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令和元年度 第１回教育委員会ＷＧ模様
■日時：令和元年１０月１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
塚本教育委員長、島津委員、永島委員、木村委
■議題
員、
(1)ワークンググループのメンバーの自己紹介
神田通信機㈱ 立川支店 尾形様、
(2)研修コンテンツ（技術、ヒューマンなど）
㈱トキワ 樋川様、埼玉田中電気㈱ 松本様、
平成 31 年度研修等実施状況及び実施計画に
㈱群電 吉田様、㈱サンテレコム 長澤様、
ついて
日興テクノス㈱ 石渡様、
(3)開催時期、場所、日数、費用
宮川電気通信工業㈱ 木寺様、
(4)研修案内周知方法
東邦建㈱ 石川様、
(5)今後の進め方について
サンテレホン㈱ 秋葉様
(6)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第１回総務財務委員会模様
■日時：令和元年１０月２９日（火曜日）
１１：００～１２：００
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

■議題
(1)令和元年度中間決算(財務状況)について
(2)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

関東地方本部ホームページ
「会員の広場」のご案内

関東地方本部ＨＰでは会員に役立つ情報を提供する
「会員の広場」を開設しております。
ユーザー登録していただき、活用をお願い致します。
◆ご利用メニュー
①会員限定動画
②会員情報の検索
③新商品・サービス・ソリューション
④会員相互の相談窓口
◆「会員の広場」利用マニュアルをご覧ください。
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令和元年度 第４回委員長会議模様
■日時：令和元年１１月１２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、塚本教育委員長、木村(清高)組織委員長
■議題
(1)審議事項
⑤令和元年度関東地方本部の取組み状況につ
①会員の入退会について
いて
②会員拡大に向けた取組み状況
⑥令和元年度支部忘年会・新年賀詞交換会等予
③令和 2 年新年賀詞交歓会について
定について
④会費未納の状況について
⑦令和元年度の財務状況(9 月末)について
⑤その他
⑧令和元年度予定表(11 月～1 月)
(2)周知事項等
⑨令和元年度会議等開催予定
①令和元年度研修等実施状況について
⑩その他
②令和元年度 ITCA セミナーの開催について
(3)委員長等活動報告
③令和元年度組織拡大委員会の報告について
①各委員会からの報告
④教育委員会 WG の状況について
②その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第４回幹事会模様
■日時：令和元年１１月１２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、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、木村(清高)組織委員長、
木村(清信)幹事、清水幹事、樋川幹事、島津幹事、
髙橋幹事、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
⑤令和元年度関東地方本部の取組み状況につ
①会員の入退会について
いて
②会員拡大に向けた取組み状況
⑥令和元年度支部忘年会・新年賀詞交換会等予
③令和 2 年新年賀詞交歓会について
定について
④会費未納の状況について
⑦令和元年度の財務状況(9 月末)について
⑤その他
⑧令和元年度予定表(11 月～1 月)
(2)周知事項等
⑨令和元年度会議等開催予定
①令和元年度研修等実施状況について
⑩その他
②令和元年度 ITCA セミナーの開催について
(3)委員長等活動報告
③令和元年度組織拡大委員会の報告について
①各委員会からの報告
④教育委員会 WG の状況について
②その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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東京都の「新たな入札契約制度に関する説明会」報告
■報告：昨年 6 月に本格実施となった「東京都の
新たな入札契約制度」が施行から 1 年余が経過
しました。そこで（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。説明会は、
制度設計および規約関係実務を担当している
職員の方から内容と留意点について話を伺え
ました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■日時：令和元年度１０月２３日（水曜日）
１４：００～１５：３０
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：１１社 １４名

令和元年度 新規商材説明会報告
■日時：令和元年１１月１日（金曜日）
９：００～１７：００
場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■参加者：１１社 １２名
①ソフトバンク㈱ １４：４５～１５：４５
「電子契約サービス」のお取り扱いについて
②ＲＩＺＡＰ
１３：３０～１４：３０
健康管理セミナー（出張型グループトレーニング概要）
③東京ソフト㈱
１６：００～１７：００
新製品のセキュリティ機器[Ｓｕｂｇａｔｅ ＡＰ]について
■報告：業務委員会より会員会社向けに新規商材
の説明会を開催しました。
商材は、①ソフトバンク㈱：電子契約サービ
ス「働き方改革の実践と電子契約の活用」につ
いて。 ②RIZAP㈱：健康管理セミナーについ
て。「RIZAP 法人向けウェルネスプログラム」
について。 ③東京ソフト㈱：新製品のセキュ
リティ機器[Subgate AP]について。
各説明会後に質疑応答があり、今後、各会員
会社の業務に商材が活かせることを期待しま
す。
①ソフトバンク㈱様

②ＲＩＺＡＰ㈱様

説明会

説明会

③東京ソフト㈱様 説明会
3
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 施設見学会報告
■日時：令和元年度１１月５日（火曜日）
１３：３０～１５：００
場所：
（公財）鉄道総合技術研究所内(国分寺市光町 2-8-38)
■参加者：２４名
■報告：JR 国立駅北口 5 分にある「(公財)鉄道
総合技術研究所」の施設見学会を行いました。
施設内は、東京ドーム 4 個分の広さがあり、ヘ
ルメットを着用してマイクロバスで施設内を回
りました。鉄道総合技術研究所は、新幹線やリニ
アモーターカーの開発をはじめ様々な鉄道技術
開発に関わる世界でも有数の規模の鉄道研究所
です。当日は、施設見学会の後、施設内の会議室
で組織拡大委員会を開催しました。その後 18 時
より、立川グランドホテルで施設見学会参加者と
意見交換会を行いました。
リニアモーターカー前で集合写真

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

令和元年度 組織拡大委員会報告
■日時：令和元年度１１月５日（火曜日）
１５：１０～１７：００
場所：
（公財）鉄道総合技術研究所内の会議室(国分寺市光町 2-8-38)
■出席者：１４名
■議題
(1)開催の挨拶及び自己紹介
(2)会員増強の取組み状況について(組織委員会)
(3)各委員会での取組み状況について
①関東地方本部の取組み状況(業務委員会)
②研修実施状況及び実施計画(教育委員会)
③広報委員会活動状況(広報委員会)
(4)参加会員との意見交換会
(5)その他

会議模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度「新技術・新施工法講習会」報告
■日時：令和元年度１1 月２1 日（木曜日）
１３：３０～１６：００
場所：㈱遠藤照明 会議室・東京ショールーム
(新宿区若葉 1-4-1)
主催：(一社)東京都電設協会
■参加者：１社 １名

■報告：東京都財務局と都市整備局のご協力のも
とに（一社）東京都電設協会の主催で講習会が
開催されました。今年度も「都営住宅電気設備
工事共通仕様書」が改定され、また、新たな入
札契約制度の本格実施とも関連して諸々の変
更がありました。技術的側面を中心に講義が行
われました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 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：令和元年度１１月２７日（水曜日）～２８日（木曜日）
９：００～１７：００
場所：スタンダード会議室五反田 4 階 C 会議室
(品川区東五反田 2-3-5)
■受講者：６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。
研修模様

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

令和元年度 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：令和元年度１１月２９日（金曜日）
９：００～１７：００
場所：スタンダード会議室五反田 4 階 C 会議室
(品川区東五反田 2-3-5)
■受講者：４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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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第２８０回 関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告
■日時：令和元年１１月６日（水曜日）
場所：東京バーディクラブ(東京都青梅市小曾木 5-2943)
■参加者：２３名
■報告：第 280 回関東ベル倶楽部ゴルフ大会は、
都会の喧騒とかけ離れた武蔵野の緑と秩父多
会員企業や取引先関連企業が多数参加し、東京
摩の山々に囲まれた美しい自然に囲まれたコ
都青梅市の「東京バーディクラブ」で開催しま
ースで、参加者は思う存分にプレーを楽しんだ
した。東京バーディクラブは、都心から車で約
一日となりました。プレー終了後は、表彰式を
1 時間の自然の地形を生かした変化に富みなが
兼ねて和気あいあいの盛大な懇親会パーティ
らもプレーヤーに負担がかからないように配
ーを開催しました。
慮されているコースです。東京都にありながら、
順 位
優 勝
準優勝
３ 位
Ｂ Ｇ

コース風景

氏名(敬称略)
塚本 豊
榎本 貴允
宮坂 秀雄
長谷部 年冶

OUT
48
44
46
42

会社名
㈱レイコム
㈱髙文
東陽工業㈱

島津商店㈱

(左から)優勝された塚本氏と高瀬業務委員長

IN
43
42
52
43

GROSS
91
86
98
85

HDCP
20.4
14.4
24.0
―

NET
70.6
71.6
74.0
―

懇親会模様

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

令和元年度 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１７日（金）

１７時００分

モンテファーレ（横浜）

千葉県支部

１月１７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２７日（月）

１７時００分

ラフォーレ清水園（大宮）

茨城県支部

２月 ６日（木）

１８時００分

海鮮厨房 天天（水戸）

栃木県支部

１１月２６日（火）

１７時３０分

ホテルニューイタヤ（宇都宮）

群馬県支部

１月２４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 ５日（木）

１８時００分

屋形船 はしや（港区浜松町）

東京支部

１２月１３日（金）

１８時００分

メルパルク東京（港区浜松町）

東京多摩支部

１月２９日（水）

１８時００分

和食「いらか」（国分寺）

関東地方本部

１月 ９日（木）

１５時００分

メルパルク東京（港区浜松町）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
6

令和元年度 ＩＴＣＡセミナー報告（本部・関東地方本部共催）
■日時：令和元年１１月２０日（水曜日）
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）
■聴講者数：約３９０名（東京会場８２名 他Ｗｅｂ配信 22 会場３０８名）
■演題：(1)「将来の通信ネットワークを見据えた技術政策等の動向」
講師 中村 裕治 氏
（総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課長）
(2)「ドコモが目指す５Ｇ時代のビジネス協創」～さまざまなパートナーと創る未来～
講師 船越 健志 氏
（㈱ＮＴＴドコモ 法人ビジネス本部 ５Ｇ・ＩｏＴソリューション推進室長）
■報告：令和元年度ＩＴＣＡセミナーを本部共催
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てい
ました。
演題(1)は、「将来の通信ネットワークを見据
えた技術政策等の動向」と題して、ネットワー
クの仮想化等の技術の進展を見据えた機能に
着目した基準等や電気通信事業法に基づく資
格制度の見直し等の検討状況について講演さ
れました。
演題(2)は、「ドコモが目指す５Ｇ時代のビジ
ネス協創～さまざまなパートナーと創る未来
～」と題して、次世代の通信基盤である５Ｇの
プレサービスが始まり、商用サービスが目前の
５Ｇによる新たな価値創造や社会課題解決に
ついて、ビジネスパートナーとの協創モデルに
よるユースケースについて講演されました。

司会の塚本教育委員長

坪内会長の開会挨拶

会場模様

総務省
総合通信基盤局
電気通信事業部
電気通信技術システム課長
中村裕治 氏

㈱ＮＴＴドコモ
法人ビジネス本部
５Ｇ・ＩｏＴソリューション
推進室長
船越 健志 氏

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ＴＯＡ株式会社 内 覧 会 報 告
ＴＯＡ

Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ ２０１９
～ つ な が る 未 来 へ ～

■日時：令和元年１０月１６日（水）～１７日（木）
１０：００～１７：００
場所：東京ファッションタウンビル(TFT ビル)西館 2F ホール 500(江東区有明 3-4-10)
■報告：TOA 株式会社様の内覧会が江東区有明の
TFT ビルで開催されました。会場は、
「オフィス・
商業エリア」「学校エリア」「カフェエリア」「工
場エリア」
「自治体エリア」
「駅エリア」の 6 エリ
アで構成されていました。各エリアでは、専門性

の高い企業との協業・共創で実現した多様なソリ
ューションが展示・実演されて、音を社会・仕事・
生活の中に活用した展示会でした。音と技術を組
み合わせることにより、音が「見える化」して私
たちの生活を安全・便利にさせてくれます。

内覧会入口のエリアマップ

「オフィス・商業エリア」
カメラが発言者へ自動パン・チルト・ズームする

「学校エリア」
緊急時にサイネージ表示

「工場エリア」
場内拡声の明瞭性向上

8

「自治体防災エリア」
遠隔で水門を操作

「工場エリア」
計測器をカメラ監視して異常時に警報とランプ点灯

「駅エリア」
駅行内の騒音の中でもクリアな音声に切替

「自治体エリア」
左：自然エネルギーを活用した小さな発電所

「会場全体様子」

「カフェエリア」
４Ｋ画像と壁に上下左右４つのスピーカー
（壁紙と同色）でリアルな音を再現した癒
しの空間

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