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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３年６月発行】令和３年４月～令和３年５月イベント報告 No.32 

 

 

 

令和３年度 第１回委員長会議模様 

■日時：令和３年４月２８日（水曜日） 

 １３：００～１４：３０  

場所：情報通信設備協会 会議室(Web 会議) 

■出席者 

長谷川本部長、松山広報委員長、塚本教育委員長、樋川業務委員長、 

■議題 

(1) 審議事項 
①会員の入退会について 
②役員の変更について 
③第 66 回定時総会の担務について 
④第 66 回定時総会議案について 
⑤第 283 回関東ベルクラブの開催について 
⑥定例講演会の開催について 
⑦青年部の活動について 
⑧その他 

(2)周知事項等 

 ①役員の退任について 

 ②IT サポート研修案内について 

 ③令和 3 年度会長表彰候補者について 

 ④令和 3 年度各支部総会日程について 

 ⑤令和 3 年度予定表(3 月～5 月) 

 ⑥令和 3 年度会議等開催予定 

 ⑦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

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

 

令和２年度 第７回幹事会模様 

■日時：令和３年４月２８日（水曜日） 

 １５：００～１７：００  

場所：情報通信設備協会 会議室(Web 会議) 

■出席者 

長谷川本部長、塚本副本部長、松山副本部長、 

樋川業務委員長、 

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、森幹事、田中幹事 

吉田監事、長谷川監事 

■議題

(1) 審議事項 
①会員の入退会について 
②役員の変更について 
③第 66 回定時総会の担務について 
④第 66 回定時総会議案について 
⑤第 283 回関東ベルクラブの開催について 
⑥定例講演会の開催について 
⑦青年部の活動について 
⑧その他 

(2)周知事項等 

 ①役員の退任について 

 ②IT サポート研修案内について 

 ③令和 3 年度会長表彰候補者について 

 ④令和 3 年度各支部総会日程について 

 ⑤令和 3 年度予定表(3 月～5 月) 

 ⑥令和 3 年度会議等開催予定 

 ⑦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

〒104-0042 
東京都中央区入船 2-9-5 
ＨＫビル 5F 
TEL:03-5244-9700 
https://kanto.itca.or.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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令和３年度新入社員研修報告 

■日時：令和３年４月１４日（水曜日）  

９：００～１７：００   ビジネスマナー （社会人、企業人としてのマナー全般） 

令和３年４月１５日（木曜日）  

９：００～１２：００   ビジネスマナー （社会人、企業人としてのマナー全般） 

           １３：００～１７：００   電気通信の基礎 （設備構成・端末設備の接続等） 

場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)  
■受講者：ビジネスマナー １０名 

 電気通信の基礎 １０名 

■報告：新入社員研修は、新型コロナウイルス感

染症の衛生対策をして実施しました。初日のビジ

ネスマナー研修では、自己紹介から始まり、社会

人への意識転換・ビジネスマナー等をロールプレ

イングにより習得しました。2 日目の午前中は、

仕事の進め方、職場のコミュニケーション等の基

本的な仕事の進め方を習得しました。午後は、電

気通信の基礎やネットワークなど情報通信の基

礎知識を学びました。熱心な受講が続き、最終日

に修了証が授与されました。新入社員の皆さんに

は、研修で学んだことを活かして各社での活躍を

期待しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

塚本教育委員長の開講挨拶 

電話応対の練習模様 「電気通信の基礎」研修模様 

ビジネスマナーの小田部講師 電気通信の清水講師 
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令和３年度 第１回工事担任者資格取得研修(総合通信)報告 
 

■日時：令和３年４月 ８日（木曜日）基礎コース 足立講師 

    令和３年４月２０日（火曜日）技術コース 熊谷講師 

    平成３年４月２７日（火曜日）法規コース 清水講師 

    ９：００～１７：００ 

場所：Web 研修(協会会議室) 

■受講者：基礎３名 技術４名 法規４名 

■報告：令和 3 年 5 月 23 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。 

  今年度より総務省の制度改革により AI・DD
総合種が変更となり、「総合通信」となりました。 

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、AI・DD 総合種が 28.4％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 30 年

度第 2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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

令和３年 第二種電気工事士 筆記試験受験準備講習会報告 

 
■日時：令和３年４月１７日（土曜日）～１８日（日曜日） 

９：００～１８：００  

場所：ヤマト電機株式会社・会議室 (練馬区春日町 2-14-8) 
主催：（一社）日本電気工事士協会 

■受講者：当協会会員は１名 

■報告：（一社）日本電気工事士協会主催の本研修

は、講師自らが最新の実際に出題された試験問

題も徹底分析しており、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

りの資料が大きな反響を呼んでいます。また講

師による説明・解説も簡潔明瞭で大変分かりや

すいと大好評です。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。 

  

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

基礎コース研修模様 

技術コース研修模様 法規コース研修模様 
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令和３年度 ウェビナー定例講演会報告「情報通信月間」参加行事 

 
■日時：令和３年５月２７日（木曜日） 

１４：３０～１６：４０ 

場所：メルパルク東京 3F 牡丹の間（港区芝公園 2-5-20） 

■参加者：会場１７名 Ｗｅｂ聴講１１５接続 

■演題：(1)「ＰｏＥを活用した課題解決と新しいネットワーク構築のご提案」 

      講師 パナソニック LS ネットワークス株式会社 

         営業本部 マーケティング推進部 マーケティング推進課 

         課長  松戸琢也 様 

 

    (2)「Ｗｉ-Ｆｉ環境を諦めていたお客様へのご提案～高機能無線ＬＡＮのご紹介～」 

      講師 ＳＣＳＫ株式会社 

         プラットフォームソリューション事業部門 IT プロダクト＆サービス事業部 

   ネットワークプロダクト部 営業第一課 

課長代理 棚橋宜郎 様 

 

(3)「研修企業と連携した研修体制の構築について ～IT パスポート資格～」 

講師 ①（一社）情報通信設備協会 関東地方本部 

           事務局長 松島健一 

②ＴＡＣ株式会社 

          法人事業部 法人営業 2 部 第 3 グループ 

          馬原健太 様 

        

■報告：令和 3 年度ウェビナー定例講演会をメル

パルク東京と Web 配信で開催しました。 

演題(1)は、ネットワークカメラ、無線アクセ

スポイント、各種センサー等、天井に設置する

パターンが増加している現状を踏まえ、PoE++
対応機器を活用することで通信配線のみでの

工事が可能となる商品についてご講演をいた

だきました。 

演題(2)は、配管不良等によりインテリジェン

ス化をあきらめていた既設ビル、天井が高く

AP 設定が難しい商業施設、災害時の避難所等

への臨時設備等、設置場所を選ばない通信設備

についてご講演いただきました。 

演題(3)は、松島事務局長より「関東地方本部」

の新たな研修施策とＴＡＣ㈱様より「IT パスポ

ート資格」についてご紹介がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

会場風景 

長谷川本部長の 

開会挨拶 
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ LS ﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ 

松戸琢也 氏 

ＳＣＳＫ㈱ 

棚橋宣郎 氏 
司会の塚本教育委員 ＴＡＣ㈱ 

馬原健太 氏 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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令和３年度 東京支部総会模様 

 
■日時：令和３年４月１３日（火曜日） 

        １６：００～１６：４０ 

  場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14) 
■定数：会員数１４２社 

出席者１５社 

委任状７８社 

■議案審議：第 1 号議案 令和 2 年度年度事業報告 

        第 2 号議案 令和 2 年度収支決算報告 

              監査報告 

        第 3 号議案 令和 3 年度事業計画（案） 

        第 4 号議案 令和 3 年度収支予算（案）    

■報告：東京支部による総会を平野通信機材㈱様

の会議室で開催しました。当日は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の観点から規模を縮小して

開催しました。 
はじめに、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、島津支部長より挨拶が

ありました。審議は、第 1 号議案を島津支部長、

第 2号議案を松山副支部長、監査報告を永島監事、

第 3 号議案、第 4 号議案を島津支部長がそれぞれ

説明して審議を行いました。 
最後に石川副支部長が閉会の挨拶を述べ、令和

3 年東京支部定時総会をすべて終了しました。 
 
 

 

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

 

令和３年度 山梨県支部総会模様 

 
■日時：令和３年４月２０日（火曜日） 

１８：３０～１９：００ 総会 

１９：００～２０：００ 懇親会 

場所：割烹 司 

（甲府市中央 2 丁目 13-9） 

■参加者：７名 

■報告：山梨県支部総会・懇親会は、甲府

市内の「割烹 司」で、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止対策をしながら開催

しました。 

 

 

 

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

東京支部役員 島津支部長の挨拶 総会会場風景 



 

6 
 

 

令和３年度 第６６回関東地方本部総会模様 

 
■日時：令和３年５月１８日（火曜日） 

      総会 １５：００～１６：１０ 

  場所：メルパルク東京 孔雀の間 

(港区芝公園 2-5-20 ) 
■報告：第 66 回関東地方本部定時総会は、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、規模

を縮小して 5 月 18 日(火)15 時 00 分から東京港

区のメルパルク東京で開催しました。 

 松島事務局長の定数報告、宮坂幹事の開会挨拶、

長谷川本部長の挨拶に続いて、関東地方本部運営

規定第 11 条により長谷川本部長が議長となり、

第 1 号議案を松山広報委員長、第 2 号議案を髙瀬

総務財務委員長、監査報告を長谷川監事、第 3 号

議案を塚本教育委員長、第 4 号議案を髙瀬総務財

務委員長、第 5 号議案を松島事務局長、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。 

 最後に宮川幹事が閉会の挨拶を行い、第 66 回

定時総会をすべて終了しました。 

 

定数 会員数 229 名              令和３年度関東地方本部役員一覧 （敬称略） 

   出席者  24 名 

   委任状 120 名 

 

議事 第 1 号議案 令和２年年度事業報告 

   第 2 号議案 令和２年度収支決算報告 

         令和２年度監査報告 

   第 3 号議案 令和３年度事業計画（案） 

   第 4 号議案 令和３年度収支予算（案） 

   第 5 号議案 役員選任の件 

 

    
 

 

 
 
 

 

 

協会役職 氏 名 所属支部 勤務先 

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㈱ 

副本部長 塚本  豊 東 京 ㈱レイコム 

幹事 宮川 光生 千葉県 宮川電気通信工業㈱ 

幹事 髙瀬 幸雄 埼玉県 埼玉アンテナシステム㈱ 

幹事 木村 清高 群馬県 ㈱群電 

幹事 樋川 賢一 茨城県 ㈱トキワ 

幹事 田中 清数 栃木県 東邦建㈱ 

幹事 清水  久 山梨県 ㈱サンテレコム 

幹事 金澤  昇 東京多摩 大和通信機㈱ 

幹事 島津 正行 東 京 ㈱島津商店 

幹事 三浦  隆 東 京 トータルコミュニケーションズ㈱ 

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 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㈱ 

幹事 宮坂 秀雄 東 京 東陽工業㈱ 

幹事 今井 和宏 東 京 富士ネットシステムズ㈱ 

◎幹事 山口 圭一 東 京 日興通信㈱ 

地方監事 吉田 孝治 東 京 電通工業㈱ 

地方監事 長谷川 浩 東 京 協立情報通信㈱ 

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

総会会場風景 

議長を務める長谷川本部長 ◎：新任 



 

7 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

～各支部の総会について～ 
 

前号でご案内をしてました各支部総会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から総会を縮

小または書面評決にて開催されました。 

今年度も各支部活動にご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

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

長谷川本部長の挨拶 松山広報委員長 司会の三浦幹事 宮坂幹事の開会挨拶 

髙瀬総務財務委員長 長谷川監事 塚本教育委員長 

宮川幹事の閉会挨拶 山口幹事の新任挨拶 退任者贈呈式：森幸隆氏代理の山口氏 

松島事務局長 

お知らせ 
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お知らせ 
 

～「令和３年度永年勤続従業員表彰式」「第６６回定時総会懇親会」の中止について～ 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、第 66 回定時総会後に開催予定でした「令和３年永年勤続

従業員表彰式」と「第 66 回定時総会懇親会」を中止させていただきました。 

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 9 社 18 名が受賞されました。受賞者

への表彰状と記念品については、別途、会社に送付をさせて頂きました。下記へ表彰者のお名前をご紹

介させていただきます。 

 

令和３年度永年勤続従業員表彰者 １８名（敬称略、社名 50 音順） 

会   員   名 氏   名 会   員   名 氏   名 

興和通信建設株式会社 宗像 喜之 電通工業株式会社 藤田  勉 

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 稲冨 正巳 東邦通信工業株式会社 井上 勝人 

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 山形  聡 東邦通信工業株式会社 田中 啓一 

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 吉田  信 富士ネットシステムズ株式会社 佐藤 正平 

シーティディーネットワークス株式会社 石井 貞雄 富士ネットシステムズ株式会社 松田 章宏 

多摩通信工業株式会社 桂  泰輔 富士ネットシステムズ株式会社 山田 由香 

電通工業株式会社 笠原 聡次 扶桑電通株式会社 大橋 俊哉 

電通工業株式会社 川上 浩平 株式会社町田電話工業 酒井 裕二 

電通工業株式会社 小泉 芳樹 株式会社八洲電業社 栗城 英喜 
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