
第70号
2023.1

ＦＩＳＡニュース　第70号

一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会

　FISA厚生委員会では、健康促進事業の一環として、福岡市が昨年11月に３年ぶりに開催した「博多
旧市街ライトアップウォーク2022 千年煌夜」への参加支援事業を実施しました。
　186名という多くの申し込みがあり、参加された皆さんは、博多旧市街にある寺社などの夜ならでは
の魅力を十分に楽しんでおられました。
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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年一年間、新型コロナウイルスは少し落ち着いてきましたが、まだまだ充分な委員会活動を行うというわけ
にもいかない中、理事・各委員会並びに会員の皆様に支えられて、無事2022年を終えることができました。皆様
に感謝申し上げます。
　昨年はコロナに加えて、２月にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、未だに収束しておりませんが、その影
響は物流や金融面においてロシアを切り離したことで、供給面から世界経済の回復ペースを鈍らせ、インフレ圧
力が強まり、米国を始めとした金利の引き上げにつながり、日本においては極端な円安と物価高として現れるな
ど、各種リスクが顕在化した一年でもありました。今年はコロナ問題もウクライナ問題も落ち着くことが切望さ
れますが、どのような環境になろうと、我々としては、時代の流れと企業のシステムへの投資意欲がある限り、そ
れに応えていかなければなりません。
　そして、今年はFISAの上部団体であるANIA（全国地域情報産業団体連合会）の全国大会が10月19，20日と福
岡で開催されます。福岡で開催されるのは実に25年ぶりということになります。現在の福岡市は天神ビッグバン
や博多コネクテッドプロジェクトの関係で、約80のビルが再構築に入っており、外資系大手企業や５つ星ホテル
の進出等も予定されていることから、完成の暁には福岡市は大きく変貌するものと思います。このように大きく
成長する福岡市と太宰府天満宮を始めとした、福岡の文化を守り抜くものとの融合した姿を全国のANIA会員に
お見せしたいと思います。全国大会に向けて、皆様方のご協力を仰ぐことが多々出てまいりますが、どうぞ宜し
くお願い致します。
　それに加えまして、通常のFISAとして各種委員会活動を推進していく必要があります。
　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、明るい一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、今年一年、皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げます。
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会会  長長      藤藤  本本  宏宏  文文
株株式式会会社社  シシテティィアアススココムム  

代代表表取取締締役役社社長長 

　副会長 犬犬　　塚塚　　雅雅　　彦彦 　副会長 中中　　村村　　祐祐　　二二 　副会長 平平　　石石　　大大　　助助

　理  事 青青　　谷谷　　哲哲　　也也 　理  事 麻麻　　上上　　俊俊　　泰泰 　理  事 遠遠　　藤藤　　史史　　朗朗 　理  事 黒黒　　田田　　　　　　明明

　理  事 髙髙　　木木　　克克　　人人 　理  事 田田　　中中　　　　　　功功 　理  事 為為　　永永　　和和　　博博 　理  事 長長　　濵濵　　好好　　数数
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　企画調査
　委員長

 ビジネス開発  産学連携  DDｺﾝﾃｽﾄ
 委員長  推進ﾁｰﾌ  企画ﾁｰﾌ

 九電ビジネスソリューションズ㈱  代表取締役社長  ㈱テクノ・カルチャーシステム  代表取締役社長  Ｇｃｏｍホールディングス㈱  代表取締役社長
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 ㈱麻生情報システム  取締役  ㈱ＢＣＣ  代表取締役社長  ＦＦＧコンピューターサービス㈱  代表取締役社長  ㈱ソルネット  顧問

 ㈱ＦＣＣテクノ  代表取締役社長  西鉄情報システム㈱  代表取締役社長  ㈱九州ＤＴＳ  代表取締役社長  ㈱ニシコン  代表取締役社長

 ㈱ＮＴＴデータＮＣＢ  代表取締役社長  ＳＣＳＫ九州㈱  代表取締役社長  エコー電子工業㈱  代表取締役社長  九州ＮＳソリューションズ㈱  代表取締役社長

 (一社)福岡県情報サービス産業協会  事務局長  エムアイエフ㈱  執行役員  西部ガス情報システム㈱  ソリューション本部長  ㈱ＮｅｔＶａｌｕｅ　  執行役員

山山　　田田　　正正　　秀秀 金金　　冨冨　　　　　　聡聡 内内　　田田　　淳淳　　一一

大大　　石石　　秀秀　　明明土土　　井井　　隆隆　　徳徳柴柴　　田田　　健健　　二二

 コスミックビジネス㈱  代表取締役社長  NPO法人　AIP  副理事長兼専務理事  ㈱ジャステック  福岡営業所長  ㈱ネスコウイング  総務部　次長

立立　　邊邊　　英英　　規規

　専務理事  教育委員長 広報委員長

 厚生委員長

筒筒　　井井　　　　　　順順

　理  事　　　青　 谷　 哲　 也

日本システムスタデイ㈱  代表取締役社長

　理  事　　　麻　 上　 俊　 泰

㈱エーエスエー・システムズ  代表取締役社長

　理  事　　　 遠　 藤　 史　 朗
フォーサイトシステム㈱  代表取締役社長

　理  事　　   上別府　 清　 隆

㈱ソルネット  代表取締役社長

　理  事　　   黒　 田　　　    明

西部ガス情報システム㈱  代表取締役社長

　理  事　　   是　 木　 信　 幸

西鉄情報システム㈱  代表取締役社長

 　副会長　　  犬　 塚　 雅　 彦

Ｑｓｏｌ ㈱  代表取締役社長

　 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　　  平　 石　 大　 助

Ｇｃｏｍホールディングス㈱  代表取締役社長

　理  事　　　髙　 木　 克　 人

㈱麻生情報システム  取締役

　理  事　　　田　 中　 　　  功

㈱ＢＣＣ 代表取締役社長

　理  事　　　為　 永　 和　 博

ＦＦＧコンピューターサービス㈱  代表取締役社長

　理  事　　　西　 村　 秀　 星

㈱ＦＣＣテクノ  代表取締役社長

　理  事　　　野　 田　 一　 雄

㈱九州ＤＴＳ  代表取締役社長

　理  事　　　古　 川　 成　 人

ＳＣＳＫ九州㈱   代表取締役社長

　理  事　　　真　 鍋　 順　 一

㈱ニシコン  代表取締役社長

　理  事　　　三　 浦　 弘　 二

㈱ＮＴＴデータＮＣＢ  代表取締役社長

 　監  事　　　北　 沢　　　　聖

九州ＮＳソリューションズ㈱  代表取締役社長

 　監  事　　　  　本　 淸　 人

エコー電子工業㈱  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

　企画調査
　 委員長　　 金　 冨　　　  聡

エムアイエフ㈱  執行役員

   教育委員長   筒　 井　　　   順

西部ガス情報システム㈱  理事 管理本部長

  広報委員長   内　 田　 淳　 一

㈱ＮｅｔＶａｌｕｅ 福岡営業所　執行役員

  厚生委員長  松　 尾　真　 悟

マイクロコート㈱  代表取締役

　 ビジネス開発
　  委員長　   柴　 田　 健　 二

特定非営利活動法人 AIP　副理事長兼専務理事

　産学連携
　推進ﾁｰﾌ　  土　 井　 隆　 徳

㈱ジャステック  福岡営業所 所長

  DDｺﾝﾃｽﾄ
　企画ﾁｰﾌ　   大　 石　 秀　 明

㈱ネスコウイング  総務部　次長
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九州経済産業局長九州経済産業局長

苗村　公嗣

福 岡 県 知 事福 岡 県 知 事

服部　誠太郎

　令和５年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　我が国経済は、ウィズコロナの下、社会経済活動の正常化が
進みつつある一方、国際的な原材料価格の上昇に加え、円安の
影響等によるエネルギー・食料品等価格の上昇が、消費者マイ
ンドや企業収益へ影響を及ぼすなど、大きなリスクに直面して
います。　
　経済環境が厳しさを増している中で、九州地域が成長・発展
を遂げていくには、変化への対応と、新しいチャレンジによって
絶えずイノベーションを起こしていくことが重要です。
　九州経済産業局では、以下の施策等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。
　ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応す
るような事業再構築の取組をサポートするとともに、「中小企業
活性化パッケージ」を通じて中小企業の収益力改善・事業再生・
再チャレンジを支援します。
　激変する経営環境下において、自らの課題を克服しようと挑
戦する企業に対し、伴走型支援を通じて自己変革力の向上によ
る自律的な成長を促します。また、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。
　付加価値の高い新製品や新サービスを生み出すためにはイノ
ベーションが鍵であり、この牽引役であるスタートアップ企業
を支援するとともに、地域企業のDXを後押ししてまいります。
　地域経済に様々な影響を与えている円安をプラスに捉え、地
域の「稼ぐ力」を強化するべく、コロナ禍による消費者ニーズの
変容を踏まえた新製品の開発や国内投資の拡大、九州産本格焼
酎を含む「食」の輸出拡大など、企業の海外展開を支援します。
　不安定な国際情勢下で鍵となる経済安全保障の観点から、特
に現代社会にとって不可欠な物資である半導体分野では、「シ
リコンアイランド九州」の更なる発展に向けて、人材の育成と確
保、サプライチェーンの強化に取り組みます。
　また、企業の「成長」を「分配」に結びつけ、その好循環を生み
出すため、中小企業と大企業との共存共栄を目指す「パートナー
シップ構築宣言」の更なる拡大と取引適正化対策を進め、構造
的な賃上げの実現を図ります。
　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、環境に配慮しながら
成長を目指す企業を「グリーン成長推進パートナー」として支援
し、九州におけるGX（グリーントランスフォーメーション）を推
進します。洋上風力や太陽光等の再生可能エネルギーの適正な
導入を促進しつつ、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。
　企業の成長やイノベーションの源泉は「人」です。賃上げとと
もに、業界団体や支援機関、自治体等と連携して、地域全体で次
世代を担う人材の育成と確保に努めてまいります。
　多くの難局に直面する我が国経済の再生に向けて、この九州
から成功モデルを数多く生み出すよう、一つ一つの施策につい
てスピーディーかつ丁寧に実行していきます。そして、関係機関
の皆様と手を携えながら、「未来につなぐ、活力ある九州の実現」
に向けて職員一丸となって挑戦していきます。
　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、新型コロナオミクロン株の爆発的感染拡大、ロシア
のウクライナ軍事侵略、急激な円安など予測困難な事象によっ
て、私たちの生活、社会経済の足元を心配しなければなりませ
んでした。県では、中小企業の皆さまの事業継続支援に全力を
挙げるとともに、今後起こり得るさまざまな情勢変化に対し、
しなやかに対応できる、強い産業経済構造をつくることを目指
して取り組みを進めてまいりました。

　今年も、県民の皆さまの命と健康を守ることを最優先に取り
組んでまいります。同時に、下を向かず、前を向き、世界を見て、
福岡県の未来を思い描き、成長・発展の歩みをさらに一歩前に
進める年にしたいと思います。
　今年の干支は「卯」です。大きな耳を立てて、情報をしっかり
とらえ、ウサギが跳躍するように、福岡県を飛躍させてまいり
ましょう。

　現在、少子高齢化の進行、生産年齢人口の減少、急速なデジ
タル化やDXの動きといった大きな変化に直面しているなか、
本県が「世界から選ばれる福岡県」となって、成長を続けてい
くためには、単なるデジタル化に留まらず、デジタル技術を活
用して、業務そのものや組織、風土を変革するDXを、行政と企
業などが連携しながら社会全体で強力に進めていくことが重
要です。
　このような考えのもと、昨年３月に「福岡県DX戦略」を策定
し、県民生活や産業、教育、行政などさまざまな分野でDXの取
り組みを加速させています。
　福岡県をはじめ九州におけるDXを産学官で推進することを
目的に設立した「九州DX推進コンソーシアム」は、現在、50を
超える多様なメンバーにご参加いただいています。本県は、デ
ジタル人材育成ワーキンググループのリーダーとして、中小企
業におけるデジタル人材の育成に取り組んでいます。
　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、皆さまと手を携えて未来への扉を開き、九州のリー
ダー県として、本県をさらなるふさわしい県に飛躍と発展へと
導き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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ＦＩＳＡイベント報告 

ふくおかクラウドアライアンス「10周年記念イベント」の開催ふくおかクラウドアライアンス「10周年記念イベント」の開催

「デジタルの日記念講演」の開催「デジタルの日記念講演」の開催

（ビジネス開発委員会）（ビジネス開発委員会）

　ふくおかクラウドアライアンスは、会員様（商工団体、行政、FISAなどのIT団体、東京の先進IT企業・団体）をはじめ、
多くの方々のご支援とご協力の元、今年、設立10周年を迎えることができました。
　お陰様で、10年間で「セミナーなどの開催数は延べ200回」、「参加者数は延べ8,500名」と、大きな成果を残すことが
できました。
　受講者も、IT企業・団体にとどまらず、ITユーザの方々にも広がりをみせ、福岡のITコミュニティとして成長するこ
とができたと感じています。本当にありがとうございました。
　今後も、「最新ITやDXに関する情報発信」、「コミュニティとしての新しい人脈構築」、「ビジネスチャンスの創造」が
できるよう、IT団体らしく「オンライン・リアルのハイブリッド開催」、「動画配信」などの方法で活動を続けてまいりま
す。引き続きよろしくお願いします。

〈10周年記念セミナー概要〉※10月18日（火）開催

　〇 ITキーワードの歴史とDX、そしてメタバースへ･･･
　　  日本マイクロソフト㈱ 技術統括室 CSO　河野　省二　氏

　〇 福岡県 商工部からのお知らせ
　　  福岡県企画・地域振興部　情報政策課　
　　　　　　　　　　　デジタル戦略推進室 室長補佐　安達　秀和　氏

　昨年度に引き続き、国が制定したデジタルの日に次のとおり記念講演を開催しました。
■ 日時　　　　　令和４年10月３日（月）
■ 場所　　　　　西鉄グランドホテル（ハイブリッド開催）
■ 講演内容　　①「自動運転推進に係る国の取組について」
　　　　　　　　　講師：経済産業省製造産業局自動車課
　　　　　　　　　　　　課長補佐　秋元　裕太　氏　（オンライン講演）
　　　　　　　 ②「進化し続ける自動車の今と未来」
　　　　　　　　　講師：トヨタ自動車九州㈱次世代事業室
　　　　　　　　　　　　主幹　植野　直亮　氏
■ 参加者　　　111名（現地参加32名、オンライン参加79名）

　この講演は、日頃デジタルになじみのない方も含め多くの皆様にデジタルを感
じ触れていただくことを目的に開催しています。
　１回目の昨年度は、国、県からそれぞれのデジタル施策の紹介をしていただいた
後、JAXAから「宇宙開発の今と未来」についてご講演いただきました。　
　２回目となる今回は、長崎県情報産業協会様との共催のもと、「デジタルが変え
る自動車の未来とは」と題し、100年に１度と言われる大変革期を迎えている自動
車にスポットを当て開催しました。
　経済産業省の秋元様からは、我が国における自動運転開発の現状と今後推進していく上での課題などをわかりやすく
ご説明いただきました。 
　また、トヨタ自動車九州㈱の植野様からは、急速に進化している自動車の「今」と「未来」の姿について、“世界のトヨタ”
ならではの夢のある貴重なお話をお聞きすることができました。
　大変お忙しい中、ご講演いただきましたご両名に心から感謝申し上げます。

 

当講演は、会場参加とオンラインのハ
イブリッド方式で開催します。

会場参加 名
オンライン参加 名

当講演は、会場参加とオンラインのハ
イブリッド方式で開催します。

会場参加 名
オンライン参加 名

「進化し続ける自動車の今と未来」

トヨタ自動車九州株式会社
次世代事業室 主幹

植野 直亮 氏

講師プロフィール   

トヨタ自動車九州へ入社し、経営管理部に配属。
経理畑プロ人材としてのキャリアを積む。

年次世代事業室を立上げ、「もっと笑顔になれる
未来づくり九州創生」を目指し、多様なバックグラウン
ドを持った方々とオープン＆スピーディにアイデアをカ
タチにする仲間づくりの拠点としてコワーキングスペー
ス「 」を開設。
「協働協創の現場」で「幸せの量産」に挑戦中。

2022 年度「デジタルの日」記念講演

～デジタルが変える自動車の未来とは～
 

年 月 日（月）
～ １

 

当講演は、会場参加と によるオンライ
ン参加のハイブリッド方式で開催します。

会場参加 名 申込順

オンライン参加 名 〃

「自動運転推進に係る国の取組について」

経済産業省製造産業局自動車課
課長補佐

秋元 裕太 氏
（オンライン講演）

（一社)福岡県情報サービス産業協会と（一社）長崎県情報産業協会では、今年度の デジタルの日
(10 月２日、３日) を記念して以下のとおり講演会を開催します。

デジタル技術が飛躍的な進歩を続けている今日、我々の暮らしに無くてはならないパートナーで
ある自動車は、今後どのように進化していくのか、我々にどんな驚きと感動を与えてくれるのか、
ご興味はありませんか？

当講演会では、自動運転をはじめデジタル技術が変えていく自動車の未来について、経済産業省
製造産業局様及びトヨタ自動車九州㈱様から最新の情勢についてご講演いただきます。

多くの方のご参加を心からお待ちしております。

参加費  無料 

西鉄グランドホテル 階 プレジール
福岡市中央区大名

〇一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会

〇一般社団法人 長崎県情報産業協会 

 

開催日及び会場

第 部

第２部

定 員

申込方法

問合せ先

会場

 

右記の コードまたは
よりお申込みください。

申込期限︓ 月 日（月）

 



◆福岡大学
講演①

『IT業界の仕事は多種多様で日々進化！
　　～ユーザー世代のみなさんが作る未来～』
　産学連携推進チーム

　令和４年７月８日（金）　16:20～17:50
　工学部 電子情報工学科 ２年生
　形式：対面 講演② 『ものづくりだけじゃないエンジニアとしての生き方』

　株式会社エム・アンド・アイ

◆福岡工業大学 講演① 『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？』
　産学連携推進チーム　令和４年10月５日(水)　09:00～12:10

　情報工学部 情報システム工学科 ３年生
　形式：対面 講演② 『次世代型のシステム開発』　

　株式会社BlueMeme

講演③
『地方自治体のデジタルトランスフォーメーション（DX）
　　～スマートシティの実現に向けて～』
　Gcomホールディングス株式会社

◆九州産業大学 講演① 『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？』
　産学連携推進チーム　令和４年11月９日（水）13:40～15:20

　理工学部 情報科学科 ３年生
　形式：オンライン 講演② 『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

◆北九州市立大学 講演① 『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？』
　産学連携推進チーム　令和４年11月21日（月） 13:00～14:30

　国際環境工学部 情報システム工学科 ３年生
　形式：オンライン 講演② 『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

◆麻生情報ビジネス専門学校 講演① 『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？』
　産学連携推進チーム　令和４年12月２日（金） 13:30～15:00

　各学科 １～３年生
　形式：オンライン 講演② 『次世代型のシステム開発』　

　株式会社BlueMeme
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「秋季FISA合同企業説明会」の開催「秋季FISA合同企業説明会」の開催

「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）

（産学連携推進チーム）（産学連携推進チーム）

　今年度も「秋季FISA合同企業説明会」を開催いたしました。
　本企画は各校の就職課/就職担当教授様からも多大なる協力を頂いて開催
しております。春季とは違い参加学生数は多くありませんが、秋季は説明会と
選考を一緒に行うため、内定に繋がる可能性が高いイベントとなっています。
　参加企業様からは「新卒採用の大部分を本企画で補っています。ぜひ来年も
参加させて欲しい」との声を頂き、また大学様からは「参加した学生全員が選
考に進んでおり嬉しく思いました」といった声を頂きました。
　対面形式での開催についても各大学様のご協力を得て、万全な新型コロナ
感染予防対策を実施し、説明会を開催することができました。
　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。

　本年度で第13回目となる『IT業界特別講義』を下記の通り開催しました。
　昨年度のIT講義は全てオンライン形式で開催しましたが、今年度は対面形式で開催する大学もありました。パネル
ディスカッションでは現役社員への質疑応答を行い、学生が積極的に質問をしていたのが印象的でした。
　大学様からも「業界を志望したものの、漠然としたイメージしか持てていない学生も多いように思われます。ネット
の噂などから、 IT企業はブラックだというイメージも根強いです。今回のパネルディスカッションなどから、実際の
働き方や職場環境を垣間見ることができ、卒業後・就職後のイメージを考え始めるよい機会となりました」との評価を
頂きました。

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 9/12～10/28 10社 15名 12名 1.5名 1.2名 20.0％ 0名 0名

麻生専門学校 9/19～10/14 6社 33名 20名 5.5名 3.3名 39.3％ 0名 0名

対面

福岡大学 10/8 10社 48名 49名 4.8名 4.9名 － 2名 1名

福岡工業大学 9/7～9 11社 99名 92名 9.0名 8.4名 7.0％ 6名 6名

久留米工業大学 9/15 ５社 14名 12名 2.8名 2.4名 14.2％ 0名 0名

久留米大学 9/27 6社 9名 7名 1.5名 1.2名 22.2％ 1名 1名
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https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/d-2.html

　12月13日（火）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６名、企画調査チーム４名、教育チーム６名、厚生チーム４名、広報チーム５名の計25
名でのラウンドとなりました。
　師走の冷たい強風の中、戦略的なコースに翻弄されながらも楽しめました。また、今回
は女子プロゴルファーの西みきこ様もご参加いただき、大いに盛り上がりました。
　最後に、今回も多くの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：藤本 宏文（㈱シティアスコム）
　　　　　　　  ２　　位：浦田 隆生（㈱アプロティクス）
　　　　　　　  ３　　位：今村 健司（㈱ディジテック）
　　　　　　　  ベスグロ：片山 健児
　　　　　　　　　　　　（㈱ヒューマンテクノシステムホールディングス）

～ 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 ～
㈱アンクル
㈱アプロティクス
㈱エム・アンド・アイ
九州ＮＳソリューションズ㈱
九州システムコンサルティング㈱
コスミックビジネス㈱

西部ガス情報システム㈱
Gcomホールディングス㈱
㈱シティアスコム
住友生命保険相互会社
㈱ソフネット
㈱ソルネット

㈱ディジテック
㈱テクノ・カルチャー・システム
日本システムスタディ㈱
㈱ヒューマンキャピタル

㈱ヒューマンテクノシステムホールディングス
㈱ＢＣＣ
三井住友海上火災保険㈱
㈱メディアシステム

※次回は厚生委員会の担当です。春に開催予定です。

「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 （教育委員会）（教育委員会）

　令和４年度も子供向けプログラミング講座を開催しました。昨年度はオンライン形式の開
催でしたが、今年度は対面形式に戻すとともに、例年の講座内容（初級編）に加え、難易度を
高めた「チャレンジ編」を新設し、計２コースの講座を開催しました。（初級編：８/６（土）、チャ
レンジ編：10/１（土））
　初級編では15名の小学生に参加頂き、親子で語らいながらプログラミングを楽しむ姿に、
対面開催のメリットを改めて実感しました。また、新設したチャレンジ編は小学生４名の参
加でしたが、機械学習機能を活用したじゃんけんゲームの作成に苦戦しながらも、親子で大
いに盛り上がる結果となりました。
　アンケート結果を見ると、小学校での授業の進展に伴い小学生のプログラミング経験者は
増加しており、本講座への保護者の期待の高さも感じます。このようなご期待に沿えるよう、
情報化推進のための普及啓発の一環として今後もより良い講座づくりに努めてまいります。
　また、今年度は新たな取組みとして、１/28（土）にSAPジャパン株式会社様との共催で、
オンラインによる子供向けプログラミング講座を開催します。 
　当協会の講座で使用している「Scratch（スクラッチ）」とは異なる「Snap（スナップ）」を利用した講座となっており、既に
定員の10名に達する申込を頂いています。

「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39回 役員・委員会対抗ゴルフコンペ」の開催「第39回 役員・委員会対抗ゴルフコンペ」の開催

（教育委員会）（教育委員会）

（幹事：広報委員会）（幹事：広報委員会）

　教育委員会では、平成30年度から５年連続で独立行政法人高齢・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。

　今年度は、新型コロナウイルスの感染予防対策を行った上で、集合型研修での開催で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16社53名（11月末現在）の方々
が申込みをされ、研修を実施しています。
　本研修は一人当たりの受講料が3,300円（税込）と安価であり、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２ 日　管理者のための問題解決力向上
11月17日　従業員満足度の向上
11月29日　プロジェクト管理技法の向上
２ 月９ 日　提案型営業手法 募集中
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　令和５年秋　ANIA 福岡大会 開催決定!!　令和５年秋　ANIA 福岡大会 開催決定!!

　当協会も加入しているANIA（一般社団法人全国地域情報産業団体連合会）では、毎年、全国大会を各県持ち回りで開
催しており、今年度は、昨年11月17日及び18日に京都で開催されました。
　コロナの影響で、令和２年度は中止、令和３年度はオンラインによる講演のみの開催となっていましたので、全国から
会員が集まっての開催は３年ぶりとなりました。当協会からも藤本会長や古川理事をはじめ８名が参加し他地域の会員
の皆様との情報交換、親睦を図ってきたところです。
　さて、このANIA全国大会につきまして、次の令和５年度は、ANIAと当協会
との共催のもと福岡県で開催することが決まりました。本県における開催は、
平成10年以来、実に25年ぶりとなります。大会の詳細につきましては、今後、
理事会や新たに設置する実行委員会を中心に詰めていくこととなりますが、日
程や会場につきましては既に次のとおり決まっていますのでお知らせします。

日 程  令和５年10月19日（木）、20日（金）
場 所  ホテルオークラ福岡

　　　　　　19日　式典
　　　　　　　　　　講演会（基調講演、特別講演）
　　　　　　　　　　懇親会
　　　　　　20日　エクスカーション：ゴルフ（芥屋ゴルフ倶楽部）、観光

　本県を代表する情報サービス産業団体である当協会が、全国から関係者をお迎えし、情報サービス産業の果たす役割
の重要性をここ福岡の地から発信することは、当協会の社会的地位の向上はもとより、業界の一層の発展に寄与するも
のと考えています。
　今後、協会を挙げて準備を進めてまいりたいと考えておりますので、会員の皆様はもとより、関係機関、団体の皆様の
絶大なるご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

新規会員紹介

■ 代表者　代表取締役社長 CEO　佐渡島 隆平
■ 所在地　東京都品川区西五反田1-5-1 
　　　　　A-PLACE 五反田駅前
■ TEL・FAX　03-6417-9556
■ URL　https://safie.co.jp/
■ セールスポイント

セーフィーは「映像から未来をつくる」というビ
ジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立て
いただける未来を創造し、企業から個人まで誰も
が手軽に利用できる映像プラットフォームを目指
しています。「映像データであら
ゆる産業の“現場”を DX する」と
いうビジネスコンセプトを掲げ
ており、小売、土木・建設、製造、
医療などのあらゆる現場の DX
を率先して推進しています。

■ 代表者　弁護士 吉井和明・後藤 大輔
■ 所在地　福岡市中央区赤坂1-12-15 
　　　　　読売福岡ビル9階
■ TEL 092-712-9222 ■ FAX 050-3606-3892
■ URL　https://jwater-group.com/terumo-law/
■ セールスポイント

光雲法律事務所では、システム開発契約・利用規
約をはじめとした各種の契約・約款の作成・チェッ
ク、インターネット上の権利侵害対応、知的財産
権対応、情報セキュリティインシデント対応など
IT 分野の法務を得意としています。また、如水監
査法人をはじめとする如水
グループの一員として、会
計士、税理士、社労士と連
携し、M&A 分野、労務分
野に対応しております。

Safie Logo : CMYK COLOR

ロゴを使用する際には、事前にブランドガイドラインをお読みください。

意図したブランドイメージを伝えるため、規定を守り適切に使用してください。

For Print

レイアウト横組み
（通常の使用方法）

レイアウト縦組み
（通常の使用方法）

シンボルマーク単体 ロゴタイプ単体

  

■代表者 代表取締役社長 CEO 佐渡島 隆平 
■所在地 東京都品川区西五反田 1-5-1  

A-PLACE 五反田駅前 
■ＴＥＬ・ＦＡＸ 03-6417-9556 
■ＵＲＬ https://safie.co.jp/ 
■セールスポイント（事業内容等） 
 

セーフィーは「映像から未来をつくる」というビジョ
ンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただけ
る未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用
できる映像プラットフォ
ームを目指しています。
「映像データであらゆる
産業の”現場”を DX する」
というビジネスコンセプ
トを掲げており、小売、土
木・建設、製造、医療など
のあらゆる現場の DX を
率先して推進しています。 
 

 
 
 

セーフィー株式会社 

吉井弁護士 後藤弁護士
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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４年８月１日
現　在

令和４年８月１日～令和５年１月１日 令和５年１月１日
現　在入　会 退会等 変　更 資格喪失

正 会 員 129 -1 128
賛助会員 27 2 1 30
合　　計 156 2 0 158

　新年あけましておめでとうございます。
　新型コロナウイルスが日本で騒がれるようになってから早３年、この間に何度かこの編集後記を担当して参
りました。コロナを話題とせずに済むようになるのはいつの日かと思いながらも、今回も始まりはこの話題と
なってしまいました。
　昨年は会議後の懇親会も行われることも増え、総会やゴルフコンペなども開催されてウィズコロナに皆が慣
れてきているように感じています。また、今号でも触れていますが、今年はANIAの全国大会が本県で実施さ
れることもあり、盛り上がりのある１年になるのではないかと期待しています。
　原稿を執筆いただいた方々をはじめ、事務局や編集委員など発行に関わった多くの皆様のご協力を得て、無
事お手元にお届けすることができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
　本年も会員企業の皆様、関係者の方々の益々の繁栄をお祈り申し上げます。 （H.M）

編 集後記

【入　会】Ｒ４．８．１（賛　助）セーフィー株式会社
　　　　　Ｒ５．１．１（賛　助）光雲法律事務所

【変　更】Ｒ４．11．１（正会員）→（賛　助）GMOランシステム株式会社

FISAイベント報告
「心理的安全性のある職場」セミナーの開催「心理的安全性のある職場」セミナーの開催 （厚生委員会）（厚生委員会）

　令和４年11月30日（水）に福岡県Rubyセンターにて、昨今、経営学で最も注目されてい
るキーワードのひとつである「心理的安全性」をテーマにセミナーを開催しました。
　第１部は「心理的安全性のある組織にするには　やる気に満ちた、やさしい組織をつく
る」と題して、株式会社hint代表・ビジネス・ブレークスルー大学　経営学部教授の斉藤徹
様による講演でした。なぜ「心理的安全性」が重要なのか、心理的安全性を脅かすリーダー
の思考はどんな思考なのか、リーダーがどのようにふるまえば心理的安全性のある組織に
なるのか、大変分かり易くお話して頂きました。参加者は経営者・役員・管理職の方が多かっ
たので、今後の組織つくりに大いに参考になる内容だったと思います。
　第２部は、前回実施したパネルディスカッションが大変好評だったため、今回も前回の
メンバーにより、「心理的安全性・女性が働きやすい職場」についてディスカッションして
頂きました。パネラーの皆様は、業務多忙にも関わらず、また難しいテーマについて自社
の取組み状況をしっかり調査して頂き、その内容を惜しげもなく提供頂き、活発なディス
カッションの場となりました。
　快くご協力頂いた４社のパネラー担当者様並びにモデレーター担当者様には深く感謝申
し上げます。
　参加者は66名、アンケートの結果は第１部93%、第２部90%が「大変参考になった・参考になった」という回答で、今
回も講演・パネルディスカッションともに高い評価を頂きました。パネルディスカッションでは「生の声を聞くことが
でき大変参考になった」という意見をたくさん頂きました。
　次回は、コロナ禍におけるコミュニケーションの難しさをテーマとして企画予定です。会員企業の皆様にお役に立つ
セミナーを目指しておりますので、是非多くの方に参加して頂けたら幸いです。
　また、セミナー内容に対する希望も受付けております。どしどし要望を上げて頂けましたら、我々、企画担当にも益々
モチベーションが上がります。よろしくお願い致します。


