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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、新型コロナウイルスの影響で思うように委員会活動ができなかったことと思いますが、理事・各委
員会並びに会員の皆様に支えられて、無事2021年を終えることができました。皆様に感謝申し上げます。
　新型コロナウイルスも落ち着いてきた感はありますが、次々に変異株が出現、しかもその強さを増す等まだま
だ予断を許さない状況です。当分、山あり谷ありの状況が続く、所謂「WITHコロナ」の状態の中で事業を進めてい
くことになろうかと思います。我々の業界は真っ先に在宅を取り入れることができる環境にありましたし、コロ
ナ禍にあっても企業のシステムへの投資意欲は高く、政府のデジタル化推進もあって、会員の皆さんの受注は順
調で、寧ろ人が足りない状況にあろうかと思います。今年もこの環境は続くと思われますが、こういう時こそ、好
業績に浮かれることなく、各企業・FISAとして、地域・中小企業・ベンチャー等との連携を深め、業界のステー
タスを上げる取り組みをしていく必要があると思います。そうすることが将来的には我々の業界に必ず良い循環
で返ってくることだと思います。福岡には、今いろいろな企業が進出しようとしています。天神・博多駅周辺での
再開発が進めば、東京からだけでなく、海外からも沢山進出してくることが予想されます。そうなったとき、我々
企業もFISAも足腰を強くしておく必要があります。人を育て、地域企業を育て、皆さんの企業、FISAの存在意義
を高めておきましょう。
　FISAとしても引き続き会員企業の皆様を支える取り組みと、地元福岡に貢献できる取り組みを進めていきたい
と思っています。
　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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九州経済産業局長九州経済産業局長

後藤　雄三

福 岡 県 知 事福 岡 県 知 事

服部　誠太郎

　令和４年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　昨年８月の大雨により、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。
　近年、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュート
ラルといった社会変革の波が訪れる一方、新型コロナの感染拡
大は、人々の暮らしや働き方、価値観に大きな変化をもたらして
います。世の中は複雑性を増し、今後の先が見通せない時代に
入りつつあります。
　九州でも産業やエネルギー供給の構造変革が見込まれる中、こ
れらに対応するためには、過去の延長線で考えるだけではなく、
新しいイノベーションを興していくことが非常に重要です。
　九州経済産業局では、ウィズコロナを見据え、次の時代を
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取り組
んでまいります。
　デジタル技術の活用による生産性や付加価値の向上、ウィズ
コロナに対応した事業の再構築を支援します。
　また、経済安全保障の観点からサプライチェーンの強靱化を図
り、供給体制に支障が生じた半導体分野では「シリコンアイラン
ド九州の復活」に向けて、人材育成や設備投資を支援します。
　中小企業の経営課題に即した必要な人材像を明確化し、多様
な人材の活躍を推進するとともに、円滑な事業承継と新たな価
値創造を図るため、マッチング支援等による後継者探しや税制
措置などに加え、未来の九州を担う次世代経営層（アトツギ）
による事業の「再創造」など、新たな挑戦に寄り添った支援を
行います。
　近年頻発する自然災害に対応するため、自治体や関係機関と
も幅広く連携しつつ、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。
　アジア地域等との経済交流を引き続き推進するとともに、九
州産本格焼酎を含む「食」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、外国人留学生の採用支援など、企
業の海外展開を支援します。
　地域の社会・経済の未来を描く上で重要なSDGsの取組を関
係機関と協力して進めます。
　エネルギーの安定供給確保に万全を期すとともに、「2050年
カーボンニュートラルの実現」に向けて、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
正な導入を促進します。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も
引き続き取り組みます。
　また、中小企業が「脱炭素」に円滑に対応できるよう、普及啓
発や各プレーヤーの糾合、社会実装を推進します。
　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企業も数多く存在します。新型コロナを
乗り越えたその先の輝かしい未来のあり方を世界に発信できる、
そうした地域です。
　九州が輝くことで、日本を照らし、アジアを照らし、世界
を照らす。そうしたことができるように九州から具体的な成
功モデルを数多く生み出し、九州が持続的に発展していける
ように、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４月に知事に就任して以来、大雨災害の被災地の復
旧・復興や新型コロナウイルス感染症対策に全身全霊で取り
組みました。皆さまには、外出自粛などの厳しい措置にご理
解とご協力をいただき、心より感謝を申し上げます。
　コロナ禍によって、テレワークやオンライン化など非対面・非
接触での生活様式を可能とするデジタル技術の重要性が高まって
います。国においても、「デジタル」を今後の日本を成長させて
いくためのキーワードの一つとして位置付けているところです。
　こうした流れを受け、本県では、新たなデジタル社会のあ
り方を示す「福岡県ＤＸ戦略」の策定中であり、今後、県内
のデジタル化推進に向けたさまざまな取り組みを強化し、加
速させていきます。
　そこで、県では県内企業によるデジタル関連製品・サービ
スの創出と、地域課題の解決の双方を目指す取り組みを進め
ています。まず、庁内に副知事をトップとする「デジタルプ
ロジェクト推進会議」を立ち上げ、最新のデジタル技術の動
向や各種支援策の共有を図りました。また、ＩＴベンダーや
専門家などを交えた意見交換の場である「課題解決ワーク
ショップ」や、企業などの現場にＩＴベンダーが直接出向い
てニーズを把握する「現場ニーズ把握会」によって、導入側
とベンダー側とのマッチングを行っています。さらに、デジ
タル化ツールなどの開発費用を助成し、企業のシステム開発
を一体的に支援しているところです。
　一方で、県内各産業のデジタル化を進めていく上では、
各々の企業において、事業内容や経営に精通した上でシステ
ムを使いこなせる「デジタル人材」の育成も必要です。そこ
で昨年１１月に、福岡県をはじめ九州におけるＤＸを産学官
金で推進する「九州ＤＸ推進コンソーシアム」を設立いたし
ました。今後、このコンソーシアムを通じて、人材育成を中
心とした取り組みも行ってまいります。
　今年、まずはコロナ危機を克服し、疲弊した地域経済を立
て直してまいります。そして、将来の発展の種をまき、芽を
育てることにも取り組んでまいります。
　県では、今後成長が期待される分野での新たな成長産業の
創出を目指しています。
　特に情報サービスに密接に関連するブロックチェーンに関し
ては、世界に通用する優れた技術を持つ県内企業が集積して
いる他、九州工業大学、近畿大学などの研究機関も立地し、優
秀なＩＴエンジニアを多く輩出しています。本県ではこうした
強みを生かして、ブロックチェーン技術の振興に取り組んでお
り、企業の研究開発や実証実験への助成、人材育成支援など
を行っています。今後もこうした取り組みを強化し、ブロック
チェーン産業のさらなる拠点化を目指してまいります。
　加えて、宇宙ビジネスでは、ロケットや人工衛星などの宇宙
関連機器に係る研究開発支援の他、今後大きな市場の拡大が予
測されている衛星データを活用した新たなサービスの創出支援
に取り組み、本県発の宇宙ビジネス創出を目指しています。
　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、本県を九州のリーダー県と
してふさわしい県に飛躍・発展させたいと考えております。
　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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  「デジタルの日」「デジタルの日」記念講演 記念講演 
（ふくおかクラウドアライアンス 9 周年記念講演） （ふくおかクラウドアライアンス 9 周年記念講演） 

　デジタルの日（令和3年10月10日、11日）は、
　　① デジタル庁の発足を記念し、令和3年を「デジタル元年」

とする。
　　② 誰一人取り残さない人に優しいデジタル化の実現のた

め、新しくデジタルに触れる、感じる「デジタルデ
ビュー」を普及する。

という2つのテーマのもとに、国が創設したものです。

　当協会では、このデジタルの日を記念し、福岡商工会議所
様、福岡県商工会連合会様にご共催いただき、10月11日に講演
会を開催しました。
　また、この講演は、当協会の主要な活動の一つである「ふくおかクラウドアライ
アンス」事業の9周年記念講演としての位置付けも兼ねて開催しました。

　当日は、まず、当協会の藤本会長が主催者として「当協会ではかねてから、ふく
おかクラウドアライアンスの活動を中心にデジタル化の推進に取り組んできたが、
ここに来て一気にスピードが増してきた。このデジタルの日を大いに盛り上げ、今
後の福岡県のデジタル化推進に、当協会が一丸となって取り組もうということで当
講演会を企画した。今後、人々の暮らしをより良く進化させ人に優しいデジタル化
が一層進むよう祈念している。」とのあいさつを行いました。

　続いて講演では、九州経済産業局デジタル経済室の村上室長補佐様、福岡県デジ
タル戦略推進室の安達室長補佐様から、それぞれのデジタル施策についてご紹介い
ただきました。
　村上様からは、デジタルの日創設の意義をはじめ、デジタル化が前提となる世界
について、あるいは大規模災害に対するレジリエンスなどデジタル化を取り巻く現
状についてご説明がありました。また、国のデジタルトランスフォーメーション政
策における「企業の内面への働き掛けと環境整備の両面からの挟み撃ちを行う」と
いう考え方のもと、経済産業省の幅広いデジタル関連施策についてご紹介をいただ
きました。

　安達様からは、県ではこれまで「福岡県官民データ推進計画」に基づき、行政情
報のオープンデータ化を推進してきたが計画期間が終了することから、新たにデジ
タルトランスフォーメーションの考え方を取り入れた「福岡県DX戦略」を策定中
であるとのご説明がありました。また、地域の魅力の発信やデジタルデバイドの解
消、テレワーク等の多様な働き方の支援などを目的に、東峰村をメイン会場として
実施したパイロット事業「DIGITAL Switch! FUKUOKA」についてご紹介いただ
きました。

　そして、基調講演では、小惑星探査機はやぶさなどで宇宙探査をリードする、
JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宮里様から「宇宙開発の今と未来」と題してご講
演をいただきました。
　有名な「はやぶさプロジェクト」のお話をはじめ、ロケットや人工衛星の最新情
報、あるいは宇宙開発からの贈り物として宇宙ステーションでの実験結果や宇宙開
発技術が我々の生活の様々なところで役に立っているお話、さらには既に始まって
いる宇宙観光旅行といった未来の宇宙開発のお話など、デジタルの日にふさわしい
JAXAならではの大変貴重で興味深いご講演をいただきました。

　講演は、ハイブリッド方式で開催し、会場参加21名、オンライン参加72名の計93
名の方にご聴講いただきました。
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ＦＩＳＡイベント報告 

「女性活躍推進セミナー」の開催「女性活躍推進セミナー」の開催

「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

（厚生委員会）（厚生委員会）

（産学連携推進チーム）（産学連携推進チーム）

　 11月18日（木）に福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センターにて、第１部で
は「女性活躍推進のための両立支援アンコンシャス・バイアスとは」と題して
MS&ADインターリスク総研の大瀧雅世様から、第２部では「働き女子の人材育
成」と題してJR九州博多駅長の鐘ヶ江理恵様からそれぞれご講演を、第３部では福
岡県様から女性活躍推進の取組について事業紹介をしていただきました。
　 今年も、「福岡県企業における女性の活動推進補助事業」の支援をいただいてお
り、福岡県の女性活躍推進のテーマ「アンコンシャス・バイアス」を意識し、アン
コンシャス・バイアスを正しく理解し、真の多様性ある職場を目指していただくこ
とを目的に企画しました。
　 第１部では女性活躍推進が旬な理由、アンコンシャス・バイアスへの対応、企業
事例など、アンコンシャス・バイアスについてわかりやすく説明していただきまし
た。第２部ではJR九州の鐘ヶ江博多駅長様より、ご自分の貴重な経験談を交えなが
ら、社員の力を最大限に引き出す方法、社員の力を活かす極意(それは愛)を教えて
いただきました。大変参考になる内容で、両講師とも参加者からのたくさんの質問
にも丁寧にご回答いただきました。
　 福岡県の吉田様・福田様・力石様からは、アンコンシャス・バイアス、
WOMEN’S　BUSINESS CAMP、仕事と家庭の両立支援についての取組みについて
ご紹介していただきました。ご紹介いただいた活動は、企業としても活用したい内
容でした。
　 今回も会場参加とオンラインとのハイブリッド形式で、参加者は80名(現地15
名、オンライン65名)、アンケートの結果は86%の方が「参考になった」という回答
で、参加した皆様の今後の働き方の参考になったようです。
　 今年度も、コロナ禍のため、健康ハイク事業を断念し、セミナー開催に力を入れ
ております。2月にも、メンタルヘルスに関するセミナーを開催予定です。
　 今後も会員企業のニーズを満たすセミナーを企画して参りますので、多くの方に
参加いただければ幸いです。

※アンコンシャス・バイアスとは･･･無意識の思い込み・偏見のこと。私たちの
仕事や日常生活での様々な判断や意思決定に大きな影響をもたらしています。

　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９月
13日より10月29日に亘り「令和３年度FISA秋季合同企業説明会」を下記の通り開催しました。

　対面形式では大学の協力を得て新型コロナ感染予防対策を実施しながら開催し、緊急事態宣言の状
況に応じて対面/オンライン形式を使い分けながら臨機応変に説明会を実施することができました。
　今後もより良いイベントとなるように工夫を重ね、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。会員企業様にはそのメリットを十二分にご活用いただく
とともに、今後もFISA事業活動へのご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

※久留米大学は台風のためキャンセルが多かった

形式 開催学校 学生募集期間
参加
企業

申込
学生数
(のべ)

参加
学生数
(のべ)

1社あたり
申込
学生数

1社あたり
参加
学生数

キャン

セル率
内定数 採用数

オンライン

九州産業大学 9/13～10/29 5社 27名 17名 5 . 4名 3 . 4名 37 . 0％ 0名 0名

麻生専門学校 9/20～10/22 4社 17名 11名 4 . 3名 2 . 8名 35 . 3％ 1名 1名

久留米工業大学 9/28 4社 11名 9名 2 . 8名 2 . 3名 18 . 1% 0名 0名

福岡大学 10/9 6社 98名 53名 16 . 3名 8 . 8名 45 . 9% 3名 3名

対面
福岡工業大学 9/8～9/10 8社 42名 40名 5 . 2名 5 . 0名 4 . 7％ 3名 2名

久留米大学 9/17 6社 38名 24名 6 . 3名 4 . 0名 36 . 8% 1名 0名
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「子供向けプログラミング講座」の開催「子供向けプログラミング講座」の開催

「ＩＴ業界特別講義」の開催「ＩＴ業界特別講義」の開催

「夏季合同施策検討会」の開催「夏季合同施策検討会」の開催

（教育委員会）（教育委員会）

（産学連携推進チーム）（産学連携推進チーム）

（企画調査委員会）（企画調査委員会）

　10月23日（土）、子供向けプログラミング講座をオンライン（Zoom活用）で開催しました。
　本講座はFISA設立20周年を機に集合形式で毎年開催してきましたが、昨年度はコロナ禍により開催を断念せざるを
得ませんでした。そこで今年度は新たな開催方法の試行を兼ね、講師会場と受講会場をZoomで結ぶサテライト形式で
開催することとしました。
　講座は、会員企業3社のご協力のもと社員のご家族を中心に
10名の小学生に受講いただき、集合形式同様、概ね好評を得ま
した。
　一方、開催メンバーからは「子供同士の交流や受講者サポー
トの充実の点から集合形式が望ましい」との意見や、「小学校
でプログラミング授業が行われているため受講者の理解度等に
応じたコース分けが必要」等の意見が上がり、今後の開催に向
けた課題も浮上する結果となりました。
　今後は、今回の経験を糧に適切な集合形式の開催方法やコー
スの見直し等の検討を行い、本講座のさらなる充実を図ってま
いります。

本年度で第12回目となる『IT業界特別講義』を下記の通り開催しました。

　　◆　 福岡大学（オンライン）：7月9日(金)… 132名参加
　　　　　 演題：「 地方自治体のデジタルトランスフォーメーション　～スマートシティの実現に

向けて～」
　　　　　 講師：Gcomホールディングス株式会社 自治体DX推進室長 板矢 仁　様
　　◆　 福岡工業大学（オンライン）：10月6日(水)… 61名参加
　　　　　 演題：「ICTで社会を支える私たち」
　　　　　 講師：株式会社シティアスコム 大中 亮一　様
　　　　　 演題：「デジタルによる経営革新とエンジニアの生き方」
　　　　　 講師：株式会社FCCテクノ 代表取締役 CEO 西村 秀星　様
　　◆　 九州産業大学（オンライン）：11月10日(水)… 139名参加
　　　　　 演題：「コロナ禍でのテレワーク」
　　　　　 講師：コンピュータハウス株式会社 部長 大橋 政信　様
　　◆　 北九州市立大学（オンライン）：11月29日(月)… 66名参加
　　　　　 演題：「ものづくりだけじゃないエンジニアとしての生き方」
　　　　　 講師：株式会社エム・アンド・アイ 部長　木村 海渡　様
　　◆　 麻生情報ビジネス専門学校（オンライン）：12月8日(水)…225名参加
　　　　　 演題：「コロナ禍でのテレワーク」
　　　　　 講師：コンピュータハウス株式会社 部長 大橋 政信　様

　今年度のIT講義は全てオンライン形式で開催しました。パネルディスカッションではチャット機能を使って現役社員へ
の質疑応答を行い、学生から活発な質問が挙がりました。大学からも「学生の職業観形成に役立てた」との評価を頂きま
した。

　10月27日（水）、福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センターにおいて、新型コロナウイルスの影響により延期され
ておりました夏季合同施策検討会を開催いたしました。
　理事、各委員会および横断チーム、事務局から計29名にご参加いただきました。
メインテーマを「第６期３ヵ年方針の策定に向けた検討」として、各委員会および横断チームより第５期３ヵ年方針に
対する報告を経て、グループディスカッションを行いました。ディスカッションのキーワードを、「他団体および行
政との連携」、「DX推進」、「働き方の変化」として、第６期
３ヵ年方針のベースとなる施策案および活動案を検討しました。
　連携に関しては、福岡商工会議所様との現取り込みを継続、
商工会議所会員に対するICTセミナーやFISA会員とのビジネス
マッチングなど連携発展に向けた企画および推進、DX推進に関
しては、特化したスキルを持ったスタートアップ企業やフリーラ
ンスとFISA会員との交流や協業などにより、よりスピード感を
持ったビジネス展開ができるように支援する案など、地域貢献と
会員サービス向上に貢献することが可能なアウトプットを出すこ
とができました。
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「未来 Innovation in 九州」の開催「未来 Innovation in 九州」の開催

「生産性向上支援訓練」の実施「生産性向上支援訓練」の実施

「第37回 役員・委員会対抗ゴルフコンペ」の開催「第37回 役員・委員会対抗ゴルフコンペ」の開催

（企画調査委員会）（企画調査委員会）

（教育委員会）（教育委員会）

（幹事：企画調査委員会）（幹事：企画調査委員会）

　「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した。
　オンラインによるリアルタイムでの講演会をはじめ、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・団体様か
ら未来へつながる様々な情報の発信があり、800名近くの方に閲
覧いただくとともに総ページビュー数は20,000ビューを超えるな
ど盛会裏に終了することができました。
　なお、この「未来 Innovation  in 九州」は、大変残念ながら今
回を持ちまして終了することとなりました。
　当紙面をお借りしまして、これまで当イベントの開催にご支
援、ご尽力をいただきましたすべての皆様に厚くお礼を申し上げ
ます。本当にありがとうございました。

　教育委員会では、平成30年度から４年連続で（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 / j igyonush i /d-2.html
　今年度も、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、昨年度４コースからミドルシ
ニアコース２コースを追加して合計６コースを計画し、定員各コース20名合計で120名の募集に対して、延べ12社63名
（11月末現在）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きました。次
年度も継続的に実施する計画です。

＜実施コース＞
11月19日 職場リーダーに求められる統率力の向上
12月 2日 管理者のための問題解決力向上
12月 7日 プロジェクト管理技法の向上
1月13日 チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割
1月26日 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割
2月 3日 組織力強化のための管理

　12月２日（木）麻生飯塚ゴルフ倶楽部にて開催いたしました。役員チーム４名、企画調査
チーム８名、教育チーム５名、厚生チーム３名、広報チーム７名の計27名でのラウンドとな
りました。
　新型コロナウイルス感染者数が以前に比べて少なくなっている状況下で、必要な感染対
策を実施しながら会員同士のコミュニケーションを交わすことがでました。FISAの各事業
およびビジネスに関する話など情報共有および意見交換ができ大変有意義な時間となりまし
た。ぜひ次回以降のコンペには幅広い層の参加を期待しておりま
すのでご検討よろしくお願いします。
　最後に、今回も多くの協賛をいただき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。
　【成績】（団体） 優　　勝：役員チーム
　　　　　　　　　 準  優  勝：広報委員会
　　　　　（個人） １　　位：藤本 宏文（㈱シティアスコム）
　　　　　　　　　 ２　　位：青谷 哲也（日本システムスタデイ㈱）
　　　　　　　　　 ３　　位：三浦 弘二（㈱NTTデータNCB）
　　　　　　　　　 ベスグロ：青谷 哲也（日本システムスタデイ㈱）
～ 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
  FPTジャパンホールディングス（株）
（株）エム・アンド・アイ
（株）NTTデータNCB

 コンピュータハウス（株）
 西部ガス情報システム（株）
（株）サンレイズ
（株）シティアスコム
（株）ソルネット
（株）ディジテック

（株）テクノ・カルチャー・システム
 日本システムスタデイ（株）
（株）ＢＣＣ
（株）ヒューマンキャピタル
 マイクロコート（株）
（株）メディアシステム

学校法人　麻生塾
住友生命保険相互会社

※次回は教育委員会の担当です。
　 春に開催予定です。
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FISA のホームページとロゴが変わります

　広報委員会では昨年よりホームページのリニューアル進めており、近日中にリリース予定です。これに併せてFISAのロ
ゴも新しくなります。
　新ホームページはスマホやタブレットからの閲覧もしやすくなり、各会員企業の皆さんがログインし会員情報更新や求
人情報登録ができる等々、今までに無かった新たな機能も追加されています。
　会員企業の皆さんの利便性はもちろんの事、学生の皆さんや一般の方々にも広くFISAとその事業についてお知らせする
ことができるホームページとなっています。
　リリースに併せてログインの仕方や各種情報の登録、閲覧方法などを会員企業の皆さんへご案内できる予定ですので是
非ご利用ください。
　広報委員会はこれからも皆さんのご要望やご意見を参考に使いやすく、親しまれるホームページとしていきたいと考え
ています。
　ロゴについては、「F」「I」「S」「A」の名文字をエンブレム状に変形させ、組織と堅固さ、IT企業団体としての技術
の高さを表現するとともに、福岡県の県花である梅の色を「I」に取り入れました。
　生まれ変わるホームページにご期待いただくとともに新しいロゴも皆さんよろしくお願いいたします。

　初春のお慶びを申し上げます。
　今号の表紙および本ページに掲載しました通り、広報委員会でFISAホームページのリニューアルを進めてお
ります。
　日本初のWEBサイトがちょうど30年前に誕生し、その後5年ほど経った平成９年度にFISAホームページ開
設、平成15年度のリニューアルを経て今回の再リニューアルとなっていますので、ご期待くださいませ。
　新型コロナウイルスの影響から様々な制約を受けるなか、ビジネスを取り巻く環境も大きく変化していく
ことと思いますが、本年も皆様方の一層のご繁栄を祈念致します。
　最後に、今号発刊にあたりご協力頂きました皆様方に厚く御礼申し上げます。  （H.T）

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
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印　　　    刷／社会福祉法人　福岡コロニー

会 員 加 入 状 況 ＦＩＳＡ会員２００社を目標に、会員増強運動中！！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8月1日
現　在

令和3年8月2日～令和3年12月31日 令和4年1月1日
現　在入　会 退　会 変　更 資格喪失

正 会 員 142 －2 140
賛助会員 27 27
合　　計 169 0 －2 0 0 167

　　　　　　　　【退　会】　　R3.10.31　　(正会員)　　ケービーソフトウエア株式会社　福岡オフィス
　　　　　　　　　　　　　　     R3.10.31　　(正会員)　　株式会社Minoriソリューションズ　福岡事業所
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広報委員会では昨年よりホームページのリニューアル進めて参りましたがこの度、ついにリリースされました。これに併せて FISA のロゴも

新しくなります。 
新ホームページはスマホやタブレットからの閲覧もしやすくなり、各会員企業の皆さんがログインし会員情報更新や求人情報登録ができ

る等々、今までに無かった新たな機能も追加されています。 
会員企業の皆さんの利便性はもちろんの事、学生の皆さんや一般の方々にも広く FISA とその事業についてお知らせすることができる

ホームページとなっています。 
近日中にはログインや各種情報の登録や閲覧方法などを会員企業の皆さんへご案内できる予定ですので是非ご利用ください。 
広報委員会はこれからも皆さんのご要望やご意見を参考に使いやすく、親しまれるホームページとしていきたいと考えています。 
ロゴについては、「F」「I」「S」[A]の名文字をエンブレム状に変形させ、福岡県の県花である梅の色を「I」に取り入れました。 
生まれ変わったホームページとロゴを皆さんよろしくお願いいたします。 

 

    
  ＦＦＩＩＳＳＡＡ会会員員２２００００社社をを目目標標にに、、会会員員増増強強運運動動中中！！！！  

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。 
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会員加入状況 
 

 

FISA のホームページとロゴが変わります 

  
 

〇 ポイント 
「FISA」の各字をエンブレム状に変形させ
て、中央に「S」を据えた。 
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