一般社団法人福岡県情報サービス産業協会

平成２８年度事業報告書
はじめに
平成２８年度は、「ＦＩＳＡ第４期中期事業計画（平成２８年度～平成３０年度）」の初年度であることか
ら、FISA の設立目的を再確認するとともに、中期事業計画に掲げるビジョン「地域への貢献、そして地
域との共創」に基づく基本施策を軸として「法人事業」、「普及啓発事業」、「情報発信事業」「人材育成・
確保事業」、及び「福利厚生事業」を推進いたしました。
法人事業では、協会運営の基本方針、事業活動の決定機関である総会・理事会を適宜開催すると
ともに各委員会において、事業の企画・運営を担当し、会員企業のプレゼン・新技術の紹介等情報提
供の機会創出など委員会活動の活性化に努めました。
普及啓発事業では、ＡＩ、ＩｏＴ、セキュリティ対策など新技術・知識の普及啓発を図り、IT 業界はもとよ
り、地元 IT ユーザーの方々に対する理解の促進、IT の利活用の促進に努めました。また、福岡県か
らＩｏＴビジネスモデル先進事例調査事業を受託するなど会員のビジネスチャンス拡大に繋がる取組み
を進めました。
情報発信事業では、FISA のホームページをリニューアルし、協会活動についての情報発信力を高
めるとともに会員に有用な情報の収集・提供に努めました。
人材育成・確保事業では、IT 業界における人材の育成確保のために、会員企業等と連携したタイア
ップ研修及び iCD ワークショップを積極的に実施いたしました。
福利厚生事業では、会員企業でも課題となっているメンタルヘルス対策や働き方改革のセミナーを
開催したほか、健康ハイクの実施など福利厚生の充実に努めました。
以下、個別の事業活動について報告します。
１．法人事業
（１） 総会の開催
通常総会を下記のとおり開催しました。
■通常総会
開催日：平成２８年６月１５日（水）
会 場：西鉄グランドホテル

１．報告事項
（1）平成２７年度事業報告について
（2）平成２８年度事業計画及び収支予算について
２．決議事項
（1）第１号議案 平成２７年度収支決算の承認について
（2）第２号議案 辞任等に伴う役員選任について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

□講演会
演題 「仕事の質を高める『働き方改革』～働きやすい
やりがいのある会社を目指して～」
講師 SCSK 株式会社 理事・人事グループ
副グループ長 小林 良成 様
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

□懇親会

参加者（来賓・会員）：１０１名

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（２） 理事会の開催
定例理事会を 4 回、臨時理事会を 1 回、開催しました。
■第１回理事会
１．報告事項
開催日：平成２８年５月１８日（水）
（１）公益目的支出計画の実施完了について
会 場：福岡ＳＲＰセンタービル
（２）事業実施状況及び今後の事業について
（３）ANIA 理事会について
（４）平成２８年度常任委員会等の執行体制について
２．審議事項
（１）新規会員の入会承認について
（２）平成２７年度事業報告について
（３）平成２７年度収支決算について
（４）理事及び監事の候補者について
（５）平成２８年度通常総会について
３．その他
（１）会費未納者に対する会員資格喪失通知について
■臨時理事会
１．審議事項
開催日：平成２８年６月１５日（水）
（１）専務理事及び事務局長の選定について
会 場：西鉄グランドホテル

■第２回理事会
開催日：平成２８年７月２６日（火）
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
産業振興センター

■第３回理事会
開催日：平成２８年１１月１６日（水）
会 場：八仙閣本店

■第４回理事会
開催日：平成２９年２月２１日（火）
会 場：八仙閣本店

１．報告事項
（１）事業実施状況及び今後の事業について
（２）委員会担当役員について
（３）一般社団法人日本 IT 団体連盟の設立について
２．審議事項
（１）福岡県女性の活躍応援協議会への参画について
（２）副会長の選任について
１．報告事項
（１）ＡＮＩＡ全国大会について
（２）福岡県の補助事業採択について
２．審議事項
（１）新規会員の入会承認について
（２）教育委員会委員長の任命について
（３）福岡県 IoT ビジネスモデル先進事例調査業務への
応募について
（４）女性活躍応援に向けての実態調査について
１．報告事項
（１）事業報告及び今後の事業について
（２）ＡＮＩＡ理事会・新春交歓会について
（３）福岡県ＩｏＴビジネスモデル先進事例調査について
２．審議事項
（１）平成２８年度収支予算の補正について
（２）平成２９年度事業計画及び収支予算について
（３）ビジネス開発委員会設置規程の一部改正について
（４）常任委員会等の正副委員長の任命について
（５）役員選考委員会設置について

（３） 理事会・委員会合同会議の開催
理事・監事及び各委員会委員長・副委員長合同で、FISA の主要事業や課題について意見交換を
行いました。
■理事会・委員会合同会議
１．各委員会主要事業の実施状況報告について
開催日：平成２８年１１月１６日（水） ２．FISA 事業の課題等について意見交換
会 場：八仙閣本店

（４） 委員会連絡会議の開催
委員会相互の連絡調整を図るため、連絡会議を４回開催しました。
■第１回連絡会議
１．事務局からの報告・連絡等
開催日：平成２８年４月１９日（火）
①ＦＩＳＡの概要について
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
②常任委員会、特別委員会・横断チームの体制等について
産業振興センター
③平成２８年度 FISA 事業計画及び予算について
④平成２８年度通常総会について
２．各委員会からの報告・連絡事項
①平成２７年度委員会事業実施状況について
②平成２８年度委員会事業計画について
３．今後の FISA 活動スケジュール
■第２回連絡会議
１．各委員会からの報告・連絡
開催日：平成２８年７月２８日（木）
①夏季合同施策検討会実施について
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
②子供向けプログラミング講座について
産業振興センター
③ＨＰリニューアルの実施状況について
④インターネット通販参入支援事業の実施について
⑤その他委員会の活動報告
２．事務局からの報告・連絡
①副会長の選任について
②委員会担当役員の変更について
③日本ＩＴ団体連盟の設立について
④福岡県女性活躍応援協議会への参画について
３．今後のスケジュールについて
■第３回連絡会議
１．各委員会からの報告・連絡
開催日：平成２８年１０月１８日（火）
①夏季合同施策検討会の実施結果について
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
②役員・委員会ゴルフコンペについて
産業振興センター
③HP リニューアルについて
④健康ハイクの実施について
⑤IoT ビジネスモデル先進事例調査事業について
２．事務局からの報告・連絡
①ANIA 全国大会開催について
②新規会員の加入申込について
３．協議事項
①秋季における合同企業説明会について
②会員企業の商材発表の場設定について

■第４回連絡会議
開催日：平成２９年１月１１日(水)
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
産業振興センター

１．事務局からの報告・連絡
①合同交流新年会の進め方について
②第４回理事会の議題について
２．各委員会からの報告・連絡
①平成２８年度事業実施状況について
３．協議事項
①平成２９年度事業・予算、執行体制について

（５） 常任委員会の開催
① 企画調査委員会
全体会議を３回開催しました。委員構成会員：５９社。
■第１回会議
１．委員会活動状況と今後の予定について
開催日：平成２８年５月２４日（火）
①ふくおか IT Workouts キックオフ ②ビジネスシヨウ 2016
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
③ふくおかクラウドアライアンス４周年記念事業
産業振興センター
２．委員会横断チームの活動状況について
■第２回会議

１．委員会活動状況と今後の予定について

開催日：平成２８年１１月１８日（金）
①夏季合同施策検討会
②企業説明会等今後の課題
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
③ふくおか IT Workouts２０１６
産業振興センター
２．委員会横断チームの活動状況について

■第３回会議
開催日：平成２９年１月２０日（金）
会 場：八仙閣本店

１．委員会活動状況と今後の予定について
①ふくおか IT Workouts２０１６成果
２．委員会横断チームの活動状況について
３．平成２９年度企画調査委員会の体制・予算検討

② 教育委員会
全体会議を４回開催しました。委員会構成会員：３９社。
■第１回会議
１．平成２８年度体制及び活動計画について
開催日：平成２８年６月２４日（金）
２．所属会員からの会社ＰＲ
会 場：住友生命博多ビル
３．タイアップ研修についてのグループディスカッション
■第２回会議

１．委員会活動状況と今後の事業について
開催日：平成２８年８月１８日（木）
①ｉＣＤワークショップ
②タイアップ研修
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
③子供向けプログラミング講座
④来年度タイアップ研修
産業振興センター
２．委員会横断チーム等活動報告について
３．「わが社の一押し」発表、各社からの PR
■第３回会議
１．委員会活動報告及び今後の事業について
開催日：平成２８年１１月１８日（金）
①ｉＣＤワークショップ
②タイアップ研修活動
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
③子供向けプログラミング講座
産業振興センター
２．委員会横断チーム活動報告について
３．各社からのＰＲ
■第４回会議
１．委員会事業活動報告について
開催日：平成２９年１月２０日(金)
①ｉＣＤワークショップ
②タイアップ研修
会 場：八仙閣本店
２．横断チーム等活動報告について
３．平成２９年度事業計画及び役員体制について

③ 広報委員会
全体会議を４回開催しました。委員会構成会員：４５社。
■第１回会議
１．平成２７年度事業活動実績について
開催日：平成２８年５月２４日（火）
２．平成２８年度事業計画及び予算について
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
３．平成２８年度役員構成について
産業振興センター
４．平成２８年度事業執行の分担について
■第２回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年８月１８日（木）
①FISA ニュース
②会員間コミュニティ
会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ
③HP リニューアル
産業振興センター
２．各委員会・横断チーム活動状況について
３．その他 会員商品の紹介
■第３回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年１１月２４日（木） ２．各委員会活動状況について
会 場：福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ
３．平成２９年度の委員長・副委員長の選任について
産業振興センター

■第４回会議
開催日：平成２９年１月２０日（金)
会 場：八仙閣本店

１．平成２８年度活動実績について
①FISA ニュース
②会員間コミュニティ
③HP リニューアル ④ビジネス開発、産学連携、CG
２．平成２９年度事業計画・予算及び委員会体制について

④ 厚生委員会
全体会議を１０回開催しました。委員会構成会員：３０社。
■第１回会議
１．平成２８年度委員会活動について
開催日：平成２８年４月２２日（金）
①団体定期保険
②IT 業務総合補償制度
会 場：住友生命博多ビル
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
■第２回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年５月２５日（水）
①IT 業務総合補償制度 ②WL バランス対策事業
会 場：住友生命博多ビル
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
■第３回会議
１．委員会活動状況等について
開催日：平成２８年６月２４日（金）
①IT 業務総合補償制度 ②共済制度 ③健康推進事業
会 場：住友生命博多ビル
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
■第４回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年８月４日（木）
①IT 業務総合補償制度
②共済制度
会 場：㈱九州 DTS
③WL バランス対策事業
④健康ハイク
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
■第５回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年９月１３日（火）
①健康ハイク
②その他
会 場：住友生命博多ビル
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
■第６回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年１０月２０日（木）
①健康ハイク
会 場：住友生命博多ビル
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
■第７回会議
１．委員会活動状況について
開催日：平成２８年１１月１８日（金）
①健康ハイク
②WL バランス対策事業
会 場：住友生命博多ビル
③メンタルヘルスセミナー

■第８回会議
開催日：平成２９年１月２０日（金）
会 場：八仙閣本店

■第９回会議
開催日：平成２９年２月１３日（月）
会 場：住友生命博多ビル

■第 10 回会議
開催日：平成２９年３月１６日（木）
会 場：住友生命博多ビル

１．委員会活動状況について
①WL バランス対策事業 ②メンタルヘルスセミナー
２．各委員会及び横断チーム活動状況について
１．委員会活動状況について
①メンタルヘルス事業実施報告
２．平成２９年度委員会体制及び運営
１．委員会活動状況について
①WL バランス対策セミナー実施報告
２．平成２９年度委員会体制及び運営

.
（６） 夏季合同施策検討会の開催
FISA を取り巻く課題等に対応するために、委員会合同で施策検討会を開催しました。
参加者から積極的な意見・提言が数多く出され、今後各委員会で具体的な検討を行っていくことと
いたしました。
・開催日 平成２８年９月９日（金）～１０日（土）
・会 場 国立夜須高原青少年自然の家
・参加者 １９名（１８社）
・内 容 〇FISA３ヶ年方針に沿った委員会の取組み状況の報告
〇２チームに分かれ、各課題についてのディスカッション
➣ふくおかクラウドアライアンス活動の今後の展開
➣女性活躍推進
➣人材確保に関する取り組みの工夫
（７） 会員増強運動
HP、広報誌等による FISA 活動状況の発信や会員企業による声掛けなど新会員の勧誘に努め、平
成２８年度は、９社に入会いただきました。一方、諸般の事情により６社が退会されました。
平成２９年３月末日の会員数は、１７３社（正会員１４７社、賛助会員２６社）です。
■入会会員（９社）
会

社

名

TOTO インフォム㈱
㈱ユースフル福岡営業所
JBCC㈱九州支店
九州通信ネットワーク㈱
スターティア㈱福岡支店
富士インフォックス・ネット㈱九州支店

㈱BlueMeme 福岡支社
㈱オリオグローバル九州支社
ナレッジソフト㈱

代表者名

宇佐見隆之
小 柳 義徳
石 田 貴裕
岩﨑 和人
本 郷 秀之
近 藤 俊一
松 岡 真功
平田耕一郎
福 本 貴支

所在地
北九州市小倉北区

福岡市博多区
福岡市博多区
福岡市中央区
福岡市博多区
福岡市博多区
福岡市博多区
遠賀郡芦屋町
福岡市博多区

会員種別

所属委員会

正会員 A
正会員 B
正会員 B
正会員 A
正会員 B
正会員 B
正会員 B
正会員 B
正会員 A

教
育
企画調査
企画調査
広 報
広 報
教 育
企画調査
広 報
企画調査

◆退会会員（６社）
会 社 名
㈱システムアナリティクス福岡
㈱BizQ
三立情報㈱
㈱シーライズ
プロアクシアコンサルティング㈱
㈱ミウラ 福岡営業所

代表者名
萩原 弘業
片岡 紀昭
幸田 好和
田原 優介
前田 吉彦
松尾 敏彦

☆委員会別会員数（平成２９年３月３１日現在）
会 員 企
正会員Ａ
企画調査
５９
３１

所在地
福岡市南区
福岡市中央区
福岡市博多区
福岡市博多区
福岡市博多区
福岡市博多区

業

数
正会員Ｂ
２０

会員種別
正会員 A
正会員 A
正会員 A
正会員 A
賛助会員
正会員 B

所属委員会

企画調査
企画調査
企画調査
広 報
企画調査
企画調査

賛助会員
８

教

育

３９

２１

１０

８

広

報

４５

２９

１１

５

厚

生

３０

２２

３

５

１７３

１０３

４４

２６

２．普及啓発事業
（１） 「ふくおかクラウドアライアンス」活動
福岡県の IT 振興を促進するため、２０１２年８月に FISA が中心となって「ふくおかクラウドアライア
ンス」を発足させ、IT ユーザー団体、IT 系企業・団体及び行政機関が IT を軸とした広範な地域内連携
活動を行っています。２０１６年は、２５回のセミナー開催で、延べ９１８名の方に参加いただきました。
〇構成団体 【官公庁】
経済産業省九州経済産業局（地域経済部）、福岡県（企画・地域振興部、商工部）、
福岡市（総務企画局、経済観光文化局）
【地元ユーザー団体】
福岡商工会議所、福岡県商工団体連合会、福岡県中小企業経営者協会、
福岡県中小企業振興センター
【IT 企業・団体】
福岡エレコン交流会、福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター、
NPO 法人 AIP、福岡 IT コーディネータ推進協議会、FWW、FISA
① ふくおかクラウドアライアンス設立４周年記念事業
・開催日 平成２８年８月２４日（水）
・会 場 福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター
◇第１部 ： ふくおかクラウドアライアンス連絡会議
・1 年間の取組み成果と今後の活動計画報告と意見交換
◇第２部 ： ４周年記念セミナー
⊳基調講演１ 「１０年後のデジタル技術や IT 世界」

講師 日本マイクロソフト㈱ マネージャー 久保田 朋秀 様
⊳基調講演２ 「ビジネスのデジタル化で様々な業種はどう変化するか」
講師 ネットコマース㈱ 代表取締役社長 斎藤 昌義 様
⊳ワークショップ「近未来のビジネスを考える」
講師 ネットコマース㈱ 代表取締役社長 斎藤 昌義 様
⊳参加者 ・セミナー参加 １０４名、 交流会 ４８名
② ふくおかクラウドアライアンス公開セミナー開催
➤「人工知能で激変するビジネス」
・開催日 平成２８年７月７日（木）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・講 師 IT ジャーナリスト 湯川 鶴章 様
・参加者 ６５名
➤「ゲームで学ぶセキュリティと経営」
・開催日 平成２８年９月１５日（木）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・講 師 長谷川 長一 様（㈱ラック）
・参加者 １１名
➤「注目のヒューマノイドロボット『NAO』と人工知能（AI）ビジネス」
・開催日 平成２８年１０月１２日（水）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・講 師 日本サードパーティ㈱ 様
・参加者 ２０名
➤「今さら聞けない IoT 時代のビジネス」
・開催日 平成２８年１２月２日（金）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・講 師 淵上 真一 様（国際電子ビジネス専門学校副校長）
・参加者 ３０名
➤「改正個人情報保護法のポイントと企業が対応すべきポイント」
・開催日 平成２９年３月６日（月）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・講 師 吉井 和明 様（弁護士）
・参加者 ２８名
➤「IoT 事例紹介とその先にあるビジネスを考える」
・開催日 平成２９年３月９日（木）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・講 師 村岡 正和 様（㈱神戸デジタル・ラボ取締役）
・参加者 ２７名

（２） 産学連携推進事業
情報化社会の進展に向け、地域に根差した IT 人材を養成するため、産学連携事業として合同企業
説明会、IT 業界特別講義を実施しました。
① 産学連携推進チーム会議の開催
■第１回会議
１．チーフリーダー、サブリーダー選出
開催日：平成２８年４月２６日（火）
２．産学連携推進チームのスケジュールと各担当
会 場：麻生情報ビジネス専門学校 ３．合同企業説明会（進捗状況、当日役割、今後の準備）
■第２回会議

１．合同企業説明会（振り返り、反省点と今後の課題等）
開催日：平成２８年５月１９日（木）
２．IT 業界特別講義（実施大学訪問日程の確認）
会 場：麻生情報ビジネス専門学校 ３．産学連携推進チームのスケジュール

■第３回会議
開催日：平成２８年７月８日（金）
会 場：麻生情報ビジネス専門学校

■第４回会議
開催日：平成２８年８月２２日（月）
会 場：麻生情報ビジネス専門学校

１．IT 業界特別講義（申込企業及びテーマ、講義担当者）
２．合同企業説明会（実施後の採用状況等の調査）
３．産学連携推進チームのスケジュールと各担当
１．IT 業界特別講義（講演内容、各学校への連絡等）
２．合同企業説明会（次年度の開催時期及び内容）
３．産学連携推進チームのスケジュールと各担当

■第５回会議

１．ＩＴ業界特別講義（講義内容、当日の進行、役割確認）
開催日：平成２８年９月１５日（木）
２．合同企業説明会（次年度の検討、採用追跡調査）
会 場：麻生情報ビジネス専門学校 ３．産学連携推進チームのスケジュールと各担当

■第６回会議

１．IT 業界特別講義（講義内容、進行及び役割の確認 ）
開催日：平成２８年１０月１８日（火）
２．合同企業説明会（次年度の検討、各委員会での周知）
会 場：麻生情報ビジネス専門学校 ３．産学連携推進チームのスケジュールと各担当

■第７回会議
開催日：平成２９年１月１３日(金)
会 場：㈱BlueMeme 福岡支社

■第８回会議
開催日：平成２９年２月１４日(火)
会 場：㈱BlueMeme 福岡支社

１．IT 業界特別講義（アンケート結果、反省点等）
２．合同企業説明会（実施時期、内容等の確認）
３．産学連携推進チームの来年度の体制
１．IT 業界特別講義（アンケート結果、意見交換）
２．合同企業説明会（申込企業の確認、今後のスケジュー
ル等

② FISA 合同企業説明会
会員企業の人材確保を支援する取り組みの一環として、合同企業説明会を開催しました。
後追い調査の結果、４５名が採用試験を受験、内定に至った学生は１１名（９社）、採用決定者は
８名（７社）となっています。
・開催日 平成２８年４月２７日（水）・２８日（木）
・会 場 福岡工業大学
・内 容 FISA 会員企業４４社による会社説明、 参加学生 １７０名
③ ＩＴ業界特別講義の実施
○福岡工業大学
・開催日 平成２８年１０月１２日（水）
・参加者 １０２名
・内 容 ➤「当社におけるシステム開発の魅力と社会的貢献」
講師：㈱NJK ビジネスサービス 福岡支店長 伊東 俊作 様

➤「コンピュータと国語力」
講師：九州システムコンサルティング㈱ 代表取締役社長 井田 稔 様
▷講演者と企業若手社員等によるパネルディスカッション
「IT 業界に入って感じること」、「入社後の教育について」、「面接時の注意点」等
○九州産業大学
・開催日 平成２８年１１月９日（水）
・参加者 ９６名
・内 容 ➤「IT 業界で働くために必要な準備」
講師：㈱BlueMeme 福岡支社 ブランチマネージャー 金冨 聡 様
➤「社会インフラを ICT で支える私たち」
講師：㈱シティアスコム 人事研修部副部長 柳井 和彦 様
▷講演者と企業若手社員等によるパネルディスカッション
「IT 業界に入って感じること」、「入社後の教育について」、「面接時の注意点」等
〇麻生情報ビジネス専門学校
・開催日 平成２８年１１月２５日（金）
・参加者 １６３名
・内 容 ➤「インターネットの世界で働くということ」
講師：富士インフォックス・ネット㈱九州支店マネージャー大西 崇史 様
➤「IT で企業を成長させるということ」
講師：スターティア㈱ ソリューション統括部統括部長 平澤 有一 様
▷講演者と企業若手社員等によるパネルディスカッション
「IT 業界に入って感じること」、「入社後の教育について」、「面接時の注意点」等
（３） 第１２回ふくおか・ゆめ・みらいＣＧコンテスト
小学生を対象にした CG 作品を募集。県内１０４校から２，２０３点の応募がありました。
・後援/福岡県、福岡市、北九州市、福岡県教育委員会、北九州市教育委員会、
福岡市教育委員会、西日本新聞社、ＮＨＫ福岡放送局
・協賛/福岡ソフトバンクホークス㈱、アビスパ福岡㈱、㈱ギラヴァンツ北九州、
福岡プロバスケットボールクラブ㈱
① ＣＧコンテスト企画チーム会議の開催
■第１回会議
１．第１１回ＣＧコンテスト事業報告
開催日：平成２８年５月２４日（火）
２．第１２回ＣＧコンテスト募集要領、チラシ等の検討
会 場：FISA 事務所
３．今後のスケジュール
■第２回会議
１．作品展示会場の検討、募集要領発送準備等
開催日：平成２８年６月２８日（火）
２．今後のスケジュールについて
会 場：FISA 事務所

■第３回会議
開催日：平成２９年１月１８日（水）
会 場：福岡ＳＲＰセンタービル

１．応募状況報告、審査方法等の協議
２．今後の作業内容と担当割について
３．意見交換

② 作品審査会の開催
・開 催 日 平成２９年１月１８日（水）及び１月２３日（月）
・会
場 福岡ＳＲＰセンタービル２Ｆ 視聴覚室
・審査委員 委員長：源田 悦夫 様（九州大学名誉教授）
副委員長：中村 学 様（福岡県教育庁義務教育課指導主事）
他 ＣＧコンテスト企画チーム委員等９名
・入賞作品 福岡県知事賞（１点）、審査委員長賞（１点）、福岡県教育委員会賞（６点）、
ソフトバンクホークス賞（６点）、アビスパ福岡賞（６点）、ギラヴァンツ北九州賞（６点）、
ライジングゼファーフクオカ賞（６点）、FISA 賞（６点）、入選（２４３点）
③ 入賞作品展の開催
◇福岡県庁１階ロビー：平成２９年３月２１日（火）～３月３０日（木）
◇北九州芸術劇場市民ギャラリー：平成２９年４月２６日（水）～５月２日（火）
３．情報発信事業
（１） 講演会の開催
通常総会に併せて、講演会を開催（内容については総会報告のとおり）
（２） ホームページのメンテナンス
・HP のデザイン、コンテンツを更新、FISA イベント等活動情報の随時発信、会員情報の更新
（３） 広報誌（ＦＩＳＡニュース）の発行
・ＦＩＳＡニュース５７号（平成２８年８月）及び５８号（平成２９年１月）を発行 各５００部
（４） ビジネスシヨウ＆エコフェア２０１６
ＩＴと環境を融合した商品・製品の総合展示会を一般社団法人日本経営協会、福岡商工会議所、
西日本新聞社との共催で開催
・開催日 平成２８年６月１６日（木）～６月１７日（金）
・会 場 福岡国際センター
・出展企業 ＩＴ関連６４社、うち会員企業３社
・来場者：１６，７３０名
（５） 企業間コミュニティ事業
Ｆａｃｅｂｏｏｋの活用、グループ毎のメンバー数は次のとおり。
・ＦＩＳＡ ７８人 ・企画調査委員会 ２３人 ・教育委員会 ２８人 ・広報委員会 ３３人
・厚生委員会 １４人 ・ビジネス開発委員会 １５人 ・産学連携推進チーム １５人
・FISA タイアップ研修参加者 ４人
（６） ビジネス開発事業
① ビジネス開発委員会議の開催
■第１回会議
開催日：平成２８年７月７日（木）
会 場：福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ
産業振興センター

１．クラウドアライアンス 4 周年記念事業について
２．今後の事業について

② インターネット通販参入促進事業
中小事業者の ICT 活用を支援し、地域の情報化を推進するため、福岡県の補助を受けて事業
を実施しました。今回は、「ネット通販」の立ち上げや改善指導を中心に、地域の商工会議所･商
工会と連携し、ワークショップ（セミナー）と個別相談対応を行いました。
・ワークショップ開催 １１回（９地区） 参加者１５７名
・参入希望事業者 １８社に対して事業立ち上げに向けた個別指導を実施
③ IoT ビジネスモデル先進事例調査事業
福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議からの委託を受け、ビジネス開発委員会にプロジェ
クトチームを編成し、IoT の先進的な取り組み事例を調査しました。特に、プロジェクトメンバーを
会員企業から公募し、９社１４名が参画して、先進事例の調査･レポート作成を行いました。
・調査分野 「食品・農業」、「医療福祉」及び「エネルギーマネジメントシステム」を中心に
９分野における先進２０事例を調査
・調査方法 ビジネスモデル構築の各段階（調査/企画/開発/実証/販売）についてヒヤリング
・調査期間 １月１６日～３月３１日
（７） 出会いと交流事業
① 「ビジネスシヨウ＆エコフェア２０１６」名刺交換懇親パーティー
・開催日 平成２８年６月１６日（木）
・会 場 福岡サンパレス レストラン「ラグーン」
・参加者 ８０名（４１社）
② 委員会合同交流新年会の開催
・開催日 平成２９年１月２０日（金）
・会 場 八仙閣本店
・参加者 １１９名（＊平成２７年度は、１１８名）
③ 『総会懇親会』の開催
通常総会終了後、九州経済産業局、福岡県及び福岡市等から多数のご来賓をお迎えし、懇親・
情報交換を行いました。 参加者：８８名
（８） 外部交流事業
□ 関係行政機関・団体との交流
九州経済産業局や福岡県、福岡市等行政機関や福岡商工会議所、福岡中小企業経営者協会等
の経済団体が実施する会議・イベントなどへ参加するとともに、適宜、意見交換・情報交換を行いま
した。
□ ANIA（一般社団法人全国地域情報産業団体連合会）活動への参画
① 通常総会
・開催日 平成２８年６月１６日（木）
・会 場 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ（横浜市）
・議 題 ▷平成２７年度事業報告及び収支決算報告
▷平成２８年度事業計画及び収支予算 等

② 理事会への出席
・第１回理事会[４月７日（木）
：東京都]、第２回理事会[６月１６日（木）
：横浜市]
第３回理事会[９月１５日(木)：秋田市]、第４回理事会[２月９日(木)：東京都]
③ 事務局長連絡会議へ出席
・第１回会議（６月１７日：欠席）、第２回会議（９月１５日）、第３回会議（２月１０日）
④ 第３７回ＡＮＩＡあきた大会に出席
・開催日 平成２８年９月１５日（木）
・会 場 秋田キャッスルホテル（秋田市）
・内 容 ≫記念式典
≫講演「街づくりにおける ICT の利活用」
総務省 ICT 街づくり推進会議議長・住友商事相談役 岡 素之 様
≫リレートーク「地産飛翔 地方から世界へ！」
≫懇親会
⑤ 新春交歓会に出席（日本 IT 連盟と共催）
・開催日 平成２９年２月９日（木）
・会 場 東海大学校友会館（東京都）
・参加者 国会議員２６名（代理を含む）、来賓４２名 、IT 連盟５２名、ANIA 会員５８名
□ JISA（一般社団法人情報サービス産業協会）活動への参画
① ＪＩＳＡ西日本地区会に出席
・開催日 平成２９年２月１日（水）
・会 場 ANA クラウンプラザホテル（岡山市）
・内 容 ≫「経済産業省の情報政策について」
中国経済産業局地域経済部参事官 閑田英敬 氏
≫JISA 活動報告
JISA 副会長・専務理事 小脇一朗 氏
≫講演「子供たちに夢を！晴れの国・岡山から J リーグへ」
㈱ファジアーノ岡山スポーツクラブ 代表取締役社長 木村正明 氏
□ 後援・協賛事業
各企業・団体が実施する IT 関連のイベント等に後援・協力を行いました。
「Cloud Days 九州 ２０１６」
（主催：（㈱日経ＢＰ）
「ふくおか経営戦略セミナー２０１６」
（主催：㈱システムフォレスト）
「IT ソリューション塾 in 福岡」
（主催：麻生教育サービス㈱）
「モノづくりフェア２０１６」
（主催：日刊工業新聞西部支社）

・開催日：平成２８年６月１日～２日
・会 場：福岡国際会議場
・開催日：平成２８年７月６日
・会 場：JR 博多駅シティ
・開催日：平成２８年１０月７日～平成２９年１月２７日
・会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・開催日：平成２８年１０月２６日～２８日
・会 場：マリンメッセ福岡

「明星和楽 IN FUKUOKA」
(主催：明星和楽実行委員会)

・開催日：平成２８年１１月１１日～１２日
・会 場：天神界隈（ソラリアプラザ、ライオン広場等）

「九州ホスピタルショウ２０１６」
（主催：（一社）日本経営協会）
「実践クラウドセキュリティ講座」
（主催：学校法人岩崎学園）
IoT 時代の働き方と人材セミナー
（主催：（一社）CSAJ）
Security Days Fukuoka ２０１７
（主催：㈱ナノオプト・メディア）

・開催日：平成２８年１１月１７日～１８日
・会 場：福岡国際会議場
・開催日：平成２８年１１月２２日
・会 場：福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・開催日：平成２８年１２月２２日
・会 場：福岡センタービル
・開催日：平成２９年１月３０日～３１日
・会 場：福岡国際会議場

☆ 他団体への加盟状況（平成２９年３月末現在）
加盟団体の名称

摘

要

一般社団法人全国地域情報団体連合会（ANIA）

・平成２年６月加盟 ・FISA 会長が副会長

一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）

・平成５年１１月加盟

一般社団法人日本経営協会（NOMA）

・平成１６年６月加盟

福岡県ベンチャービジネス支援協議会

・平成１４年１１月加盟（特別会員）

北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議

・平成１５年２月加盟

福岡 IT コーディネータ推進協議会

・平成１７年１０月加盟（賛助会員）

福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興会議

・平成２４年４月加盟

４．人材確保・育成事業
（１） タイアップ研修
㈱福岡ソフトウェアセンター、（一社）日本経営協会、ＮＰＯ法人ＡＩＰ、麻生教育サービス㈱と共催
で教育研修３６講座を開講し、１９３名の受講者でした。
① ㈱福岡ソフトウェアセンター（ＩＴ技術講座：１４講座、受講者 ９７名）
講 座 名

開講日

受講者数（会社）

ＩＴ技術者のためのチームビルディング
～５つ教えて、4 つ褒め、１つ叱る～

７月４日～５日

２（１）

IT 技術者のためのファシリテーション
～組織やチームの力を最大限に引き出す技法

８月３日～５日

３（３）

８月１７日～１９日

７（５）

１０月１９日～２１日

４（４）

９月１４日～１６日

６（６）

論理思考強化のための
ロジカル・ライティング＆シンキング

１０月５日～７日

３（３）

失敗しないプロジェクトのための段取り力

１０月３日～５日

４（４）

９月５日～７日

６（４）

対人能力強化のためのビジネスコミュニケーション
交渉プロセスに必要なロジカルネゴシエーション
プロジェクトマネージャー育成のための
プロジェクト計画と見積り

問題解決技法とファシリテーション能力

ロジカル・ライティング力強化

９月８日～９日

１７（８）

ヒトを動かす提案書・企画書作成のための図解手法

１０月１８日～１９日

１１（７）

顧客の心をつかむ IT ソリューション提案の実践

１０月２０日～２１日

１１（６）

１０月２６日～２８日

９（７）

１１月１４日～１５日

９（６）

１１月３０日
～１２月２日

５（５）

プロジェクトマネージャー育成のための
プロジェクトの実行マネジメント
IT 技術者のためのドキュメンテーション
～「誤解なく伝わる」文章化の技法～
プロジェクトチーム強化のための機能的リーダーシップ

② （一社）日本経営協会（一般事務講座：３講座、受講者 ８名）
講 座 名

労働基準法と労務管理をめぐる基本的な理解を
身につける！分かりやすい労働基準法入門

開講日

受講者数（会社）

５月２６日～２７日

１（１）

基礎から学ぶ固定資産の会計と税務入門

７月１４日

３（２）

1 日で学ぶ経理実務の基礎知識マスター

８月１９日

４（３）

③ ＮＰＯ法人ＡＩＰ（ＩＴ技術講座：1 講座、受講者 ２名）
講 座 名

開講日

組織の評価と運営 人事マネジメント

９月３０日

受講者数（会社）

２（２）

④ 麻生教育サービス㈱（ＩＴ技術講座：１８講座、受講者 ８６名）
講 座 名

業務で活用できる統計解析

開講日

受講者数（会社）

９月２８日～３０日

５（３）

８月３日～５日

６（４）

９月１２日

５（４）

７月２５日～２６日

１１（４）

１０月５日～７日

６（４）

１から始めるソフトウエア設計

９月２０日～２１日

３（３）

効率を上げる SQL チューニングの秘訣

７月２７日～２９日

４（３）

MS SQL Server DBMS チューニング

９月８日～９日

１（１）

エンジニアのための伝わる書き方・話し方
IT エンジニアのためのコミュニケーション向上の
の秘訣
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）
仕事の問題解決力養成講座

C＃で始める Windows プログラミング

１０月１１日～１３日

５（４）

ASP NET MVC（C#編）

１０月２７日～２８日

３（２）

PHP による Web アプリケーション実践開発

１０月２４日～２６日

１（１）

１１月２１日

２（１）

Spritekit を使った iPhone2D アプリの作成

７月１１日～１３日

１（１）

ＩＴ技術者必須のネットワーク技術 2 日で学ぶ
ネットワーク技術（基礎編）

７月１４日～１５日

６（３）

ＩＴ技術者必須のネットワーク技術 2 日で学ぶ
Windows Server ２０１２

８月２２日～２３日

３（３）

Ｔ技術者必須のネットワーク技術 2 日で学ぶ
ネットワーク技術（応用編）

９月２６日～２７日

３（２）

IT 技術者必須のクラウド技術 2 日で学ぶ
クラウド技術

１１月２８日～２９日

１３（５）

IT 技術者必須のクラウド技術 2 日で学ぶ
情報セキュリティ

１１月１日～２日

８（３）

Web アプケーション開発における
攻撃に強いコード設計手法（Java 編））

（２） 子供向けプログラミング講座
・開催日 平成２８年７月２２日（金）、８月６日（土）
・会 場 ㈱福岡ソフトウェアセンター研修室
・参加者 小学生 １９名〔保護者同伴〕
（３） ＩＴコーディネータ協会関連研修
① ＩＴコーディネータ ケース研修
・開催日 平成２８年１１月１２日～平成２９年１月１４日の間 ６日間
・会 場 ㈱コンピュータ教育社セミナールーム
・受講者 ８名
② ＩＴコーディネータ フォローアップ研修
・開催日 平成２９年１月２８日（土）
・会 場 福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・受講者 ３名
（４） i コンピテンシ・ディクショナリ（略称：ｉＣＤ）の活用推進
① iCD 活用セミナー
NPO 法人スキル標準ユーザー協会（SSUG)主催により、iCD の概要、利活用方法、
事例紹介等のセミナーを開催。
・開催日 平成２８年６月３日（金）
・会 場 福岡県Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター

② 情報交換会
ワークショップ参加者による情報交換会を２回開催
・平成２８年９月 ７日（水）、第７回ｉＣＤ情報交換会
・平成２９年２月１４日（火）、第８回ｉＣＤ情報交換会
③ iCD ワークショップ開催
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の後援を得て実施。
・開 催 日 キックオフミーティング（９月２７日（火）：Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター）
第１回、２回ワークショップ（１０月７日（金）・８日（土）：中小企業大学校直方校）
第３回ワークショップ（１０月２７日（木）：Ｒｕｂｙ・コンテンツ産業振興センター）
第４回ワークショップ（１１月１０日（木）：
〃
）
第５回ワークショップ（１１月２４日（木）：
〃
）
第６回ワークショップ（１２月１５日（木）：
〃
）
テイクオフミーティング（１月１９日（木）：各参加企業訪問）
・参加企業 九州シー・アンド・シーシステムズ㈱、西部ガス情報システム㈱、マイクロコート㈱、
サン情報サービス㈱九州支社
④SSUG・日経 BP 社主催の「iCD 全国セミナー」への講師派遣
SSUG
６/３：福岡、７/１：仙台、８/５：鹿児島、１０/６：金沢
日経 BP １２/９：福岡、３/２：大阪
⑤九州地区 iCD 活用支援
長崎、熊本、鹿児島の情報サービス産業協会との連携による地元企業への導入･活用支援
⑥IPA 主催タスクフォースへの参加
iCD 導入活用に関するタスクフォースへの参画
・iCD 活用企業認証に関する業務
・iCD 導入活用に関する全国展開や新協会設立に向けた意見交換会への参加

５．福利厚生事業
（１） ワークライフバランス対策セミナー開催
・開催日 平成２９年２月１３日（月）
・会 場 住友生命博多ビル
・参加者 ２２社２８名
・テーマ 「ワークライフバランスは明日への投資～人材確保とイノベーション～」
講師：（有)サイズ・コミュニケーションズ 高見真智子 様
（２） メンタルヘルスセミナー開催
・開催日 平成２９年３月１６日（木）
・会 場 住友生命博多ビル
・参加者 ２７社４８名
・テーマ 「管理者のストレス・マネジメント研修」
講師：（有)サイズ・コミュニケーションズ 白梅英子 様

（３） 「健康ハイク in 海ノ中道海浜公園」の実施
・実施日 平成２８年１０月２９日（土）
・会 場 国営海ノ中道海浜公園
・参加者 ３５社・２５７名（大人１７５名、子供８２名）
・プログラム 開会式、準備運動、健康ウォーク、レクリエーション、昼食（BBQ）
自由行動、閉会式
（４） 団体定期保険及びＩＴ業務総合補償保険への加入促進活動
各委員会等において制度の周知を図るとともに加入促進に努めました。
（５） 役員・委員会対抗ゴルフコンペ
・平成２８年６月９日（木）、第２７回コンペを開催（厚生委員会担当）
会場は古賀ゴルフ・クラブ、２０名参加 団体優勝は、役員チーム
・平成２８年１１月１５日（火）、第２８回コンペを開催（企画調査委員会担当）
会場は福岡カンツリー倶楽部、２２名参加 団体優勝は、厚生委員会チーム

