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福岡県教育委員会賞 FISA協会賞審査委員長賞

ギラヴァンツ北九州賞

福岡ソフトバンクホークス賞

アビスパ福岡賞

ライジングゼファーフクオカ賞

「第 16 回子どもデジタル・デザインコンテスト」福岡県知事賞　
脇山小学校５年　田中　澪さん

このコンテストは、子どもたちのパソコンに対する関心を高め、創造性を育てることを目的に、
「ふくおか・ゆめ・みらい CG コンテスト」という名称で、平成 17 年度から実施しております。 
前年度から、名称を「子どもデジタル・デザインコンテスト」と変更し、 作品テーマもリニュー
アルして実施中です。

ＦＩＳＡニュース　第67号

一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会



理事（19名）・監事（2名） 名簿

役 職 名 氏　名 会社名 役　職
会    長 藤本　宏文 株式会社シティアスコム 代表取締役社長

副 会 長
犬塚　雅彦 九電ビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長
中村　祐二 株式会社テクノ・カルチャー・システム 代表取締役社長
平石　大助 Gcomホールディングス株式会社 代表取締役社長

理    事

青谷　哲也 日本システムスタディ株式会社 代表取締役社長
麻上　俊泰 株式会社エーエスエー・システムズ 代表取締役社長
遠藤　史朗 フォーサイトシステム株式会社 代表取締役社長
黒田　　明 西部ガス情報システム株式会社 代表取締役社長
髙木　克人 株式会社麻生情報システム 取締役
田中　　功 株式会社BCC 代表取締役社長
為永　和博 FFGコンピューターサービス株式会社 代表取締役社長
長濵　好数 株式会社ソルネット 顧問
西村　秀星 株式会社FCCテクノ 代表取締役社長
丹山　裕和 西鉄情報システム株式会社 代表取締役社長
野田　一雄 株式会社九州DTS 代表取締役社長
真鍋　順一 株式会社ニシコン 代表取締役社長
三浦　弘二 NTTデータNCB株式会社 代表取締役社長
宮下　英之 SCSK九州株式会社 代表取締役社長

監    事 柗本　淸人 エコー電子工業株式会社 代表取締役社長
村上　浩一 九州NSソリューションズ株式会社 代表取締役社長

専務理事 山田　正秀 （一社）福岡県情報サービス産業協会 事務局長
※任期：令和５年通常総会まで

（氏名　五十音順）

　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。
　新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから１年以上が経過しましたが、まだまだ落ち着きを見せません。
やっとワクチン接種が始まった状況で、国民に行き渡り、平穏を取り戻すには秋口、もしくは年内かかるのかも
しれません。
　このような状況の中、各委員会活動も当初の計画通りには進めない状況下でしたが、皆さんそれぞれ工夫して、
新しい形を模索しながら活動して頂きました。本当にありがとうございました。
　今年度も完全に元の状況には戻りませんから、いろいろなことをやらない、やれないではなく、引き続き新し
い形を模索して実行に移していきましょう！
　新型コロナウイルスの関係で経済状況は厳しい状況にありますが、我々IT業界は寧ろ時代の要請で様々な舞台
を与えられています。日本政府も今年の９月にはデジタル庁を設置する予定です。日本全体がデジタル化に向かっ
て走り始める年になると思います。我々の持てる力を十分に発揮して、地域社会の発展
に寄与していきましょう。福岡商工会議所とも連携できる環境になりつつあります。
　また、それに伴って、IT人材の育成・採用に更に力を入れる必要があります。福岡も国
際金融機能誘致を掲げており、それを推進するIT技術者の採用にも力を入れております。
FISAも従来の大学ごとの採用説明会に加え、全国の学生を対象とした説明会を試行しま
した。今後はこういう機能を更に強化し、福岡でのIT人材を厚くしていくことが大切です。
　いろいろ課題はありますが、FISAとして会員企業の皆様に、そして地域企業の皆様に
お役に立てる機会を提供できるよう努めてまいります。
　会員の皆様方の企業が、将来に向けて体力を強化し、益々発展されていくよう取り組ん
でまいりたいと思います。何なりとご意見・ご相談頂きますようお願い申し上げます。

ごあいさつ 一般社団法人
　福岡県情報サービス産業協会

会 長　藤 本　宏 文
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委員会・プロジェクトチームの委員長（チーフ）紹介

事務局ティーたいむ
　第16回DDコンテストにおいて応募総
数は前年と比べ約４割程減少となりまし
たが、入選作品には、これまでにない素
晴らしい作品に出会うことができました。
応募総数が減少した原因は新型コロナの
影響と思われますが、ワクチン接種も進
み、新型コロナが終息し、再び多くの応募
をいただけるようチームメンバーと協力
しながら活動してまいります。宜しくお
願い致します。

　当委員会の主な事業は「ふくおかクラ
ウドアライアンス」です。9年目を迎えた
今年度の目標は、参加者 年間650名、累計
5,600名です。扱うテーマは、従来の「DX、
クラウド、セキュリティ、IoT、AI、RPA」
などに加えて、新しいセミナー、学びの場
の提供として、動画配信やオンラインセミ
ナーの開催など積極的に多様な事業展開
をすることで、会員の方々の「スキルアッ
プ」と「ビジネス創造」をご支援します。

　本年度、広報委員長を仰せつかりまし
た内田でございます。協会の諸活動や各
委員会の活動・成果を会員各社様に適切、
かつ円滑に共有できるよう務めてまいり
ます。また会員のみならず関連機構、マス
コミ、広くは一般社会へ分かりやすく、多
様な視点で協会活動の価値を訴求し、理
解・興味・共感を獲得できるよう尽力し
てまいりますので、ご協力をお願い致し
ます。

　当委員会の事業は、協会全般の運営と
課題の解決、各種団体および教育機関と
の交流活動の推進等となります。今年度
は昨年度から引き続き新型コロナによる
影響を多大に受けながらの活動となりま
すが、オンラインを活用した協会運営、ま
た既存および新規の外部団体・機関との
連携を推進し、地域貢献と会員サービス
向上を各委員会、横断チームの皆様と一
緒に目指します。

　当チームは、会員企業の経営課題であ
る人材確保を目的に、IT業界特別講義と
FISA合同企業説明会の２本柱で活動を
行っております。コロナ禍に負けず、攻め
の姿勢でこれまでのやり方にこだわらな
い「新生活様式に対応したイベント」を開
催していきます。
　今後も、各学校と協力し合いながら、多
くの学生が地元福岡の魅力的な企業を知
る機会を創出できるよう全力で活動して
まいります。

　従業員の健康管理は会員企業様にとっ
て重要な課題と思われます。最強の敵コ
ロナウイルスに対してはほぼ無力でワク
チン接種に希望を託すだけの状態であり
厚生委員会として忸怩たる思いの中です
がコロナを請求理由に出来る休職サポー
ト保険が出来、またWLB・メンタル事業
では基本テーマに女性活躍を加え興味あ
るセミナーにするなど知恵を絞り健康を
促進する発信をして行きたいと思います。

　本年度より教育委員長を務めます。新
型コロナの影響で各事業の進め方にはま
だ課題もありますが、引き続き新たな手
法の試行や改善に取り組み、会員企業の
人財育成にいっそう貢献したいと考えま
す。本年度の研修は、万全の感染対策とオ
ンライン講座の拡充により、安心して受
講いただける環境が整っています。研修
の積極的なご活用をはじめとして、皆さ
まのご支援をよろしくお願いします。

■DDコンテスト企画チーム（メンバー　８社）
　チーフ　　大石　秀明　　㈱ネスコウイング

■企画調査委員会（メンバー　55社）
　委員長　　金冨　　聡　　エムアイエフ㈱

■教育委員会（メンバー　45社）
　委員長　　筒井　　順　　西部ガス情報システム㈱

■広報委員会（メンバー　41社）
　委員長　　内田　淳一　　㈱NetValue

■厚生委員会（メンバー　28社）
　委員長　　立邊　英規　　コスミックビジネス㈱

■ビジネス開発委員会（メンバー　12社）
　委員長　　柴田　健二　　特定非営利活動法人AIP

■産学連携推進チーム（メンバー　14社）
　チーフ　　土井　隆徳　　㈱ジャステック　

コロナ禍となりお取り寄せがより盛ん
になった我が家。
ルタオの平日19～24時限定販売第１
弾のルコッタを頼んでみました。直径
11cmのチーズケーキ…危険です。あっ

という間にまるっと１つペロリと食べました。軽い口当たりに
さすがルタオと思わせる絶妙なクリーム。今は第２弾のキャラ
メルマキアート～ドルチェ～を販売中！この機会にどうぞお試
しあれ！！
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= 特集 =　国のデジタル関連施策
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デジタルスキルが学べるオンライン講座
●●Reススキキルル講講座座

経産大臣認定の専門的・実践的な教育訓練講座

無料

税制優遇

サイバーセキュリティ対策 DX関連の認定制度

●●情情報報セセキキュュリリテティィササーービビスス基基準準
適適合合ササーービビススリリスストト

一定の技術・品質管理要件を
定めた「情報セキュリティサービス
基準」に適合するサービスのリスト。
235件を掲載（令和3年6月現在）。

●●IT導導入入補補助助金金
ITツール導入による業務効率化を支援
・補助上限（通常枠）：450万円
・補助率（通常枠）：1/2

●●DX認認定定制制度度
ビジョンの策定や戦略・体制の
整備などを既に行い、DX推進の
準備が整っている（DX Ready）事業者を認定。

●●ススママーートトSMEササポポーータターー
中小企業者等の生産性を高めるため
のITツールを提供するIT導入支援者を
情報処理支援機関として認定。
九州地域からは計66社が認定済み。

●●ササイイババーーセセキキュュリリテティィおお助助けけ隊隊ササーービビスス
中小企業が「安価で」
対策・導入できる
ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽを
登録認定。

●●事事業業再再構構築築補補助助金金

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等
の取組、事業再編又はこれらの取組を
通じた規模の拡大等を支援
・補助上限：最大1億円
・補助率：1/2～2/3

●●ももののづづくくりり・・商商業業・・ササーービビスス生生産産性性向向上上促促進進事事業業
（（ももののづづくくりり補補助助金金））
新製品・サービスの改善に必要な
設備投資等を支援。
・補助上限（一般型）：1,000万円
・補助率（一般型）：1/2～2/3

●●５５G投投資資促促進進税税制制
認定導入計画に従って導入される一定の
５Ｇ設備（ローカル５Gシステム等）に係る
投資への税制措置
・法人税・所得税：

15％税額控除または30％特別償却
・固定資産税：

3年間、課税標準を1/2
※2年間の時限措置
（令和4年3月末までの
取得設備が対象）

●●DX投投資資促促進進税税制制
DXの実現に必要なクラウド技術を活用した
デジタル関連投資に対し、3～5%税制控除
または30%特別償却を措置。
（詳細は後日経済産業省HPで公表予定。）

経済産業省九州経済産業局は、令和３年４月１日付けで「デジタル経済室」を新設しました。
地域企業のデジタル化ひいてはDXの推進のほか、サイバーセキュリティ対策の強化、MaaS
やドローン技術を活用した地域のデジタル活用事業などの支援に取り組みます。

以下に記載の支援策以外にも、DX関関連連ののイイベベンントト情情報報やや企企業業ののDX事事例例ななどどをを「「デデジジタタルル関関
連連施施策策ののごご紹紹介介」」（（月月２２回回程程度度更更新新））にまとめています。当当局局HPよよりりごご確確認認くくだだささいい。 

＜九州経済産業局 デジタル経済室 TEL：092-482-5552 E-mail：kyushu-iot@meti.go.jp＞

○●DX関連施策のご紹介●○

人材育成
●●巣巣ごごももりりDXスステテッッププ講講座座ナナビビ

補助金



新型コロナウイルス感染症対策情報関連

＊ 出展　福岡県
＊ 最新の情報は、それぞれの窓口にお尋ねください。

地域経済の活性化支援策

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの主な支援策
経営や資金操りに関する全般的なご相談は、0120-567-179※９時～17時、土日祝日含む

令和3年７月30日現在

売上減少に伴う資金
繰りを支援

※�融資対象者には一定
の要件があります。

緊急経済対策資金

融資利率1.3％・保証料ゼロ
融資限度額�　１億円
融資期間� 　10年以内
据置期間� 　２年以内

フリーダイヤル経営相談窓口
　0120-567-179
※９時～17時、土日祝日含む

政府系金融機関による特別貸付 ３年間実質無利子・無担保の「新型コロナウイ
ルス感染症特別貸付」などがあります。

○日本政策金融公庫
　事業資金相談ダイヤル
　0120-154-505
○商工中金
　新型コロナウイルスに関する
　経営相談窓口
　0120-542-711
※平日９時～17時、土９時～15時

地域商品券による地域経済活性化支援 商工会議所・商工会や商店街が行うプレミアム付き地域商品券の発行を支援
（プレミアム率20％以上）

中小企業振興課
　092-643-3420

福岡県ウェブ物産展 県産の加工食品や工芸品、農林水産物を最大３割引きでネット販売する「福
岡県ウェブ物産展」を楽天市場内特設ページで開催

観光局観光政策課
　092-643-3454
福岡の食販売促進課
　092-643-3514

「福岡の避密の旅」観光キャンペーン
※実施時期は別途お知らせします

県内の宿泊施設を利用する際の宿泊代や、県内の観光地等を訪問する際に利
用するレンタカー代、タクシー代を割引

観光局観光振興課
　092-643-3429

企業の思い切った事
業再構築を支援 事業再構築補助金【国】

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取
組みを支援
補助率、補助額（通常枠の場合）
中小企業：2/3、100万円～6,000万円
中堅企業：1/2、100万円～8,000万円

事業再構築補助金コールセンター
　0570-012-088
　03-4216-4080
※平日９時～18時

デリバリーやオンライ
ンレッスンの導入など
新たな取組みを支援

経営革新実行支援補助金
経営革新計画を策定し、新たな取り組みにチャ
レンジする事業者を支援
補助率：3/4（上限額50万円） 新事業支援課

　092-643-3449業種別ガイドライン
に基づいた感染防止
対策を支援�

経営革新実行支援補助金
（感染防止対策）

経営革新計画を策定し、業種別ガイドラインに
基づき実施する感染防止対策の取組みを支援
補助率：3/4（上限額50万円）

ポストコロナに対応し
た前向きな設備投資
や、集客の回復等を目
指す取組みを支援

中
小
企
業
生
産
性
革
命
支
援
補
助
金

中小企業設備導入支援型

売上が15%以上減少した事業者が、国の「も
のづくり補助金」の特別枠または低感染リスク
型ビジネス枠に採択された場合、県の補助金を
上乗せ

○国の補助金
　生産性革命推進事業に係る
　お問合せコールセンター
　03-6837-5929
○県の上乗せ補助金
　〈中小企業設備導入型〉�
　県中小企業団体中央会
　092-622-8486
　〈小規模事業者販路開拓支援型〉
　県商工会議所連合会
　092-441-1146
　県商工会連合会
　092-624-8655
　〈テレワークツール導入支援型〉
　(公財)県中小企業振興センター
　092-612-5005

小規模事業者販路開拓支援型
売上が15%以上減少した事業者が、国の「持
続化補助金」の特別枠（コロナ特別対応型）に
採択された場合、県の補助金を上乗せ

テレワークツール導入支援型

売上が15%以上減少した事業者が、国の「IT
導入補助金」の特別枠または低感染リスク型ビ
ジネス枠に採択され、テレワークを導入した場
合、県の補助金を上乗せ

既存の県補助金につ
いて、特に厳しい状況
にある事業者に対し、
補助金を上乗せ支援
（中小企業・小規模事
業者応援補助金）

事業承継 事業承継の課題解決に必要な経費を支援 中小企業振興課
　092-643-3425

人材確保 県外のプロフェッショナル人材が副業・兼業
で、県内中小企業に勤務する際の移動費を支援

中小企業技術振興課
　092-643-3433

貸
　
付

補
　
助
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FISA イベント報告

学校名 形式 開催日 参加 
企業数

申込学生数 
（のべ人数）

参加学生数 
（のべ人数）

1社あたりの 
申込学生数

1社あたりの 
参加学生数 キャンセル率

久 留 米 大 学 対面 3月29日 11 - 89 - 8.1 -
福 岡 工 業 大 学 対面 4月22日～23日 25 - 524 - 21.0 -
福 岡 大 学 オンライン 3月1日～4月30日 32 1,298 316 40.6 9.9 75.7%
九 州 産 業 大 学 オンライン 4月1日～4月30日 25 44 31 1.8 1.2 29.5%
久留米工業大学 オンライン 5月1日～5月31日 11 0 0 - - -
北九州市立大学 オンライン 5月17日～6月18日 16 0 0 - - -
麻 生 塾 オンライン 5月10日～5月28日 12 106 76 8.8 6.3 28.3%
全 国 版 オンライン 3月18日～3月25日 32 32 16 1.0 0.5 50.0%

　令和２年度に16回目を迎え、「～ふくおか・ゆめ・みらい～子どもデジタル・デザインコンテスト」という名称で
活動を行っております。テーマにつきましても「わたしの住む町自慢」「わたしのゆめ」「わたしの好きなスポーツ」に、
リニューアルしました。
　コロナの影響で、休校や夏休み短縮、授業内容の見直しがある中、多くの作品応募があり大変嬉しく思います。
◆テーマ　（３テーマから選択）
　 　・「わたしの住む町自慢」　　・「わたしのゆめ」　　・「わたしの好きなスポーツ」
◆応募作品数

第16回 第15回 第14回 第13回 第12回
応募総数 1,228 1,962 1,867 2,049 2,203 
応募校数 70 94 92 100 104 
１年生 2 2 8 11 10
２年生 6 30 37 12 62
３年生 6 20 65 30 140
４年生 323 688 625 777 679
５年生 387 645 569 642 662
６年生 504 577 563 577 650

◆審査日 ： 令和３年１月7日（木）　福岡 SRP センタービル
　　　　　審査委員長：笹渕恵様（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 DD コンテスト企画チーム員
◆入賞作品　　全学年より１点　・福岡県知事賞　　　　・審査委員長賞
　　　　　　　各学年より１点　・福岡県教育委員会賞　・FISA 協会賞　　　　　    ・福岡ソフトバンクホークス賞
　　　　　　　　　　　　　　　・アビスパ福岡賞　　　・ギラヴァンツ北九州賞　・ライジングゼファーフクオカ賞
　　　　　　　「入選」 ・・・ 各学年応募総数の１割程度（114点）
◆作品展示会 ： 令和３年３月31日（水）～４月６日（火）　10:00～18:00（最終日は16:00まで）
　　 北九州芸術劇場　市民ギャラリー（リバーウォーク５Ｆ）にて、福岡県知事賞をはじめ、優秀作品32点＋入選114

点の作品展示会を新型コロナウイルス感染拡大予防対策を十分に行い開催しました。７日間で202名の方にご来場
いただきました。

「第16回子どもデジタル・デザインコンテスト」の開催「第16回子どもデジタル・デザインコンテスト」の開催 （ D D コ ン テ ス ト 企 画チーム ）（ D D コ ン テ ス ト 企 画チーム ）

　「令和３年度FISA春季合同企業説明会」を開催致しました。昨
年度の春季は新型コロナの影響で全てのイベントが開催できません
でしたが、今年度は、ニューノーマルへの対応として各大学の方針
に合わせてオンライン形式と対面形式のどちらでも対応可能とし、
久留米大学では初となる対面形式での開催、また、FISAとしては
初となる全国版オンライン合説の開催も実現しました。
　対面形式イベントへ参加した企業からは「多くのイベントがオン
ライン形式になる中、対面形式で学生と直接会う機会はとても貴
重」といった意見が聞かれ、全ての企業から来年度も参加したいと
のアンケート結果が得られました。オンライン形式での合説につい
ては、学生にとっても気軽に参加しやすいというメリットがありつ
つ、キャンセル率が高いという課題もあるため、今後、大学側と協
議し、より良いイベントとなるよう改善してまいります。
　我々、産学連携推進チームは今後も精力的に活動し、会員企業が
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。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。

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

久留米大学 福岡工業大学
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新 規 会 員 紹 介

株式会社 YSK e-com福岡支店
福岡市博多区博多駅前1-9-3 博多駅前シティビル 12F
TEL：092-686-8666 FAX：092-686-8667
URL： https://www.ysk.co.jp/

株式会社 YSK e-comは、山梨県甲府
市に本社があり、１９８６年１２月
に設立しました。福岡支店は、２０
１５年４月に開設しました。
福岡支店ではニアショア開発拠点として、オンサイト（東京）側と連携し
つつ、WEBシステムの開発業務を行っており、本事業を通じて福岡の地域活
性化と、情報サービス産業に貢献していけたらと考えております。

　株式会社YSK e-comは、山梨県甲府市
に本社があり、1986年12月に設立しまし
た。福岡支社は、2015年４月に開設しまし
た。
　福岡支店ではニアショア開発拠点とし
て、オンサイト（東京）側と提携しつつ、WEBシステムの開発業務を行っており、本事業
を通じて福岡の地域活性化と、情報サービス事業に貢献していけたらと考えております。

弊社は「通販マーケッター」という通販会社向けの
基幹システムの開発・保守を自社で行っております。
システム事業だけではなく、広告の制作やプランニング、
コールセンターやBPOなどの事業も展開しており
現場の声を活かしたソリューションを提供いたします。
システムの中心拠点を福岡支社に持っており、
福岡県における情報サービス産業や通販業界の振興に
より一層取り組んでまいります。
通販事業のサポートが必要な際は是非ご連絡ください。

株式会社東通メディア
本社：東京都中央区八丁堀4-8-2　いちご桜橋ビル8F 
福岡支社：福岡県福岡市中央区大名2-9-2 福岡共栄火災ビル6F
TEL：092-736-1740 FAX：092-736-1802 
URL：https://www.totsumedia.co.jp

株株式式会会社社東東通通メメデディィアア  
本社：東京都中央区八丁堀 4-8-2 いちご桜橋ビル 8F       
福岡支社：福岡県福岡市中央区大名 2-9-2 福岡共栄火災ビル 6F 
TEL：092-736-1740 FAX：092-736-1802  
URL：https://www.totsumedia.co.jp
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「未来 Innovation in 九州」は、SDGs（持続可能な開発目標）の実現を目指し、2019年から福岡で
開催しているビジネスパーソンのための展示会です。本年はリアルの臨場感はそのままにオンラインの
特性を活かした新しいオンライン展示会として開催いたします。
AIやIoTを用いたビジネスソリューションや、海洋プラスチックを始めとした世界規模の課題への取り
組み事例、新たなビジネススタイルのご提案など、全国各地の企業・団体が情報発信をしています！
また、オンラインによるリアルタイムでの講演会も実施いたします。
オンラインだから、いつでもどこにいても参加可能！
是非、「未来 Innovation in 九州 2021-オンライン-」にご参加ください！

会　　期 ：  9 月 1 日（水）～ 9 月 3 日（金）
アーカイブ
公開期間 ：  9 月 4 日（土）～ 9 月 30日（木）
開催形式 ：  オンライン開催
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令和３年１月１日 令和３年１月１日～令和３年７月31日 令和３年７月31日
現　在 入　会 退会等 変　更 現　在

正　会　員 149 3 -11 1 142
賛助会員 28 0 0 -1 27
合　　計 177 3 -11 0 169

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。

令和３年度「通常総会」及び「臨時総会」開催
　６ 月16日（水）に、当協会の通常総会を開催いたしました。
　前回同様、今回も新型コロナウイルスの感染防止の観点から、会員の皆様には出席を控えていただき書面に
よる議決権行使をお願いしました。
　その結果、議決権を有する正会員142会員の内、２分の１を上回る100会員に議決権行使を行っていただき、
全議案とも原案のとおり承認されました。

【報告事項】 ■ 令和２年度事業報告
  ■ 令和３年度事業計画及び収支予算　　

【決議事項】 ■ 第１号議案　令和２年度収支決算承認の件
  ■ 第２号議案　任期満了に伴う理事・監事選任の件

　７月28日（水）に、社長職交代時期の関係で通常総会以降に選任が必要となった２名の役員選任のため、臨
時総会を開催しました。
　通常総会同様、会員の皆様には出席を控えていただき書面による議決権行使をお願いしました。
　その結果、議決権を有する正会員142会員の内、２分の１を上回る106会員に議決権行使を行っていただき、
議案は原案のとおり承認されました。

【決議事項】 ■ 第１号議案　任期満了及び辞任に伴う理事選任の件

黒田 新理事 為永 新理事 西村 新理事 野田 新理事 三浦 新理事 柗本 新監事

通
常
総
会

臨
時
総
会

新 役 員 紹 介

【入　会】Ｒ３．６．１（正会員）株式会社ジオ技術研究所
　　　　　Ｒ３．６．１（正会員）株式会社東通メディア　福岡支社
　　　　　Ｒ３．６．１（正会員）株式会社YSK e-com　福岡支店

【変　更】Ｒ３．４．１（賛助）→（正会員）株式会社N.ジェン　九州事業所

【退会等】Ｒ３．３．３１（正会員）アイ・エフ・ピー株式会社
　　　　　Ｒ３．３．３１（正会員）行政システムサービス株式会社
　　　　　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社富士通九州システムズ
　　　　　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社NTTデータニューソン九州事業所
　　　　　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社システナ　福岡開発センター
　　　　　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社システムフォレスト福岡オフィス

　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社テクノプロ　テクノプロ　IT社　福岡支店
　Ｒ３．３．３１（正会員）富士通Japan株式会社九州ビジネス統括部
　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社富士通ビー・エス・シー福岡開発センター
　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社ユースフル　福岡営業所
　Ｒ３．３．３１（正会員）株式会社パーフェクトマニージ　福岡営業所
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　暑中お見舞い申し上げます。はじめに新型コロナウィルス感染症拡大のなか、最前線で人々の健康福祉に貢
献してくださっている医療従事者の皆様、コロナウィルス感染症対策の業務に携わっておられる皆様に心より
敬意、謝意を表します。
　さて、今年９月１日にはデジタル庁が創設されることとなっており、その記念日として『デジタルの日』が制
定されました。IT業界に関係がある内容でもありますので関連記事を掲載しております。
　当号発行に際しまして、ご多忙にも係わらず、ご協力頂きました関係者の皆様、並びに原稿をご執筆頂きま
した皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日も早く解消され、平穏な日々が戻りますようお祈り申し上げ
ます。 （Ｙ．Ｔ）

編 集後記


