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平成２８年度第５回委員長会議模様
■日時：平成２８年１２月１３日（火曜日）
１４：００～１５：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■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、塚本教育委員長、高橋組織委員長
■議題
(1)審議事項
①情報通信設備協会『労災上乗せ補償制度』の
ご案内
②「保守契約締結推奨」文言記載の陳情活動広
告について
③平成 28 年度研修等実施状況について
④平成 29 年度研修に向けてのアンケート結果
⑤平成 29 年度教育委員会事業計画予算（案）

⑥平成 29 年度に向けた事業計画及び収支予算
（案）について
⑦平成 29 年度の重点施策（案）について
⑧各委員会の開催日程について
⑨平成 29 年新年賀詞交歓会式次第について
⑩新春特別セミナーの開催について
⑪その他

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

平成２８年度第６回幹事会模様
■日時：平成２９年１月１１日（水曜日）
１０：００～１１：３０
場所：メルパルク東京(港区芝公園 2-5-20)
■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、
木村（清信）幹事、山本幹事、樋川幹事、
木村(清高)幹事、清水幹事、能地幹事、
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
④「保守契約締結推奨」文言記載の陳情活動
①会員の入退会について
報告について
②会員拡大に向けた取組みについて
⑤平成 29 年度予算書及び平成 28 年度決算書
③平成 29 年度の重点施策(案)について
の提出について
④平成 29 年度に向けた事業計画及び収支予算
⑥各委員会の開催日程について
(案）について
⑦平成 28 年度の財務状況について
⑤その他
(H28.11 月期）
(2)周知事項等
⑧その他
①平成 29 年新年賀詞交歓会について
(3)委員長等活動報告
②新春特別セミナーの開催について
(4)その他
③平成 29 年度研修に向けてのアンケート結果
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度第２回教育委員会模様
■日時：平成２９年１月２３日（月曜日）
１４：００～１５：３０
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
塚本教育委員長、島津委員、
木村（清高）委員、吉田委員
(3)平成 29 年度教育委員会事業計画予算(案)に
■議題
ついて
(1)平成 28 年度研修等実施状況について
(4)平成 29 年度研修等計画
(2)平成 28 年度研修アンケート状況について
(5)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度第２回業務委員会模様
■日時：平成２９年１月２４日（火曜日）
１３：００～１５：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
高瀬業務委員長、清水委員、
能地委員、樋川委員
■議題
(1)平成 28 年度の具体的な実施状況について

(2)平成 29 年度事業計画（具体的な取組み）に
ついて
(3)新商材について
(4)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度第２回組織委員会模様
■日時：平成２９年１月２４日（火曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
高橋組織委員長、清水委員、髙瀬委員、
山本委員、能地委員、宮川委員
■議題
(3)平成 29 年度事業計画（予算）について
(1)平成 28 年度会員増強の取組み状況について
(4)その他
(2)平成 29 年度会員増強の取組みについて
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度第２回広報委員会模様
■日時：平成２９年１月２７日（金曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
松山広報委員長、島津委員、木村(清信)委員
■議題
(3)平成 29 年度事業計画（具体的な取組み）に
(1)平成 28 年度応報活動状況について
ついて
(2)①「イベント報告」について
(4)その他
②ホームページ更新状況について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度第２回総務財務委員会模様
■日時：平成２９年１月３１日（火曜日）
１０：００～１２：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
長谷川総務財務委員長、木村(清信)委員、
岩田委員、吉田委員
(2)平成 29 年度に向けた事業計画及び
■議題
収支予算（案）について（本部）（支部）
(1)平成 29 年度重点施策（案）について
(3)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度第６回委員長会議模様
■日時：平成２９年１月３１日（火曜日）
１３：３０～１7：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■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、
(2)平成 29 年度に向けた事業計画及び
塚本教育委員長、高橋組織委員長
収支予算（案）について
■議題
(3)その他
(1)平成 29 年度重点施策（案）について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ＮＴＴ東日本「ギガらく Wi-Fi」サービス説明会模様
■日時：平成２８年１２月２０日（火曜日）
１５：３０～１７：００
場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■参加者：１０名
■報告： 関東地方本部は、NTT 東日本と「ギガ
らく Wi-Fi」サービスの注文取次業務契約をし
て、法人向けのサービス商品として取り扱うこ
とになりました。本商品は、中堅中小企業のオ
フィスや飲食店の店舗にて Wi-Fi 環境を簡単に
実現する、サポート付き Wi-Fi サービスです。
アクセスポイント装置は、最新規格
IEEE802.11ac に対応し、機器設定から運用ま
でを NTT 東日本がセットで提供します。既存
顧客に対する新たな付加価値の創出やフロー
ビジネスとしても有効な商材です。

説明会場の様子

ＮＴＴ東日本様よりご説明
①「ギガらく Wi-Fi」のサービスご紹介
◆ハイエンドプラン（2 年タイプ）
◆ハイエンドプラン バリュータイプ
（5 年タイプ）
②注文申込みから利用開始までの必要書類
③その他

Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント装置

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度東京支部・勉強会・年末懇親会模様
■日時：平成２８年１２月７日（水曜日）
１７：００～１８：００ 勉強会 百合の間
１８：１５～１９：４５ 懇親会 ルミエール
場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )
■参加者：３０名 勉強会
４８名 懇親会
■報告：東京支部主催による勉強会、懇親会をメ
ルパルク東京で開催しました。当日は、師走の
忙しい中、多数の会員、賛助会員が参加して親
睦を深めました。
勉強会は、NTT コミュニケーションズ株式会
社 小沼秀基 様のご挨拶と平尾貞典 様より

［クラウド PBX サービス「Arcstar Smart
PBX」］のご紹介がありました。参加者は熱心
に耳を傾けていました。
懇親会では、今井本部長のご挨拶、大輪理事
長の乾杯の音頭により賑やかに懇親会が始ま
り親睦を深めました。

勉強会模様

NTT ｺﾐｭﾝｹｰｼｮﾝｽﾞ 小沼氏

NTT ｺﾐｭﾝｹｰｼｮﾝｽﾞ 平尾氏

勉強会模様

懇親会模様

司会の島津幹事

木村支部長の挨拶

今井本部長の挨拶

松山副本部長の中締め

大輪理事長の乾杯ご発声

懇親会模様
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２８年度栃木県支部

ビジネスセミナー報告

■日時：平成２８年１０月２５日（火曜日）
１５：３０～１７：３０ ビジネスセミナー
１８：００～２０：００ 懇親会
場所：宇都宮市民プラザ うつのみや表参道スクエア５階会議室１
（宇都宮市馬場通り 4 丁目 1-1）
■参加者：１２名
■報告：近年ネットワーク技術は急速に進展し、
業務効率の改善・業績向上に向け、その活用を
どのように行うかが特に重要になってきてお
ります。その一方、担当の人手は限られ、少な
い人数で最大の効果を要求されています。この
ような中、栃木県支部ではネットワークのプロ
であるアライドテレシス（株）様にご協力いた
だきまして、ビジネスセミナーを開催しました。
セミナーの後は会員の親睦を深める為に懇
親会を行い、アライドテレシス（株）様にも参
セミナー模様
加していただき、今後の会員企業の発展・社員
育成・販売強化に向け意見交換を交え語り合い
ました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２８年度茨城県支部

新年賀詞交歓会報告

■日時：平成２９年１月１９日（木曜日）
１８：００～
ＮＴＴ東日本 ギガらくＷｉ－Ｆｉ勉強会
１８：３０～
賀詞交歓会
場所：海鮮厨房 天天 (茨城県水戸市泉町 2-3-2 中央ビル B1F)
■参加者：２２名
■報告：平成 29 年賀詞交歓会を
「海鮮厨房 天天」
株式会社 NTT 東日本－南関東茨城支店 オフィ
で開催致しました。当日は、東日本電信電話株
ス営業部長 諏訪部 達也様、オフィス営業部水
式会社ビジネス＆オフィス営業推進本部 オフ
戸営業担当課長 大津 真人様、株式会社ドコモ
ィス営業部 担当部長 石岡 利也様より、ギガ
CS 茨城支店 法人営業部長 堀野 卓様、法人営
らく Wi－Fi の特徴や導入、注文取次契約につ
業部第二法人営業担当課長 野原 裕介様にご
いてご説明を頂きました。
来賓を賜り、終始和やかに歓談し親交を深める
また、賀詞交歓会では、ITCA 関東地方本部
とともに、今後もキャリア・ITCA・会員各社
組織委員長 高橋 正和様、
が連携を取って業界を発展させていくことを
誓いました。

勉強会模様
賀詞交歓会模様
和やかな歓談様子
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成２９年関東地方本部

新春特別セミナー模様

■日時：平成２９年１月１１日（水曜日）
１３：３０～１４：４５ 百合の間
場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )
■参加者：７８名
■演題：「ＩＴＣＡとＮＴＴドコモの更なる協業ビジネスの拡大にむけて」
講師 株式会社ＮＴＴドコモ
第一法人営業部 法人サービス第三 担当部長 村野貴広 様
■報告：
新春特別セミナーをメルパルク東京で開催し
更なる普及に向けた取組みが紹介されました。ま
ました。賛助会員の㈱NTT ドコモ様より「ITCA
た、ドコモが推進する「協創」による新たなビジ
と NTT ドコモの更なる協業ビジネスの拡大に向
ネスの創出に向けて、昨今話題のビジネステーマ
けて」と題しまして、ITCA との協業テーマであ
や「＋ｄ」の取組みが紹介されました。多数の会
る「FMC サービス」について現状を振り返り、
員が参加され熱心に耳を傾けられていました。

司会の塚本教育委員長

今井本部長の開会挨拶

㈱ＮＴＴドコモ 村野 氏

セミナー会場風景

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

平成２９年関東地方本部

賀詞交歓会模様

■日時：平成２９年１月１１日（水曜日）
１５：００～１７：００ 瑞雲の間
場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )
■参加者：１４２名
■報告：平成 29 年 ITCA 関東地方本部の新年賀
詞交歓会をメルパルク東京・瑞雲の間で賑やかに
開催いたしました。
総務省関東総合通信局長 髙﨑一郎様、東日本
電信電話株式会社 東京事業部 取締役 東京事業
部長 浅野健志様や関連団体・関連企業、賛助会
員の皆様方、情報通信設備協会本部の大木会長並
びに大輪理事長を来賓にお迎えし、大勢の関東地
方本部会員と役員 OB などが参加して、増々の景

司会の長谷川副本部長

大輪理事長の乾杯発声

気回復と会員企業の業績向上、協会の発展を祈念
し懇親を深めました。
冒頭、今井関東地方本部長が新年のご挨拶を行
い、次いで来賓を代表して総務省関東総合通信局
長 髙﨑一郎様、東日本電信電話株式会社 東京事
業部 取締役 東京事業部長 浅野健志様、大木協
会会長にご挨拶をいただいたあと、大輪協会理事
長の乾杯の音頭に合わせて会場は大きな拍手に
包まれ、華やかに賀詞交歓会がスタートしました。

松山副本部長の中締め

懇親会場模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＜挨拶＞
関東地方本部

本部長

今井 秀昭
が欠かせないとの認識の基、28 年度の重点活動項

皆様、明けましておめでとうございます。

目として会員増強に取組むことを決め、関東地方

本日は、ご多忙中のなか関東地方本部の賀詞交

本部でも役員による一声運動などの増強活動を

歓会にかくも大勢のご来賓の方々のご出席を賜

することを決めて行動したことにより、昭和 60

り誠にありがとうございます。また、会員各位の

年から続いてきた会員数減少の一定の歯止めを

皆様におかれましては日頃より当協会の運営に

かけることができました。会員皆様のご努力に感

つきまして多大なるご支援ご理解を賜り重ねて

謝するとともに、一層のご協力をお願いする次第

御礼申し上げます。

です。

さて、我が国の経済は、昨年からの円安基調が

また、光サービス事業を推進するため協会ブラ

続く中、大手製造業や輸出型企業を中心とした一

ンドの「ITCA 光」サービスを創設し、NTT グル

部の企業では業績の最高益を更新したものの中

ープ様や、光卸事業者様との新たなコラボレーシ

国経済の減速や先行き不透明感から民間設備投

ョンをスタートいたしました。また、保守サービ

資や賃上げにつきましてはまだ慎重姿勢をとっ

スの重要性の認識をして頂くために、国内主要な

ており、経済全体は足踏み状態を続けております。

通信機器メーカーへの商品カタログに掲載メッ

このような状況から、本年の情報通信業界や会員

セージの要望書を持参して、各メーカーへの陳情

企業の経営状態が好転することを期待したいと

訪問活動を実施したしました。

ころであります。

その結果、商品カタログの更改時期に合わせて、

昨年を振り返りますと、海外では、アメリカ大

要望書通りの内容の掲載をご検討頂けることに

統領選でのトランプ氏の勝利、英国の国民投票で

なっております。誠に、有難いことで、各通信機

「EU 離脱」を選択等また国内においては、4 月

器メーカーに感謝いたします。

の熊本地震、8 月の台風 10 号など日本列島におい

本年は、更に会員の皆様の事業拡大に向けて、

ては、家屋の被害など多くの死亡者・また昨年の

新規事業の開拓や、関連業界の連携、技術者の人

暮れには、糸魚川市の火災など悲惨な出来事が続

材育成、会員増強、組織の強化、広報活動の強化

きました。一方、リオ五輪での日本人の 41 個の

に取り組んでまいりますので、皆さまの一層のご

メダルでの活躍、日本ハムが 10 年ぶり 3 度目の

支援、ご指導を心よりお願い申し上げます。

日本一や 3 月の北海道新幹線の開業やノーベル生

最後に皆様方の益々のご発展と我が協会の繁

理学・医学賞に大隅良典氏が受賞など明るいニュ

栄を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい

ースも多く、話題の多い一年となりました。

ただきます。

一方、情報通信分野においては、20 年に開催さ
れる東京五輪・パラリンピックに向けた通信環境
の整備、IoT、AI 等の新サービスの創出、通信速
度が速く通信容量も大きい次世代の「第 5 世代通
信規格（5G）
」の実用化等がかなりのスピードで
進んでおり、それに対する技術力が求められてい
ます。

今井本部長の挨拶

協会本部では、今年度も協会活動を更に充実し

ていくためには協会の基盤である会員数の拡大
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＜ご来賓挨拶＞
総務省関東総合通信局長

髙﨑 一郎 様

皆様、新年明けましておめでとうございます。

組みであるとか、情報通信サービスに関する調査

ただいまご紹介を頂きました総務省関東総合

研究など、様々な利用者利便に貢献するような取

通信局長の髙﨑です。

り組みをされておられます。今年も引き続き取り

一般社団法人情報通信設備協会関東地方本部

組んでいただき、ご支援を賜ればありがたいと思

の賀詞交歓会がこのように盛大に開催されます

っているところです。

ことを心よりお祝い申し上げます。また、皆様方

最後になりますが、情報通信設備協会及び会員

には情報通信行政に多大なご理解ご協力を賜り、

各社の益々のご発展とご参集の皆様のご健康と

高いところから大変恐縮ではございますが厚く

ご多幸を祈念いたしまして、簡単ではございます

御礼を申し上げます。

が、新年にあたりましてのご挨拶とさせていただ

さて、昨年を振り返りますと、IoT、ビッグデ

きます。ありがとうございました。

ータ、AI などが話題となり、ビジネスや雇用の創
出、さらには地域の課題の解決のツールとして大
変期待を集めたところです。総務省におきまして
も、2020 年の東京オリンピック、パラリンピッ
ク、更にはその後の経済発展を見据えて、昨年の
9 月には地域 IoT 実装推進タスクフォースを設置
し、これまで行って参りました実装実験成果の横
展開や課題の把握、ロードマップ策定等、支援を

髙﨑関東総合通信局長のご挨拶

講じることとしています。
また、昨年は、サイバー攻撃、情報流出の事案
も多発し、情報セキュリティの重要性というもの
が再認識された 1 年だったのではないかと思って
いるところです。総務省としましては、このよう
なサイバー攻撃が深刻化している状況を踏まえ、
これまで国や重要通信インフラ事業者に限って
行ってきた実践的サイバー防御演習について、そ
の対象を地方公共団体に拡大するとともに、若手
のセキュリティエンジニアの育成を支援してい
くこととしています。
このような中で、協会会員の皆様は、ICT に関
連する企業のニーズにきめ細かく対応され、現場
に即した様々なノウハウをお持ちでいらっしゃ
います。協会におかれましては、これらの状況を
踏まえて、情報通信設備に関する人材育成の取り
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
8

＜ご来賓挨拶＞
東日本電信電話株式会社

東京事業部

取締役

あけましておめでとうございます。

東京事業部長

浅野 健志 様

いずれにしろ、本年も協会のみなさまと一緒に

ただいまご紹介に預かりました NTT 東日本東

なって、サービス品質はもとより、安心と安全を

京事業部の浅野でございます。

お客さまに提供していきたいと考えております。

まずは、情報通信設備協会関東地方本部賀詞交歓

最後になりますが、情報通信設備協会並びにご

会、大変盛会に開催されること心からお慶び申し

加盟の会社様のご繁栄、更にはご参列の皆様の

上げます。

益々のご発展とご健勝をお祈り申し上げて、私の

また、日頃より弊社事業にご支援ご協力頂き、

挨拶にかえさせて頂きます。本年もよろしくお願

本日も多くの関係者をお招き頂き、誠にありがと

いします。

うございます。
ご指名でありますので、誠に僭越ではございます
が、一言ご挨拶させていただきます。
この年末年始、先週までは天候的には穏やかな
日々でしたが、今週から寒波で東北、北海道が大
雪にみまわれはじめ、またグローバルには、来週
新たな米国大統領が就任することになり、世界的
に政治、経済、産業と慌ただしい日々を迎える、
そんな年になると感じています。

浅野東京事業部長のご挨拶

そうゆう中で昨年は、様々な新技術、IoT、ク
ラウド、AI、ビッグデータなどが益々発展し身近
なものになる年になると申しましたが、今年は、
もう一歩前に進んで、働き方改革や労働者不足、
インバウンドの増加などの社会的課題をどのよ
うに解決するかにまさにこの ICT 技術を使わざ
る得ない年になると考えています。
技術的にも社会的ニーズもタイミングが合った
今年こそ一気にブレイクし、我々ICT に関わる業
界としてはお客さま目線で導入支援をしていく、
今年こそは皆さんと一緒にその果実を享受でき
ればと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＜ご来賓挨拶＞
一般社団法人情報通信設備協会 会長

大木 一夫 様

新年明けましておめでとうございます。

本年もぜひ本部といたしましては今日お集ま

新しい年になったわけでございます。非常に期待

り頂いております通信事業者の皆様、また賛助会

感も大きいところでございますが、関東地方本部

員企業の皆様等と新たなコラボレーションモデ

の皆様には当協会の運営につきまして日々本当

ルというものを生み出すべく、努力を重ねていき

に多大なご尽力をいただいておりますことにこ

たいと思っております。

の席を借りまして厚く御礼申し上げます。

こういった大きな変化の時代、大変厳しい時代

情報通信業界を取り巻く環境は、本当に日々変

ではありますけれどもチャンスの時代であると

化をしているわけでございますけれども、先程来

いう事も言えると思います。この先の変化という

お話がありますように、大きなトレンド、大きな

ものをしっかり見据えて勇気を持ってチャレン

ベクトルとしては、IoT、クラウド、ビッグデー

ジをしていく、その事がこの時代の勝利の方程式

タ、人工知能、こういった新しい技術のうえに新

になるのではないかとも思っております。

しいサービス、新しい価値創造というものが生ま

本部といたしましてはこれまで以上に地方本

れて、世の中全体についても大きなインパクトを

部の皆様と力を合わせ、そして知恵を結集いたし

与えてくる、また現実世界がそのように大きく動

まして、今日お集まりの皆さんと共に、本年がよ

いてきていると言ってもいいのではないかと思

り良い年となりますよう努めて参りたいと思っ

っております。

ておりますので、どうか引き続きご協力ご支援の

そういった中で、お客様のニーズというのは、

程、宜しくお願い申し上げます。簡単ではござい

ますます多様化をしていくと共に、通信ネットワ

ますけれども、新年のご挨拶とさせていただきま

ーク、情報システム更にはその上で展開されるア

す。

プリケーション、また工事、保守、そしてユーザ
ーサポート、これらを一体となってワンストップ
で提供頂きたいというお声が強まっております
し、これからますます高まっていくというふうに
想定をしているところでございます。
当協会としては、是非皆様と共にこのニーズに
お応えをしていきたいと、その為にはもはや一社
のみではなかなかこれにお応えすることは出来

大木会長のご挨拶

ない、難しいところに来ているんではないか、そ
ういった意味で他企業の皆さんとのパートナシ
ップ、コラボレーションというものが非常に重要
なポイントになっているかと思います。昨年、関
東地方本部の皆さんのお力で光コラボレーショ
ンモデル、先程お話がございました「ITCA 光」
サービスがスタートしたところでございます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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