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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 12 月発行】平成 30 年 10 月～平成 30 年 11 月イベント報告 No.17

平成３０年度第１回総務財務委員会模様

■日時：平成３０年１０月２５日（木曜日）

１３：３０～１５：３０

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、三浦委員

■議題

(1)委員長挨拶

(2)平成 30 年度中間決算監査状況について

(3)平成 30 年度財務状況（中間決算収支実績）について

(4)その他

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

平成３０年度第５回委員長会議模様

■日時：平成３０年１１月１３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、髙橋組織委員長、塚本教育委員長

■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 31 年新年賀詞交歓会について

④会費未納の状況について

⑤その他

（2）周知事項等

①平成 30 年度研修等実施状況について

②平成 30 年度 ITCA セミナーの開催について

③平成 30 年度組織拡大委員会の開催ご案内

（詳細版）

④平成 30 年度会員名簿 広告受付

⑤ワーキンググループの状況について

⑥平成 30 年度関東地方本部の取組み状況に

ついて

⑦広報委員会からの報告事項について

⑧平成 30 年度支部忘年会・新年賀詞交歓会等

予定について

⑨平成 30 年度の財務状況（9 月末）について

⑩平成 30 年度予定表(12 月～2 月)

⑪平成 30 年度会議等開催予定

⑫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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平成３０年度第５回幹事会模様

■日時：平成３０年１１月１３日（火曜日） １５：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■出席者

今井本部長、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、

宮川幹事、木村（清信）幹事、田中幹事、木村(清高)幹事、清水幹事、金澤幹事、島津幹事、

石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、吉田監事                   

■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 31 年新年賀詞交歓会について

④会費未納の状況について

⑤その他

（2）周知事項等

①平成 30 年度研修等実施状況について

②平成 30 年度 ITCA セミナーの開催について

③平成 30 年度組織拡大委員会の開催ご案内

（詳細版）

④平成 30 年度会員名簿 広告受付

⑤ワーキンググループの状況について

⑥平成 30 年度関東地方本部の取組み状況に

ついて

⑦広報委員会からの報告事項について

⑧平成 30 年度支部忘年会・新年賀詞交歓会等

予定について

⑨平成 30 年度の財務状況（9 月末）について

⑩平成 30 年度予定表(12 月～2 月)

⑪平成 30 年度会議等開催予定

⑫その他

（3）委員長等活動報告

（4）その他

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

平成３０年度組織拡大委員会模様

■日時：平成３０年１１月２６日（月曜日）

１５：００～１８：００

場所：リソル生命の森 フォレストアカデミー 会議室

■出席者

【組織委員会役員等】

高橋組織委員長、

長谷川委員、髙瀬委員、山本委員、田中委員、

木村清信委員、清水委員、金澤委員、宮川委員、

石渡委員、永島委員、木村清高委員、

今井本部長、松山広報委員長、塚本教育委員長

【千葉県支部会員】

宮川電気通信工業㈱ 宮川光生 様、木寺奏一 様

㈱クレアシオン 小澤直之 様、中島義幸 様

日興通信㈱ 水上岳也 様

■議題

(1)会員増強の取組みについて

(2)各委員長による取組み状況について

(3)ワーキンググループの取組み状況について

(4)千葉県支部会員との意見交換

(5)その他

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

会議模様
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平成３０年度第２回工事担任者資格(AI・DD 総合種)取得研修報告

■日時：平成３０年１０月１０日（水曜日）基礎コース

    平成３０年１０月１１日（木曜日）技術コース

    平成３０年１０月１２日（金曜日）法規コース

    ９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：基礎５名 技術８名 法規４名

■報告：：平成 30 年 11 月 25 日に実施されまし

た第 2 回工事担任者試験の対策講座として「電

気通信工事担任者の会」専任講師により基礎・

技術・法規コースを開催しました。延べ 17 名

が合格に向けて熱心に受講しました。なお、平

成 30 年度の第 1 回工事担任者試験の電気通信

国家試験センター全体(全国合計)の合格率は、

DD 第 1 種が 29.0％、AI・DD 総合種が 21.5％
となっています。

また、(一財)日本データ通信協会 電気通信

国家試験センターのホームページに、平成 28
年度第 2 回からの全試験問題と解答が掲載され

ますので、今後の受験にお役立てください。

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

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１０月１３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：５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。

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

基礎コース模様

技術コース模様

法規コース模様
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＜講義Ⅰ＞

『2019 年経営環境のゆくえと中小企業の生き残り戦略』

～「混沌中の混沌」を打破する新経営戦略と新マネジメント

の要諦～

＜講義Ⅱ＞

『業界破壊のイノベーターの脅威と新事業成功の秘訣』

＜ケーススタディ・ディスカッションⅠ＞

『業界破壊のイノベーターの脅威と新事業成功のポイント』

＜講義Ⅲ＞

『業種の枠を越え、企業価値を高めるためのＭ＆Ａ戦略』

～シナジー効果を最大限発揮する成功の秘訣～

平成３０年度ＣＡＤ製図（電気設備）中級講習報告

■日時：平成３０年１０月１４日（日）、２１日（日）、２８（日）の３日間

９：２０～１６：３０

場所：会場：都立城南職業能力開発センター (品川区東品川 3-31-16)
主催：(一社)東京都電設協会

■参加者：２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

が増えています。このことから、(一社)東京都

電設協会のご協力を得て、同協会が開催してい

る「AutoCAD LT」の基本操作と CAD 図面作

成の初歩をマスターした方を対象にさらなる

スクルアップを目指す方を対象に開催されま

した。会員企業 2 名が受講しました。

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

平成３０年度 経営革新セミナー報告

■日時：平成３０年１１月１６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：今年度は経営者・経営幹部・中堅幹部

等を対象とし、『「混沌中の混沌」を乗り越え、

業界破壊型イノベーターの脅威を突破する

生き残り戦略』と題して、「業界枠を越え、

これからの環境変化を踏まえ、新経営戦略と

新マネジメントの要諦」を学び、業績基盤構

築に繋げることを目的に開催しました。従来

型のマネジメントの見直しするものの見

方・考え方のノウハウを習得して、グループ

討議後に発表会を行いました。他会員との交

流もでき有意義な 1 日となりました。

熱心に耳を傾ける受講者             グループ討議後の発表会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第３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３０年１１月２８日（水曜日）～２９日（木曜日）

９：００～１７：００

場所：アライドテレシス㈱研修室

(品川区五反田 7-21-11)
■受講者：１０名

■報告： ブロードバンドルータ、LAN スイッチ

(L2／L3)を利用したハンズオンセミナーで、

ルーティング基礎からスイッチング基礎を習

得することで、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。後日、各自が「情報ネットワーク

プランナーマスター」認定試験を Web 上で受

けることになります。

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

平成３０年度第３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３０年１１月３０日（金曜日）

９：００～１７：００

場所：アライドテレシス研修室

(品川区五反田 7-21-11)
■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。後日、各自が「情報ネットワークプラ

ンナー・ワイヤレス」認定試験を Web 上で受け

ることになります。

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

研修模様

研修模様
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第２７６回関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告

■日時：平成３０年１１月２７日（火曜日）

場所：真名カントリークラブ 真名コース(千葉県茂原市真名 1744)
■参加者：２９名

■報告：第 278 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、千葉

県茂原市の「真名カントリークラブ 真名コー

ス」で開催しました。真名コースは、都心から

車で約 1 時間のオーソドックスなレイアウトに

人工美の美しい庭園コース、モクレンやこぶし

等の木々に囲まれた「こぶしコース」、つつじ

やさつきが咲き乱れる「つつじコース」、森や

池が見事に調和した「くすの木コース」の異な

った趣の 27 ホールです。当日は、秋晴れで、

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。

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

平成３０年度支部忘年会・新年賀詞交歓会日程

組 織 名 開 催 日 時 間 場  所

神奈川県支部 １月１８日（金） １７時００分 モンテファーレ（横浜）

千葉県支部 １月１８日（金） １８時００分 ステーションビル・ペロエホール （千葉）

埼玉県支部 １月２８日（月） １７時００分 ラフォーレ清水園（大宮）

茨城県支部 ２月７日（木） １８時００分 海鮮厨房 天天（水戸）

栃木県支部 １２月７日（金） １８時００分 四季和彩 心（宇都宮）

群馬県支部 １月１８日（金） １７時００分 ホテルメトロポリタン高崎（高崎）

山梨県支部 １２月１１日（火） １８時００分 屋形船 はしや（浜松町）

東京支部 １２月１０日（月） １８時００分 メルパルク東京（港区浜松町）

東京多摩支部 １月２３日（水） １８時００分 和食「いらか」（国分寺）

関東地方本部 １月１０日（木） １５時００分 メルパルク東京（港区浜松町）

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

順 位 氏名 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 菊池 淳一 新生電設㈱ 40 44 84 12.0 72.0
準優勝 花園 和幸 (一社)情報通信設備協会 52 50 102 28.8 73.2
３ 位 小寺 利雄 ㈱日本オフィスオートメーション 59 46 105 31.2 73.8
Ｂ Ｇ 菊池 淳一 新生電設㈱ 40 44 84 ― ―

(左から)髙瀬業務委員長と優勝された菊池氏 懇親会模様コース風景
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司会の塚本教育委員長

平成３０年度第２回定例講演会報告（本部共催 ＩＴＣＡセミナー）

■日時：平成３０年１１月２０日（火曜日）

１３：３０～１６：３０

場所：メルパルク東京 4F 孔雀の間（港区芝公園 2-5-20）
■参加者：東京会場９０名 他 18 会場（Web 配信）３１５名

■演題：(1)「固定電話のＩＰ網への移行後のサービス及び移行スケジュールについて」

      講師 山内 健雅 氏

        （東日本電信電話㈱ビジネス開発本部 第一部門ネットワークサービス担当課長）

    (2)「ドコモが目指す５Ｇによるデジタルトランスフォーメーション

       ～５Ｇ時代の協創イノベーション～」

      講師 中村 寛 氏

        （㈱ＮＴＴドコモ取締役常務執行役員 Ｒ＆Ｄイノベーション本部長）

■報告：第 2 回定例講演会を本部共催で港区芝公

園のメルパルク東京で開催しました。当日は、

穏やかな天候で多数の会員が来場され、情報通

信の最新動向に耳を傾けられました。

  演題(1)は、「固定電話の IP 網への移行後のサ

ービス及び移行スケジュールについて」と題し

て、NTT が交換機の寿命を迎える 2025 年頃ま

でに IP 網への切り替えを予定しており、また

INS ネットの提供終了後等、お客様への移行事

例、代替手段対応等の今後の予定について講演

されました。

  演題(2)は、「ドコモが目指す 5G によるデジ

タルトランスフォーメーション～5G 時代の協

創イノベーション～」と題して、2020 年春に商

用サービス開始を予定する「5G」の取組みにつ

いて紹介、「5G」「AI」「IoT」を軸として、パー

トナーの皆さまと共に新たなサービス・ビジネ

スを生み出しデジタルトランスフォーメーショ

ンを推進する「協創」のビジョンについて講演

されました。

東日本電信電話㈱

ビジネス開発本部

第一部門ネットワークサービス

担当課長

山内健雅 氏

会場風景

㈱ＮＴＴドコモ

取締役常務執行役員

Ｒ＆Ｄイノベーション本部長

中村 寛 氏

坪内会長の開会挨拶

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ 「ＣａＭＰオフィス体験ツアー」報告(東京支部主催)

■日時：平成３０年１１月９日（金曜日）

場所：株式会社 Phone Appli(港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 8Ｆ)

見学会「ＣａＭＰオフィス体験ツアー」：１５：３０～１７：００

   懇親会：１７：３０～

■参加者：見学会 １０社１７名

     懇親会 １１社１６名

■報告：東京支部では、㈱Phone Appli 様のご協

力で「CaMP オフィス体験ツアー」を開催しまし

た。㈱Phone Appli 様は、2018 年 2 月に新しいオ

フィスへ移転し、「働き方改革」を意識した究極

のアウドドアオフィスを実現しました。

「CaMP(Collaboration and Meeting Place)」
は、“対面でコラボレーションする場所”を意味

しており、アウトドアとテクノロジーで働き方を

変革するスノーピークビジネスソリューション

ズと Phone Appli の IT が融合した究極のコラボ

レーションスペースです。キャンプで使われる椅

子や机での空間を有効活用したオフィスの設計、

健康経営を意識し社員のストレス軽減を目的と

したグリーンや香り、最新のテクノロジーを導入

した「国内最大級のサイネージ」や「高精細ビデ

オ会議システム」に導入されるコミュニケーショ

ンツールなどの IT 施設の完備を実現し、働き方

改革を意識した究極のアウトドアオフィスを展

開しています。

始めに「Phone Appli の働き方改革」のご紹介

についてセミナーがあり、その後、社内を見学さ

せて頂きました。参加者は、熱心に見学され、「自

然と、自由に、コミュニケーション」をテーマさ

れたオフィスを参考にされていました。見学会後

は、参加者の懇親会が行われ親睦を深めました。

［株式会社 Phone Appli 概要］

事業内容：Web 電話帳アプリの企画・開発・販売

     各種 IP-PBX 設計・構築・保守

設立：2008 年 1 月

拠点：本社(CaMP)、麹町オフィス、

神谷町キッティングスペース(Base)、
資本金：398 百万円

ＣａＭＰオフィス体験オフィス体験ツアー
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

エントランス：自然をイメージ ファミレス：コラボレーションスペース

ミーティングルーム：最新テクノロジーを使用 パーク：椅子と机はキャンプ使用

懇親会模様

テント：部門や立場を超えたコミュニケーションス １on１ブース：仕事の悩みや相談事を本音で話せる環境


