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平成３０年度第６回委員長会議模様
■日時：平成３１年１月１０日（木曜日） １０：３０～１２：００
場所：メルパルク東京 華厳の間（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、塚本教育委員長
■議題
(1)審議事項
③各委員会の開催日程について
①会員の入退会について
④平成 30 年度組織拡大委員会の状況について
②会員拡大に向けた取組みについて
⑤ワーキンググループの状況について
③平成 31 年度の重点施策(案)について
⑥平成 30 年度の収支予算書(見込み)について
④平成 31 年度に向けた事業計画及び
⑦平成 30 年度予定表(1 月～3 月)
収支予算(案)について
⑧平成 30 年度会議等開催予定
⑤その他
⑨平成 31 年度会議等開催予定
（2）周知事項等
⑩その他
①平成 31 年度新年賀詞交歓会について
（3）委員長等活動報告
②平成 31 年度予算書及び平成 30 年度決算書の
（4）その他
提出について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第６回幹事会模様
■日時：平成３１年１月１０日（木曜日） １３：００～１４：３０
場所：メルパルク東京 華厳の間（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、塚本教育委員長、
宮川幹事、木村（清信）幹事、山本幹事、樋川幹事、田中幹事、木村(清高)幹事、
金澤幹事、島津幹事、髙橋幹事、石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、
久野監事、吉田監事
■議題
(1)審議事項
①会員の入退会について
③各委員会の開催日程について
②会員拡大に向けた取組みについて
④平成 30 年度組織拡大委員会の状況について
③平成 31 年度の重点施策(案)について
⑤ワーキンググループの状況について
④平成 31 年度に向けた事業計画及び
⑥平成 30 年度の収支予算書(見込み)について
収支予算(案)について
⑦平成 30 年度予定表(1 月～3 月)
⑤その他
⑧平成 30 年度会議等開催予定
（2）周知事項等
⑨平成 31 年度会議等開催予定
①平成 31 年度新年賀詞交歓会について
⑩その他
②平成 31 年度予算書及び平成 30 年度決算書の
（3）委員長等活動報告
提出について
（4）その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第２回教育委員会模様
■日時：平成３１年１月１６日（水曜日）
１３：３０～１５：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
塚本教育委員長、永島委員、島津委員、木村清高委員、
■議題
(1)委員長挨拶
(2)平成 30 年度研修等実施状況について
(3)平成 31 年度教育委員会事業計画予算(案)について
(4)平成 31 年度研修等計画(案)
(5)平成 31 年度具体的な取り組み(案)
(6)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第２回広報委員会模様
■日時：平成３１年１月１６日（水曜日）
１５：３０～１７：００
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
(1)委員長挨拶
(2)平成 30 年度広報活動状況について
(12 月期まで)
①ホームページの更新状況について
(3)平成 31 年度事業計画(具体的な取組み)
について
①ITCA 機関誌の内容充実(年 6 回)

・チラシ同封による収益獲得
②ホームページの運用・活用
・会員広場の積極的な活用(VOD 掲載)
について
・バナー広告による収益獲得
③イベント報告の内容充実
④その他

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

平成３０年度第２回業務委員会模様
■日時：平成３１年１月２１日（月曜日）
１３：００～１５：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
髙瀬業務委員長、髙橋委員、田中委員
樋川委員、寺田委員、

■議題
(1)委員長挨拶
(2)平成 30 年度の具体的な実施状況について
(3)平成 31 年度事業計画(具体的な取組み)に
ついて
(4)平成 31 年度事業計画(予算)について
(5)今後の事業拡大及び新商材について
(6)その他

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第２回組織委員会模様
■日時：平成３１年１月２１日（月曜日）
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、宮川委員、長谷川委員、
髙瀬委員、山本委員、田中委員、
石渡委員、永島委員

■議題
(1)委員長挨拶
(2)平成 30 年度会員増強の取組み状況について
(3)情報通信設備保守契約のすすめの
パンフレットについて
(4)平成 31 年度具体的な取組みについて
(5)平成 31 年度事業計画(予算)について
(6)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第２回総務財務委員会模様
■日時：平成３１年１月２４日（木曜日）
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、三浦委員

■議題
(1)委員長挨拶
(2)平成 30 年度財務状況（収支見込）について
(3)平成 31 年度の事業計画予算（案）について
(4)平成 31 年度の重点施策(案)について
(5)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
７
平成３０年度第７回委員長会議模様
■日時：平成３１年１月３０日（水曜日）
１３：３０～１６：３０
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、塚本教育委員長
■議題
(1)本部長挨拶
(2)平成 30 年度財務状況(収支見込)について
(3)平成 31 年度の重点施策(案)について
(4)平成 31 年度に向けた事業計画及び収支予算(案)について
(5)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部
「広告掲載」募集のご案内
●「関東地方本部」ホームページのバナーを募集しています！
●「機関誌ＩＴＣＡ」へチラシ封入を募集しています！
・全国会員・関東会員へ商品等をアピールできます。
詳細は、関東ホームページ「広告について」に掲載していますのでご覧ください。
一般社団法人情報通信設備協会
TEL:03-5244-9700
E-mail:info@itca.or.jp
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関東地方本部

平成３０年度 東京支部・勉強会・年末懇親会模様
■日時：平成３０年１２月１０日（月曜日）
１６：００～１７：５０ 勉強会 牡丹の間
１８：００～１９：３０ 懇親会 百合の間
場所：メルパルク東京（港区芝公園 2-5-20）
■参加者：３０社

２５社

３６名
第一部

勉強会
「文系の我が子がＩＴ企業で成功する方法」
NPO 法人サーキットネットワーク 理事 梶田 栄 氏
第二部 「従業員エンゲージメントを高める人事評価制度 ７つの新常識」
株式会社あしたのチーム
江竜寛之 氏
３２名 懇親会
した。第 2 部は、㈱あしたのチーム 江竜寛之
様より「従業員エンゲージメントを高める人事
評価制度 7 つの新常識」について人事評価制度
の視野を広げるためのご講演をしていただき
ました。
懇親会では、木村支部長の開会挨拶、今井本
部長のご挨拶、高橋監事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。

■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、寒いな
がらも天候に恵まれ、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、第 1 部
は、
NPO 法人サーキットネットワーク 理事 梶
田 栄様より「文系の我が子が IT 企業で成功す
る方法」について、梶田様の豊富な経験を交え
た IT 業界と人材についてご講演をいただきま

勉強会模様
＜第一部＞

司会の木村支部長

梶田 栄

氏

会場風景

＜第二部＞

江竜寛之 氏

会場風景
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懇親会模様

司会の島津副支部長

石渡副支部長の中締め

木村支部長の開会挨拶

今井本部長の来賓挨拶

高橋監事の乾杯発声

和やかな懇親会風景

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

平成３１年 関東地方本部

賀詞交歓会模様

■日時：平成３１年１月１０日（木曜日）
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：１５６名
■報告：平成 31 年 ITCA 関東地方本部の新年賀
詞交歓会をメルパルク東京で賑やかに開催い
たしました。賀詞交歓会は、総務省関東総合通
信部長 山下朝文様、東日本電信電話株式会社
東京事業部 取締役 東京事業部部長 野池
秀幸様や関連団体・関連企業、賛助会員の皆様
方、情報通信設備協会本部の坪内会長並びに大
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、益々の業界
発展と会員企業の業績向上、協会の発展を祈念

司会の石渡幹事

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
信部長 山下朝文様、東日本電信電話株式会社
東京事業部 取締役 東京事業部部長 野池秀幸
様、坪内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。
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大輪理事長の乾杯発声 松山副本部長の中締め

懇親会会場模様

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

＜挨拶＞
関東地方本部

本部長

今井 秀昭

皆様、明けましておめでとうございます。

決め、関東地方本部でも役員による一声運動などの

本日は、ご多忙中のなか関東地方本部の賀詞交歓

増強活動をすることを決めて行動したことにより、

会にかくも大勢のご来賓の方々のご出席を賜り誠に

会員数減少の一定の歯止めをかけることができまし

ありがとうございます。また、会員各位の皆様にお

た。また、財政面においても黒字化を連続で達成で

かれましては日頃より当協会の運営につきまして多

きたことは、会員皆様のご努力に感謝するとともに、

大なるご支援ご理解を賜り重ねて御礼申し上げます。

一層のご協力をお願いする次第です。

さて、我が国の経済は、大手製造業や輸出型企業

また、ビジネス協業の取組みとして、本部の研修

を中心とした企業では、公共事業の増加や個人消費

事業で協業しているアライドテレシス社様との更な

が少しずつ伸び、企業の設備投資もゆるやかに回復

る販売パートナー認定会員の拡大やサービス事業を

してきております。しかし、中小企業においては、

推進するため協会ブランドの「ＩＴＣＡ光」サービ

不透明で実感が伴わない経済情勢ですが、今年は情

スを活用した、光卸事業者様との新たなコラボ事業

報通信業界や会員企業にとっても経営状態が好転す

やＮＴＴドコモ様とのオフィスリンク事業について

ることを大いに期待したいところであります。

も受注増等着実な進展を見せております。

昨年を振り返りますと、国内においては、大阪府

更に、保守サービスのパンフレットの見直しにお

北部を震源とした６弱の地震や７月には西本日本で

いては、各支部よりワーキングメンバーを選出して

記録的な豪雨による２２０名以上の死亡者や９月に

頂き、議論を重ねながら今年３月に発行できるよう

は北海道胆振地方を震源とする地震による土砂崩れ

に準備を進めております。

などで４１人の死亡者と道内全域で停電が起こるな

また、協会のホームページの更なる活用促進を図

ど自然災害が数多く発生した年でした。一方、平昌

るため「会員の広場」に動画ニュースを機能追加し

冬季五輪で日本は冬季最多となる１３個のメダルの

講演会等の内容を映像化しておりますので、ぜひご

獲得やフィギアスケートの羽生選手の２大会連続の

利用をよろしくお願いいたします。

金メダル獲得や大谷選手がメジャ―新人王に選ばれ

本年は、平成最後の年ですが、更に会員の皆様の

るなどの明るいニュースも多く、話題の多い一年と

事業拡大に向けて、新規事業の開拓や、関連業界の

なりました。

連携、技術者の人材育成、会員増強、組織の強化、

一方、情報通信分野においては、来年の２０２０

広報活動の強化に取り組んでまいりますので、皆さ

年に開催される東京五輪・パラリンピックに向けた

まの一層のご支援、ご指導を心よりお願い申し上げ

通信環境が加速し、ＩｏＴ，ＡＩ、ビッグデータ等

ます。

の本格的な商品化の導入や新サービスが具現化され

最後に皆様方の益々のご発展と我が協会の繁栄を

ております。また、来年の春の「５Ｇ」の商用サー

祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただき

ビスでは、高精細動画や大型容量コンテンツの配信

ます。

サービス、低遅延での大量同時通信など５Ｇの特徴
を活かしたサービスなど商品化が進んでおり、それ
に対応できる技術力が求められております。
協会本部では、今年度も協会活動を更に充実して
いくために協会の基盤である会員数の拡大が欠かせ
ないとの認識の基、３０年度も重点活動項目として
会員の増強や財政基盤の黒字化に向け取組むことを

今井本部長の挨拶

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

坪内 和人

新年あけましておめでとうございます。

様

もっとも、「しなやかなイノシシ」は少し有名
になりすぎたようですので、私は干支の基本に戻

ご紹介いただきました、一般社団法人、情報通

って今年の動きを占ってみたいと思います。２０

信設備協会の坪内です。平成３１年度の関東地方

１９年の干支は「己亥（つちのと・い）」ですが、

本部、賀詞交歓会にお招きいただき、ありがとう

ものの本によれば己（つちのと）とは雑然と茂っ

ございます。本日は、協会本部から参加させてい

てきた草木に次第に秩序がもたらされた様子を、

ただきました。

そして亥（い）は根差す・蓄えるで、エネルギー
が充満している様子を表すものとされています。

本協会は、わが国のＩＣＴの健全な発展のため

この組み合わせは「社会的な課題の整理が図られ、

に、情報通信設備の面から寄与することを目的の

将来の飛躍に向けた土台作りが進む年」と解くこ

一つとしておりますが、その活動の基礎を全国１

とができます。これはなかなかいい解釈ではない

０か所の地方本部に置いております。中でもこの

かと、私は思っているところです。

関東地方本部は全国会員６００余社の約４割を
擁する最大の地方本部です。本部としての活動も

今年はいよいよ５Ｇの周波数割り当ても実施

積極的に展開しておられますし、会員数の拡大に

され、秋にはプレサービスの供用が開始されるこ

関しても、今年度既に７社の新たな入会会員を迎

とになっています。日本が目指すソサエティ 5.0

えていただいていると聞いております。

に向けて、種まき、土台作りが行われる年である

昨年１１月には、平成３０年度のＩＴＣＡセミ

と言えましょう。

ナーを関東地方本部と共催で実施させていただ

２０１９年が、内外における課題解決の進展と、

きましたが、全国で参加者４００以上を数える盛

持続可能な社会の礎が築かれる一年となること

況となりました。今井本部長をはじめとする地方

を大いに期待して、私のご挨拶といたします。

本部の皆様の不断のご尽力に敬意を表するとと
もに、この場を借りて感謝申し上げる次第です。

おめでとうございました。

さて、先日のことですが、財界団体の新年互礼
会で、安倍総理の年頭挨拶を聞く機会に恵まれま
した。この中で総理は今年の干支のイノシシが
「猪突猛進だけではなく方向転換もできる『しな
やかさ』も備えている」と話され、「イノシシの
スピード感としなやかさで政権運営にあたりた
い」と締めて喝采を浴びていました。

坪内会長のご挨拶

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３１年埼玉県支部

新年賀詞交歓会報告

■日時：平成３１年１月２８日（月曜日）
１７：００～１９：００ 新年賀詞交歓会
場所：ラフォーレ 清水園 ２F ベリーニの間（さいたま市大宮区東町 2-204）
■参加者：３３名
■報告：
埼玉県支部新年会をさいたま市のラフォーレ

NTT 東日本―関信越の大石浩司取締役ビジネス

清水園で開催しました。今年は鶴ヶ島の県農業大

イノベーション部長、関東地方本部の塚本豊幹事

学跡地で事業が動き出した超スマート社会の構

らから同支部のさらなる発展を願うエールを頂

築への貢献のため、知見を結集して県に協力・支

きました。

援する方針です。

木下県議は来年度の県の予算編成方針につい

髙瀬支部長は「AI や IoT は想像以上のスピー

て触れ「未来の課題に先手を打つため超スマート

ドで進化しています。データ伝送スピードが現在

社会をつくり上げる考えが盛り込まれています。

の 100 倍と言われている 5G が来年春から商用サ

皆さんの社業に直結する事業であり、活躍の場が

ービスを開始することになっています。後で振り

明確になったことを物語っています。来年度は皆

返ると今年が情報通信分野の分水嶺であったと

さんの時代ですので、多くの提案や幅広い活動を

言える年になるのではないかと思います。支部と

期待しています」と支部の商機に対する期待と産

してはこの大きなビジネスチャンスの到来を確

業振興での県政への貢献を求める祝辞を頂きま

実に捉え、この良い流れにしなやかに乗り、猪突

した。

猛進していきたいと考えています」と 1 年の抱負

その後は埼玉県設備設計事務所協会の藤原克
彦副会長の発声で乾杯。祝宴に入り 1 年の門出を

を交えあいさつをしました。
来賓には同支部顧問の木下高志県議会議員、㈱

祝い和やかに親睦を図りました。

新年会模様

埼玉建設新聞記事（平成 31 年 1 月 31 日）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度山梨県支部

忘年会報告

■日

時：平成３０年１２月１１日（火曜日）
１８：００～２０：30 忘年会
場 所：浜松町屋形船はしや （東京湾）
■参加者：７名
■報 告：
山梨県支部は松山広報委員長をお迎えして

して定着をしております。ご馳走とお酒と東京

12 月 11 日に東京で忘年会を開催致しました。

湾にきらめくレインボーブリッジを眺めなが

盆地に住む山梨県支部の会員は東京湾での屋

ら、おおいに語らい一年を労いました。

形舟の「忘年会」が一年間の締めのイベントと

和やかな忘年会模様

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

ご案内
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