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令和２年度 第３回教育委員会模様
■日時：令和２年１０月２０日（火曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
塚本教育委員長、島津委員、三浦委員、
永島委員、寺田委員、宮川委員
■議題
(1)委員長挨拶
(2)令和 2 年度の研修実施状況について
(3)令和 2 年度実施研修の振り返り
(4)その他
本部研修 中級ネットワーク技術者研修のご案内
本部研修 無線 LAN 技術研修のご案内
次年度研修へ望むこと
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和２年度 第３回業務委員会模様
■日時：令和２年１０月２１日（水曜日）
１３：１０～１５：００
場所：情報通信設備協会 会議室（Web 会議）
■出席者
樋川業務委員長、石渡委員、髙橋委員、
今井委員、森委員、田中委員、清水委員
■議題
(1)委員長挨拶
(2)令和 2 年度の上半期の実施状況について
①LAN 認定状況及び今後の取組
②オフィスリンク取組み状況
③光コラボ事業の取組み状況
④アライドテレシス協業取組み状況
(3)令和 2 年度事業計画(具体的な取組み)について
①NUROBiz の商材の照会
②ローカル 5G のオープン化機器の照会
（O-RAN、OSS を採用した機器）
③屋外用無線 LAN 機器の照会
(4)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 第２回総務財務委員会模様
■日時：令和２年１０月２９日（木曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室（Web 会議）
■出席者
髙瀬総務財務委員長、三浦委員
■議題
(1)委員長挨拶
(2)2020 年度上期決算状況について
・貸借対照表
・正味財産増減計画書（上期）
・貸借対照表（支部別）
・正味財産増減計画書（支部別）
・科目明細
(3)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和２年度 第２回組織委員会模様
■日時：令和２年１０月３０日（金曜日）
１５：３０～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室（Web 会議）
■出席者
木村清高組織委員長、長谷川本部長、
石渡委員、永島委員、金澤委員、宮川委員、
樋川委員、田中委員、清水委員
■議題
(1)委員長挨拶
(2)令和 2 年度の上半期の会員拡大に向けた
取組み状況
①会員数増減表(入退会状況)
②会員拡大に向けた取組み状況
(3)令和 2 年度会員拡大及び具体的な取組みについて
(4)その他
①改正健康増進法の対応について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜開催予告＞
２０２０年度

ITCA 本部・ITCA 関東地方本部共催

ＩＴＣＡセミナー

２０２０年１２月１０日（木）１３：３０～１６：３０
メルパルク東京４階 孔雀の間（東京都港区芝公園 2-5-20）
映像中継：本部ＨＰにてＬＩＶＥ配信
URL: https://www.itca.or.jp/
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令和２年度 第５回委員長会議模様
■日時：令和２年１１月１０日（火曜日）
１３：００～１４：３０
場所：U-AXIS BCC2 階（中央区入船 2-2-14）
■出席者
長谷川本部長、松山副本部長、塚本副本部長、
髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村清高組織委員長、
■議題
(1)審議事項
④令和 2 年度関東地方本部の取組み状況
①会員の退会について
について
②会員拡大に向けた取組み状況
⑤令和 2 年度財務状況(9 月末)について
③コロナ禍における各種事業運営について
⑥令和 2 年度予定表（11 月～1 月）
④会費未納の状況について
⑦令和 2 年度会議等開催予定
⑤その他
⑧その他
(2)周知事項等
(3)委員長等活動報告
①令和 2 年度研修等実施状況について
①各委員会からの報告
②令和 2 年度 ITCA セミナーの開催について
②その他
③青年部準備委員会の開催模様
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和２年度 第５回幹事会模様
■日時：令和２年１１月１０日（火曜日）
１５：００～１７：００
場所：U-AXIS BCC2 階（中央区入船 2-2-14）及び Web 接続
■出席者
長谷川本部長、松山副本部長、塚本副本部長、
髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村清高組織委員長、
木村清信幹事、島津幹事、石渡幹事、髙橋幹事、三浦幹事、
永島幹事、寺田幹事、宮坂幹事、今井幹事、森幹事、
金澤幹事、宮川幹事、田中幹事、清水幹事、
吉田監事、長谷川監事
■議題
(1)審議事項
④令和 2 年度関東地方本部の取組み状況
①会員の退会について
について
②会員拡大に向けた取組み状況
⑤令和 2 年度財務状況(9 月末)について
③コロナ禍における各種事業運営について
⑥令和 2 年度予定表（11 月～1 月）
④会費未納の状況について
⑦令和 2 年度会議等開催予定
⑤その他
⑧その他
(2)周知事項等
(3)委員長等活動報告
①令和 2 年度研修等実施状況について
①各委員会からの報告
②令和 2 年度 ITCA セミナーの開催について
②その他
③青年部準備委員会の開催模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 第２回工事担任者資格(AI・DD 総合種)取得研修報告
■日時：令和２年９月２９日（火曜日）基礎コース
令和２年１０月２日（金曜日）技術コース
平成２年１０月６日（火曜日）法規コース
９：００～１７：００
場所：Web 研修(協会会議室)
■受講者：基礎３名 技術５名 法規４名
■報告：令和 2 年 11 月 22 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 Web 配信で開催しました。
令和 2 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、DD 第 1 種が 28.3％、AI・DD 総合種が
21.8％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 30 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

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

令和２年度 第２級陸上特殊無線技士資格取得研修報告
■日時：令和２年１０月７日（水曜日）～８日（木曜日）
９：３０～１７：００
場所：HSB 鉄砲洲 貸会議室 1 階 B 室
(中央区湊 1-1-12)
■受講者：１１名
■報告：無線技術の進展により、情報通信システ
ムの端末は急激なモバイル化が増々進んでい
ます。そこで無線設備の技術操作を行うために
必要な国家資格である「第 2 級陸上特殊無線技
術士」の資格取得研修を実施しました。公益財
団法人日本無線協会の専門講師により、
「法規」
「無線工学」の養成課程を学習したあと、最終
日に資格取得試験を行い、全員が合格し免許を
取得しました。

研修模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 １級電気通信工事施工管理技士

資格取得研修報告

■日時：令和２年１０月２０日（火曜日）
９：００～１７：００
場所：Web 研修(協会会議室)
■受講者：７名
■報告：令和元年度より実施されています新規資
格「1 級電気通信工事施工管理技士」の実地試
験に向けて研修会を開催しました。今回の研修
は、新型コロナウイルス感染防止の観点から
Web 配信を行いました。
施工管理技士とは、建設業法における専任の
技術者における主任技術者の要件を満たす資
格となります。また、経営事項審査においては、
資格者 1 名につき、2 点が与えられます。

研修模様

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

令和２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２年度１０月２０日（火曜日）～２１日（水曜日）
９：３０～１７：３０
場所：アライドテレシス 研修室
(品川区五反田 7-21-11 第 2TOC ビル 1F)
■受講者：２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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和２年度 電気工事の積算（基礎）講習報告
■日時：令和２年１１月１日（土）、７日（土）の２日間 ９：３０～１６：４５
場所：都立城東職業能力開発センター (足立区綾瀬 5-6-1)
主催：(一社)東京都電設協会
■参加者：３名
■報告：「電気工事の積算(基礎)」講習は、現役
して、デジタルキルビメーターを持参しての受講
の電気工事業者の代表者が講師となり、会場とな
となりました。(一社)東京都電設協会のご協力を
る職業訓練校の「スキルアップ講習」として、講
得て講習会を開催しました。
義されている内容と同一のものです。必須用具と
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第２８２回 関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告
■日時：令和２年１０月２７日（火曜日）
場所：太平洋クラブ 八千代コース(千葉県八千代市米本 2834)
■参加者：２３名
■報告：第 282 回関東ベル倶楽部ゴルフ大会は、
です。美しい森林に絶妙にレイアウトされたフ
会員企業や取引先関連企業が参加し、千葉県八
ラットなコースと、英国の伝統的なハーフティ
千代市の「太平洋クラブ 八千代コース」で開
ンバー風を基調としたハイグレードなクラブ
催しました。太平洋クラブ 八千代コースは、
ハウスが爽快な一日を堪能させてくれます。プ
都心から車で約 1 時間の景勝地印旛沼に近い豊
レー終了後は、新型コロナウイルス感染防止対
かな自然に恵まれた理想のパブリックコース
策をしながら表彰式を行い解散しました。
順 位
優 勝
準優勝
３ 位
Ｂ Ｇ

氏名(敬称略)
鈴木 潔
中島 義幸
本宮 博信
中島 義幸

コース風景

OUT
40
33
46
33

会社名
㈱共栄通工
㈱クレアシオン
㈱大電テクニカ

㈱クレアシオン

IN
40
40
50
40

(右から)優勝された鈴木氏と髙瀬業務委員長

GROSS
80
73
96
73

HDCP
8.4
1.2
22.8
―

NET
71.6
71.8
73.2
―

懇親会模様

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