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令和元年度 第２回教育委員会ＷＧ模様
■日時：令和元年１１月２５日（月曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室（Web 会議）
■出席者
【協会会議室】
塚本教育委員長、島津委員、三浦委員、永島委員
【Web 会議】
木村委員（教育委員）
神田通信機㈱ 立川支店 尾形様、㈱群電 吉田様、
㈱サンテレコム 長澤様、日興テクノス㈱ 石渡様、
宮川電気通信工業㈱ 木寺様、サンテレホン㈱ 秋葉様
■議題
(1)各 WG メンバーによるヒアリングシートの報告及び意見
(2)今後の進め方について
(3)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第３回教育委員会ＷＧ模様
■日時：令和元年１２月１７日（火曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室（Web 会議）
■出席者
【協会会議室】
塚本教育委員長、島津委員、三浦委員、永島委員
【Web 会議】
神田通信機㈱ 立川支店 尾形様、㈱群電 吉田様、
日興テクノス㈱ 石渡様、宮川電気通信工業㈱ 木寺様、
サンテレホン㈱ 秋葉様
■議題
(1)周知方法について（もっと具体的に）
(2)会場（場所）について（東京（首都圏内）
、各中間地点 等）
(3)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度 第５回委員長会議模様
■日時：令和元年１２月２４日（火曜日）
１０：００～１２：００
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、
塚本教育委員長、木村(清高)組織委員長
■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令和 2 年度の重点施策(案)について
④2020 年新春特別セミナーについて
⑤理事長候補者の推薦について(本部)
⑥令和 2 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
(2)周知事項等
①令和 2 年新年賀詞交歓会について
②令和 2 年度の予算書及び令和元年度決算書の

提出について
③各委員会の開催日程について
④教育委員会 WG の状況について
⑤令和元年度収支予算書(見込み)について
⑥令和元年度予定表(1 月～3 月)
⑦令和元年度会議等開催予定
⑧令和 2 年度会議等開催予定
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

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

令和元年度 第５回幹事会模様
■日時：令和２年１月９日（木曜日）
１３：００～１４：３０
場所：メルパルク東京(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、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、石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、
久野監事、吉田監事
（宮川電気通信工業㈱ 宮川社長 オブザーバー）
■議題
(1)審議事項
③各委員会の開催日程について
①会員の入退会及び会員拡大に向けた取組み
④教育委員会 WG の状況について
状況
⑤令和元年度収支予算書(見込み)について
②令和 2 年度に向けた事業計画の策定について
⑥令和元年度予定表(1 月～3 月)
(案)
⑦令和元年度会議等開催予定
③2020 年新春特別セミナーについて(案)
⑧令和 2 年度会議等開催予定
④理事長候補者の推薦について(本部)
⑨その他
⑤その他
(3)委員長等活動報告
(2)周知事項等
①各委員会からの報告
①令和 2 年新年賀詞交歓会について
②その他
②令和 2 年度の予算書及び令和元年度決算書の
提出について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度 第２回業務委員会模様
■日時：令和２年１月１４日（火曜日）
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、清水委員、髙橋委員、樋川委員、寺田委員
■議題
(1)令和元年度の具体的な実施状況について
(2)令和 2 年度事業計画(具体的な取組み)について
(3)今後の業容拡大及び新商材について
(4)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第４回教育委員会模様
■日時：令和２年１月１５日（水曜日）
９：３０～１１：３０
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、三浦委員、木村清高委員
■議題
(1)令和元年度研修等実施状況について
(2)令和 2 年度教育委員会事業計画予算(案)について
(3)令和 2 年度研修等計画(案)
(4)令和 2 年度具体的な取り組み(案)
(5)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第４回組織委員会模様
■日時：令和２年１月２１日（火曜日）
１３：００～１５：００
場所：U-AXIS BCC2 階（中央区入船 2-2-14）
■出席者
木村組織委員長、長谷川委員、髙瀬委員、樋川委員、永島委員
■議題
(1)令和元年度会員拡大に向けた取組み状況
(2)令和 2 年度に向けた事業計画の策定について
(3)令和 2 年度会員拡大及び具体的な取組みについて(案)
(4)令和 2 年度事業計画(予算)について
(5)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度 第４回教育委員会ＷＧ模様
■日時：令和２年１月２１日（火曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
【教育委員】
塚本教育委員長、永島委員、島津委員、三浦委員、木村清高委員
【三役メンバー】
今井本部長、松山副本部長
【各支部長】
金澤東京多摩支部長、樋川茨城県支部長、寺田幹事
【ＷＧメンバー】
日興テクノス㈱ 石渡様、宮川電気通信工業㈱ 木寺様、東邦建㈱ 石川様
■議題
(1)各 WG メンバーによる検討結果のまとめ及び今後の方向性について
(2)令和 2 年度の研修計画（案）について
(3)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第２回広報委員会模様
■日時：令和２年１月２２日（水曜日）
１５：００～１７：００
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)令和元年度広報活動状況について(1 月期まで)
①ホームページの更新状況について
(2)令和 2 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)
・チラシ封入による収益獲得
②ホームページの運用・活用
・研修ダイジェスト版等掲載
・カウンター
・新着情報 CMS
・動画広告
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和元年度 第２回総務財務委員会模様
■日時：令和２年１月２９日（水曜日）
９：００～９：３０
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)令和元年度財務状況（収支実績）について
(2)令和 2 年度の事業計画予算（案）について
(3)令和 2 年度の重点施策（案）について
(4)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和元年度 第７回委員長会議模様
■日時：令和２年１月２９日（水曜日）
９：３０～１１：３０
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、
木村組織委員長、塚本教育委員長
■議題
(1)令和元年度財務状況（収支見込）について
(2)令和 2 年度の重点施策（案）について
①会員拡大及び具体的な取り組みについて（案）
②令和 2 年度研修等実績計画（案）
③令和 2 年度教育委員会事業計画予算（案）
(3)令和 2 年度に向けた事業計画及び収支予算（案）について
(4)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一般社団法人情報通信設備協会

「賠償責任保険制度」のご案内
2020 年賠償責任保険制度の加入会社を募集しております。
本賠償責任保険制度は、工事に起因して発生した事故により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
保険期間は、2020 年 4 月 20 日午後 4 時～2021 年 4 月 20 日午後 4 時です。
ご案内はＨＰに掲載しています。お申込みは「お見積もり依頼書」を 2020 年 4 月 14 日まで
に下記へＦＡＸをお願いします。
一般社団法人情報通信設備協会 関東地方本部
TEL:03-5244-9700

FAX:03-5244-9711

E-mail:info@itca.or.jp
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令和元年度 東京支部・勉強会・年末懇親会模様
■日時：令和元年１２月１３日（金曜日）
１６：１５～１７：３０ 勉強会 孔雀の間
１８：００～２０：００ 懇親会 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：４７名
５４名

勉強会
懇親会

落語

立川志らら師匠

■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、穏やか
な天候に恵まれ、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、立川志らら
師匠をお招きして落語を開催し、参加者から大

きな笑いを誘っていました。懇親会では、木村
支部長の開会挨拶、今井本部長のご挨拶、永島
監査役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。

勉強会模様

司会の木村支部長

立川志らら師匠

会場模様

懇親会模様

司会の石渡副支部長

石川副支部長の中締

木村支部長の開会挨拶 今井本部長のご挨拶

和やかな懇親会風景

永島監査役の乾杯発声
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和２年 関東地方本部

賀詞交歓会模様

■日時：令和２年１月９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：１６０名
■報告：令和 2 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
局 情報通信部 電気通信事業課 課長 山下俊
浩様、東日本電信電話株式会社 取締役 東京事
業部部長 中江康二様や関連団体・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

司会の石渡幹事

会の発展を祈念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
信局 情報通信部 電気通信事業課 課長 山下
俊浩様、東日本電信電話株式会社 取締役 東京
事業部部長 中江康二様、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。

総務省関東綜合通信局 東日本電信電話㈱

大輪理事長の

長谷川副本部長の

課長 山下俊浩 氏

乾杯発声

中締め

取締役 中江康二 氏

懇親会会場模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＜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。

協会本部では、今年度も協会活動を更に充実して

本日は、ご多忙中のなか関東地方本部の賀詞交

いくために協会の基盤である会員数の拡大が欠かせ

歓会にかくも大勢のご来賓の方々のご出席を賜り誠

ないとの認識の基、令和元年度も重点活動項目とし

にありがとうございます。また、会員各位の皆様にお

て会員の増強や財政基盤の黒字化に向け取組むこ

かれましては日頃より当協会の運営につきまして多

とを決め、関東地方本部でも役員による一声運動な

大なるご支援ご理解を賜り重ねて御礼申し上げま

どの増強活動をすることを決めて行動したことにより、

す。

会員数減少が純増プラスに転じることができました。

さて、我が国の経済情勢は、公共事業の増加や個

また、財政面においても黒字化を連続で達成できた

人消費が少しずつ伸び、企業の設備投資もゆるやか

ことは、会員皆様のご努力に感謝するとともに、一層

に回復してきており、また、一部では、特需により、増

のご協力をお願いする次第です。

収増益に繋がったと聞いております。

また、ビジネス協業の取組みとして、本部の研修事

一方、我が中堅・中小企業においては、不透明で

業で協業しているアライドテレシス社様との更なる販

実感が伴わない経済情勢ですが、今年は情報通信

売パートナー認定会員の拡大やサービス事業を推

業界や会員企業にとっても経営状態が好転になるこ

進するため協会ブランドの「ITCA 光」サービスを活

とを大いに期待したいところであります。

用した、光卸事業者様との新たなコラボ事業や NTT

昨年を振り返りますと、国内においては、東日本で

ドコモ様とのオフィスリンク事業についても受注増等

9 月から 10 月にかけて、立て続けに台風や大雨被害

着実な進展を見せております。

が起こるなど特に 9 月の台風 15 号では、強風の影響

更に、委員会の活動においては、今後の研修事業

で千葉県を中心に最大約 93 万軒が停電し復旧まで

を見直すために、各支部よりワーキングメンバーを選

に２週間前後かかった地域もあり、自然災害が数多く

出して頂き、研修事業の充実に向けて検討を進めて

発生した年でした。一方、天皇陛下が即位され「平成」

おります。

から「令和」の改元、9 月には、ラグビー・ワールドカッ

本年は、更に会員の皆様の事業拡大に向けて、新

プが日本で開催され、日本が初のベスト 8 入りを果た

規事業の開拓や、関連業界の連携、技術者の人材

すなどの明るいニュースも多く、話題の多い一年とな

育成、会員増強、組織の強化、広報活動の強化に取

りました。

り組んでまいりますので、皆さまの一層のご支援、ご

また、情報通信分野においては、今年、いよいよ開

指導を心よりお願い申し上げます。

催される東京五輪・パラリンピックに向けた通信環境

最後に皆様方の益々のご発展と我が協会の繁栄

が加速し、IoT，AI、ビッグデータ等の本格的な商品

を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただき

化の導入や新サービスが導入されております。また、

ます。

「5G」の商用サービスでは、高精細動画や大型容量
コンテンツの配信サービス、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の商品化
や自営版 5G ともいうべき「ローカル 5G」の商品化も
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。
今井本部長の挨拶

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
8

＜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

なった地方本部の皆様の、不断の努力に敬意を表
するとともに、この場を借りて感謝を申し上げる

ご紹介いただきました、一般社団法人、情報

次第です。ありがとうございます。

通信設備協会の坪内です。本日は、令和二年、年
号が改まりまして最初となりますが、この関東地

さて今年は 5G 元年、デジタル元年、東京オ

方本部、賀詞交歓会にお招きいただきありがとう

リ・パラ開催の年と、話題も大体出尽くした感が

ございます。今日は、協会本部から参加させてい

ありますので、少しだけ干支の話をさせてくださ

ただきました。

い。十二支の「子」はものの始まり、新たな芽吹
きを意味し、シンボルとなるネズミになぞらえて

本協会は、わが国の ICT の健全な発展のため

繁栄・多産を表すとされています。もっとも先日、

に、情報通信設備の面から寄与することを目的の

経済団体の会合で安倍総理は「ネズミが繁栄して

一つとしておりますが、その本質は、端末の設備

いるのは多産だからというより環境に柔軟に対

をネットワークに適切に接続することで情報通

応できているからだ」という趣旨の挨拶をしてお

信の能力を活かす技術であると、私は考えていま

られました。変化に柔軟に対応するというのは安

す。65 年の歴史を経て、つなぐ回線がメタルから

倍さんの持論のようです。政治的なポジショント

光ファイバーあるいは無線に変わり、回線の向こ

ークはあろうかと思いますが、私たちの事業活動

う側が交換網からインターネット、クラウドに変

の上でも、変化への対応が最優先の課題であるこ

化しても、ネットワークの末端に情報機器を接続

とは言を俟たないところかと思います。

してその機能を維持する技術は、会員企業の皆さ
んの中にしっかりと継承されていると確信して

新たな技術、新たな風は事業活動にとって追

おります。

い風です。2020 年が私たちにとっても日本にと
っても繁栄と新たな芽吹きの年となりますよう

先程来、ご来賓の総務省山下様、NTT 東日本

に祈念いたしまして、私の新年のご挨拶とさせて

中江様から、当協会に対して大変力強いご支援、

いただきます。ありがとうございました。

励ましの声をいただいております。私たちも会員
企業ともども引き続きわが国の ICT 発展に持て
る力を注いでいく所存でございます。よろしくご
指導を賜りたいと存じます。
当協会は、活動の基礎を全国 10 か所の地方
本部に置いていますが、中でもこの関東地方本部
は全国会員 600 余りの 4 割を擁する地方本部です。
会員の資格取得支援事業等はもとより、多くの委
坪内会長のご挨拶

員会活動、会員数の拡大に関してもいつも優れた
成果を上げておられます。今井本部長以下一丸と

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年

千葉県支部

新年賀詞交歓会報告

■日時：令和２年１月１７日（金曜日）
18：00～20：00 新年会
場所：ペリエ千葉 7F ペリエホール（千葉市中央区新千葉１丁目１番１号）
■参加者：３２名
■報告：令和２年の千葉県支部の賀詞交歓会は、
もに新支部長の選任が行われました。新支部長の
ペリエ千葉・ペリエホールで賑やかに開催され
選任は、会員企業数社よりご推薦を頂きました宮
ました。9 社 32 名の参加があり会員皆様と協会
川電気通信工業㈱の宮川 光生が務める運びとな
の益々の発展と業績向上を祈念し乾杯を行い、
りました。
懇親を深めました。
宮川 光生新支部長よりご挨拶をいただいた後、
冒頭、関東地方本部花園事務局長による新年の
乾杯の発声に合わせて賑やかに賀詞交歓会がス
ご挨拶があり、又昨年の 11 月にお亡くなりにな
タートしました。
りました、宮川 欣丈支部長に黙祷を捧げるとと
■賀詞交歓会風景

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

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
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。

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
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令和２年 埼玉県支部

新年賀詞交歓会報告

■日時：令和２年１月２７日（月曜日）
17：００～１９：００
場所：ラフォーレ清水園 （さいたま市大宮区東町２－２０４）
■参加者：３１名
■報告：埼玉県支部新年賀詞交歓会は、来賓・通
志県議会委員、㈱NTT 東日本-関信越の上田達
信事業者・会員企業を招いて、さいたま市のラ
取締役ビジネスイノベーション部長、関東地方
フォーレ清水園で開催しました。冒頭、髙瀬支
本部の永島薫幹事らが駆け付け、それぞれ埼玉
部長は、
「5G の商用化が進められ、いろいろな
県支部の躍進を祈念していただく祝辞を頂き
サービスが展開されると同時に政府が目指す
ました。その後、埼玉県設備設計事務所協会の
ソサエティ 5.0 実現にむけても大きな力になる
藤原克彦副会長のご発声で乾杯をし、和やかな
と思います。そして協会にも影響がおよび皆様
祝宴へ進み、参加者全員が親睦を深め合いまし
の会社の発展につながれば」と新技術に期待を
た。
こめてあいさつされました。来賓には、木下高

賀詞交歓会模様

髙瀬支部長の挨拶

埼玉建設新聞記事（令和 2 年 2 月 3 日付 ）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年 茨城県支部

賀詞交歓会報告

■日時：令和２年２月６日（木曜日）
１８：００～２０：３０
場所：海鮮厨房 天天 （水戸市泉町）
■参加者：２０名
■報告：茨城県支部では、関東地方本部より長谷

来賓の皆様からは DX や 5G、AI などによるビ

川副本部長、ＮＴＴ東日本茨城支店支店長 松本

ジネスの変化や進化などのお話をいただき、また、

様、ＮＴＴドコモ茨城支店支店長 渡邊様他 3 名

途中、ＮＴＴ東日本松本支店長様よりご講演をい

のご来賓をお迎えし、令和２年の賀詞交歓会を水

ただきながら、楽しく和やかに親睦を深めること

戸市内の海鮮厨房「天天」にて開催致しました。

ができました。

【樋川支部長挨拶】

【茨城新聞記事

【長谷川副本部長挨拶】

令和 2 年 2 月 12 日】

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