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一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会

　宝満宮　竈門神社
　福岡県太宰府市にあり、玉依姫命を主祭神にお祀りする神社です。「縁結び・方除け・厄除
けの神様」として、日本全国からご崇敬を集めています。

　　　�　アニメ「鬼滅の刃」の主人公「竈門炭治郎」の姓と同じことや、同神社の上宮の宝満山で修行
する修験者は「市松模様」の装束を着ていること、作者が福岡県出身であるなどから「鬼滅の刃」
の聖地ではないかと話題を集めており、ブームとともに参拝者が急増しています。
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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2020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「新型コロナウイルス」に始まり、「新型コロナウイルス」に終わった、文字通り「新型コロナウイルス」に翻
弄されたような１年でした。しかも、まだ終わりが見えず、今年も続きそうな気配です。新型コロナウイルス対応ワク
チンの開発・適用により、早期の終息が望まれます。昨年は、我々を取り巻く環境もすっかり変わり、これまでのスタ
イルが取れない環境下でしたが、各委員会の皆様方は流石IT業界の人だけあって、新卒採用を始め、オンラインを利
用して様々な活動をして頂きました。福岡の中小企業の皆様を支える活動も開始しようとしています。皆様方の活動
に御礼申し上げます。
　世界中の経済が痛み、今年はいかに回復できるかの１年になることでしょう。アメリカでは新大統領が誕生し、どの
ような政策を打ってくるのか注目されます。日本でも昨年、菅新政権が誕生しました。菅総理が打ち出している政策の
中で、大きな方針の中にデジタル化があります。規制緩和、地方創生等に大きな役割を果たすと期待されています。この
ことは、我々の業界を取り巻く、「2025年の崖」等の環境により、「新型コロナウイルス」の影響で一時的に縮小した開
発案件も、今後回復すると思われることに加え、デジタル化案件が加速し、それは中央のみならず、地方へも着実に拡
大し、様々な新しいビジネスの創出が日本中で盛んになってくる可能性を秘めていることに繋がっていくと思います。
　会員の皆様方も時代の流れを読みながら、自社の強みを生かしつつ、新しいことにチャレンジしていきましょう。
　FISAとしても会員企業の皆様を支える取組と、地元福岡に貢献できる取組を進めていきたいと思っています。
　今年は延期された東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。そのこともIT化を加速する要因です。
　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

米 田　健 三
福 岡 県 知 事

小 川 　 洋

　令和３年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　昨年７月の豪雨により、亡くなられた方々の御冥福をお祈りい
たしますとともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し
上げます。被災地に丁寧に寄り添いつつ、一刻も早い復興に向け、
関係機関と連携して全力で取り組んでまいります。
　地域を巡る状況は大きな転換期を迎えています。新型コロナウ
イルス感染症がもたらした「新たな日常」は、私たちに様々な気づ
きと機会を与えました。例えば、「接触回避、テレワーク導入」は
企業や行政のデジタル化への意識を劇的に高め、さらに地方の価
値を再認識させました。また、「社会理念・価値観の変容」により、
持続可能性への意識はより高まっています。
　社会の在り方そのものが抜本的に見直されようとする今、変革
の時機を逃してはなりません。
　九州経済産業局では、ウィズコロナを見据えたこれからの社会
を創る新しいチャレンジを積極的に支援すべく、あらゆる施策を
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。
　企業におけるデジタル技術の活用による生産性向上や付加価値
向上による競争力強化を図ります。業種を越えたオープンイノベー
ションの取り組み等により、新しい事業の創造を目指します。
　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」の取組を、予算・税制・金融面から重点的に支援
します。
　地域社会や地域経済の未来を描く上で重要な SDGs の取組を関
係機関と協力しつつ進めます。
　経営課題に即した人材の確保・活用のために、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。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。
　中国・韓国との「環黄海経済・技術交流会議」などを通じて、ア
ジア地域等との経済交流を推進するとともに、九州産本格焼酎を
含む農林水産物・食品の輸出拡大や、地域の特色を活かした新製
品の開発、及び販路開拓など企業の海外展開を支援します。
　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洋上風力や太陽光等
の再生可能エネルギーの適正な導入を促進し、脱炭素社会の実現
に取り組みます。また、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。
　新型コロナウイルス感染症拡大により、世界経済、地域経済は
大きな打撃を受けました。他方、直面する困難な課題に真摯に向
き合った時にこそ未来への道は拓けるものです。
　もとより九州は、豊かな自然環境に恵まれ、自動車や半導体な
どの基幹産業に加え、農林水産業、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するなど、
大きな可能性を有する地域です。
　目の前の課題を克服した時にこの地は更に輝きを増します。九
州から新しい未来を創るため、関係機関の皆様とともに、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。
　一般社団法人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、日頃から、本県の情報化促進にご尽力いただき、厚くお
礼を申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症と災害への対応に全力を挙
げる一年でした。
　また、新型コロナウイルスが世界中でまん延し、私たちの生活
や経済に大きな影響を与えています。皆さまには、感染拡大防止
にご協力いただき、改めて感謝申し上げます。
　本県の景気は、依然として厳しい状況にありますが、持ち直し
の動きが見られます。新型コロナウイルス感染症対策と４年連続
となった災害からの復旧・復興を着実に進めるとともに、一日も
早く地域経済を立て直してまいります。
　コロナ禍において、IoT、AI といったデジタル技術による社会全
体の変革が求められており、情報サービスの需要が急速に拡大し
ています。
　IoT関連の世界市場は、2019年の約71兆円から2025年には130
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。
　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
まいります。
　また、このような厳しい時こそ、将来の発展の種を撒く、芽を
育てることが大事です。
　本県は、宇宙ビジネスに挑戦する企業の集積、大学等研究機関
の充実などが評価され、国から「宇宙ビジネス創出推進自治体」に
選定されました。９月には宇宙ビジネスの認知度向上や県内企業
の参入促進を目的として、「福岡県宇宙ビジネスフォーラム」を開
催し、約500人の皆さまにご参加いただきました。衛星からのデー
タを活用した新しい情報サービス創出への期待は高まっており、
こうした福岡発の宇宙ビジネス創出に向けた取り組みを加速させ
てまいります。
　さらに、今後急成長が期待されるブロックチェーン分野への県
内企業の参入と関連企業の集積を目指して、産学官による「福岡県
ブロックチェーン研究会」を設立しました。昨年８月に開催した
キックオフイベントでは、県内企業や自治体関係者など、約300人
の皆さまにご参加いただきました。引き続き、ブロックチェーン
の最新動向の発信や、エンジニアの育成など、ブロックチェーン
技術の振興に取り組み、さらなる拠点化を目指してまいります。
　貴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、皆
さまと手を携え、福岡県を発展させ、九州、日本を引っ張ってい
きたいと考えております。
　コロナとの闘いは、これからも続きます。社会全体で感染防止
を図りながら、丑年らしく、一歩一歩着実に社会経済活動のレベ
ルを上げてまいります。
　新年が貴協会と会員の皆さまにとって、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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新型コロナウイルス感染症対策情報関連ページ
新型コロナウイルスの影響に関するアンケート（第２回）について

　新型コロナウイルスの影響について、会員の皆様の現状を把握し今後のFISA事業の展開に資するため、10月に第
２回目のアンケート調査を実施しましたので、その調査結果の一部概要を掲載します。
　なお、詳細は、既に会員の皆様に送付しております「新型コロナウイルスの影響に関するアンケート集計結果」をご
参照ください。ご協力ありがとうございました。

　１　回答会員数
　　　　　全会員175社のうち41社（回答率23%）

　２　実施している感染予防対策（第1回アンケート後の見直し内容など）

　３　経営への影響

　４　現在実施している事業以外に、実施を希望する事業
　　・脱紙、脱ハンコに向けた取組について。
　　・2022年度採用に向けたオンライン企業説明会の対象大学拡大。
　　・オンラインでの働き方改革（テレワーク下での生産性向上）に関するセミナーの開催。
　　・助成金等の勉強会。
　　・会員企業の取組の内容の紹介。それらの内容の現時点での課題と、対応策の紹介。
　　・会員企業のコロナ対応における好事例の情報公開。
　　・テレワーク時の、労務管理、セキュリティ対策に関する情報提供。
　　・オンラインによる会員間のビジネスに繋げられる交流会の開催。
　　・返されてしまった要員のための委任などの案件支援があれば。
　　・FISA会員同士の事業や製品紹介の機会等を設けて欲しい。
　　・商工会議所月刊誌「福商ビジネス情報便」を利用したFISAまたは FISA事業の PR。
　　など

　５　FISA への要望・期待
　　・オンラインを活用した講演・セミナーについては、今後も継続を希望する。
　　・新卒新人への集合教育。
　　・様々な情報の共有、事業の実施を行っていただきありがたく思っている。今後も継続していただきたい。
　　・これまでも実施している「情報化の共有」を継続して欲しい。
　　・地場企業とFISA会員企業との橋渡し。
　　・他社の取組状況の事例紹介。
　　・ビジネスマッチングの機会。
　　・会員企業間でのフランクな感じでの情報交換の場。
　　・情報交換などの交流をオンラインでも良いので実施できないか。
　　・業種別の市場動向のデータがあれば開示して欲しい。
　　・引き続きメールマガジン等で、With コロナ時代の ICT技術のあり方について情報共有いただきたい。
　　など

��（２）新たに生じた影響

　・ユーザー企業にて、システムへの投資が延期になるケースが増えている。
　・すでに決定していた案件が、顧客予算の関係で遅延している。
　・色々なことが、直前まで決定されない。
　・長期的な案件に関する体制の縮小。
　・次の案件は見えてはいるが、今時点で必要な案件の量が確保できていない。
　・営業活動自粛の影響が出てきた。

項　目 内　　　　　　容

社内環境
・体温検知センサーの設置。　・空気清浄機の設置。　・飛沫防止パネルの設置。
・来客の検温及び日時、社内利用場所の記録。　・網戸の設置。開放する窓の固定。
・社内でのソーシャルディスタンスの確保。　　など"

勤務形態 ・出勤率50％以下に見直し。（テレワークは継続）　・テレワーク、時差出勤の停止。
・会議やセミナーのオンライン化。　　など"

出張・懇親会 ・感染状況に応じたガイドラインを設定し、臨機応変に対応（出張緩和、会合緩和等）。
・出張制限、会食等の制限緩和。　・懇親会の人数制限。　　など"

その他 ・接触確認アプリCOCOAのインストール。　・清算レポートの提出の廃止。
・インフルエンザ予防接種（費用補助、会社での一括接種）　　など"

現時点では、それほどの影響は出ていない。

影響は出ているが、重大とまでは言えない

重大な影響が出ている

現時点では、活用する予定はない。

活用を検討中である。

既に活用している。

え

う

い

あ

①現在も変わることな
く影響が続いている。

29%

②影響は残っている
が、徐々に改善に向
かっている。

37%

④６月頃には無かった
新たな影響が発生して
いる。

12%

現時点おける影響の度合い

③ほぼ影響は
無くなった。

22%

4



FISAイベント報告

概　要概　要
　新型コロナウイルスの影響もあり、会員の皆様もWeb 会議サービスを利用する機会が大変多くなっているのでは
ないでしょうか。ご存知のとおり、Web 会議サービスの活用は大変有益である一方、盗聴、情報漏洩、サイバー攻撃
等のセキュリティリスクに十分注意する必要があります。

　このような中、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が、Web 会議開催に当たって注意すべきセキュリティ上のポ
イントをまとめ、「Web 会議サービスを使用する際のセキュリティ上の注意事項」として公開していますのでお知ら
せします。
　当資料では、
　○　Web 会議サービス選定時に考慮すべきポイント
　○　Web 会議サービスを安全に開催するためのポイント
　○　機密性別のWeb 会議の開催例
といった項目について、詳細な説明がなされています。

詳細はこちらで詳細はこちらで
　当資料のURLは次のとおりですので、ご活用ください。　
　https://www.ipa.go.jp/files/000083955.pdf

こんなユーザーに最適こんなユーザーに最適
　法人組織のWeb 会議主催者、および情報シス
テム管理部門の皆さんを対象としています。

ユーザーのメリットユーザーのメリット
　Web会議の主催者がWeb会議サービスを使用する際に注意す
べきセキュリティ上のポイントを、ワンストップで確認できます。

※関連情報　「テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項」についても掲載されています。
https://www.ipa.go.jp/security/announce/telework.html

～ Web会議サービスを使用する際のセキュリティ上の注意事項 ～
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　令和２年８月初旬より９月末日に亘り、「秋季FISAオンライン企業説明会」
を企画調査委員会および産学連携推進チーム合同で開催いたしました。例年、
対面形式で開催している事業ですが、新型コロナウイルスの影響を鑑み、対
象大学全てをオンライン形式に切り替え実施することにいたしました。
　今年度は、大学主催の合同企業説明会も全て中止という大学が多く、本事業
の目的や手順等について各大学と何度も打合せを行った結果、大変前向きな
賛同を得ることができ、前年比１校増の６大学で開催することができました。
また、就職課に限らず、教授の方たちも学生への案内や参加を促す等、開催
に向けて協力していただいた結果、多くの企業および学生に参加いただくこ
ととなりました。今後も新型コロナウイルスの影響がいつまで続くのか不透
明な状況の中、大学側からは、対面形式を重視しつつもオンライン形式と並行して進めていただきたい旨のご相談も
あり、今春予定の「春季FISA合同企業説明会」の企画を推進して参りたいと考えておりますので、多数の会員企業の
ご参加、ご協力をお願い申し上げます。

「秋季 FISA オンライン企業説明会」の開催「秋季 FISA オンライン企業説明会」の開催 （企画調査委員会・産学連携推進チーム）（企画調査委員会・産学連携推進チーム）

秋季FISAオンライン企業説明会（令和2年・夏～秋季）状況
大学名 学生募集期間 参加�

企業
参加�
学生

試験�
実施

面接�
実施

内定�
検討

内定�
決定

採用�
決定

福岡工業大学 学生募集：8/21～9/30 18社 9名 9名 4名 2名 0名 0名
福岡大学 学生募集：8/5～9/30 23社 49名 17名 14名 5名 3名 1名
九州産業大学 学生募集：8/3～9/30 11社 3名 1名 1名 0名 0名 0名
北九州市立大学 学生募集：9/2～9/30 13社 1名 1名 1名 0名 0名 0名
久留米大学 学生募集：10/12～11/16 3社 0名 0名 0名 0名 0名 0名
久留米工業大学 学生募集：10/12～11/16 4社 0名 0名 0名 0名 0名 0名

計 72社 62名 28名 20名 7名 3名 1名



　９月４日（金）、福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センターにおいて夏季合同施
策検討会を実施いたしました。今年度は新型コロナウイルスの影響を鑑み、各委員会
の正副委員長および事務局のみでの開催とし、例年好評の懇親会や親睦ゴルフも中止
とさせていただきました。各委員会および横断活動チームの事業報告については、コ
ロナ対策を十分に考慮した上で活動されているのが窺え、コロナ対策についての様々
なアイデアを共有することが出来ました。事業報告後のディスカッションでは、先日
行ったコロナ影響アンケートの「当協会に対する要望」を中心に、会員企業の抱える課題の整理や会員企業のために
何が出来るか等について活発な意見交換が出来ました。また、当面の課題であるFISAの知名度向上については、令
和２年９月の朝日新聞にＤＤコンテストの作品募集記事が掲載される等、今まで取り組んできた事業の成果が出てき
ていることを実感出来た検討会となりました。

「夏季合同施策検討会」の開催「夏季合同施策検討会」の開催 （企画調査委員会）（企画調査委員会）

　平成30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・
受託しており、今年度は、新型コロナウイルスの影響で、集合型研修での開催が危ぶまれましたが、４コースを計画し、
定員各コース20名合計で80名の募集に対して、延べ14社79名の方々がお申込みをされ、研修を実施しています。
　安価（3,300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いており、次
年度も継続的に実施する計画です。

　　　＜実施コース＞
　　　　　12/３　効果的な OJT を実施するための指導法
　　　　　12/９　管理者のための問題解決力向上
　　　　　１/14　プロジェクト管理技法の向上
　　　　　１/15　成果を上げる業務改善

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

「生産性向上支援訓練」の開催「生産性向上支援訓練」の開催 （教育委員会）（教育委員会）

　今年度のタイアップ研修は、年間合計42講座を計画し、５月からスタート予定でしたが、新型コロナの影響で５
月・６月開催予定の講座は開催中止・延期（タイアップ研修会社との議論にて中止・延期を決定）とし、６月分は12
月に日程変更しました。
　タイアップ研修会社と３密対策の検討を重ね、７月より対策を実施しての開始となりましたが、申込が増えず、11月
中旬で約８割のコースが中止という非常に厳しい状況です。この現状を踏まえ、タイアップ研修会社と検討し、別途オ
ンライン研修３コースを設定しました。事前準備～当日フォローまで、受講者を手厚くサポートする内容となっています
ので、安心して受講できます。人材育成に是非ご活用ください。
　また次年度カリキュラム選定に向け、会員企業へ
のアンケートを実施しました。この結果を踏まえ、
会員のニーズを満たすカリキュラムを検討して参り
ますので、会員企業内で受講促進のご協力をいただ
きたく、どうぞよろしくお願いいたします。

「タイアップ（オンライン）研修」の実施「タイアップ（オンライン）研修」の実施 （教育委員会）（教育委員会）

令和２年度FISAタイアップ（オンライン）研修一覧
No 研修名 開催日
43 仕事の段取り力養成講座～プロジェクト型業務の遂行能力を身につけるために～ 2020/2/12
44 ネットワークエンジニアが教える「情報セキュリティ」 2021/2/9～10
45 Pythonによる機械学習～ITエンジニアのAI基礎知識～ 2021/3/15～17
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　本年度で第11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（オンライン）：７月17日（金）… 145名参加
◆ 福岡工業大学（対面）：10月７日（水）… 104名参加
◆ 北九州市立大学（オンライン）：11月９日（月）… 82名参加
◆ 九州産業大学（オンライン）：11月11日（水）… 150名参加
◆ 麻生情報ビジネス専門学校（オンライン）：12月９日（水）… 210名参加

㈱シティアスコム　大中様、㈱セントラル情報センター　竹田様、Gcom ホールディングス㈱ 小出様、NPO 法人 AIP　河野様にご講演をいただきました。

　今年度は新型コロナ感染対策として、４校はオンライン形式での開催、１校の対面形式は広いホール会場にて開催しました。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「IT 業界特別講義」の開催 （産学連携推進チーム）（産学連携推進チーム）



８周年記念イベント
　９月３日（木）に「８周年記念セミナー」を開催しました。
　テーマは「新型コロナで浮き彫りになった働き方改革の本当の課題」とし、日本マイク
ロソフト株式会社　技術統括室CSO�河野省二様に最新のセキュリティについての解説も交
え、ご講演いただきました。
　コロナ禍の状況でしたが、30名（うちオンライン参加16名）のご参加をいただきました。

女性就労改善・活躍推進セミナー
　10月21日（水）に、福岡商工会議所様との共同開催で、「テレワーク推進下における女性活躍推進～働き方改革と
女性活躍推進の実現～」セミナーを開催し、37名（うちオンライン参加21名）のご参加をいただきました。
　コロナ禍で働き方が大きく変化する中、「テレワークを中心とした働き方改革」は、女性の就労環境改善と活躍を
促進し、雇用継続と労働力確保を促すものです。そこで、女性活躍推進を実践されている企業様に、「これまでの取
組みと、withコロナでの変化と対応」をご講演いただきました。
　また、パネルディスカッションで、「女性活躍推進の現状動向、課題と今後の方向性」などの意見交換を行ってい
ただきました。
〇講　演�� 株式会社イ・アエラ（エコー電子工業様持ち株会社）　野田健太郎氏
〇パネルディスカッション
　パネラー� 株式会社イ・アエラ（エコー電子工業様持ち株会社）　野田健太郎氏
� � 福岡県人づくり・県民生活部�男女共同参画推進課女性活躍推進室　吉田多聞氏
� � 福岡商工会議所　合同会社DICT�工藤洋輔氏
　モデレーター� 生野貴子事務所　生野貴子氏
　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事業に取り組んでまいります。

ふくおかクラウドアライアンス活動ふくおかクラウドアライアンス活動 （ビジネス開発委員会）（ビジネス開発委員会）
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　11月５日（木）に福岡県Ruby センターにて「感染症リスクに備えたメンタルヘルス対策の実
践」と題して、MS&ADインターリスク総研の吉田慎吾氏に、また「感染症に備えたBCP作成
のポイント」と題してMS&ADインターリスク総研の矢野喬士様にご講演いただきました。
　令和元年度以降、全世界に感染が拡大している新型コロナウイルスは、私たちの生活はもちろ
んのこと、企業活動にも様々な影響を与え、今までに経験したことのない課題に直面しています。
　今回は、三井住友海上火災保険株式会社様と共催で、新型コロナウイルス感染症における
企業の対応事例等を交えながら、「感染症」に焦点を当てたBCPの策定ポイントとメンタルヘルス対策について、初
のオンラインと同時配信で開催しました。参加者は40名（うち、オンライン参加26名）、アンケートの結果は88%の
方が「参考になった」という回答で、具体的な内容を聞けたので良かったとの意見をいただきました。
　今年度は、コロナ禍のため、健康ハイク事業を断念し、厚生委員会唯一の活動となりました。来年度は、コロナ禍
を脱出して、会員企業の皆さんが全員で集まれるイベントを開催できること祈っております。
　今後も会員企業のニーズを満たす事業を企画して参りますので、多くの方に参加頂ければ幸いです。

「メンタルヘルス対策及びＢＣＰ策定セミナー」の開催「メンタルヘルス対策及びＢＣＰ策定セミナー」の開催 （厚生委員会）（厚生委員会）

　12月８日（火）古賀ゴルフクラブにて開催いたしました。役員チーム６名、企画調査チーム７
名、教育チーム３名、厚生チーム６名、広報チーム５名の計27名でのラウンドとなりました。
今回は表彰式を取りやめ、前半ハーフ９Ｈのスコアにて順位を競い合いました。久々にプレー
することができた皆様は、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：役員チーム
� � � 準優勝：企画調査委員会
� 　　　　�（個人）� １　位：青谷 哲也（日本システムスタデイ㈱）
� � 　　� ２　位：藤本 宏文（㈱シティアスコム）
� � 　　　� ３　位：田中 　功（㈱BCC）
� � 　� ベスグロ：青谷 哲也（日本システムスタデイ㈱）
　※�次回は企画調査委員会の担当で春に開催の予定です。
～ FISA ゴルフコンペ賞品のご協賛をいただき、ありがとうございました ～
（株）アプロティクス
（株）アンクル
（株）エーエスエー・システムズ
（株）SRA西日本
（株）エム・アンド・アイ
九州システムコンサルティング（株）
コスミックビジネス（株）

西部ガス情報システム（株）
Gcomホールディングス（株）
（株）シティアスコム
住友生命保険相互会社
（株）ディジテック
（株）テクノ・カルチャー・システム
西鉄情報システム（株）

（株）ソフネット
（株）ソルネット
日本システムスタディ（株）
（株）BCC
富士通 Japan（株）
マイクロコート（株）
三井住友海上火災保険（株）

第36回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催第36回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：厚生委員会）（幹事：厚生委員会）

※ 次回は企画調査委員会の 
担当で春に開催の予定です。
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令和２年８月１日 令和２年８月２日～令和２年12月31日 令和３年１月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 147 2 0 0 0 149
賛助会員 28 0 0 0 0 28
合　　計 175 2 0 0 0 177

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】Ｒ２.12.１（正会員）アンリミ株式会社　福岡営業所
　　　　　Ｒ２.12.１（正会員）ビズ・リファイン株式会社

新規会員紹介
アンリミ株式会社 福岡営業所

福岡市博多区⽐恵町 1-18 トーカン福岡第⼆キャステール 510

Tel︓092-710-4886 Fax︓092-710-4887

URL︓https://unlimit-ed.co.jp/

事業内容

●業務系ソフトウェア開発

●Web システム開発

●Web サイト制作・保守・運⽤

●ゲーム開発（スマホ・ＰＣ・コンシューマ）

●コンテンツの企画、開発、制作、販売

●⼈材育成のための教育事業

●労働者派遣事業

ビジネスパートナー営業（※ご要望があるときのみ）

●パートナー⼈財のご提案

貴社、お客様のご要望があれば、協⼒会社様の⼈財をご提案することも可能で

す。すでに実績と信頼のある協⼒会社様を厳選し、エンジニアの⼈物⾯も事前に

確認しております。

●案件のご紹介

弊社社員が常駐する現場の増員を中⼼に、幅広く営業情報を備えております。
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　新年あけましておめでとうございます。
　今年のお正月はご自宅でゆっくり過ごされたのではないでしょうか。
　新型コロナウイルスの蔓延下で生活環境、ビジネス環境がさらに変化してくるでしょう。
　そのような環境下でヒントになる記事を掲載させて頂きました。
　初めての編集で不慣れなところもありましたが、事務局、村崎様をはじめとする編集委員の皆様の助け
を頂き、また原稿を執筆いただいた方々など多くの皆様のご協力を得て、無事完成しました。この場をお
借りして御礼申し上げます。
　今年は昨年の暗い雰囲気をはじき返すほどに飛躍してまいりたいと思います。
　本年もよろしくお願い致します。
� （Ｈ．G）

編集後記


