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一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部

【平成 28 年 8 月発行】平成 28 年 6 月～7 月 イベント報告 No.3

平成２８年度第２回委員長会議模様

■日時：平成２８年７月５日（火曜日）

１３：３０～１４：３０

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長

髙瀬業務委員長、高橋組織委員長、塚本教育委員長

■議題

(1)審議事項

①会員入退会について

②会費未納会社の状況について

③平成 28 年度委員会担務について

④各委員会の定例開催について（案）

⑤その他

(2)周知事項等

①光卸コラボの取組み状況について

②平成 28 年度広告掲載（会員名簿）の協力

依頼について

③ロジカルプレゼンテーション研修のご案内

④中堅社員向け研修のご案内

⑤第 2 級陸上特殊無線技士資格取得研修の

ご案内

⑥CAD 製図（電気設備）初級講習のご案内

⑦平成 28 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑧平成 28 年度無線 LAN 技術研修のご案内

⑨その他

(3)委員長等活動報告

(4)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度第３回幹事会模様

■日時：平成２８年７月５日（火曜日）

１５：００～１６：３０

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長

髙瀬業務委員長、高橋組織委員長、塚本教育委員長、

山本幹事、樋川幹事、能地幹事、木村（清高）幹事、

清水幹事、金澤幹事、島津幹事、岩田幹事、

石渡幹事、髙橋（義一）幹事、吉田幹事、

宮川監事、久野監事

■議題

(1)審議事項

①会員入退会について

②会費未納会社の状況について

③平成 28 年度委員会担務について

④各委員会の定例開催について（案）

⑤その他

(2)周知事項等

①光卸コラボの取組み状況について

②平成 28 年度広告掲載（会員名簿）の協力

依頼について

③ロジカルプレゼンテーション研修のご案内

④中堅社員向け研修のご案内

⑤第 2 級陸上特殊無線技士資格取得研修の

ご案内

⑥CAD 製図（電気設備）初級講習のご案内

⑦平成 28 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑧平成 28 年度無線 LAN 技術研修のご案内

⑨その他

(3)委員長等活動報告

(4)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〒104-0042
東京都中央区入船 2-9-5
ＨＫビル 5F
TEL:03-5244-9700
http://kanto.itca.or.jp
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（仮称）ＩＴＣＡ光の「光卸コラボサービス事業参入」説明会模様

■日時： 平成２８年６月１５日（水曜日） １５：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者：１２社 １６名

■説明会内容

「光卸コラボサービス事業参入」の商品説明

関東地方本部は、㈱ティーガイアと「（仮称）

ＩＴＣＡ光」の光コラボサービスを業務契約し、

協会が（仮称）ＩＴＣＡ光ブランドを提供する

ことにより会員様が光コラボ事業者になるス

キームを確立しました。コラボ事業者になるこ

とで、回線から情報通信機器までのワンストッ

プサービスが可能となり、既存顧客の囲い込み

や新規顧客開拓のツールや継続的な収益をも

たらすビジネスモデルが実現できます。

説明会場の様子

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度(第１回)職長および安全衛生責任者特別教育講習会報告

■日時：平成２８年６月１日（水曜日）～２日（木曜日）

９：００～１８：００

場所：パナソニックセンター東京ビル・会議室

(江東区有明 3-5-1)
主催：(一社)日本電気工事士協会

■参加者：４名

■報告：建設業、電気業において、厚生労働省よ

り「職長・安全衛生責任者教育」の実施が指示

されており、作業中の労働者を直接指導、また

は監督する職長の業務につくことになった者

(作業主任者を除く)に対して、安全または衛生

のための教育を行わなければならないことが

義務づけられております。(安衛法第 60 条、同

施行令第 19 条、安衛法第 40 条)

(一社)日本電気工事士協会が開催している

本研修に会員会社 4 名が参加しました。受講者

特典としてパナソニックショールームで見学

を行いました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度ＣＡＤ製図（電気設備）初級講習報告

■日時：平成２８年６月１２日（日）、

１８日（土）、１９（日）の３日間

９：３０～１６：４５

場所：都立城東職業能力開発センター（Ａ会場）

(足立区綾瀬 5-6-1)
主催：(一社)東京都電設協会

■参加者：６名

■報告：電気通信設備工事においては、CAD
による設計図や完成図の提出を求められる場

合が増えております。（一社）東京都電設協会

が開催している「AutoCAD LT」の基本操作と

CAD 図面作成の初級講習に 6 名の会員が参加

しました。

㈱ティーガイア様よりご説明

①「『(仮称)ITCA 光』事業参入」推奨モデルの

ご案内

②「『(仮称)ITCA 光』事業参入」全体スキーム

③「『(仮称)ITCA 光』事業参入」申込について

④「『ITCA 光』商標 使用許諾」申込について

⑤ その他・質疑応答
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東京都の「省エネ化支援制度」研修会報告

■日時：平成２８年６月２２日（水曜日）

①研修会 １３：３０～１６：００

②見学会 LED 照明等のショールーム

場所：株式会社遠藤照明 会議室・東京ショールーム

(新宿区若葉 1-4-1 ENDO 東京ビル)

主催：(一社)東京都電設協会

■参加者：２名

■報告：東京都においても、平成 29 年 4 月の「東

京都電気設備工事標準仕様書」の改定に向けて

の「公共施設用 LED 標準化照明器具スケジュ

ール」が公表されるなど、官民を問わず電気設

備における省エネ化が急速に進んでいます。

（一社）東京都電設協会主催の本研修会は、東

京都における省エネ化の推進に関連して、補助

金制度を含めた全体像がつかみにくいといわ

れている「(公財)東京都環境公社」と「(公財)

東京都中小企業振興公社」の事業内容に対する

理解を深めて、各事業所の省エネ化促進ととも

に営業活動にも役立てられる内容になってい

ました。研修会後に、併設の㈱遠藤照明 東京

ショールームで見学を行いました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

現場リーダーシップ研修報告

■日時：平成２８年６月２２日（水曜日）

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：１４名

■報告：部下一人ひとりが自発的に行動し、高い

チームワーク力を発揮しながら成果を出せる

職場を作るために、現場リーダーに求められる

効果的なコミュニケーション力、部下のやる気

が出る育成の仕方、職場の問題解決能力を身に

つけるリーダーとしてのスキルアップを習得

しました。研修テーマに沿って「人と職場作り、

職場の課題解決」について講義とディスカッシ

ョンを通して学び、また他会員企業の社員との

交流も活発に行い、有意義な 1 日間となりまし

た。
リーダーに必要なスキルを考える受講生

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

消防設備士(甲種４類)受験準備講習会報告

■日時：平成２８年７月１６日（土曜日）

①研修会 ９：００～１８：００

②見学会 LED 照明等のショールーム

場所：株式会社遠藤照明 会議室

(新宿区若葉 1-4-1 ENDO 東京ビル)

主催：(一社)日本電気工事士協会

■参加者：６名

■報告：「消防設備士(甲種 4 類)」は、自動火

災報知設備、ガス漏れ火災警報設備または消防

機関へ通報する火災報知設備等の消防用設備

の設計施工工事の際には必須の資格です。（一

社）日本電気工事士協会主催の本研修は、重要

項目が整理された受験準備講習会で、参加者は

受験に必要な知識を習得しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［研修テーマ］

①求められるリーダー像

②リーダーシップとチームワーク

③コミュニケーションスキル UP！
④人材育成！こんな時はどうする？
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第２７３回関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告

■日時：平成２８年６月２８日（火曜日）

場所：金乃台カントリークラブ(茨城県牛久市柏田町 3432)
■参加者：１８名

■報告：

第 273 回関東ベル倶楽部ゴルフ大会は、会員企

業や取引先関連企業が多数参加し、茨城県牛久

市の「金乃台カントリークラブ」で開催いたし

ました。金乃台カントリークラブは、都心から

車で約 1 時間の筑波山を臨む自然と調和したワ

インシャトーの町、牛久市にあり本格的な林間

コースで贅を尽くしたグリーンと伝統を育ん

できたクラブです。当日は、梅雨時期とあって

朝から雨模様でしたが、参加者は、思う存分に

プレーを楽しんだ一日となりました。プレー終

了後は、表彰式を兼ねて和気あいあいの盛大な

懇親会パーティーを開催しました。

優勝された髙瀬様    和やかな懇親会模様           コース風景

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国土交通省 関東地方整備局主催「入札・契約制度に関する」説明会報告

■日時：平成２８年７月１５日（金曜日）

①研修会 １４：００～１５：１０

②見学会 LED照明等のショールーム

場所：株式会社遠藤照明 会議室・東京ショールーム

(新宿区若葉 1-4-1 ENDO 東京ビル)

主催：国土交通省 関東地方整備局

■参加者：１０名

■報告：昨年 4 月の改正「担い手 3 法」の施行か

ら 1 年が経過し、改正後も不調・不落対策に関

する諸施策が打ち出されるなど、公共工事を取

り巻く環境は大きく変化し続けています。国土

交通省 関東地方整備局主催の説明会は、最新

の情報を提供し、国が発注する公共工事の入

札・契約制度についての理解を深めていただく

とともに、地方自治体の入札契約制度改革等の

方向性を含めた今後の公共工事の動向を知る

ためにも重要な説明会でした。研修会後に、併

設の㈱遠藤照明 東京ショールームで見学を行

いました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

順 位 氏名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 髙瀬 幸雄 埼玉アンテナシステム㈱ 52 49 101 27.6 73.4
準優勝 隅田 猛夫 ㈱髙文 53 51 104 28.8 75.2
３ 位 吉田 孝治 電通工業㈱ 47 44 91 15.6 75.4
Ｂ Ｇ 吉田 孝治 電通工業㈱ 47 44 91
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平成２８年度第１回中級ネットワーク技術者研修報告

(情報ネットワークプランナーマスター資格取得)

■日時：平成２８年７月２７日（水曜日）～２８日（木曜日）

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：１９名（会員 9 名 工業高校先生 10 名）

■報告：LAN スイッチとブロードバンドルータ

を利用したハンズオンセミナーで、インターネッ

トマンションや企業ネットワーク等を想定した

構築の基本を習得しました。2 日目は、研修終了

後に実施した「情報ネットワークプランナーマス

ター」資格認定試験に 9 名が合格しました。

なお、全国工業高等学校協会 夏季講習会も合

同で行い工業高校先生 10 名が参加されました。

※「情報ネットワークプランナーマスター」資格

は、お客様に安心・安全で信頼ある LAN の施工・保

守・運用サービスを提供する企業を認定するため、

平成 21 年に協会が創設した「LAN 認定制度」の適合

条件の一つとなっています。資格者が所属している

会員各社には、「LAN 認定」申請されることをお勧め

い た し ま す 。（ 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.itca.or.jp/support/index.html ）

研修会場の様子 設定に取り組む受講生

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度第１回無線ＬＡＮ技術研修報告
(情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格取得)

■日時：平成２８年７月２９日（金曜日）

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：８名

■報告：無線 LAN 技術の総論とキーとなる基本

機能を学習し、無線 LAN 機器の AP における基

本的なコンフィギュレーションが出来るように

なり、加えてサーベイツールを介しての無線 AP
設計・構築、トラブルシューティング方法を習得

しました。今年度より「情報ネットワークプラン

ナー・ワイヤレス」資格認定試験を設け、Web 上

で認定試験を実施することになりました。受講者

は 8 月以降に自宅等で Web 試験を受けることに

なります。

熱心に聞き入る受講生

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度 関東地方本部委員会名簿
総務財務委員会

委員会役職 氏名 所属支部 地方本部役職 会社名

委員長 長谷川浩正 神奈川県支部 幹事 日興テクノス㈱

委員 木村 清信 東京支部 幹事 昭和電設㈱

委員 岩田 潔 東京支部 幹事 東陽工業㈱

委員 吉田 孝治 東京支部 幹事 電通工業㈱

業務委員会

委員会役職 氏名 所属支部 地方本部役職 会社名

委員長 髙瀬 幸雄 埼玉県支部 幹事 埼玉アンテナシステム㈱

委員 能地 靖夫 栃木県支部 幹事 東邦建㈱

委員 清水 久 山梨県支部 幹事 ㈱サンテレコム

委員 樋川 賢一 茨城県支部 幹事 ㈱トキワ

委員 石渡 秀明 東京支部 幹事 石渡電気㈱

委員 髙橋 義一 東京支部 幹事 サンテレホン㈱

教育委員会

委員会役職 氏名 所属支部 地方本部役職 会社名

委員長 塚本 豊 東京支部 幹事 レイコム㈱

委員 木村 清高 群馬県支部 幹事 ㈱群電

委員 島津 正行 東京支部 幹事 ㈱島津商店

委員 吉田 孝治 東京支部 幹事 電通工業㈱

広報委員会

委員会役職 氏名 所属支部 地方本部役職 会社名

委員長 松山  仁 東京支部 幹事 日本通信設備㈱

委員 島津 正行 東京支部 幹事 ㈱島津商店

委員 木村 清信 東京支部 幹事 昭和電設㈱

組織委員会

委員会役職 氏名 所属支部 地方本部役職 会社名

委員長 高橋 正和 東京支部 幹事 神田通信機㈱

委員 長谷川浩正 神奈川県支部 幹事 日興テクノス㈱

委員 木村 清信 東京支部 幹事 昭和電設㈱

委員 石渡 秀明 東京支部 幹事 石渡電気㈱

委員 髙瀬 幸雄 埼玉県支部 幹事 埼玉アンテナシステム㈱

委員 山本 幹裕 茨城県支部 幹事 茨城電話工業㈱

委員 能地 靖夫 栃木県支部 幹事 東邦建㈱

委員 木村 清高 群馬県支部 幹事 ㈱群電

委員 清水 久 山梨県支部 幹事 ㈱サンテレコム

委員 金澤 昇 東京多摩支部 幹事 大和通信機㈱


