会を開催でき、今年は６校
で開催できる見込みです。加えて、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協会と結んだMOUを更に発展させ、先方でPMO体制を構築して案件の受け皿となれるよ
うにすること等で人材の確保に努めるつもりです。更には新年度からの中期経営計画で、これまでの方針に加え、ユー
ザー企業との接点を増やすことでFISA会員企業の皆様がメリットを感じて頂けるようにすること、FISAの知名度・
地位向上に努めること等に取り組んで参ります。
　会員企業の皆様も自社の働き方改革に取り組むとともに、ユーザー企業の働き方改革、更には業務そのものの改革
に向けて、猪のように猛進していきましょう。
　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

塩 田　康 一
福 岡 県 知 事

小 川 　 洋

　平成31年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　昨年の九州経済を振り返りますと、生産は主力の自動車や半導
体関連が旺盛な海外需要に支えられ高い水準で推移しました。個
人消費もインバウンドの増加等を背景に堅調に推移するなど、一
部に厳しさは残るものの、総じてみれば、九州地域の経済は緩や
かに改善した一年でした。
　九州には、農林水産・食料品、医療・バイオ、環境・エネルギー
など高いポテンシャルを持つ産業が存在し、各地で特色ある取組
が展開されています。
　一方で、人口減少・少子高齢化等による人手不足や後継者問題
などの課題が、九州でも顕在化しています。事業承継の円滑化を
図るとともに、IoT や AI の導入・実装等による生産性革命の実現
を通じて競争力を強化し、地域経済を支える産業を活性化させる
必要があります。
　九州経済産業局では、以下の施策を通じて、九州経済の持続可
能な成長の実現に向けて精力的に取り組んでまいります。
第４次産業革命の実現に向けて、「九州 IoT コミュニティ」を核と
して、「地方版 IoT 推進ラボ」等と連携し、IoT や AI の導入・実装
等を通じた生産性向上や新しいサービスの創出を目指します。ま
た、生産性向上特別措置法や中小企業等経営強化法等に基づく税
制や、補助金等を通じて、中小企業・小規模事業者の生産性向上
や経営力強化につながる設備等の導入を積極的に支援します。
　また、地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、成
長分野での需要を地域内に取り込み経済的な波及効果をもたらす
企業として、九州からも多くの「地域未来牽引企業」が選定されて
います。地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を生かした成
長性の高い新たな分野に挑戦する取組を、予算・税制・金融・規
制緩和などの面から重点的に支援します。
　さらに、中国・韓国との「環黄海経済・技術交流会議」や、
ASEAN 諸国へのミッション団派遣等を通じて、アジア地域との
経済・産業交流を推進するとともに、「国内・海外販路開拓強化支
援事業」や「新輸出大国コンソーシアム」の専門家派遣制度等を活
用し、農林水産物・食品の輸出拡大や、地域の特色を活かした新
製品の開発や販路開拓の取組を支援します。
　多くの中小企業・小規模事業者にとって喫緊の課題である人材
確保については、若者や女性、シニア人材等と企業とのマッチン
グ・定着促進を図るほか、円滑な事業承継の促進に向けて、各県
に設置した「事業引継支援センター」や関係機関と連携して引き続
き支援してまいります。
　熊本地震等からの復旧・復興を引き続き支援するとともに、各
地で相次ぐ自然災害への対応として、BCP 策定等を通じた中小企
業の経営強靭化に取り組みます。また、キャッシュレス化の推進、
消費税率の引き上げ対策、消費者保護についても、積極的な情報
提供等に取り組んでまいります。
　九州経済の成長を支えるエネルギーの安定供給確保に万全を期
します。九州が豊富なポテンシャルを有する地熱等の再生可能エ
ネルギーの導入促進を図るとともに、九州で最先端の研究開発が
進む水素利用や、省エネルギーの推進、環境・リサイクル産業の
振興に、関係機関と連携して引き続き取り組んでまいります。
　今年は新しい元号を迎える節目の年になります。関係機関の皆
様とともに、九州経済の持続的な成長に向けて、施策を総動員し
て取り組んでまいります。
　本年が皆様方にとって実り多い飛躍の年になることを願いまし
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。
　福岡県は、一昨年、昨年と２年連続で豪雨災害に見舞われ
ました。県では、それぞれの被災地の復旧・復興に、全力で
取り組んできました。
　経済に目を転じると、わが国の経済が緩やかに回復してい
る中にあって、本県は、それよりもさらに先を進み、景気は
緩やかに拡大しています。雇用も、有効求人倍率は1.58倍と
最高水準で推移し、就業者数もこの１年間で47,000人増えま
した。
　そうした中、10月、県議会をはじめ皆さまとともに積み重
ねてきた努力が実を結び、「在福岡タイ王国総領事館」が開設
されました。11月には、KOUGEI　EXPO（伝統的工芸品月間
国民会議全国大会）を30年ぶりに本県で開催し、日本の伝統
文化や工芸品の魅力を国内外に発信するとともに、被災地の
復興ぶりもご覧いただくことができました。
　今年は、まず何より、被災地の復旧・復興を加速させます。
そして、各地域で雇用を増やし、元気な福岡県をより一層元
気にし、一方で、いろいろな問題を抱えておられる方々に寄
り添う、温かみのある行政に力を入れていきます。
　現在、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、2017年の約88兆円から2021年には
154兆円へと大きく拡大するとの予想もされています。
　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。
　今年４月には、プログラミング言語「Ruby」の技術者が世
界中から集結する国際会議「RubyKaigi」の福岡県での開催が
予定されています。
　この機会を捉えて、IoT で注目される本県発のプログラミ
ング言語「mruby（軽量 Ruby）」など、本県ならではの“強み”
をしっかりと PR してまいります。
　福岡県情報サービス産業協会の皆さまにおかれましては、
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、
本県の情報サービス産業の振興に大きな役割を果たされるこ
とを期待しております。
　引き続き、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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FISAイベント報告

　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、今期も「2018年秋季
FISA 合同企業説明会」を下記のとおり開催しました。

福岡工業大学 福岡大学 九州産業大学
開催日 2018/9/12･13･14 2018/9/13 2018/9/20

参加数（企業数） 18 14 12
参加数（学生数） 51（のべ） 21 10

採用人数 3 5 0

　今年で２回目の秋季の説明会、超売り手市場での開催のため、学生の参加人数が心配
でしたが、結果的には前期より多い学生数となりました。しかし、企業のアンケートで
は学生の参加数が少なかったとのご意見も頂きましたので、今後はいかに参加学生を増
やしていくかが課題です。
　この FISA の合説も年々成果が出ており、春の合説では29人の学生の採用が決定していま
す。運営についても、大学側・企業側のご協力によりスムーズに運営できています。
　来期の春の合説は、新たに九州工業大学と北九州市立大学の開催も予定しています。今
後も精力的に活動し、会員企業に少しでも多くの優秀な学生を採用できるように尽力して
いく所存です。今後も是非、採用活動にご利用頂ければ幸いです。

「2018年秋季 FISA 合同企業説明会」の開催 （ 産学連携推進チーム ）

　小学生を対象に８月５日㈰と８月26日㈰に今年度で４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。１回目は18名、２回目は15名の合計33名と過去もっとも多くの子供達が参
加し、2020年からのプログラミング教育開始に対する関心が高まっていると感じました。
　メイン講師には麻生教育サービス㈱の國武様、サブ講師には教育委員会に所属する会員企業従業員の
方の他に、麻生情報ビジネス専門学校の学生さんも参加いただき、手厚いサポートができました。最初は
緊張していた子供達も、自分たちがつくったものが目の前で動き出すことで、とても楽しそうでした。アンケート結果では「おもし
ろかった」「帰ってからもつづけたい」がとても多く、保護者アンケートでも「今後も講座があれば参加させたい」等好評でした。
　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）

　本年度で第９回目となる『IT 業界特別講義』は、新規 : 福岡大学（２年生対象）を含む、４校で開催致しました。
　　◆福岡工業大学：10月３日㈬（09：30～12：10）… 87名参加
　　　　　➢『IT 人材が活躍し続けるために』
　　　　　　株式会社パイオニア・ソフト　人材開発室　マネージャー　山崎 博人 様
　　　　　➢『IoT ＆ AI 時代への備え！』
　　　　　　株式会社セントラル情報センター 顧問　竹田 彰彦 様
　　◆福岡大学：10月26日㈮（16：20～17：50）… 142名参加
　　　　　➢『IT 業界 働く楽しさとヤリガイ』
　　　　　　久留米情報システム株式会社　第二事業部　本部長　田中 秀幸 様
　　◆九州産業大学：11月7日㈬（13：00～14：30）… 75名参加
　　　　　➢『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　執行役員　人事研修部長　中薗 幹十 様
　　◆麻生情報ビジネス専門学校：12月３日㈪（14：00～15：30）… 150名参加
　　　　　➢『先端医療を支える大規模ネットワークの構築』
　　　　　　富士インフォックス・ネット株式会社 営業部　マネージャー　田平 智洋 様
　　◇４校共通講義　　産学連携推進チーム　　河野 裕司 様
　　　　　➢『IT 業界での働き方　日々進化している業界で必要なスキルとは？』

　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 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。

「IT 業界特別講義」の開催 （ 産学連携推進チーム ）
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　今年度より独）高齢・障害・求職者雇用支援機構様より「生産性向上支援訓練」
を事業主団体として認定・受託しました。
　生産性向上支援訓練とは、企業や事業主団体の生産性の向上を支援するための職
業訓練です。　　http://www.jeed.or.jp/js/jigyonushi/d-2.html
　今年度は、８コース（クラウド・IoT・マーケティング・業務効率・提案型営業）
を実施し、延べ59社118名の方々が受講されました。安価（3,240円/人 税込）に受講
でき、内容も充実しているため、受講された方々から高い評価をいただきました。
次年度も継続的に実施する計画です。

　人材育成事業の一環として、「iCD情報交換会」を11回目として、12社27名の
方々がご参加され、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・気づきの場となりました。
　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26社中６社認定されてい
ます。（FISA 会員企業は、６年間で22社の導入活用実績、九州地区は42社とな
りました。全国は1,100社を超えました）

　８月22日㈬に「ふくおかクラウドアライアンス連絡会議」および「６周
年記念セミナー」を開催しました。
　今回取り上げた「RPA」に対する期待の大きさを反映して過去最大の
118名のご参加をいただきました。
　ビジネス開発委員会では、今後も会員の皆様のビジネス展開につなが
るセミナーを開催していきます。
　　■６周年記念セミナーの開催概要（参加者数：118名）
　　　　働き方改革を支える IT 技術　
　　　　　〜ＲＰＡ（事務ロボットソフト）の活用〜
　　　　　　ネットコマース㈱　代表取締役　斎藤 昌義 様　
　　　　　　㈱ BCN　週刊 BCN 編集委員　畔上 文昭 様 
　　　　　　㈱シティアスコム　営業企画部　副部長　林田 利彦 様
　　　　　　㈱富士通エフサス　西日本フロントサービス支援部　今枝 健太郎 様

　平成30年８月27日㈪に福岡県Rubyコンテンツ産業振興センターにてワークライフバ
ランスセミナー「働き方改革の取り組み」と題して、コニカミノルタジャパン株式会
社オフィス事業統括部の牧野陽一様にご講演いただきました。参加者は39名でした。
　国の働き方改革の推進が叫ばれる昨今、なかなか思うような成果を出せずに、悩
まれている経営者や管理者も多いと思われます。この課題解決に向け、「いつで
も、どこでも、だれでも働ける環境づくり」をするために様々な取り組みを継続し
て実践され、成果を出されている事例を紹介していただきました。 
　第二部ではグループディスカッションを行い、他社の取り組みや問題点を聞けて
良かったと言うご意見を多く頂きました。アンケートの結果でも87%の方が「参考
になった」という回答で、97%の方が今後も継続して実施して欲しいとの回答でした。
　2019年２月にはメンタルヘルスケアセミナーを予定しております。

ふくおかクラウドアライアンス「6周年記念イベント」の開催

「ワークライフバランスセミナー」の開催

「生産性向上支援訓練」の実施

「第11回 i コンピテンシ ･ ディクショナリ情報交換会」の開催

（ビジネス開発委員会）

（厚生委員会）

（教育委員会）

（教育委員会）
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　2018年度の健康ハイクは、「大濠公園」ウォーキングを中心に、「歩数当て
クイズ」、「血管年齢測定」、「握力測定」、「輪投げ」の楽しいイベントを
開催しました。66名の皆様に参加いただきました。
　秋の心地よい日光を浴び、色づいた木々、光輝く湖面を見ながら２周（４km）
または３周（６km）ウォーキングを行いました。「血管年齢測定」では、年齢よ
り若い年齢結果がでた人もいれば、逆に思っていたより高い結果が出て苦笑いさ
れる人もいて、一喜一憂される姿が見られました。半日ではありましたが、ウォー
キングで心地よい汗をかき、「血管年齢測定」などでは“現状を知り”、「輪投
げ」においては“ゲームを楽しみ”リフレッシュできた一日となったと思います。

　ベトナムの IT 企業団体「VNITO ALLIANCE」（会長：QTSC の CEO 　Lam Nguyen 
Hai Long） とパートナーシップ覚書（MOU）を、平成30年８月31日㈮、天神チクモクビ
ルで大阪以西では初めて締結しました。締結により、福岡県とベトナムの情報サービス
産業のビジネスがさらに促進されることから、福岡県商工部新事業支援課課長永吉様、
同新産業振興課見雪企画監様が立会されました。
　今後、VNITO 側が PMO 体制を構築し、当協会会員企業の案件の受け皿となることを
目指しています。

　平成30年９月７日㈮～８日㈯、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、ビ
ジネス開発委員会の正・副委員長、産学連携推進チームなど25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、それに伴う課題などを整理す
ることができ、次期３ヵ年方針立案のための方向性を共有する良い機会となりました。
　また、２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｣と｢会員企業にとってのFISAの魅力度｣について話し合いま
した。｢子供向けPG講座｣、｢CGコンテスト｣、｢IT業界特別講義｣、｢FISA合同企業説明
会｣などの事業を通して地域に貢献しているものの、認知度の向上に繋がっていないジレンマやその解決策など、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。

「VNITO ALLIANCE とのパートナーシップ覚書締結」

「夏季合同施策検討会」の開催

「健康ハイク」の開催

（企画調査委員会）

（厚生委員会）

　11月15日㈭麻生飯塚ゴルフ倶楽部にて開催しました。役員チーム（３名）、企画調査
チーム（４名）、教育チーム（４名）、広報チーム（７名）、厚生チーム（３名）の合計21名に
て熾烈な戦い（？）が展開されました。当日は、秋晴れで紅葉も美しく、とても楽しく過ご
す事が出来ました。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。次回も沢山の方のご参加をお待ちして
おります。

　　　　（団体）優　勝：広報委員会
　　　　　　　準優勝：役員チーム　　（敬称略）
　　　　（個人）１位：寺田　　誠（㈱パイオニア・ソフト : 広報）
　　　　　　　 ２位：青谷　哲也（日本システムスタディ㈱ : 役員）
　　　　　　　 ３位：浦田　隆生（㈱アプロティクス：広報）
　　　　　 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、教育委員会です。よろしくお願い致します。

第32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）
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新規会員紹介

■ 代表者：代表取締役社長　戸村　元久
■ 本社：東京都港区赤坂 2-2-12
 NBF赤坂山王スクエア
 TEL：03-5545-8631　FAX：03-5545-8639
■ 九州事業所：
 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-17-25 
 博多クリエートビル 8F
 TEL：092-473-5070　FAX：092-473-172
 他、高輪オフィス（港区高輪）、
 東海事業所（名古屋市中区）、 関西事業所（大阪市西区）
■ URL：https://www.newson.co.jp/

■ 企業概要
 ＮＴＴデータ ニューソンは、昭和 49年の設立以来システムインテグレー
タとして、システム企画提案から設計開発・保守運用を中心に行なってい

ます。金融・流通・製造・通信など幅広い業界へ向けた「アプリケーショ

ン開発・保守」、サーバー、ネットワーク、クラウド、データベースなどを組

み合わせた「システム基盤構築・運用」、デジタル・トランスフォーメーショ

ン、ビッグデータ、BPMなど製品やサービスを展開する「ソリューション」、
会社創立当初から培った通信系ノウハウを車載系・モバイル系に活かす

「組込系開発」を柱とし、東京本社を中心に各拠点では地域に根ざしたお客

様へのサービス提供を心がけています。

 

  
 

 

  新 規 会 員 紹 介 

株式会社 NetValue　九州営業所
〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-28 いちご博多ビル２Ｆ
TEL 092-271-0555　URL https://netvalue-io.com/

コンピュータの使命は、時間を短縮すること。

ソフトウェアを開発する目的は、時間を短縮することで生まれる価値に期待すること。

そして人は、コンピュータを使ってどんどん相対的に時間を増やしていく。

NetValueは、技術者集団として、

「私たちは、時間という“真の価値”を生み出す魔術師である」

という想いでソフトウェア開発に取り組んでいます。

システム開発

地域貢献事業

■　業務アプリケーション系開発

■　通信制御系開発

■　インフラ系開発・保守

■　プログラミング教室

企業様向け基幹システム、通信キャリア様向けネットワークシステムなど、

各種システム設計・開発・保守を行っています。近年、各企業様は、従来

システムのダウンサイジング化や、ネットでの新規サービス提供など、シス

テムを戦略的に利用する方向へ完全にシフトしています。当社は、そういった、常に

時代のニーズに合わせた開発技術を磨き続けており、特に近年は、Web

系技術全般において高い信頼をいただいています。
・コンサルティングサービス
・業務分析サービス
・受託開発サービス
・内製化支援サービス
・各種パッケージ導入支援サービス
・教育サービス

■　代表者　　　藤村　等
■　所在地　　　福岡市博多区博多駅前1-7-22
　　　　　　　　第14岡部ビル６Ｆ
■　TEL  092-415-1125
■　FAX 092-415-1126
■　URL https://www.mif-corp.com

■代表者　代表取締役　井上　英光
■所在地　福岡市南区大橋2丁目11番14号２F
■ＴＥＬ　092-408-7228　　■ＦＡＸ　092-408-7238
■ＵＲＬ　http://dki-sd.com/
■セールスポイント
　 弊社ではベトナムのホーチミンに、「株式会社DKiV」をオフショ

ア開発拠点として設け、優秀なベトナム人エンジニアによるシステ
ム開発を行っております。

　 また、ラボ型による開発により、契約期間が許す限り弊社スタッフ
を活用していただき、お客様による開発チームのマネジメントが可
能となっております。

　 最大のメリットとしましては、情報共有・品質管理・スケジュール
管理等が容易で、かつ細かな仕様変更等にも素早い対応が可能とな
り、開発コストを低く抑えることができます。

株式会社ＤＫｉ

NTTデータ ニューソンは、昭和49年の設立以来システムインテグ
レータとして、システム企画提案から設計開発・保守運用を中心に
行なっています。金融・流通・製造・通信など幅広い業界へ向けた
「アプリケーション開発・保守」、サーバー、ネットワーク、クラウ
ド、データベースなどを組み合わせた「システム基盤構築・運用」、
デジタル・トランスフォーメーション、ビッグデータ、BPMなど製品
やサービスを展開する「ソリューション」、会社創立当初から培った
通信系ノウハウを車載系・モバイル系に活かす「組込系開発」を柱
とし、東京本社を中心に各拠点では地域に根ざしたお客様へのサー
ビス提供を心がけています。
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事 務 局 だ よ り

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
事　務　局／〒８１４－０００１　福岡市早良区百道浜２丁目１番２２号　福岡ＳＲＰセンタービル３階
	 	Ｔｅｌ.０９２（８３２）１３４４　Ｆａｘ.０９２（８４５）１００３
	 Ｕ　Ｒ　Ｌ：ｈｔｔｐｓ：//www.ｆｉｓａ.ｊｐ/
	 ｅ－ｍａｉｌ：ｆｉｓａ－ｉｎｆｏ＠ｆｉｓａ.ｊｐ
発　行　日／２０１９年１月１日
印　　　刷／社会福祉法人　福岡コロニー

　新年あけましておめでとうございます。
　新しい環境、新しい取組み、新しい技術、ＩＴサービス業界における「新しい」は、本年も業界を賑わすこと
でしょう。何よりも今年は新しい御代が始まろうとしている年です。伝統・継承について考えるよい機会だと思
います。親から子への伝承、先輩から後輩への継承、新しいことを学び身につける努力もさることながら、現
状を後世に伝え残すこともまた大事なことでしょう。そんな想いを込めて、1800年の伝統を誇る「和布刈神事」
を巻頭に掲載してみました。本年も、FISA 会員の皆様方の御健勝を祈念しております。
　最後に、今号発刊にあたり、ご協力頂きました皆様、特に原稿をご執筆頂きました皆様方に厚く御礼申し上
げます。 （K.O）

編集 後 記

　11月14日㈬、八仙閣本店で平成30年度２回目の臨時総会が開催されました。議案審議「理事の辞任
に伴う後任理事の選任の件」において、大石一広氏（株式会社麻生情報システム代表取締役専務）が理
事に就任されることについて承認されました。
　引き続き開催された「理事会・委員会合同会議」では、各委員会から活動状況について報告をいただ
き、これを受けて、委員会への出席向上、会員への情報伝達の改善、商工会議所等ユーザー企業団体
との接点を増やす取り組みなどについて役員と委員会が意見交換を行いました。

大石 理事

「臨時総会」及び「理事会 ･ 委員会合同会議」の開催

情報セキュリティアドバイザー設置（2018年11月より）
　FISAとして情報セキュリティへの内外的脅威に対応するため設置を行いました。

FISA-CSIRT(Computer Security Incident Response Team)設置
　FISAホームページの再開と同時にインシデントに対する即応体制強化からFISA－CSIRTの設置となりました。

■目的　・FISA－CSIRTへの参加
　　　　・情報セキュリティ全般に関する情報提供
　　　　・アドバイザリ支援
　　　　・インシデント発生時の支援

■目的　
　　　　FISA内外から発見された事件・事故に対し、
　　　　重大性の判断および復旧体制の構築・役割を
　　　　明確化し対処する。

■情報セキュリティアドバイザー　株式会社CIA 代表取締役　平原隆 氏
　　　　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）/技術本部セキュリティセンター
　　　　IT人材育成本部/イノベーション人材センター専門委員/
　　　　元福岡県警警備部サイバーテロ対策担当

■機能　
　　　　 発生したインシデントを報告するための窓口を提供/技術

的支援及びノウハウ提供/FISA意思決定を支援/各関連
するインシデントの調整役/ユーザに対するセキュリティ
意識啓発/外部のインシデント対応組織との連絡調整/イ
ンシデント動向及び対応手法・技術に関する情報収集

「情報セキュリティアドバイザー」「FISA-CSIRT(Computer Security Incident Response Team) 設置

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

正　会　員 153 ４ １ ０ ０ 156
賛助会員 27 ０ ０ ０ ０ 27
合　　計 180 ４ １ ０ ０ 183

会員加入状況 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。

【入　会】
　H30.12.1（正会員）株式会社ＤＫｉ
　H30.12.1（正会員）エムアイエフ株式会社
　H30.12.1（正会員）株式会社NTTデータニューソン　九州事業所
　H30.12.1（正会員）株式会社NetValue　九州営業所

【退　会】
　H30.10.30（正会員）MITホールディングス株式会社　九州営業所
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