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一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部

【令和元年 6 月発行】平成 31 年 4月～令和元年 5月イベント報告 No.20

平成３１年度第１回委員長会議模様

■日時：平成３１年４月２５日（木曜日） 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、高橋組織委員長、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会費未納の状況について

④平成 31 年度関東地方本部総会担務について

  1）第 64 回定時総会次第

  2）永年勤続表彰式次第

  3）懇親会次第

⑤第 64 回定時総会議案について

  1）平成 30 年度事業報告

  2）平成 30 年度収支決算報告

  3）監査報告

⑥第279回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

について

⑦その他

(2)周知事項等

①平成 31 年度定例講演会のお知らせ

②平成 31 年度現場リーダーシップ研修の

ご案内

③平成 31 年度消防設備士(甲種 4 類)受験準備

講習会のご案内

④平成 31 年度第 1 回職長および安全衛生責任

者特別教育のご案内

⑤平成 31 年度研修等実施計画

⑥平成 31 年度会議等開催予定

⑦平成 31 年度予定表(4 月～6 月)

⑧1 級・2 級電気通信工事施工管理技士講習会

のアンケート

⑨その他

(3)委員長等活動報告

①各委員会からの報告

②その他

(4）その他

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

企業通信システム維持管理のガイドライン

「情報通信設備 保守契約のすすめ」パンフレット販売のご案内

〒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

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

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。
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平成３１年度第１回幹事会模様

■日時：平成３１年４月２５日（木曜日） 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、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、

宮川幹事、木村(清高)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、

髙橋幹事、

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

②会員拡大に向けた取組みについて

③会費未納の状況について

④平成 31 年度関東地方本部総会担務について

  1）第 64 回定時総会次第

  2）永年勤続表彰式次第

  3）懇親会次第

⑤第 64 回定時総会議案について

  1）平成 30 年度事業報告

  2）平成 30 年度収支決算報告

  3）監査報告

⑥第279回関東ベル倶楽部ゴルフコンペの開催

について

⑦その他

(2)周知事項等

①平成 31 年度定例講演会のお知らせ

②平成 31 年度現場リーダーシップ研修の

ご案内

③平成 31 年度消防設備士(甲種 4 類)受験準備

講習会のご案内

④平成 31 年度第 1 回職長および安全衛生責任

者特別教育のご案内

⑤平成 31 年度研修等実施計画

⑥平成 31 年度会議等開催予定

⑦平成 31 年度予定表(4 月～6 月)

⑧1 級・2 級電気通信工事施工管理技士講習会

のアンケート

⑨その他

(3)委員長等活動報告

①各委員会からの報告

②その他

(4）その他

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

平成３１年度第１回工事担任者資格(AI・DD 総合種)取得研修報告

■日時：平成３１年４月１０日（水曜日）基礎コース

    平成３１年４月１１日（木曜日）技術コース

    平成３１年４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２名 技術２名 法規３名

■報告：：平成 31 年 5 月 26 日に実施されました

第 1 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 7 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 2 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、DDI が 33.3％、

AI・DD 総合種が 25.4％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 29 年度

第 1 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。
研修模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３１年度新入社員研修報告

■日時：平成３１年４月１７日（水曜日） ビジネスマナー （社会人、企業人としてのマナー全般）

      平成３１年４月１８日（木曜日） 電気通信の基礎 （端末設備の接続、コンピューター）

      平成３１年４月１９日（金曜日） LAN の基礎 （ネットワーク）

９：００～１７：００

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：ビジネスマナー １２名

電気通信の基礎 １５名

ＬＡＮの基礎  １５名

■報告：初日のビジネスマナー研修では、自己紹

介から始まり、名刺の使い方、電話の応答など、

社会人としてのマナー全般をロールプレイング

により修得しました。2 日目は、電気通信の基礎

や端末設備の接続、パソコンでの実機研修など情

報通信の基礎知識を、3 日目は LAN の基礎とし

て実機研修を行い、確認テストを受けました。熱

心な受講が続き、最終日に修了証が授与されまし

た。研修で学んだことを活かして各社での活躍が

期待されます。

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

塚本教育委員長の開講挨拶

「ビジネスマナー」名刺交換模様

「電気通信の基礎」研修模様 「ＬＡＮの基礎」研修模様
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平成３１年度第二種電気工事士 筆記試験受験準備講習会報告

■日時：平成３１年４月２０日（土曜日）～２１日（日曜日）

９：００～１８：００

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：２名

■報告：（一社）日本電気工事士協会主催の本研

修は、講師自ら毎年最新の実際に出題された試

験問題も徹底分析し、過去 10 年以上にも及ぶ

出題データを事細やかに分析した講師手作り

の惜しみない資料群が毎回大好評です。2 日間

に亘る講習で、参加者は受験に必要な知識を学

びました。

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

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

ご案内
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会場風景

今井本部長の

開会挨拶

令和元年度定例講演会報告 協賛：情報通信月間推進協議会

■日時：令和元年５月２９日（水曜日）

１３：３０～１６：４０

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：５７名

■演題：(1)「新時代の資格 電気通信工事施工管理技士の魅力」

      講師 株式会社日本電設情報センター

         教育・研修ソリューション事業部

         主任  三井 拓也 様

    (2)「無線ＬＡＮ環境構築とサイトサーベイによるリスク回避」

      講師 アライドテレシス株式会社

         営業本部 セールスパートナー推進部

   シニアマネージャー 高橋 哲哉 様

■報告： 定例講演会を港区芝公園のメルパルク

東京で開催しました。

演題(1)は、2019 度より国家試験として新た

に実施される「電気通信工事施工管理技士」に

ついて、設立背景や取得することのメリット・

必要性、取得に向けた流れ等についてご講演を

いただきました。

演題(2)は、無線 LAN の環境構築の考え方や

無線環境独自の問題、サイトサーベイによるリ

スク回避から新たなビジネスとしての可能性

の提案についてご講演いただきました。

参加者は熱心に耳を傾けられていました。遠

方の県支部では、Web 配信も行いました。

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

㈱日本建設情報センター

三井拓也 氏

アライドテレシス㈱

高橋哲也 氏
司会の三浦教育委員
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平成３１年度東京支部総会・勉強会・懇親会模様

■日時：平成３１年４月１５日（月曜日）

        １６：００～１６：３０   総 会 ３F 牡丹の間

      １６：４０～１７：１０  勉強会 ３F 牡丹の間

      １７：３０～１９：００  懇親会 ６F 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：総 会５１社 委任状４９社 参加者５４名

     勉強会５４名

     懇親会６６名

■報告：東京支部主催による総会、勉強会、懇親

会をメルパルク東京で開催しました。当日は、穏

やか天候に恵まれて、51 社 54 名の会員が出席い

たしました。

総会は、司会の石川副支部長より定数報告と開

会のことばが述べられ、木村支部長の挨拶、来賓

のご挨拶を今井関東地方本部長より頂きました。

審議は、木村支部長が議長となり、第 1 号案を木

村支部長、第 2 号案を松山副支部長、監査報告を

髙橋監事、第 3 号案、第 4 号案、第 5 号案を木村

支部長がそれぞれ説明して審議を行いました。第

5 号案では、役員改選について審議を行い、平成

29 度の役員が再任されました。

最後に石川副支部長が閉会の挨拶を述べ、平成

31 年度東京支部定時総会をすべて終了しました。

総会後は、勉強会として春風亭伯枝師匠をお招

きして落語を開催し、参加者は楽しいひと時を過

ごしました。その後、6Ｆルミエールにて懇親会

を開催しました。はじめに木村支部長の挨拶、来

賓のご挨拶に大輪理事長、石川副支部長の乾杯の

音頭により賑やかに懇親会が始まり親睦を深め

ました。

会場風景

東京支部役員今井本部長のご挨拶

総会模様

勉強会模様

春風亭伯枝師匠

総会会場風景
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３１年度山梨県支部総会・懇親会模様

■日時：平成３１年４月２３日（水曜日）

１８：００～１８：３０ 総会

１８：３０～２０：３０ 懇親会

場所：割烹司（甲府市中央 2-13-9）
■参加者：８名

総会模様 懇親会模様

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

島津福支部長の挨拶 今井本部長の乾杯ご発声

懇親会の風景

司会の髙橋支部監査 大輪理事長の挨拶

懇親会模様
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令和元年度埼玉県支部総会・懇親会模様

■日時：令和元年５月１７日（金曜日）

１５：３０～１６：００ 総会

１７：００～１８：３０ 懇親会

場所：メルパルク東京（港区芝公園 2-5-20）
■参加者：３２名

■報告：埼玉県支部総会は、5 月 17 日にさいたま

市大宮区のラフォーレ清水園で、2019 年度定

時総会を開催しました。議事では、18 年度事業

報告・収支決算および監査報告、19 年度の事業

計画案・収支予算案について審議し、原案通り

全会一致で可決されました。総会終了後は懇親

会を開催し、来賓には、木下高志県議会議員、

㈱NTT 東日本-関信越取締役でビジネスイノベ

ーション部部長の大石浩司氏らを招き、関係団

体幹部も交えて和やかに親睦を深めました。

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

総会模様

懇親会模様

高瀬支部長の挨拶

埼玉建設新聞 5 月 21 日付に総会模様掲載
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令和元年度 第６４回関東地方本部総会模様

■日時：令和元年５月２２日（水曜日）

  場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )

■報告：関東地方本部の第 64 回定時総会は、5
月 22 日(水)午後 3 時 00分から東京港区のメルパ

ルク東京 牡丹の間で開催しました。

花園事務局長の定数報告、永島薫幹事の開会挨

拶、今井秀昭本部長の挨拶に続いて、関東地方本

部運営規定第 11 条により今井本部長が議長とな

り、第 1 号議案を塚本豊教育委員長、第 2 号議案

を長谷川浩正総務財務委員長、監査報告を吉田孝

治監事、第 3 号議案を松山仁広報委員長、第 4 号

議案を長谷川浩正総務財務委員長、それぞれ審議

を行い滞りなく議案審議が了承されました。

最後に寺田栄作幹事が閉会の挨拶を行い、第 64
回定時総会をすべて終了しました。

定数 会員数 236 名              令和元年度関東地方本部役員一覧 （敬称略）

   出席者 47 名

   委任状 103 名

議事 第 1 号議案 平成 30 年度事業報告

   第 2 号議案 平成 30 年度収支決算報告

         平成 30 年度監査報告

   第 3 号議案 令和元年度事業計画（案）

   第 4 号議案 令和元年度収支予算（案）

   

   

協会役職 氏名 所属支部 勤務先

本部長 今井 秀昭 東 京 東邦通信工業㈱

副本部長 長谷川浩正 神奈川県 日興テクノス㈱

副本部長 松山  仁 東 京 日本通信設備㈱

幹事 塚本  豊 東 京 ㈱レイコム

幹事 島津 正行 東 京 ㈱島津商店

幹事 木村 清信 東 京 昭和電設㈱

幹事 石渡 秀明 東 京 石渡電気㈱

幹事 髙橋 義一 東 京 サンテレホン㈱

幹事 金澤  昇 東京多摩 大和通信機㈱

幹事 髙瀬 幸雄 埼玉県 埼玉アンテナシステム㈱

幹事 樋川 賢一 茨城県 ㈱トキワ

幹事 能地 靖夫 栃木県 東邦建㈱

幹事 木村 清高 群馬県 ㈱群電

幹事 清水  久 山梨県 ㈱サンテレコム

幹事 宮川 欣丈 千葉県 宮川電気通信工業㈱

幹事 三浦  隆 東 京 トータルコミュニケーションズ㈱

幹事 永島  薫 東 京 ㈱町田電話工業

幹事 寺田 栄作 東 京 日本通信機工業㈱

地方監事 久野 武男 東 京 協立情報通信㈱

地方監事 吉田 孝治 東 京 電通工業㈱

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

総会会場風景

議長を務める今井本部長
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令和元年度 永年勤続従業員表彰式模様

■日時：令和元年５月２２日（水曜日）

  場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )

■報告：令和元年度永年勤続従業員表彰式は、第

64 回定時総会に引続いて、午後 4 時 20 分からメ

ルパルク東京 牡丹の間で開催しました。

永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規

定に基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続

き 20 年以上勤務し、勤務成績優秀な方々を表彰

するもので、今年度は 11 社 22 名が受賞されまし

た。

協会本部の代理として、関東地方本部の今井本

部長がお祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を

代表して、英工電機株式会社の玉置昌勝様に表彰

状と記念品が授与されました。

  

祝辞を述べる今井本部長              受賞者代表の玉置昌勝 氏

令和元年度永年勤続従業員表彰者（敬称略、社名 50 音順）

会   員   名 氏   名 会   員   名 氏   名

英工電機株式会社 大上 友之 東邦通信工業株式会社 木村 憲司

英工電機株式会社 玉置 昌勝 日興テクノス株式会社 鈴木由紀衣

協立情報通信株式会社 大山 友喜 日興テクノス株式会社 井上 裕一

協立情報通信株式会社 栁田 博志 日新電話設備株式会社 大石 道春

協立情報通信株式会社 吉川 仁 日新電話設備株式会社 千葉 康史

協立情報通信株式会社 澤枝 綾 日本ＰＢＸ通信工業株式会社 中村 晴一

協立情報通信株式会社 新穂 友浩 日本ＰＢＸ通信工業株式会社 木村 尚史

協立情報通信株式会社 石川 真吾 日本ＰＢＸ通信工業株式会社 山口 伸一

国際通信工業株式会社 福室 征也 扶桑電通株式会社 松沢 篤史

シーティーディーネットワークス株式会社 小林 康弘 扶桑電通株式会社 羽鳥 禎

電通工業株式会社 山田 武史 三峰電気株式会社 長滝 亘

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度 第６４回定時総会懇親会模様

■日時：令和元年５月２２日（水曜日）

  場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )

■報告：令和元年度定時総会懇親会は、午後 5 時

から東京港区のメルパルク東京 瑞雲の間で開

催しました。

日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務

省関東総合通信局 情報通信課長の山下俊浩様、

を始め、通信事業者やメーカーなどの関係業界や

関係団体のご来賓の皆様や多数の会員企業の皆

様にご出席いただき、第 64 関東地方本部定時総

会後の懇親会を開催いたしました。

今井関東地方本部長の挨拶、ご来賓の皆様のご

挨拶に続いて協会本部 大輪理事長の乾杯の音頭

によって、賑やかに懇親会が始まり親睦を深めま

した。

懇親会次第

司会    幹事       石渡秀明

本部長挨拶 本部長      今井秀昭

来賓挨拶  総務省 関東総合通信局

      情報通信部 電気通信事業課長

山下俊浩 様

      情報通信設備協会 坪内和人 様

乾杯    情報通信設備協会 理事長

               大輪堅一 様

中締め   副本部長     長谷川浩正

本部長挨拶

関東地方本部 今井 秀昭

ただいまご紹介を賜りました、関東地方本部の

今井でございます。

さて、今年も、多くのご来賓の方々の出席を頂

き誠に有難うございます。また、会員の皆様にお

かれましては、日頃から協会活動に対しまして、

ご理解とご支援を賜り重ねて御礼申し上げます。

また、先程の総会の席上では、会員企業の 11
社 22 名の方が、20 年の永年勤続表彰を受賞され

ました。20 年の長きに亘りまして、情報通信業界、

延いては日本経済の発展に寄与されたことに本

当に感謝し、皆様のさらなるご活躍をお祈りする

次第でございます。

1990 年のバブル崩壊以降、日本は大変厳しい

経済環境で推移してまいりましたが、企業収益が

改善し雇用・所得環境の改善が続く中、働き方改

革等の各種政策の効果もあり景気は緩やかに回

復に向かっておりますが、更なる景気が回復して

行くことを、情報通信業界にとっても大いに期待

したいところであります。

一方、情報通信業界では、スマートフォンや各

種情報端末を活用したサービスの普及、クラウド

サービスの拡大や IoT やビッグデータ・AI・ロボ

ット・5G 等の新サービスのアプリケーションも

広く開発が進められおり、最近では、具体的な商

材として提供されており、会員の皆様の事業拡大

が期待されるところであります。

このような中、関東地方本部は、情報通信端末

などの新技術・新サービスの技術者育成を支援す

るほか、事業環境の変化に対応した職長研修や雇

用管理者研修、自治体の入札と契約制度に関する

研修を開催してまいります。また、財政基盤の健

全化に向けた収益事業として NTT ドコモのオフ

ィスリンクサービス事業の拡大等、会員皆様の事

業拡大を支援するためのキャリアや新サービス

を扱う会社とのアライアンスの模索を行い、皆様

に役立つ数々の施策を実施してまいります。更に、

関連業界との連携と広報活動の強化に取組むこ

とにより、新規事業の開拓や技術者の育成、会員

増強、組織強化を進めてまいりますので、皆様方

の一層のご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し上げ

ます。

最後になりますが、会員企業の皆様、そして関

係省庁ならびに関係団体、業界の皆様のご発展と、

本日お集まりいただきました皆様のご健勝を祈

念いたしまして、冒頭のご挨拶とさせていただき

ます。本日はありがとうございました。

今井本部長の挨拶

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３１年度栃木県支部総会・講演会・懇親会模様

■日時：平成３１年４月２３日（水曜日）

３：３０～４：００ 総会

４：１０～５：１０ 講演会

５：１０～７：１０ 懇親会

場所：ホテルニューイタヤ（宇都宮市大通り 2-4-6）
■参加者：総会９名、講演会１４名、懇親会１１名

■報告：
近年、人材不足により高騰する人件費など“労働”

にまつわる課題はきりがなく、更に日本は超高齢

社会に突入しています。それにより、労働生産性

は企業の積年の課題になっています。

このような中、栃木県支部では総会終了後、Ｎ

ＴＴ東日本（株）栃木支店殿にご協力いただきま

して、急速に普及しつつある RPA（Robotic 

Process Automation）に関するビジネスセミナー

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、ＮＴＴ東日本（株）栃木支店殿にも参

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。

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

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

講演会模様

大輪理事長の乾杯ご発声 懇親会模様


