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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 30 年 8月発行】平成 30年 6月～平成 30 年 7 月イベント報告 No.15

平成３０年度第２回委員長会議模様

■日時：平成３０年７月１０日（火曜日） １３：３０～１４：３０

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、髙橋組織委員長

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会について

②会員拡大に向けた取組みについて

③平成 30 年度関東地方本部役員担務

について（案）

④その他

（2）周知事項等

①平成 30 年度研修等実施状況及び実施計画

②一日でわかるプレゼンテーション研修の

ご案内

③第 2 級陸上特殊無線技士資格取得研修の

ご案内

④30 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑤30 年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥「CAD 製図（電気設備）初級講習」の

ご案内

⑦ワーキンググループの打ち合わせ模様

について

⑧サンテレホン 2018 の展示会出展について

⑨平成 30 年度会員名簿広告掲載の協力依頼

について

⑩平成 30 年度予定表（7 月～9 月）

⑪平成 30 年度会議等開催予定

⑫各委員会の開催日程について

⑬平成 30 年度収支予算書(収益・費用)(6 月期)
（3）委員長等活動報告

（4）その他

平成３０年度第２回幹事会模様

■日時：平成３０年７月１０日（火曜日） １５：００～１６：３０

場所：情報通信設備協会 Web 会議(9 対地接続)

■出席者

(会議室)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、山本幹事

    田中幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、

( Web ) 木村（清信）幹事、清水幹事、宮川幹事、木村(清高)幹事、金澤幹事、島津幹事、石渡幹事、

髙橋(義一)幹事、久野監事                   

■議題

(1)審議事項

①会員の入退会について

②会員拡大に向けた取組みについて

③平成 30 年度関東地方本部役員担務

について（案）

④その他

（2）周知事項等

①平成 30 年度研修等実施状況及び実施計画

②一日でわかるプレゼンテーション研修の

ご案内

③第 2 級陸上特殊無線技士資格取得研修の

ご案内

④30 年度中級ネットワーク技術者研修の

ご案内

⑤30 年度無線 LAN 技術者研修のご案内

⑥「CAD 製図（電気設備）初級講習」の

ご案内

⑦ワーキンググループの打ち合わせ模様

について

⑧サンテレホン 2018 の展示会出展について

⑨平成 30 年度会員名簿広告掲載の協力依頼

について

⑩平成 30 年度予定表（7 月～9 月）

⑪平成 30 年度会議等開催予定

⑫各委員会の開催日程について

⑬平成 30 年度収支予算書(収益・費用)(6 月期)
⑭「ITCA」原稿執筆線表

（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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平成３０年度第１回業務委員会模様

■日時：平成３０年７月３１日（火曜日）

１５：００～１６：３０

場所：情報通信設備協会 Web 会議室

■出席者

(会議室)髙瀬業務委員長、寺田委員、

(Web)清水委員

■議題

(1)委員長挨拶

(2)平成 30 年度の取組み状況について

①関東地方本部の取組み状況について

②本部の取組み状況について

(3)新商材の扱いについて

①「フレッツ光倶楽部」のご案内

(4)その他

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

平成３０年度消防設備士(甲種４類)受験準備講習会報告

■日時：平成３０年６月９日（土曜日）

９：００～１７：３０

場所：ENDO 東京ビル 5F ホール(新宿区若葉 1-4-1)
主催：（一社）日本電気工事士協会

■受講者：３名

■報告： （一社）日本電気工事士協会主催の本

研修は、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には必須の資

格です。毎回大好評で設計項目等についても演

習を交え重点を徹底整理された短期集中講習

会でした。参加者は受験に必要な知識を学びま

した。

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

平成３０年度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３０年６月１８日（月曜日）～１９日（火曜日）

９：００～１７：３０

場所：ヤマト電気㈱ 本社ビル・会議室(練馬区春日 2-14-8)
主催：（一社）日本電気工事士協会

■受講者：８名

■報告： （一社）日本電気工事士協会主催の本

研修は、安衛法第 60 条、同施行令第 19 条、安

衛則第 40 条には、建設業、電気業において、

作業中の労働者を直接指導または監督する職

長の業務に就くことになった者(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

ています。2 日間に亘る研修で必要な知識を習

得し受講者には「修了証」が発行されました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度現場リーダーシップ研修報告

■日時：平成３０年６月２２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：５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、現場リーダーが求められる効果

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習得しました。

受講者には、事前にアンケートを実施して「現在

悩んでいる事・課題」等を確認した上で研修を行

い、現在の課題解決に向けた内容でした。学んだ

ことを活かして各社でリーダーとしての活躍が

期待されます。

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

平成３０年度「工事担任者試験」実務経歴証明書作成説明会報告

■日時：平成３０年７月５日（木曜日）

１５：００～１７：００

場所：日本データ通信協会

7 階会議室(豊島区巣鴨 2-11-1)
主催：（一財）日本データ通信協会

■受講者：１９名

■報告：（一財）日本データ通信協会主催の本研

修は、工事担任者試験が 11 月 25 日（日）に実

施されることに伴い、実務経歴による科目免除

制度（基礎免除、基礎＋技術免除）について、

経歴証明書作成時の注意事項等が説明されま

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？

グループディスカッション模様

説明会模様
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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３０年７月６日（金曜日）

①研修会 １４：３０～１５：４０

②ＳＲ見学会 説明会終了後

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 ビル)

主催：(一社)東京都電設協会

■参加者：９名

■報告：（一社）東京都電設協会が主催する本説

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

ていくとともに、社会保険未加入者の排除など、

国の制度に近づいていくことが計画されてい

る東京都や区市町村の入札契約制度改革等の

方向性を含め、今後の公共工事の動向を知る為

の重要な説明会でした。研修会終了後には、希

望者が併設の遠藤照明・東京ショールームで見

学を行いました。

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

「経理の知識」と「仕事の基本」研修報告
～人には聞けない企業のお金の流れ(キャッシュフローの改善)と仕事の基本～

■日時：平成３０年７月２０日（金曜日）

１０：００～１６：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：７名

■報告：「経理の知識」では、キャッシュフロー

を考えながら仕事を進める知識を身につけ、業

務を通じてキャッシュフロー改善を寄与でき

るようになることを目指しました。身近な例と

して設備投資の考え方にも触れて、コスト意識

を高めました。

「仕事の基本」では、仕事の基本サイクルと

「ホウ・レン・ソウ(報連相)」の重要性を理解

し、コミュニケーション力を身につけるため、

事例を用いてグループ討議を行いました。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。

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

東京都の「新たな入札契約制度に関する説明会」報告

■日時：平成３０年７月２６日（木曜日）

①研修会 １４：００～１５：３０

②見学会 LED 照明等のショールーム

場所：中野サンプラザ 7 階 研修室 13
(中野区中野 4-1-1)
主催：(一社)東京都電設協会

■参加者：１３名

■報告：「東京都の新たな入札契約制度」が 6
月 25 日に施行されましたので、（一社）東京都

電設協会のご協力を得て、説明会を開催しまし

た。本説明会は、新制度の組み立てを担当して

いる東京都職員の方から新しい入札契約制度

の内容と留意点について話を伺えました。

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

研修模様
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第２７７回関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告

■日時：平成３０年６月１２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：１９名

■報告：第 277 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

しました。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で、その

美しい景観と地形を生かしたコースは四季

折々に快適なプレーが楽しめます。当日は、薄

曇りで、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。

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

順 位 氏名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 三浦 隆 トータルコミュニケーションズ㈱ 51 49 100 28.8 71.2
準優勝 吉田孝治 電通工業㈱ 41 42 83 9.6 73.4
３ 位 髙瀬幸雄 埼玉アンテナシステム㈱ 43 49 92 18.0 74.0
Ｂ Ｇ 鈴木 潔 ㈱共栄通工 39 38 77 ― ―

(左から)優勝された三浦様と今井本部長 和やかな懇親会模様

企業通信システム維持管理のガイドライン

「電話設備保守契約のすすめ」パンフレット販売のご案内

パンフレットを 100 部単位で販売しております。

保守サービスのツールとしてご利用下さい。

申込み方法・価格等は下記へお問合せ願います。

一般社団法人

情報通信設備協会 関東地方本部

TEL:03-5244-9700

E-mail:info@itca.or.jp

コース風景
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展 示 会 報 告

平野通信機材株式会社 展示会

ＢＣＣ Ｓｅｓｓｉｏｎ ２０１８ ＪＵＮＥ

■日時：平成３０年６月８日（金曜日）

   １０：３０～１７：００

場所：平野通信機材株式会社

本社ビル 1・2 階（中央区入船 2-2-14）

■報告：平野通信機材株式会社主催の「ＢＣＣ

Ｓｅｓｓｉｏｎ ２０１８ ＪＵＮＥ」展示

会が 6 月 8 日に開催されました。

話題のテーマ「ＩｏＴ／ＡＩ」「セキュ

リティ」「文教」「働き方改革」「工事にお

ける業務効率化」の最新商材をメーカー28
社が出展していました。各ブースでは、最

新の商材やソリューションについて情報

を収集する来場者で賑わっていました。

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

会場１階「ＩｏＴ／ＡＩ」ブース

会場２階「働き方改革」「文教」「セキュリティ」「工事における業務効率化」ブース
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展 示 会 報 告

神田通信機株式会社 展示会

第２５回神田フェア ＩＣＴ×「働き方改革」

■日時：平成３０年６月１２日（火曜日）

   １０：００～１７：００

場所：大宮ソニックシティ B1F
（さいたま市大宮区桜木町 1-7-5）

■報告：神田通信機株式会社主催の「第 25 回神

田フェア ICT×「働き方改革」展示会が大宮ソ

ニックシティで開催されました。

多くの組織の課題となっています「働き方改

革」について、ICT 技術を使って問題解決に繋

がる製品、ソリューション、サービス、神田通

信機㈱オリジナルの製品・ソリューションが展

示されていました。各メーカー担当者が熱心に

説明され、情報収集する来場者で賑わっていま

した。

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

通信・電話ブース

オリジナル製品ブース 照明制御ブース

会場風景
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会場内設置カメラにて映像放映

「Ｆａｃｔｏｒｙ」

Ｉ(ｎｄｕｓｔｒｉａｌ)ＩｏＴでつながる製造現場
「Ｓｈｏｐ」

働き方改革を意識した店舗・オフィス向け空間

オープニングセレモニー 様子

               

               

「Ｈｏｍｅ」

ＩＣＴによる省エネルギーをテーマにした仮想住宅空間

展 示 会 報 告

サンテレホン株式会社 ＩＣＴ総合展示会

ＳＵＮＴＥＬ Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ２０１８

■日時：平成３０年７月１８日（水曜日）

１０：００～１８：００

平成３０年７月１９日（木曜日）

１０：００～１７：３０      

場所：東京ドームシティ・プリズムホール

（文京区後楽 1-3-61）
来場者数：3,805 名（2 日間）

■報告：サンテレホン株式会社主催の「サンテレ

ホ ン ICT 総 合 展 示 会 SUNTEL Next 
Solution2018」が東京ドームシティ・プリズム

ホールで開催されました。“Next Solution”を

テーマに、ICT 技術とサービスの融合による新

たなビジネスが期待される「IoT」・「オフィ

ス」・「文教・医療」・「インバウンド」・「エネル

ギー」のキーワードにて 100 社を超える企業が

出展しました。

SUNTEL ブースでは、「俺の IoT～つながる

スマート社会～」と題し、Office&Shop・

Home・Factory の 3 つの仮想空間で体験でき

る展示をしていました。各ブースでは、来場者

が熱心に情報収集して、セミナー会場も多数の

参加者が耳を傾けていました。後援として情報

通信設備協会も出展させて頂きました。

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



9

平成３０年度埼玉県支部 超スマート社会「講演会・実証実験」報告

■日時：平成３０年６月１７日（日曜日）

①13：00～14：00 第１部 講演会（人工知能、IoT、ロボット等）

・主催者挨拶

・オープニングメッセージ（コミュニケーションロボット）

・基調講演

  超スマート社会実現に向けた取組

  埼玉県西部地区のグランドデザイン

②14：00～15：30 第２部 自動運転実証実験（トヨタ プリウス改造車）

・埼玉工業大学の自動運転の取組

・自動運転実証実験

■場所：坂戸市入西地域交流センター（坂戸市大字新堀 159-1）
■参加者：３００名

■報告：埼玉県は、地域未来投資促進法に基づく

「鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画」を

策定しました。その計画では①人工知能。IoT、
ロボット、LPWA（省電力長距離通信）など先

進の ICT により「超スマート社会」を実現する。

②優れた交通アクセス等の地域特性を活用し

③農業大学跡地を中心としたエリアに戦略的

な先端産業等を集積し、エリア内に経済効果を

もたらすことを目的としています。更に、計画

の基本方針では情報通信分野の業界団体と連

携して推進することが示されました 。    

そこで埼玉県支部は今後訪れる「超スマート社

会」に向けての講演会と埼玉工業大学のご協力

による自動運転の実証実験を行いました。当日

は会員および自治体、地域住民らが多数参加し、

自動運転実証実験車えの試乗や、IoT や AI な

どの先端技術を体感していただきました。

今回の講演会及び実証実験の模様は、CATV
放送や新聞に掲載されて注目を集めました。

講演会模様 コミュニケーションロボット「unibo」

によるオープニングメッセージ

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

自動運転実証実験模様（トヨタプリウス改造車） 建設通信新聞 6 月 19 日付に記事掲載
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平成 30 年度 関東地方本部委員会名簿

総務財務委員会 (敬称略)

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 三浦 隆 東京支部 幹事 トータルコミュニケーションズ㈱

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 田中 清数 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㈱

委員 寺田 栄作 東京支部 幹事 日本通信機工業㈱

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 三浦 隆 東京支部 幹事 トータルコミュニケーションズ㈱

委員 永島 薫 東京支部 幹事 ㈱町田電話工業

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㈱
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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 田中 清数 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㈱

委員 宮川 欣丈 千葉県支部 幹事 宮川電気通信工業㈱

委員 永島 薫 東京支部 幹事 ㈱町田電話工業

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

ご案内


