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令和２年度 幹事会模様 

 

１．幹事会 

第１回幹事会 

１．日 時  令和２年４月２８日（火）午後３時～午後４時４２分 

２．場 所  協会会議室（Web 会議）（１１対地接続） 

３．出席者  今井、長谷川、松山、塚本、木村（清高）、樋川、田中、金澤、島津、石渡、三浦、 

永島、寺田 各幹事                  

       久野監事 

４．議 事  １）本部長挨拶及び本部動向 

２）審議事項 

①会員の入退会状況について 

②令和２年度関東地方本部総会担務について 

         ⅰ）第６５回定時総会次第 

③第６５回定時総会議案について 

         ⅰ）令和元年度事業報告 ⅱ）令和元年度収支決算報告 ⅲ）監査報告 

         ⅳ）令和２年度事業計画（案） ⅴ）令和２年度収支予算（案） 

        ④令和２年度関東地方本部役員推薦者名簿（案） 

        ⑤令和２年度本部役員推薦者名簿（案） 

        ⑥退任役員名簿（案） 

        ⑦第２８１回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催延期について        

３）周知事項等 

①令和２年度研修等実施計画 

        ②１級電気通信工事施工管理技士研修のご案内（延期）について 

        ③令和２年度定例講演会のお知らせ（中止） 

④令和２年度会議等開催予定について 

⑤令和２年度予定表（４月～６月） 

⑥会費未納の状況について 

       ４）委員長等活動報告  

５．議事内容 

 １）本部長挨拶及び本部動向 

   新型コロナウイルス感染症の拡大により、４月１７日に緊急事態宣言が発令され全国において５

月６日までの自粛要請が出た。その中で幹事会はＷｅｂ会議での開催となっている。本日の議案は

定時総会に関するものとなっているのでよろしくお願いしたい。 

２）審議事項 

①会員の入退会状況について 

   長谷川総務財務委員長より、資料「会員の入退会状況について」に基づき、3 社の退会の説明が

なされ、異議なく議決した。 

   退会 ①㈱Ｕｎｉｅｓｔ                       ３月３１日 退会 

      ②㈲エムジェイエス                      ３月３１日 退会 

      ③スターティア㈱                       ３月３１日 退会 

②令和２年度関東地方本部総会担務について 
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長谷川総務財務委員長より、資料「ⅰ）第６５回定時総会次第」に基づき説明がなされ、異議な

く議決した。 

③第６５回定時総会議案について 

   長谷川総務財務委員長より、資料「ⅰ）令和元年度事業報告」に基づき説明がなされた。 

   長谷川総務財務委員長より、資料「ⅱ）令和元年度収支決算報告」に基づき、令和元年貸借対照

表及び財産目録については、流動資産は 85,340,150 円で増減は 5,336,126 円となり現預金の増加

による。固定資産は、882,018 円で増減は△73,334 円となり減価償却費の減少による。流動負債は

2,078,956 円で増減は 161,943 円となり賠償責任保険の預り金の増加による。このことから正味財

産残高は、84,143,212 円で増減は 5,100,849 円となる。正味財産増減計算書は、経常収益 54,082,082

円で増減 909,649 円となり、会費の増加、教育事業収益の第２級電気通信施工管理技士研修の新規

開催による増加、（一財）建設業振興基金の助成金の増加による。経常費用は 48,980,469 円で増減

947,605 円となり管理費として、派遣社員の職員の契約変更による人件費の減少と本部会費の減少

による。このことから当期一般正味財産増減額は 5,100,849 円となり、正味財産期末残高は

84,143,212 円となる旨の説明がなされた。 

久野監事より、資料「ⅲ）監査報告」に基づき、令和元年度会計監査の結果の説明がなされた。 

長谷川総務財務委員長より、資料「ⅳ）令和２年度事業計画（案）」に基づき説明がなされた。 

長谷川総務財務委員長より、資料「ⅴ）令和２年度収支予算（案）」に基づき、令和２度収支予

算（案）は、経常収益 57,097,000 円、経常費用 57,785,000 円、当期一般正味財産増減額△688,000

円となり、正味財産期末残高は 83,455,212 円となる旨の説明がなされた。また、公益目的支出計

画が完了した旨の説明がなされた。 

議長が、資料「ⅰ）令和元年度事業報告」「ⅱ）令和元年度収支決算報告」「「ⅲ）監査報告」「ⅳ）

令和２年度事業計画（案）」「ⅴ）令和２年度収支予算（案）を議場に諮ったところ、異議なく議決

した。 

④令和２年度関東地方本部役員推薦者名簿（案） 

   花園事務局長より、資料「令和２年度関東地方本部役員推薦者名簿（案）」に基づき、説明がな

され、異議なく議決した。 

⑤令和２年度本部役員推薦者名簿（案） 

   花園事務局長より、資料「令和２年度本部役員推薦者名簿（案）」に基づき、説明がなされ、異

議なく議決した。 

⑥退任役員名簿（案） 

   花園事務局長より、資料「退任役員名簿（案）」に基づき説明がなされ、異議なく議決した。 

⑦第２８１回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催延期について 

髙瀬業務委員長より、資料「第２８１回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催延期について」に基

づき説明がなされ、異議なく議決した。 

 ３）周知事項等 

①令和２年度研修等実施計画 

   塚本教育委員長より、資料「令和２年度研修等実施計画」に基づき説明がなされた。 

②１級電気通信工事施工管理技士研修のご案内（延期）について 

   塚本教育委員長より、資料「１級電気通信工事施工管理技士研修のご案内（延期）について」に

基づき説明がなされた。 

③令和２年度定例講演会のお知らせ（中止） 

塚本教育委員長より、資料「令和２年度定例講演会のお知らせ（中止）」に基づき説明がなされ

た。 
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④令和２年度会議等開催予定について 

   花園事務局長より、資料「令和２年度会議等開催予定について」に基づき、会議等開催日程の説

明がなされた。７月、９月の幹事会についてはＷｅｂ会議で開催する旨の説明がなされた。 

⑤令和２年度予定表（４月～６月） 

花園事務局長より、資料「令和２年度予定表（４月～６月）」に基づき説明がなされた。 

⑥会費未納の状況について 

花園事務局長より、資料「会費未納の状況について」に基づき説明がなされた。 

４）委員長等活動報告  

（塚本教育委員長）教育委員会ではＷＧの意見を元に来年度研修の検討を図る予定だったが、このよ 

うな状況なので終息後に検討をする。 

（松山広報委員長）ＨＰでの研修模様が掲載されているのでご覧頂きたい。 

（木村組織委員長）会員増強を図るために、皆さんのご意見を頂きたい。 

（長谷川総務財務委員長）本日午前中に総務財務委員会を開催し、令和元年度決算審議と会計監査を

実施した。 

（島津東京副支部長）４月１３日に支部総会を開催した。７月に役員会を開催する。 

（金澤東京多摩支部長）４月１２日に支部の書面決議を行った。 

（長谷川神奈川県支部長）５月１５日の支部総会を中止し、書面決議に切り替えた。 

（木村群馬県支部長）５月８日の支部総会を中止し、書面決議に切り替えた。 

（田中栃木県支部長）支部総会を中止し、書面決議に切り替えた。 

（樋川茨城県支部長）支部総会を中止し、書面決議に切り替えた。東日本大震災の際に給油に困った

ことがあったので、災害の際のガソリンスタンドとの協定が結べるかの取り組

みを行っている。 

 

第２回幹事会 

１．日 時  令和２年５月２１日（木）午後４時３０分～午後４時４０分 

２．場 所  銀座キャピタルホテル茜 ２階 カトレア（東京都中央区築地３－１－５） 

３．出席者  長谷川、松山、塚本、木村（清高）、樋川、田中、島津、髙橋、石渡、永島、寺田、 

三浦、宮坂、森、今井、金澤 各幹事 

       吉田、長谷川 各監事 

４．議 事  １）審議事項 

        ①本部長及び副本部長の選定について 

       ２）周知事項等 

        ①令和２年度会議等開催予定について 

５．議事内容 

１）審議事項 

①本部長及び副本部長の選定について 

   石渡幹事より、資料「本部長及び副本部長の選定について」に基づき本部長及び副本部長を選任

する旨の説明がなされ、下記の通り異議なく議決した。なお、被選任者は全員就任を承諾した。 

   本部長  長谷川 浩正 

   副本部長 松山 仁 

   副本部長 塚本 豊 
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２）周知事項等 

①令和２年度会議等開催予定について 

   花園事務局長より、資料「令和２年度会議等開催予定について」に基づき、会議等開催日程の説

明がなされた。 

 

第３回幹事会 

１．日 時  令和２年７月１４日（火）午後３時００分～午後５時００分 

２．場 所  Ｕ－ＡＸＩＳ ＢＣＣ２階（中央区入船２－２－１４ 平野通信機材㈱） 

３．出席者  長谷川、松山、塚本、髙瀬、木村（清高）、樋川、島津、三浦、永島、寺田、宮川、 

石渡、今井、宮坂、森 各幹事                  

       吉田、長谷川 各監事 

４．議 事  １）本部長挨拶及び本部動向 

２）審議事項 

①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組みについて 

②令和２年度関東地方本部役員担務について 

③各委員会の開催日程について 

３）周知事項等 

①令和２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回工事担任者資格取得研修のご案内 

        ④令和２年度中級ネットワーク技術者研修のご案内 

        ⑤令和２年度無線ＬＡＮ技術者研修のご案内 

        ⑥第２級電気通信工事施工管理技士資格取得研修のご案内 

        ⑦令和２年度予定表（７月～９月） 

        ⑧令和２年度会議等開催予定 

        ⑨令和２年度 収支予算書（収益・費用）（６月期） 

        ⑩青年部（仮称）の準備委員会の設立について（案） 

⑪Ｚｏｏｍ導入について 

⑫令和２年度 会員名簿の広告掲載事前受付について 

４）委員長等活動報告   

５．議事内容 

 １）本部長挨拶及び本部動向 

   お忙しい中お集り頂き有難うございます。今回は定時総会において就任された新役員との初めて

の幹事会となり顔合わせともなるのでよろしくお願いしたい。本部動向としては、６月１７日に本

部の定時総会が開催された。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から関東の定時総会と同様に

会員の皆様には委任状をお願いして開催をした。会員数 573 のうち、役員等の出席 33 と委任状 346

で過半数以上の出席にて開催をした。坪内会長、大輪理事長が退任し、会長はＮＴＴ西日本元副社

長の小椋敏勝さん、理事長は前本部長の今井さんが就任した。監事については、関東から吉田監事、

信越からは石田さんが就任した。理事については、関東から今井さんが欠員となったことから、塚

本副本部長が就任した。令和元年度の経常収益は 1 億 2600 万円、経常費用が 1 億 2120 万円で 480

万円の黒字となっている。一般社団移行における公益目的支出計画については、前年度末が期限と

なっており公益目的財産額に対して 4 万円程度多く支出されたので完了の手続きをする。今後は従

前からの継続事業に縛られることなく、協会独自事業を行えるようになるが、実際には来年度以降
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になるであろう。各地方本部の入退会は非常に厳しい状況で、九州地方本部では年度末に多くの退

会がでた。関東から本部に対して提案をして行きたいので皆さんの忌憚のないご意見を頂きたい。 

２）審議事項 

①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組みについて 

   松山副本部長より、資料「会員の入退会及び会員拡大に向けた取組みについて」に基づき、2 社

の退会の説明がなされ、異議なく議決した。 

   退会 ①㈱ＫＤｃｏｍ                        ５月２８日 退会 

      ②フィナンシャル・アドバイザーズ㈱              ６月３０日 退会 

②令和２年度関東地方本部役員担務について 

   花園課員より、資料「令和２年度関東地方本部役員担務について」に基づき説明がなされ、異議

なく議決した。なお、被選任者の委員長及び委員は全員就任を承諾した。 

   総務財務委員長 髙瀬 幸雄 

   広報委員長   松山 仁 

   教育委員長   塚本 豊 

   組織委員長   木村 清高 

   業務委員長   樋川 賢一 

③各委員会の開催日程について 

   花園課員より、資料「各委員会の開催日程について」に基づき説明がなされ、異議なく議決した。 

 ３）周知事項等 

①令和２年度研修等実施状況及び実施計画 

   塚本教育委員長より、資料「令和２年度研修等実施状況及び実施計画」に基づき説明がなされた。

４月から６月までの研修については新型コロナウイルスの関係で中止となっている。 

②一日でわかるプレゼンテーション研修のご案内 

   塚本教育委員長より、資料「一日でわかるプレゼンテーション研修のご案内」に基づき説明がな

された。 

③第２回工事担任者資格取得研修のご案内 

塚本教育委員長より、資料「第２回工事担任者資格取得研修のご案内」に基づき説明がなされた。 

④令和２年度中級ネットワーク技術者研修のご案内 

塚本教育委員長より、資料「令和２年度中級ネットワーク技術者研修のご案内」に基づき説明が

なされた。 

⑤令和２年度無線ＬＡＮ技術者研修のご案内 

塚本教育委員長より、資料「令和２年度無線ＬＡＮ技術者研修のご案内」に基づき説明がなされ

た。 

⑥第２級電気通信工事施工管理技士資格取得研修のご案内 

塚本教育委員長より、資料「第２級電気通信工事施工管理技士資格取得研修のご案内」に基づき

説明がなされた。 

⑦令和２年度予定表（７月～９月） 

花園課員より、資料「令和２年度予定表（７月～９月）」に基づき説明がなされた。 

⑧令和２年度会議等開催予定 

   松島事務局長より、資料「令和２年度会議等開催予定」に基づき会議等開催日程の説明がなされ

た。９月８日の幹事会はＷｅｂ会議となる。大輪前理事長が旭日双光章の受章、木村幹事が電気通

信産業功労賞を受賞されたので１１月に祝賀会を検討している。 

⑨令和２年度 収支予算書（収益・費用）（６月期） 
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   松島事務局長より、資料「令和２年度 収支予算書（収益・費用）（６月期）」に基づき説明がな

された。新型コロナウイルスの感染拡大により４月から６月の研修中止、定時総会懇親会の中止に

より、予算よりも 100 万円程度改善はしているものの、7 月開催の第１級電気通信施工管理技士資

格取得研修により 150 万円程度の赤字が発生しているとの報告がなされた。 

  ⑩青年部（仮称）の準備委員会の設立について（案） 

長谷川本部長より、青年部（仮称）の準備委員会の設立についての説明がなされた。会員間の若

手の交流を促し、知り合うきっかけ、ビジネスマッチング等の場とするだけでなく、若手の意見を

各種委員会で取り上げ会員拡大、会員サービスの向上になるようにしたい。 

  ⑪Ｚｏｏｍ導入について 

松島事務局長より、資料「Ｚｏｏｍ導入について」に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大に

より研修をリモートで行えないかとの教育委員会からの上申もあることから総務財務委員会にお

いて検討の上で次回の幹事会でお諮り頂きたい旨の説明がなされた。 

  ⑫令和２年度 会員名簿の広告掲載事前受付について 

松島事務局長より、資料「令和２年度 会員名簿の広告掲載事前受付について」に基づき説明が

なされた。   

４）委員長等活動報告  

（樋川業務委員長）７月２８日に委員会を開催する。 

（塚本教育委員長）今年度の研修の仕方を変えていかなければと考えている。 

（松山広報委員長）機関誌ＩＴＣＡは今週発行となっている。ＨＰ会員の広場を本部へ移行すること

で動いている。 

（木村組織委員長）７月２８日に委員会を開催する。会員状況や退会防止策等についての会議を持ち

回りで県支部を開催したいと考えている。 

（髙瀬総務財務委員長）７月末に委員会を開催予定としている。 

（島津東京副支部長）４月に支部総会を開催した。役員は続投し８月に役員会をＺｏｏｍで開催する。 

（長谷川神奈川県支部長）支部総会を書面決議により省略した。秋口に懇親会等を開催したい。 

（宮川千葉県支部長）支部総会は書面決議で省略した。建設工事、ギガスクールの入札も好調となっ

ている。 

（木村群馬県支部長）支部総会及び懇親会を開催した。Ｓｋｙ㈱を入会勧奨したい。 

（樋川茨城県支部長）支部総会を書面決議により省略した。茨城県では新型コロナについて敏感にな

っている。ガソリンスタンドとの災害協定を県支部で締結した。 

（髙瀬埼玉県支部長）支部総会を書面決議により省略した。 

 

第４回幹事会 

１．日 時  令和２年９月８日（火）午後３時～午後５時 

２．場 所  協会会議室（Ｗｅｂ会議）（１７対地接続） 

３．出席者  長谷川、松山、塚本、髙瀬、木村（清高）、樋川、島津、田中、金澤、宮川、髙橋、 

三浦、永島、寺田、宮坂、今井、森 各幹事 

吉田、長谷川 各監事        

４．議 事  １）本部長挨拶及び本部動向 

２）審議事項 

①Ｗｅｂ会議用ツール（Ｚｏｏｍ）の購入について 

②研修の延期及び中止について 

③青年部（仮称）の準備委員会の設立について（案） 
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④業務運営規程の見直し 

⑤コロナ禍における各事業運営について 

         関東ベル倶楽部、拡大組織委員会、賀詞交歓会 

３）周知事項等 

①令和２年度予定表（９月～１１月） 

        ②令和２年度会議等開催予定 

③令和２年度 収支予算書（収益・費用）（８月期） 

        ④消費税の適格請求書等保存方式の説明会について 

        ⑤会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み状況 

⑥東京支部長への委嘱について 

        ⑦中間決算について 

        ⑧ＩＴＣＡセミナーの開催について 

 ⑨その他 

       ４）委員長等活動報告  

        ①ＮＵＲＯＢｉｚの紹介について 

        ②会員名簿発行における広告掲載申請状況について 

５．議事内容 

 １）本部長挨拶及び本部動向 

   本日はお忙しい中お集り頂き有難うございます。昨年は関東が、今年は九州の台風ということで、

出先機関がある方々には大変なことと思われますのでお見舞い申し上げます。本部動向については、

山内専務理事が７月１８日に亡くなられたことにつきまして改めてご冥福をお祈りしたい。現在は

専務理事が不在となり松島事務局長が奮闘をしてもらっている。８月２７日に理事会を開催し各委

員会の委員長が決定した。総務財務委員長、広報委員長、教育委員長は重任となったが、業務委員

長は今井本部長が前年まで就任されていたが、理事長に就任されたので私が後を受けて就任するこ

ととなった。なお、関東の施策も合わせて行っていきたいと思っているので、ご支援、ご協力を願

いたい。本日の幹事会では、コロナ禍での研修、講演会、各種の集合する会議、懇親会等について

どうするか。会議については、Ｗｅｂ会議システムを使用しているが、Ｗｅｂ研修を導入するのに

は回線が遅いため、ＮＵＲＯＢｉｚなどの帯域保証のある回線に変更することや、Ｚｏｏｍの導入

等の緊急の予算についてご審議を頂きたい。 

２）審議事項 

①Ｗｅｂ会議用ツール（Ｚｏｏｍ）の購入について 

   松島事務局長より、資料「Ｗｅｂ会議用ツール（Ｚｏｏｍ）の購入について」に基づき説明がな

され、異議なく議決した。 

②研修の延期及び中止について 

   松島事務局長より、資料「研修の延期及び中止について」に基づき、の説明がなされ、異議なく

議決した。 

③青年部（仮称）の準備委員会の設立について（案） 

   松島事務局長より、資料「青年部（仮称）の準備委員会の設立について（案）」に基づき説明が

なされ、異議なく議決した。 

④業務運営規程の見直し 

   松島事務局長より、資料「業務運営規程の見直し」に基づき説明がなされ、異議なく議決した。 

  ⑤コロナ禍における各事業運営について（関東ベル倶楽部、拡大組織委員会、賀詞交歓会） 

   松島事務局長より、資料「コロナ禍における各事業運営について」に基づき説明がなされ、関東
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ベル倶楽部はパーティなしで開催し、拡大組織委員会、賀詞交歓会は中止とすることに異議なく議

決した。 

 ３）周知事項等 

①令和２年度予定表（９月～１１月） 

   松島事務局長より、資料「令和２年度予定表（９月～１１月）」に基づき説明がなされた。 

②令和２年度会議等開催予定 

   松島事務局長より、資料「令和２年度会議等開催予定」に基づき説明がなされた。 

③令和２年度 収支予算書（収益・費用）（８月期） 

松島事務局長より、資料「令和２年度 収支予算書（収益・費用）（８月期）」に基づき説明がな

された。 

④消費税の適格請求書等保存方式の説明会について 

松島事務局長より、資料「消費税の適格請求書等保存方式の説明会について」に基づき説明がな

された。 

⑤会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み状況 

松島事務局長より、資料「会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み状況」に基づき説明がなさ

れた。 

⑥東京支部長への委嘱について 

松島事務局長より、資料「東京支部長への委嘱について」に基づき説明がなされた。 

なお、幹事島津正行は、東京支部長の就任を承諾した。 

⑦中間決算について 

松島事務局長より、資料「中間決算について」に基づき説明がなされた。 

⑧ＩＴＣＡセミナーの開催について 

松島事務局長より、本部の合同委員会において決定することになるが、メルパルク㈱での集合と

Ｗeb 配信等も含めて検討している旨の説明がなされた。 

⑨その他 

   松島事務局長より、会員名簿発行における広告掲載申請状況について説明がなされた。 

４）委員長等活動報告  

（樋川業務委員長）７月２８日に委員会を開催し、今年度の方針の整理を行った。ＮＵＲＯＢｉｚの

回線サービスについて進めたい。 

（塚本教育委員長）令和３年度の研修について検討する。 

（松山広報委員長）８月４日に委員会を開催した。イベント報告８月号をご覧いただきたい。 

（木村組織委員長）近々委員会を開催したい。 

（髙瀬総務財務委員長）８月４日に委員会を開催した。 

（島津東京支部長）８月３日に役員会を開催し、年間の活動計画について議論した。１０月８日Ｗeb

セミナーを開催する。 

（長谷川神奈川県支部長）コロナ禍で何もできていない状況となっている。 

 （宮川千葉県支部長）賀詞交歓会を１月１５日にコロナ対策をして開催する。 

（髙瀬埼玉県支部長）コロナ禍の状況で賀詞交歓会についても協議中となっている。 

（田中栃木県支部長）何もできていない状況で、秋からセミナー、忘年会とイベントがあるが現在検

討中となっている。 

（樋川茨城県支部長）７月～９月は活動が出来ていない。賀詞交歓会ついても検討中となっている。 

（木村群馬県支部長）支部としては活動をしていない。機関誌ＩＴＣＡに群馬県支部が地方本部だよ

りに掲載されるのでご覧頂きたい。 
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第５回幹事会 

１．日 時  令和２年１１月１０日（火）午後３時～午後５時 

２．場 所  Ｕ－ＡＸＩＳ ＢＣＣ２階（中央区入船２－２－１４ 平野通信機材㈱） 

       （Ｗｅｂ会議）（６対地接続） 

３．出席者  長谷川、松山、塚本、髙瀬、樋川、木村（清高、）、島津、石渡、髙橋、三浦、永島、 

寺田、清水、宮坂、今井、森、金澤、宮川、田中 各幹事 

       吉田、長谷川 各監事 

４．議 事  １）本部長挨拶及び本部動向 

２）審議事項 

①会員の退会について 

②会員拡大に向けた取組み状況について 

③コロナ禍における各種事業運営について 

④会費未納の状況について 

３）周知事項等 

①令和２年度研修等実施状況について 

        ②令和２年度ＩＴＣＡセミナーの開催について 

③青年部準備委員会の開催模様について 

        ④令和２年度関東地方本部の取組の状況について 

        ⑤令和２年度財務状況（９月末）について 

        ⑥令和２年度予定表（１１月～１月） 

        ⑦令和２年度会議等開催予定 

       ４）委員長等活動報告  

５．議事内容 

 １）本部長挨拶及び本部動向 

   皆様、コロナ禍の中でご参加いただいて有難うございます。ファイザーのワクチンが９割方の効

果がでるだろうと、日本でも 6000 万人分の予約が入っているのとの報道がなされたが、それらが

実現すれば動きやすくなるのではないか。今後はＩＣＴ業界にももっと強くビジネスにも影響が出

てくるのではないかと思われるが、協会としても情報交換をしながらコロナ禍を乗り切っていきた

い。本部動向は、コロナ禍で何もできておらず、8 月 27 日に本部で委員長が任命され、ようやく

動きだしたところである。花園さんが 11 月で雇用契約が終了される予定だったが、山内専務理事

の急逝により事務局が回るように 6 月まで再延長となった。ＩＴＣＡセミナーを 12 月 10 日に本部

主催、関東共催で開催することとなった。今日も議題が多くコロナ禍だからこその議題もあるので

よろしくお願いしたい。 

２）審議事項 

①会員の退会について 

   髙瀬総務財務委員長より、資料「会員の退会について」に基づき、１社の退会の説明がなされ、

異議なく議決した。 

   退会 ①㈱ＧＮＳ                          ６月３０日 退会 

②会員拡大に向けた取組みについて 

   髙瀬総務財務委員長より、資料「会員拡大に向けた取組みについて」に基づき説明がなされ、異

議なく議決した。 

③コロナ禍における各種事業運営について 
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   髙瀬総務財務委員長より、資料「コロナ禍における各種事業運営について」に基づき説明がなさ

れ、異議なく議決した。 

④会費未納の状況について 

   松島事務局長より、資料「会費未納の状況について」に基づき未納会社に引き続き督促を行って

いく旨の説明がなされ、異議なく議決した。 

 ３）周知事項等 

①令和２年度研修等実施状況について 

   塚本教育委員長より、資料「令和２年度研修等実施状況について」に基づき説明がなされた。 

②令和２年度ＩＴＣＡセミナーの開催について 

   塚本教育委員長より、資料「令和２年度ＩＴＣＡセミナーの開催について」に基づき説明がなさ

れた。 

③青年部準備委員会の開催模様について 

松島事務局長より、資料「青年部準備委員会の開催模様について」に基づき説明がなされた。 

④令和２年度関東地方本部の取組の状況について 

樋川業務委員長より、資料「令和２年度関東地方本部の取組の状況について」に基づき説明がな

された。 

⑤令和２年度財務状況（９月末）について 

髙瀬総務財務委員長より、資料「令和２年度財務状況（９月末）について」に基づき説明がなさ

れた。 

⑥令和２年度予定表（１１月～１月） 

松島事務局長より、資料「令和２年度予定表（１１月～１月）」に基づき説明がなされた。 

⑦令和２年度会議等開催予定 

松島事務局長より、資料「令和２年度会議等開催予定」に基づき説明がなされた。    

４）委員長等活動報告  

（樋川業務委員長）業務委員会では、取扱品目４つの検討を行っている。ソニーＮＵＲＯ光は会員へ

の説明会を行った。アプレシア、ＳＣＳＫ、兼松は業務委員で説明を受ける予定

となっている。内容が良ければ皆さんにご紹介したい。 

（塚本教育委員長）今回Ｗｅｂ研修をどう開催するかを検討するために、教育委員にも研修に参加し

てもらった。下期に委員会を開催し来年度の計画を練りたい。 

（松山広報委員長）本部広報から会員名簿の発行が出来ることとなったので広告掲載の役員の皆様に

御礼を申し上げたい。機関誌ＩＴＣＡは来週発行されるのでご覧ください。 

（木村組織委員長）コロナ禍の中で活動が出来ていないが、各支部との懇談会を来年に持ち越すこと

となったのでよろしくお願いしたい。 

（髙瀬総務財務委員長）１０月２９日に総務財務委員会を開催した。 

（島津東京支部長）１０月８日にＷｅｂセミナーを開催した。忘年会・賀詞交歓会は開催しないこと

となった。１２月８日に落語のＷｅｂセミナーを開催する。 

（金澤東京多摩支部）年明けに新年会を開催する。コロナ禍で役員会もできず電話・メールにて連絡

を取り合っている。 

（長谷川神奈川県支部長）賀詞交歓会は中止とした。来年度の定時総会は開催したい。 

（宮川千葉県支部長）賀詞交歓会を中止とした。平成４年頃は会員数が約２０社あったが現在は１０

社となっているので、以前加入されていたところに復会をお願いする予定とな

っている。 

（髙瀬埼玉県支部長）１月２５日に役員会を開催する予定となっている。 
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（田中栃木県支部長）会員の皆様も慎重となっており忘年会は中止とする。 

（樋川茨城県支部長）企業の進出が数年増えているので、県事務所に協会の紹介を行うこととなって

いる。 

（木村群馬県支部長）１０月に上毛新聞に定時総会の写真や記事を掲載した。１月２１日に賀詞交歓

会を開催する。 

（清水山梨県支部長）１２月７日に忘年会を開催する。入会希望者を招待している。少年野球大会の

山梨新報社に１１月２０日に新聞広告を掲載する。 

 

第６回幹事会 

１．日 時  令和３年１月１２日（火）午後３時～午後４時５０分 

２．場 所  協会会議室（Web 会議）（１８対地接続） 

３．出席者  長谷川、松山、髙瀬、塚本、木村（清高）、樋川、島津、石渡、髙橋、三浦、永島、

寺田、宮坂、今井、金澤、宮川、田中、清水 各幹事 

       吉田、長谷川 各監事 

４．議 事  １）本部長挨拶及び本部動向 

２）審議事項 

①会員の入会および会員拡大に向けた取組み状況 

②令和３年度に向けた事業計画の策定について 

３）周知事項等 

①令和３年度予算書及び令和２年度決算書の提出について 

②各委員会の開催日程について 

③研修ニーズ調査結果および早期着手研修の案内について 

④新商材の会員周知について 

⑤令和２年度ＩＴＣＡセミナーのアンケート結果について 

⑥令和２年度会員名簿発行に伴う広告料金について 

⑦令和２年度財務状況(１２月末)について  

⑧会費未納の状況について 

⑨令和２年度予定表（１月～３月） 

⑩令和２年度会議等開催予定 

４）委員長等活動報告 

①各委員会からの報告 

 

５．議事内容 

 １）本部長挨拶及び本部動向 

   明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。コロナについ

ては、東京、神奈川、千葉、埼玉の１都３県は緊急事態宣言となってしまった。感染者も多く、

神奈川も千人を超え、東京も２千人を超えたとの情報で、皆さんも感染しないようにご注意くだ

さい。本部動向については、１１月に委員会が開催されたが、ほとんど何もできていない状況と

なっている。そんな中ではあるが２０２１年度の関東地方本部予算策定に入らなければならない。

コロナ感染拡大の中での事業計画なので、今までのものとは違ったものを盛り込んでいくことと

なるので、皆さんのお知恵を拝借して来年度予算を策定したいのでよろしくお願いしたい。 

２）審議事項 

①会員の入会および会員拡大に向けた取組み状況 
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  髙瀬総務財務委員長より、資料「会員の入会および会員拡大に向けた取組み状況」に基づき、1

社の入会については電磁的幹事会において既に協会本部への推薦が決議されている旨と１社の退

会の説明がなされ、異議なく議決した。 

  入会 ①㈱ＥＡＲＴＨ                       １２月１４日 入会 

  退会 ①通信技術システム㈲                    １２月３１日 退会 

②令和３年度に向けた事業計画の策定について 

  髙瀬総務財務委員長より、資料「令和３年度に向けた事業計画の策定について」に基づき各委員

会において具体的な取組みを検討する旨の説明がなされ、異議なく議決した。 

３）周知事項等 

①令和３年度予算書及び令和２年度決算書の提出について 

松島事務局長より、資料「令和３年度予算書及び令和２年度決算書の提出について」に基づき説

明がなされた。 

②各委員会の開催日程について 

  松島事務局長より、資料「各委員会の開催日程について」に基づき説明がなされた。 

 ③研修ニーズ調査結果および早期着手研修の案内について 

   松島事務局長より、資料「研修ニーズ調査結果および早期着手研修の案内について」に基づき説  

明がなされた。 

 ④新商材の会員周知について 

  樋川業務委員長より、資料「新商材の会員周知について」に基づき説明がなされた。 

⑤令和２年度ＩＴＣＡセミナーのアンケート結果について 

  松島事務局長より、資料「令和２年度ＩＴＣＡセミナーのアンケート結果について」に基づき説 

明がなされた。 

⑥令和２年度会員名簿発行に伴う広告料金について 

   松島事務局長より、資料「令和２年度会員名簿発行に伴う広告料金について」に基づき説明がな  

された。 

⑦令和２年度財務状況(１２月末)について 

  松島事務局長より、資料「令和２年度財務状況(１２月末)について」に基づき説明がなされた。 

⑧会費未納の状況について 

松島事務局長より、資料「会費未納の状況について」に基づき説明がなされた。 

⑨令和２年度予定表（１月～３月） 

  松島事務局長より、資料「令和２年度予定表（１月～３月）」に基づき説明がなされた。 

⑩令和２年度会議等開催予定 

  松島事務局長より、資料「令和２年度会議等開催予定」に基づき説明がなされた。 

４）委員長等活動報告  

（樋川業務委員長）サーモカメラについては、会員向けに紹介する予定となっている。今後は、色々

な商品・サービスの紹介を会員向けに１度だけの周知ではなく定期的・継続的に

行っていく。 

（塚本教育委員長）１２月２２日に委員会を開催し、来年度研修について協議した。１月２７日に委

員会を開催し来年度予算を検討する。 

（松山広報委員長）１月１５日に委員会を開催する。機関誌ＩＴＣＡ、会員名簿が発行される。広告

を掲載された皆様のご協力を感謝します。 

（木村組織委員長）組織拡大委員会が開催出来なかったが、来年度は会員強化を目指して開催したい

と思っており、１月２２日の委員会で検討する。 
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（髙瀬総務財務委員長）２月１日に委員会を予定している。 

（島津東京支部長）１２月８日に２回目のＷｅｂセミナーを開催し３０名が出席した。忘年会は中止

し、４月の支部総会については検討する。 

（金澤東京多摩支部）２月５日に新年会を検討していたが中止した。 

（長谷川神奈川県支部長）１月１５日の賀詞交歓会を中止した。５月１４日、１５日に支部総会を予

定している。３月の役員会で検討する。 

（宮川千葉県支部長）１月の賀詞交歓会を中止した。退会した会員に再度入会のアプローチを緊急事

態宣言明けに行いたい。 

（髙瀬埼玉県支部長）１月１５日の賀詞交歓会を中止した。 

（田中栃木県支部長）今年度のイベントは中止となった。 

（樋川茨城県支部長）２月初旬の賀詞交歓会を中止した。新年挨拶で会員企業を回って新規商材のご

案内等をしている。 

（木村群馬県支部長）１月２２日に密にならないように賀詞交歓会を予定している。上毛新聞に支部

新年挨拶の広告を掲載した。 

（清水山梨県支部長）忘年会を中止した。１１月に少年野球の広告を掲載した。  

 

第７回幹事会 

１．日 時  令和３年３月１６日（火）午後３時～午後５時２０分 

２．場 所  協会会議室（Web 会議）（１８対地接続） 

３．出席者  長谷川、塚本、松山、髙瀬、樋川、木村（清高）、島津、石渡、髙橋、三浦、永島、 

寺田、宮坂、今井、金澤、宮川、田中、清水 各幹事 

      吉田、長谷川 各監事 

４．議 事  １）本部長挨拶及び本部動向 

２）審議事項 

①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み状況について 

②令和３年度の事業計画の重点施策（案）について 

③令和３年度拡大に向けた取組みについて 

④令和３年度の収支予算（案）について 

         支部活動費の支給について 

⑤第６６回定時総会について 

⑥ホームページの見直しについて 

⑦コピー機購入について 

３）周知事項等 

①令和３年度研修等実施計画（案）について 

・令和３年度第１回工事担任者資格(総合通信)取得研修について 

         ・令和３年度第１回工事担任者資格(デジタル１級)取得研修について 

・令和３年度新入社員研修について 

②令和３年度賠償責任保険の募集について 

③広告チラシ施策の一部変更について 

④青年部準備委員会及び青年部の活動計画について 

⑤令和３年度予定表（３月～５月） 

⑥令和２年度会議等開催予定 

⑦令和３年度各支部総会日程について 
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４）委員長等活動報告 

①各委員会からの報告 

５．議事内容 

１）本部長挨拶及び本部動向 

  お忙しいところお集り頂きまして有難うございます。本部動向については、各委員会が終了し、

今週 19 日に委員長会議が開催され、今年度見込みと来年度事業計画及び予算の審議がある。本部

も当年度事業計画は何も出来ていないので、予算未消化となり、来年度の本部会費の減免を 26 日

の理事会で検討することになる。決議されれば例年よりも本部会費が約 300 万円少なくなるので、

関東地方本部も会員への還元を検討している。会員拡大については 700 社の会員があれば財務基盤

も安定するという山内専務理事の試算であったが、総務財務委員会において到達可能な目標という

議論となり、5 年間で 700 社へ拡大していく方針となった。本日も審議をお願いしたい。 

２）審議事項 

①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み状況について 

  髙瀬総務財務委員長より、資料「会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み状況について」に基

づき、１社の入会についての協会本部への推薦する旨と１社の退会の説明がなされ、異議なく議決

した。 

  入会 ①㈱ｙ'ｓ                            ４月 １日 入会 

  退会 ①昭和電設㈱                         ３月３１日 退会 

②令和３年度の事業計画の重点施策（案）について 

  松山広報委員長より、資料「令和３年度の事業計画の重点施策（案）について」に基づき、ⅰ）

ＩＴＣＡ機関誌の内容充実として新規として地方本部の推薦情報への情報提供、継続として新技術

新サービスの紹介、機関誌へのチラシ同封で 3 件以上の収益を得ることと全国水平展開と定着化を

目指す。ⅱ）ホームページの運用・活用として本部ＨＰリニューアルに伴い関東ＨＰもリニューア

ルする。ⅲ）イベント報告の内容充実を行う旨の説明がなされた。 

  木村組織委員長より、資料「令和３年度の事業計画の重点施策（案）について」に基づき、ⅰ）

会員交流の促進として幹事会を県支部で開催し本部長及び役員が県支部の会員と交流を図ること、

入会勧奨用パンフレットを充実する。ⅱ）知名度の向上として県支部による地元新聞への広告宣伝、

情報通信設備保守契約パンフレット頒布を継続する旨の説明がなされた。 

  松島事務局長より、資料「令和３年度の事業計画の重点施策（案）について」に基づいて、ⅰ）

情報発信の強化として協業案件の会員向け発信と定着化として新商材、協業情報のメール発信を進

める。ⅱ）会員交流の促進としてキャリア・メーカー・団体等との交流による販路の拡大、賛助会

員を通じた勉強会、セミナーの開催。ⅲ）知名度の向上として他団体の行事への参加を検討する旨

の説明がなされた。 

  塚本教育委員長より、資料「令和３年度の事業計画の重点施策（案）について」に基づき、ⅰ）

情報発信の強化として地方本部へ参加勧奨のための研修動画、年間研修計画チラシ等により会員向

けにアピールする。ⅱ）研修、セミナーの更なる充実としてリモートによる研修が現実的となった

ことから集合研修とＷｅｂ研修もラインナップした。工事担任者研修が来年度から変更されること

から拡大する。新規にＩＴパスポート、第３級陸特無線研修の開催と本部との連携により全国での

参加を検討する旨の説明がなされ、異議なく議決した。 

③令和３年度拡大に向けた取組みについて 

  木村組織委員長より、資料「令和３年度拡大に向けた取組みについて」に基づき、令和２年度は

３６会員の増強を目指しているが、純減４で２３１社となっている。令和３年度は実現可能なもの

として１４社の新規入会員獲得目標数となる旨の説明がなされ、異議なく議決した。 
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④令和３年度の収支予算（案）について 

髙瀬総務財務委員長より、資料「令和３年度の収支予算（案）について」に基づき、経常収益は

5,390 万円、経常費用は 5,269 万円、収支差額は 121 万円となり、一般正味財産期末残高は 9,284

万円となる。経常収益の増減は、受取会費の 162 万円が会員減により減少、事業収益は 215 万円の

減少となっており、教育事業収益は 152 万円の減少は、ｅＬＰＩＴ研修が増加予定、電気通信施工

管理技士研修、新入社員研修は受講者数を低く予定し、経営革新セミナー、現場リーダーシップ研

修は中止による。出版広報事業収益は 55 万円の減少は、会員名簿の広告収入が隔年であることか

ら減少となる。受託業務事業収益は 8 万円の減少は、楽天コミュニケーションの代理店手数料の減

少となる。 

  受取補助金等は 39 万円の増加は、（一財）建設業振興基金の助成金の増加となる。雑収益は 23

万円の減少は、県支部の定時総会等の参加費の減少となる。本部地方本部間の収益は 43 万円の増

加は、県支部への支部活動支援金の増加となる。経常費用については、事業費は 212 万円の減少は、

事業収益と同様に教育事業においての研修中止、受講者数の減少による。管理費は 27 万円の増加

は、会議費 20 万円の増加、旅費交通費は 21 万円の増加、印刷製本費は 31 万円の減少、賃借料は

24 万円の増加、支払負担金は 44 万円の減少となる。本部地方本部間費用は 324 万円の減少は、本

部会費の減免 280 万円となる。当期一般正味財産増減額は 121 万円の増加となる。支部活動費は、

現在の会員数により支部活動費 175 万円、支部活動支援金 45 万円で合計 220 万円となる旨の説明

がなされ、異議なく議決した。 

⑤第６６回定時総会について 

髙瀬総務財務委員長より、資料「第６６回定時総会について」に基づき、定時総会は縮小して開

催し懇親会は中止となる旨の説明がなされ、異議なく議決した。   

⑥ホームページの見直しについて 

  松島事務局長より、資料「ホームページの見直しについて」に基づき詳細な説明がなされ、異議

なく議決した。 

⑦コピー機購入について 

  松島事務局長より、資料「コピー機購入について」に基づき説明がなされ、異議なく議決した。 

３）周知事項等 

①令和３年度研修等実施計画（案）について 

塚本教育委員長より、資料「令和３年度研修等実施計画（案）について」に基づき説明がなされ

た。 

②令和３年度賠償責任保険の募集について 

  松島事務局長より、資料「令和３年度賠償責任保険の募集について」に基づき説明がなされた。 

③広告チラシ施策の一部変更について 

  松島事務局長より、資料「広告チラシ施策の一部変更について」に基づき説明がなされた。 

④青年部準備委員会及び青年部の活動計画について 

  松島事務局長より、資料「青年部準備委員会及び青年部の活動計画について」に基づき説明がな

された。 

⑤令和３年度予定表（３月～５月） 

松島事務局長より、資料「令和３年度予定表（３月～５月）」に基づき説明がなされた。 

⑥令和３年度会議等開催予定 

松島事務局長より、資料「令和３年度会議等開催予定」に基づき説明がなされた。 

⑦令和３年度各支部総会日程について 

松島事務局長より、資料「令３年度各支部総会日程について」に基づき説明がなされた。 
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４）委員長等活動報告  

（塚本教育委員長）工事担任者研修の募集状況で 11 名が申し込まれているが関東での募集がないこ

とからお願いしたい。新入社員研修は実施予定となっている。 

（松山広報委員長）ＨＰリニューアルについてご承認頂きまして有難うございました。タイムリー

な情報発信に努めます。機関誌ＩＴＣＡは発行されたのでご一読お願いしたい。 

（髙瀬総務財務委員長）今年度は３回の委員会を開催した。来年も皆さんのご意見を伺いたい。 

（島津東京支部長）４月１３日に支部総会を開催する。懇親会は中止する。 

（金澤東京多摩支部長）なんとか夏以降に集まれればと考えている。 

（長谷川神奈川県支部長）例年通り支部総会を開催しようとしているが、書面決議になるだろう。 

（宮川千葉県支部長）４月２３日に支部総会を開催する。以前に退会した会社に入会勧奨で３社に

お声掛けをしているが１社から前向きに検討しているとの回答があった。そ

の他に新規の１社から入会メリットを求められている。 

（髙瀬埼玉県支部長）５月１０日に支部総会を開催する。コロナが収まったら会員の皆様と懇親会

を開催したい。 

（田中栃木県支部長）支部総会は開催せずに書面決議とする。 

（木村群馬県支部長）５月１４日に支部総会を開催する。今年は会員で２社の訃報があった。 

 

２．各種会議  

委員長会議     ８回 

幹事会       ７回 

常設委員会    ①総務財務委員会 

②業務委員会 

③教育委員会 

④広報委員会 

⑤組織委員会 

 


