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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１２月発行】令和３年１０月～令和３年１１月イベント報告 No.35 

 

 

 

令和３年度 第１回組織委員会模様  

■日時：令和３年１０月６日（水曜日） 

 １３：００～１５：００  

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、 

今井委員、宮川委員、樋川委員、清水委員、竹内委員、 

■議題 

(1)委員長挨拶 

(2)上期実施状況 

  資料 1-1：令和 3 年関東の重点施策 

（組織委員会） 

  資料 1-2：入退会状況 0930 現在 

  資料 1-3：ITCA パンフレット 2021_0001 
(3)令和 3 年度の上半期の会員拡大に向けた 

取組み状況 

  資料 2：会員の入退会状況 

(4)令和 3 年度収支状況 

  資料 3：令和 3 年度上期の収支状況 

(5)その他 

 ①コロナ禍収束後の会員募集活動に向けて 

（ディスカッション） 

  資料 4:大人の社会科見学について 

 ②その他 

 

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

 

令和３年度 第１回教育委員会模様  

■日時：令和３年１０月１８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 

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)上期の重点施策実施状況ついて 

  資料 1-1：令和 3 年関東の重点施策 
（教育委員会） 

  資料 1-2：令和 3 年度研修実施状況 21.10.18 

  資料 1-3：令和 3 年下期追加研修について 

(3)令和 4 年度研修計画策定について 

  資料 2 ：令和 4 年の研修計画への反映項目 
(4)令和 3 年度収支状況 

(5)その他 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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令和３年度 第１回総務財務委員会模様  

■日時：令和２年１０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 

髙瀬総務財務委員長、三浦委員、宮坂委員 

■議題 

(1)委員長挨拶 

(2)中間決算について 

 ・入退会  資料：入退会状況 

 ・貸借対照表 

  資料 01.令和 3 年度収支予算書(中間)-1 
・財産目録 

  資料 01.令和 3 年度収支予算書(中間)-2 

・正味財産増減計画書 

 資料 01.令和 3 年度収支予算書(中間)-3 
(3)規定の見直し 

 ・運営規定の見直し 

  資料 2-1 規定改定案 

  資料 2-2 修正 01 関東地方本部運営規定 

(4)その他 

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

 

令和３年度 第２回組織委員会模様  

■日時：令和３年１１月１日（月曜日） 

 １５：００～１５：００  

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、髙瀬委員、 

永島委員、今井委員、宮川委員、石渡委員、竹内委員、 

■議題 

(1)委員長挨拶 

(2)拡大組織委員会の対応について 

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

 

令和３年度 第４回委員長会議模様 

■日時：令和３年１１月２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 

長谷川本部長、塚本教育委員長、松山広報委員長、 

髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村組織委員長 

■議題 

(1) 審議事項 
①会員の入会について 
②令和 4 年の賀詞交歓の開催について 
③青年部準備委員会の活動状況報告と 
今後の進め方 

④拡大組織委員会の対応について 
⑤研修業務の本部移管について 
⑥規定の見直しについて 
⑦その他 

(2)周知事項等 

 ①令和 3 年度 ITCA セミナー開催及び 

参加依頼について 

 ②研修受講状況について 

 ③財務状況について（中間決算） 

 ④協業に向けた情報共有について 

 ⑤HP の会員の広場＆小部屋の機能について 

 ⑥令和 3 年度予定表（11 月～1 月） 

 ⑦令和 3 年度会議等開催予定 

 ⑧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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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令和３年度 第４回幹事会模様 

■日時：令和３年１１月９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 

長谷川本部長、塚本副本部長、松山副本部長、 

髙瀬総務財務委員長、樋川業務委員長、木村組織委員長、 

島津幹事、石渡幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、 

宮坂幹事、山口幹事、今井幹事、宮川幹事、髙橋幹事、金澤幹事、 

吉田監事、長谷川監事 

■議題

(1) 審議事項 
①会員の入会について 
②令和 4 年の賀詞交歓の開催について 
③青年部準備委員会の活動状況報告と 
今後の進め方 

④拡大組織委員会の対応について 
⑤研修業務の本部移管について 
⑥規定の見直しについて 
⑦その他 

(2)周知事項等 

 ①令和 3 年度 ITCA セミナー開催及び 

参加依頼について 

 ②研修受講状況について 

 ③財務状況について（中間決算） 

 ④協業に向けた情報共有について 

 ⑤HP の会員の広場＆小部屋の機能について 

 ⑥令和 3 年度予定表（11 月～1 月） 

 ⑦令和 3 年度会議等開催予定 

 ⑧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３年度 ＣＡＤ製図（電気設備）中級講習報告 
 

■日時：令和３年１０月７日（木曜日）～８日（金曜日）の２日間  ９：２０～１６：３０ 

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：当協会会員 ５名 

■報告：(一社)東京都電設協会のご協力を得て、

同協会が開催している「AutoCAD LT」の基本

操作と CAD 図面作成の初級をマスターした方

を対象に、さらなるスキスアップを目指して中

級講習会を開催しました。 

 

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

 

令和３年度 消防設備士(甲種４類)受験準備講習会報告 

 
■日時：令和３年１０月９日（土曜日）～１０日（日曜日） 

９：００～１８：００  

場所：電気工事士会館 6 階会議室(中央区築地 3-4-13) 
主催：（一社）日本電気工事士協会 

■受講者：５名 

■報告：（一社）日本電気工事士協会主催の本研修

は、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備

または消防機関へ通報する火災報知設備等の

消防用設備の設計施工工事には必須の資格で

す。毎回大好評で設計項目等についても演習を

交え重点を徹底整理された短期集中講習会で

した。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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令和３年度 電気工事の積算（基礎）講習報告 
 

■日時：令和３年１０月３０日（土曜日）～３１日（日曜日）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：２名 

■報告：「電気工事の積算(基礎)」講習は、現役の

電気工事業者の代表者が講師となり、会場となる

職業訓練校の「スキルアップ講習」として、講義

されている内容と同一のものです。必須用具とし

て、デジタルキルビメーターを持参しての受講と

なりました。(一社)東京都電設協会のご協力を得

て講習会を開催しました。 

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

令和３年度 第２回工事担任者資格取得(第一級デジタル)研修報告 
 

■日時：令和３年１０月 ５日（火曜日）基礎コース  

    令和３年１０月１２日（火曜日）技術コース  

    平成３年１０月１９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１１名 技術１０名 法規１０名 

■報告：令和 3 年 11 月 28 日に実施されました第

2 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DD第一

種が「第一級デジタル」に変更となりました。 

令和 3年度の第 1 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、第 1 級デジタル通信が 28.1％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31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。  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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第２８４回 関東ベル倶楽部ゴルフコンペ報告 
 

■日時：令和３年１０月２８日（木曜日） 

場所：久能カントリー倶楽部(千葉県富里市久能 722) 
■参加者：３１名 

■報告：第284回関東ベル倶楽部ゴルフコンペは、

会員企業や取引先関連企業が参加し、千葉県富

里市の「久能カントリー倶楽部」で開催しまし

た。久能カントリー倶楽部は、都心から車で約

1 時間の北総台地の自然の地形をそのまま活か

した、ホールごとに一つの顔をもつ美しいコー

スです。当日は天候に恵まれ、参加者は存分に

プレーを楽しみました。プレー終了後は、新型

コロナウイルス感染防止対策をしながら表彰

式を行い解散しました。 

 

 

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

 

 

令和３年度 支部忘年会・新年賀詞交歓会日程 
 

組 織 名 開 催 日 開始時間 場  所 

神奈川県支部 １月２１日（金） 16：00～19：00 モンテファーレ（横浜） 

千葉県支部 １月１４日（金） 調整中 ステーションビル・ペリエホール（千葉） 

埼玉県支部 １月２４日（月） 17：00～18：00 ラフォーレ清水園（大宮） 

茨城県支部 ２月 ４日（金） 18：00～20：00 海鮮厨房天天（水戸） 

栃木県支部 １月２１/２８日(金)調整中 17：00～18：00 調整中 

群馬県支部 １月２１日（金） 18：00～ ホテルメトロポリタン高崎（高崎） 

山梨県支部 １２月１０日（金） 17：00～19：00 屋形船 はしや(港区浜松町) 

東京支部 ― ― ― 

東京多摩支部 調整中 調整中 調整中 

関東地方本部 １月１２日（水） 15：00～ メルパルク東京（港区浜松町） 

※各支部よりご案内がございますので、宜しくお願い致します。 

 

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

順 位 氏名(敬称略) 会社名 OUT IN GROSS HDCP NET 
優 勝 清水 久 ㈱サンテレコム 49 49 98 26.4 71.6 
準優勝 中島 義幸 ㈱クレアシオン 39 41 80 8.4 71.6 
３ 位 日下部 実 富士ネットシステムズ㈱ 45 42 87 14.4 72.6 
Ｂ Ｇ 中島 義幸 ㈱クレアシオン 39 41 80 ― ― 

優勝された清水氏 コース風景 懇親会模様 
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令和２年度 ＩＴＣＡセミナー報告（本部・関東地方本部共催） 

 
■日時：令和３年１１月１７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１３８名（東京会場１４名 Ｗｅｂ配信１２４名）  

■演題：(1)「まちの課題解決」を目指すスマートシティ構想 

      ～移動の効率化とまちづくり～ 

      講師 三本松 憲生 氏 

      （株式会社情報通信総合研究所 ICT リサーチ・コンサルティング部 主任研究員） 

 

    (2)情報通信分野における「所有から利用」への変革 

      ～ＮＷ、音声、データ、ＤＸ、クラウドビジネスの広がりと可能性～ 

      講師 保科 和彦 氏 

      （東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部 担当部長） 

 

■報告：令和３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。はじめに小椋会長よりご挨拶があり、その

後セミナーが始まりました。来場された会員様

は、情報通信の最新動向に熱心に耳を傾けられ

ていました。 

  演題(1)は、「『まちの課題解決』を目指すスマ

ートシティ構想」と題して、スマートシティが

注目される背景や政策などの現状について国

内の話題を中心に、その動向と「移動」をキー

ワードにして具体的なスマートシティの事例

や、新たな社会的課題がスマートシティに与え

る影響についてご講演いただきました。 

  演題(2)は「情報通信分野における『所有から

利用』への変革」と題して、社会情勢変化の中

で情報通信業界の電話、デバイス、データ保存

について、また、安全管理や業務能率化が求め

られる現場やバックオフィス業務の DX 化を中

心にご講演いただきました。 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

会場模様 

小椋会長の開会挨拶 司会の長谷川業務委員長 ㈱情報通信総合研究所 
ICT リサーチ・ 
コンサルティング部 
主任研究員 
三本松 憲生 氏 

東日本電信電話㈱ 
ビジネス開発部門 
担当部長 
保科 和彦 氏 

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


