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一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会

　坂本八幡宮
　�　福岡県太宰府市にある神社。
　　元号「令和」のゆかりの地とされ、万葉集の序文に続く歌が大宰府で詠まれたとされる

　序文

　「新春の『令』月にして、気淑く風『和』らぎ、
梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」　



　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2019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「平成」の時代が終わり、新しく「令和」の時代が始まる等、節目の年となりました。然しながら、米中間の貿
易摩擦は続いており、英のブレグジット問題、北朝鮮問題、日韓関係の悪化等々、我々を取り巻く経済環境は世界の環
境変化に影響され、厳しさを増す１年だったと思います。また、我々の業界を取り巻く環境は、「2025年の崖」等もあり、
開発案件は増加する等好況の年であったと思います。一方、デジタル化の進展も着実に進み、様々な新しいビジネスの
創出は益々盛んになって参りました。然しながら人手不足、取り分け「できる技術者」の不足が企業のICT化促進の妨
げになっており、我々の業界にとっても事業拡大の障壁になっていると言っても過言ではありません。
　我々FISA会員企業も人材不足に頭を痛めておりますが、昨年は新卒者宛合同説明会を６校まで拡大することがで
きました。今後は新卒のみならず、中途採用に向けた取り組みを検討すること、併せて、ベトナムのICT協会と結んだ
MOUをベースに、会員の皆様がオフショア先として利用できるようにすることを目標とします。先日、神奈川県の情
産協を訪問しましたが、委員会活動が非常に活発に行われており、協会員が積極的にいろいろな活動をされていまし
た。当協会もこれを参考にしながら、会員の皆様がFISAのメリットを感じて頂けるよう努めることに取り組んで参り
ます。
　今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。世界中から沢山の人が来られることに伴い、ビジネス
の環境も大きく変わることが予想されます。
　時代の求めるものは次々に変化・進化していきます。会員企業の皆様も自社の変化・進化だけでなく、ユーザー企
業の変化・進化をお手伝いできるよう、ネズミの如く活動量を増やして参りましょう！
　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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理事� 青　谷　哲　也
日本システムスタディ㈱　代表取締役社長

理事� 狩　野　芳　徳
㈱ＮＴＴデータＮＣＢ　代表取締役社長

理事� 長　濵　好　数
㈱ソルネット　代表取締役社長

理事� 宮　下　英　之
SCSK 九州㈱　代表取締役社長

専務理事兼事務局長

� 山　田　正　秀

広報委員長�村　崎　博　英
㈱アンクル　代表取締役社長

理事� 安　達　継　巳
㈱九州ＤＴＳ　代表取締役社長

理事� 小　林　　　�勝
㈱ＦＣＣテクノ　代表取締役社長

監事� 村　上　浩　一
九州ＮＳソリューションズ㈱�代表取締役社長

教育委員長�木　原　義　宏
㈱ＢＣＣ　事業推進部長

理事� 麻　上　俊　泰
㈱ｴｰｴｽｴｰ ･ ｼｽﾃﾑｽﾞ　代表取締役社長

理事� 幸　田　好　和
㈱ＢＣＣ　相談役

理事� 西　妻　安　治
福岡ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰサービス㈱�代表取締役社長

理事� 都　合　慎　一
西鉄情報システム㈱　代表取締役社長

理事� 真　鍋　順　一
㈱ニシコン　代表取締役社長

監事� 桐　原　一　広
富士通エフ ・ アイ ・ ピー㈱　九州支社長

厚生委員長�住　本　正　司
キヤノンアルゴスロジック㈱　総務部長

副会長�遠　藤　史　朗
フォーサイトシステム㈱　代表取締役社長

理事� 髙　木　友　輔
西部ガス情報システム㈱　代表取締役社長
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会　�長　　藤　本　宏　文
株式会社�シティアスコム

代表取締役社長

� 柴　田　健　二
麻生教育サービス㈱　取締役営業部長

ビジネス開発
委 員 長 � 土　井　隆　徳

㈱ジャステック　福岡営業所長

産学連携
推進チーフ � 　　矢　島　大　介

SCSK 九州㈱　ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑ開発課長

CGコンテスト
企画チーフ

� 牛　島　賢　二
㈱サンレイズ　代表取締役社長

企画調査
委 員 長

副会長�中　村　祐　二
㈱ﾃｸﾉ ･ｶﾙﾁｬｰ ･ｼｽﾃﾑ　代表取締役社長

副会長�山　﨑　正　幸
九電ビジネスソリューションズ㈱　相談役

副会長�平　石　大　助
Ｇｃｏｍホールディングス㈱　代表取締役社長



九州経済産業局長

米 田　健 三
福�岡�県�知�事

小 川 　 洋

　令和２年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　昨年は、８月末の九州豪雨をはじめ、全国的に大規模な自然災
害が相次いで発生した年でした。災害で亡くなられた方々のご冥
福をお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞い申し
上げます。被災地域の一刻も早い復興に向け、関係機関と連携し
て取り組んでまいります。
　九州には、自動車や半導体などの基幹産業の集積に加えて、農
林水産・食料品、ヘルスケア・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あり、優れた技術やサービスを有す
る特色ある企業も数多く存在します。
　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。生産性向上、付加価
値向上による競争力強化、多様な人材の確保、事業承継の円滑化
等を図り、地域経済を支える産業を活性化し、新たな需要創出に
繋げる経済の好循環を促進する必要があります。
　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。
　今年5G（第５世代移動通信システム）が本格稼働し、ビジネスを
取り巻く環境が大きく変わっていく中で、第４次産業革命の実現
に向けて、IoT、AI、ロボットの導入・実装等を通じた生産性向上
や業種を越えた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に繋がる設
備等の導入や経営力強化に係る取り組みを積極的に支援します。
　高い付加価値を創出し、地域に経済的な波及効果をもたらす「地
域未来牽引企業」の取り組みを、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。
　また、地域社会や地域経済の未来を描く上で重要な SDGs の取
り組みを関係機関とタッグを組んで進めます。
　さらに、中国・韓国との「環黄海経済・技術交流会議（今年は熊
本市で開催）」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、「新輸出大国コンソーシアム」の専門家派遣制度や

「JAPAN ブランド育成支援等事業」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な
ど企業の海外展開を支援します。
　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、外国人留学生等と企
業とのマッチング・定着促進を図ります。
　円滑な事業承継の促進に向けては、マッチング支援等による後
継者探しや税制措置など、関係機関と連携して切れ目のない支援
を行います。
　近年頻発する自然災害への対応も重要です。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、「中小企業強靱化法」に
基づき、BCP 策定支援等を通じた中小企業の事業継続力の強化に
取り組みます。
　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太陽光や地熱等の再生
可能エネルギーの適正な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・エネル
ギー産業の振興に、関係機関と連携して引き続き取り組みます。
　今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。世
界中の注目が我が国に集まるこの年に、九州からも明るい話題を
より多く発信し、関係機関の皆様とともに、九州の輝く未来を創
るために職員一丸となって取り組んでまいります。
　本年が皆様方にとって実り多き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。

　昨年は、お代替わりがあり、「令和」という新しい時代が始まり

ました。

　アジア初のラグビーワールドカップ日本大会は大成功。日本代

表チームの活躍で、選手の皆さんと日本中が「ONE TEAM」にな

りました。

　一方で、大雨、台風による災害が全国各地で発生し、本県では、

平成29年以降３年連続の災害となりました。引き続き、被災地の

復旧 ･ 復興に全力をあげてまいります。

　経済に目を転じると、本県の景気は、海外経済減速の影響が見

られるものの、緩やかに拡大しています。一方で、通商問題、日

韓関係、消費税率引上げなどによる影響を注視していくことが必

要です。

　また、私たちは、急速に進む少子高齢化と人口減少、「第４次産

業革命」の進展、「人生100年時代」の到来といった大きな変化に対

応しなければなりません。

　この新しい年、三つの大きな変化をしっかり受け止め、福岡県

のさらなる前進、発展のため、全力を尽くしてまいります。

　こうした時代の変化の中、IoT、AI といった、いわゆる「第４次

産業革命」の革新的技術が注目を集め、情報サービス産業は活気づ

いています。

　IoT 関連の世界市場は、2018年の約81兆円から2022年には132

兆円へと大きく拡大するとの予想もされているところです。

　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。

　昨年12月には、県内企業の株式会社 QPS 研究所が開発した人工

衛星「イザナギ」が、IoT で注目される本県発のプログラミング言

語「mruby（軽量 Ruby）」を載せて、宇宙へ打ち上がりました。

　今後、衛星からのデータを活用した新しい情報サービスの創出

にも期待が広がっています。

　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。

　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、

この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５期３カ年方針に於ける基本施策の一つである「情報処理技術者の育成・確保に関する施策」を念頭に、今期も「令和
元年度夏季・秋季 FISA 合同企業説明会」を下記の通り開催しました。

九州産業大学 福岡工業大学 福岡大学
開催日 2019年７月25日 2019年９月11・12・13日 2019年９月13日

参加数（企業数） 12社 12社 14社
参加数（学生数） 12名 56名 59名

採用人数 １名 ７名 １名

　超売り手市場の状況下ですが、参加学生数は前期よりも多い結果となりました。開催後のアンケート結果でも、企業から
は「いつもご縁を頂けて感謝しております。今後も合説を継続して欲しい」、学生からも「地元の IT 企業への就職を希望して
いるので有意義。学校で開催されるので参加しやすい」と好評な意見が挙がりました。
　今後も精力的に活動し、会員企業様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。会員企業様に
はそのメリットを十二分にご活用頂くとともに、今後も FISA 事業活動へのご協力を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

「令和元年度夏季 ･ 秋季 FISA 合同企業説明会」の開催（ 産学連携推進チーム ）

　本年度で第10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。
　　◆福岡大学：７月12日（金）（16：20～17：50）…121名参加
　　◆福岡工業大学：10月２日（水）（9：00～12：10）…94名参加
　　◆九州産業大学：11月６日（水）（13：00～14：30）…102名参加
　　◆北九州市立大学：11月29日（金）（13：00～14：30）…42名参加
　　◆麻生情報ビジネス専門学校：12月２日（月）（13：30～15：00）…160名参加
　　◆九州工業大学：12月６日（金）（10：30～12：00）…41名参加
　今年度、新規に北九州市立大学と九州工業大学の２校でも開催することができました。
本講義は、学生に IT 業界の理解を深めてもらい、FISA 並びに FISA 会員企業を認知することで、地元福岡への就職
意欲を高めることを目的に開催しています。

「IT 業界特別講義」の開催 （ 産学連携推進チーム ）

　教育委員会では、７月28日（日）と８月25（日）、今年度で５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。７月は20名、８月は23名の合計43名（小学生を対象）と過去最も多くの子供達
が参加、来年度からの小学校プログラミング義務化を控え、興味が高まっていると感じています。
　今回もメイン講師は麻生教育サービス㈱の國武志織様、サブ講師には麻生情報ビジネス専
門学校の学生さんを中心に、教育委員会に所属する企業の方も参加いただき、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
が作ったものが動き出すことで、とても楽しそうに、また熱心に取り組んでいました。
　また、広報委員会のご尽力により８月講座の様子が、西日本新聞朝刊に掲載され、FISA の認知度向上にも繋がっ
ています。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・提供していきます。

「子供向けプログラミング講座」の開催 （教育委員会）

　８月21日（水）に「ふくおかクラウドアライアンス連絡会議」および「７周年記念セミナー」を開催しました。
今回は、「DX（デジタルトランスフォーメーション）とマイクロソフト働き方改革をテーマに開催し、90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。

■７周年記念セミナーの開催概要（参加者数：90名）
　デジタル・トランスフォーメーション（DX）の時代がやって来た
　マイクロソフト推奨の働き方改革
　　ネットコマース㈱　代表取締役　斎藤　昌義　様　
　　日本マイクロソフト㈱　Microsoft 365ビジネス本部 マネージャー　山本　築　様
　　福岡県商工部新産業振興課　企画監　苗井　章紀　様
　　ベトナム－日本 IT 協力委員会副会長　グエン　タン　ミン　様

ふくおかクラウドアライアンス「７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］
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　10月30日（水）、FISA健康促進事業として「ボウリング大会」を行いました。
　例年は屋外で開催するイベントが主でしたが、毎度雨天時の対応も考慮せざる
を得ないため運営に負担が掛かっておりました。そのため屋内で可能なイベント
を模索した結果、最終的には誰でも参加できる定番のスポーツであるボウリング
を実施する運びとなりました。
　当日は、欠員が出たため見学に来られていた方の飛び入りも含めて、53人の参加
がありました。 
　ボウリングをするのが「つい最近も」という方から「数年ぶり」という方まで実力
差はさまざまでしたが、それぞれの実力でチーム一体となって各レーンで楽しん
でいたのが印象的でした。
　初めての会場で初めての運営でしたので進行にぎこちなさが出てしまいました
が、幾つか前向きなご意見もいただきましたので、それらを踏まえて来年度も心身
をリフレッシュできる企画を実施して参ります。

健康促進事業「ボウリング大会」の開催 （厚生委員会）

　令和元年９月６日（金）～７日（土）、中小企業大学校直方校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、ビジネス開発委員会、
産学連携推進チームなど２２名のメンバーにご参加いただき、第５期３ヵ年方針の実
績や進捗についての確認、それに伴う課題などを整理することができ、今後の事業の
方向性を共有する良い機会となりました。各事業報告後のディスカッションでは、主
に ｢FISA 活動についての認知度の向上 ｣、｢ 会員企業の満足度向上 ｣、｢ 効果的な人材
確保事業 ｣ についてなど、FISA の知名度や発言力の向上に繋がる活発な意見交換ができました。特に、認知度の向
上については、｢ 子供向けプログラミング事業 ｣ が西日本新聞に掲載されるなど、活動の成果が出てきているものも
ありました。検討会終了後に懇親会、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、メンバー間の交流が更に深まる大変有意義な検討会となりました。

「夏季合同施策検討会」の開催 （企画調査委員会）

　令和元年９月９日（月）に福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センターにて「経営改善
につながるテレワーク」と題して、キャリアシフト株式会社　代表取締役　森本登志
男様にご講演いただきました。
　IT業界においては「人財の確保」は、最重要経営課題のひとつであり、その環境は激変
しています。テレワーク導入への対応が、組織の環境適応能力を如実に表していることも
多く、そういった経営観点からのテレワークの考え方について紐解いていただきました。 
　講演後には、参加企業における働き方改革やテレワーク導入の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。アンケートの結果は、「講演内容もグループディスカッションも大変参考になった」という意見で、大変参考になった
42%、参考になった58%と全員が参考になったとの回答でした。
　次年度も、もっと多くの方に参加して頂けるような魅力あるセミナーを企画いたします。

「ワークライフバランスセミナー」の開催 （厚生委員会）

　ビジネス開発委員会では、FISAが福岡県商工部様から受託した「キャッシュレス
決済の普及促進に向けたキャッシュレス決済導入支援及び専門家派遣業務」を実施し
ています。業務内容は次のとおりです。
　・ 商工会議所・商工会の経営指導員、事業者向けの「キャッシュレス決済導入セミ

ナー」の開催と専門家派遣
　・ WebサイトによるFAQ対応とヘルプデスクの設置（メール対応）
　今後は、県内事業者が「キャッシュレス決済導入時の相談」や「導入後のサポー
ト」を希望しており、経営指導員を通じて支援を展開していきます。

「キャッシュレス専門家派遣事業」の実施 （ビジネス開発委員会）

早良商工会

福智町商工会

志賀商工会

春日市商工会
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新規会員紹介

働 く を デ ザ イ ン す る 

キューアンドエーワークス株式会社 
福岡市中央区白金 1-2-21 Wビルディング渡辺通 3F 
Tel：092-707-1622 Fax：092-707-1623  
URL：http://www.qaworks.co.jp 

 
 
＜DX（デジタルトランスフォーメーション）に向き合うお客様の“課題解決”とその先にある“本来やりたいこと”の実現をご支援＞ 

キューアンドエーワークスが提供する複数のサービスからコーディネートしたデジタルソリューションに加え、今まで培ってきたヒューマンリソースとの融合で、

DX を推進するお客様と伴走しながら”課題解決”をサポートします。さらに DXによって生まれた時間を”本来やりたいこと”の実現に活用していただける

ようご支援いたします。当社は、企業はもちろん、そこに関わる人の”働く”をデザインし、社会の発展に貢献します 

 

 

 

新規会員紹介 
 

        東証一部上場 共立メンテナンスグループ 

株式会社日本プレースメントセンター 
九州サテライト 福岡市博多区博多駅前3-26-29 九勧博多ビル 2階 

TEL:080-3668-7465 FAX：03-3546-3644 https://www.jpc-net.co.jp/ 

 
 
ビジネスホテル「ドーミーイン」や寮事業を全国に展開する共立メンテナンスグループの IT企業です。 

全国の IT系専門学校から毎年 90名程を新卒採用。グループ会社の社員寮を活用し、首都圏・関

西圏の金融機関や大手企業のデータセンターのシステム運用業務数多く配属しています。育てた

技術者を地元福岡に戻す事で、福岡経済の発展に貢献いたします。 

                  
システム運用（運用管理、システムオペレーション）、ネットワーク（設計、構築、運用）、 

システム開発・保守、ヘルプデスク 

 

 

新規会員紹介 
 

          株式会社 ブレーンナレッジシステムズ 
福岡市博多区博多駅東 1-14-20 ITビルⅡ5F 
Tel：092-477-9050 Fax：092-477-9051 

URL：https://bs-ja.co.jp/ 
 

Technorogy×Human=Future Creation 

     IT と人財で未来を創造する 
 
当社は 1974年の創業以来、時代の変化と共に培ってきた技術・ナレッジを活かし、  

その時代時代に合ったシステム開発ノウハウをクライアントの皆様に提供してまいりました。 

さらに近年は、IT業界の技術者がプライドを持って働くことができる環境づくりや地位の向上を目指して 

活動しております。 

 

 

会社ロゴ 

 

新規会員紹介 
 

          ＡＪＳ株式会社 
宮崎県延岡市旭町２－１－３ 
Tel：0982-22-2131 Fax：0982-22-2188 
URL：http://www.ajs.co.jp 

 
ＡＪＳは、１９８７年、旭化成グループの情報システム会社として設立され、 

３０年以上にわたるシステムの開発、保守・運用の実績を持っています。 

現在はＴＩＳインテックグループの一員として、「基幹システムの開発／保

守／運用／コンサルティング」、「基幹系データを活用する業務ソリューション」、「パッケージ開発・販売」を３つの柱

として、様々な産業分野のお客様に向けて企業価値向上のためのソリューションを提供しています。 

 
 

 

ルーツとともに、新たなフィールドへ

Beyond Innovation 
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コンピュータハウス株式会社 九州支社 

福岡県福岡市中央区大名 2-9-35 トウセン天神ビル 4F 

TEL：092-761-7890 FAX:092-761-7905 

URL:http://www.chc-main.co.jp 

 

当社は、福岡に九州支社を開設して 13年になります。    

自社への持ち帰り、お客様フロアでの常駐によるソフトウェア開発により、 

お客様の満足、社員の成長、会社の発展という３つのWinを 

追求し、地元の発展に微力ながら貢献していきたいと考えています。 

 

なお、当社は、1976年に会社設立 

「お客様の視点からシステム開発を考えられる技術者」 をテーマ活動しております。 

2019年 1月 に株式会社アイ・エス・ビー(東証 1部)の傘下に入りました。     

 

 

 

掲載イメージ 

             コンピュータハウス株式会社 九州支社 
福岡県福岡市中央区大名 2-9-35 トウセン天神ビル 4F 
TEL：092-761-7890 FAX:092-761-7905 
URL:http://www.chc-main.co.jp 

 
当社は、福岡に九州支社を開設して 13年になります。    
自社への持ち帰り、お客様フロアでの常駐によるソフトウェア開発により、 
お客様の満足、社員の成長、会社の発展という３つのWinを 
追求し、地元の発展に微力ながら貢献していきたいと考えています。 
 
なお、当社は、1976年に会社設立 
「お客様の視点からシステム開発を考えられる技術者」 をテーマ活動しております。 
2019年 1月 に株式会社アイ・エス・ビー(東証 1部)の傘下に入りました。  

 

 

新規会員紹介 

福岡商工会議所
福岡市博多区博多駅前 2-9-28 
Tel：092-441-1110 Fax：092-474-3200 
URL：https://www.fukunet.or.jp/

福岡商工会議所は今年で創立 140周年を迎えました。 
これからも、アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築、 
そして、地域を支え、成長し続ける商工業者の支援に邁進して参ります。 
【事業概要】 
・政策提言・要望事業
・地域活性化事業
・経営サポート事業
（経営相談、人脈拡大、人材採用・育成、販路拡大、共済・保険、福利厚生等）

東京都品川区東大井5-11-2 K-11ﾋﾞﾙ2F
TEL：03-3450-3881  FAX：03-3450-3890
URL：https://www.arcjp.com/

インフラ構築からネットワーク工事・施工、アプリケーション構築まで、お客様のニーズに
合わせたITソリューションをワンストップで提供致します。

地元のIT企業で働きたい
高校生の採用支援サービス

安全・安心・低価格のクラウド型
バックアップサービス

 

新規会員紹介 
 

          イーストライズ株式会社 福岡支社 
所在地：福岡市中央区天神１－９－１７福岡天神フコク生命ビ１５Ｆ 
Tel：092-717-3665 Fax：092-717-3666 

URL：https://www.east-rise.com/ 
 

【PR】イーストライズ社は、地方を中心に働く人・働きたい人の 

ために設立されました。九州では福岡・大分をニアショア開発の 

拠点とし、UIターンの受け皿として地方に雇用を創出することで、 

地方活性化に努めています。また、地場企業様に対するシステム 

導入支援など、確かな技術をお届けしています。 
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印　　　刷／社会福祉法人　福岡コロニー

　FISA も会員として参画しており、藤本会長が副会長を務めている ANIA（全国地域情報産業団体連合会）では、今年
度の全国大会の開催に併せて「ANIA 若手交流会」を開催しました。これは、全国の情報産業の若手職員が集まり、意見
交換や情報交流を行うことにより、情報産業や地域の活性化に資することを目的として、今回初めて開催されたものです。
　FISA からは、SCSK 九州㈱　小林健一氏、西部ガス情報システム㈱　副島史矢氏、㈱ソルネット　川上健二氏、日本
システムスタデイ㈱　大坂茂氏の４氏が参加され、会議を大いに盛り上げていただきました。参加された皆さんからは、「他
の地域の方と知り合いになれたこと、また、それぞれの地域の特色も垣間見ることができたことなど大変勉強になった。」
と好評を得ており、ANIA としても今後も継続していきたいということでした。御参加の皆さん、大変お疲れ様でした。
　　　　　≪開催概要≫　�・日　時　令和元年10月16日（水）15：00～20：00
　　　　　　　　　　　　・場　所　道民活動センタービル（北海道札幌市中央区）
　　　　　　　　　　　　・出席者　北海道６名、長野２名、広島１名、京都１名、福岡４名　　計14名

第１回 ANIA 若手交流会が開催されました！

　令和元年12月5日（木）福岡カンツリー倶楽部和白コースにて開催いたしま
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、厚生チーム4名、
広報チーム6名の計21名でのラウンドとなりました。少し肌寒い中でしたが初
めての女性参加者を迎え、皆様、いつも以上に頑張られたようです。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
　　　　　　　　　準優勝：厚生委員会
　　　　　（個人）１　位：内田　淳一（㈱NetValue）
　　　　　　　　　２　位：木村　一生（㈱アイフォルザ）
　　　　　　　　　３　位：浦田　隆生（㈱アプロティクス）
　　　　　　　　　ベスグロ：青谷　哲也（日本システムスタデイ㈱）

※ 次回は厚生委員会の担当で春に開催の予定です。

第34回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催 （ 幹 事：広 報 委 員 会）

令和元年８月１日 令和元年８月２日～令和元年12月31日 令和２年１月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 155 4 0 0 0 159
賛助会員 27 2 0 0 0 29
合　　計 182 6 0 0 0 188

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】R１.12.１（正会員）イーストライズ株式会社　福岡支社
　　　　　R１.12.１（正会員）コンピュータハウス株式会社　九州支社
　　　　　R１.12.１（正会員）株式会社日本プレースメントセンター

　R１.12.１（正会員）株式会社ブレーンナレッジシステムズ　福岡営業所
　R１.12.１（賛助会員）株式会社エー・アール・シー
　R１.12.１（賛助会員）福岡商工会議所
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、平成から令和へと新しい時代が始まる中、ラグビーW杯日本大会で日本が８強に入る、女子プロゴルフ
で渋野日向子さんが全英女子オープンで初優勝するなど明るいニュースも多い１年でした。
　今年は、オリンピック・パラリンピックが東京で開催され、さらに明るいニュースで日本を明るく照らしてもらう
ことを願いつつ、FISA会員の皆様のご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、特に原稿を執筆頂きました皆様方に厚く御礼を申し上げます。 （H.N）

編集後 記


