平成 28 年度 関東支部事業報告書
事業概要
関東支部は『ビジネスを創る/育てる公器となる』をビジョンに活発な活動を行った。
・会員企業の人材育成支援
・政府/自治体情報の発信
・会員企業のビジネス機会創出
『破壊的イノベーション』をテーマに企画を推進した。
経済産業省関東経済産業局、東京都中小企業振興公社に加え、東京都立産業技術研究センタ
ーとも連携し、異業種交流会への招聘や、企業等見学会にて東京都立産業技術研究センター
の東京ロボット産業支援プラザを訪問、INNOVESTA2016 に参加するなど相互交流を行った。
来期は『次世代人財の育成』をテーマに企画を推進する。
会員企業のビジネス機会創出のため、支部例会での会社紹介や新製品/サービス発表、会員
企業情報メーリングリストの拡充に努める。
 会員の異動状況
支部会員は、平成 27 年度末退会が、正会員 10 社、支部会員 2 社、賛助会員 2 社あっ
た。期中において正会員 8 社、賛助会員 3 社の入会があった。
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 事業実績
(1) 会議


関東支部企画運営ワーキンググループ
各支部事業の内容・企画を検討し、支部事業の円滑な運営に努めた。
・ 4 月 13 日（水）

17:00～18:15

コア第 2 ビル会議室

・ 5 月 20 日（金）

17:00～18:30

エヌデーデー会議室

・ 6 月 8 日（水）

17:00～18:30

日本ノーベル会議室

・ 7 月 13 日（水）

17:00～18:45

TDI プロダクトソリューション会議室

・ 8 月 10 日（水）

17:00～18:30

JASA 会議室

・ 9 月 13 日（火）

17:00～18:30

コア第 2 ビル会議室

・10 月 11 日（火）

17:00～19:00

日本システム開発会議室

・11 月 8 日（火）

17:00～18:30

NTT ソフトサービス会議室

・12 月 13 日（火）

17:00～18:00

日本ノーベル会議室

・ 1 月 17 日（火）

17:00～18:30

ダイナコムウェア会議室

・ 2 月 14 日（火）

17:00～18:10

コンセプトアンドデザイン会議室

・ 3 月 14 日（火）

17:00～18:30

JASA 会議室

(2) 支部会議、例会


支部例会（5 月）（第一部：例会/講演会

第二部：交流会）

・日時：平成 28 年 5 月 26 日（木）14：30～19:30
【第一部 例会/講演会】 14:30～17:30
参加者：56 名
・会場 ： TKP 新宿ビジネスセンター11F スカイ会議室 B
・次第








平成 27 事業・決算報告、平成 28 年度事業計画紹介
紹介「30 周年 JASA と私」 JASA 専務理事 門田 浩
講演「自動運転と高性能・組込みコンピューティング技術」
東京大学大学院情報理工学研究科 准教授 加藤 真平 氏
名古屋大学未来社会創造機構
紹介「時代に沿った、リスクのない業務改革に向けて
～i コンピテンシディクショナリのご紹介～」
IPA 人材育成本部 HRD イニシアティブセンター 遠藤 修 氏
CSAJ i コンピテンシ・ディクショナリ研究会 主査 木田 徳彦 氏
新入会員紹介
(1) T4U 株式会社
(2) ダイナコムウェア株式会社
(3) 尾谷組込みソフトサポート
(4) 株式会社ハイスポット

【第二部 交流会】 17:45～19:30
・会場： CLASS DANCE 新宿


参加者：48 名

支部例会（8 月）（第一部：講演会

第二部：納涼懇親会）

・日時：平成 28 年 8 月 25 日（木）
【第一部】

14:30～17:35

参加者：63 名

・場所：ヒューリックカンファレンス Room1
・次第


講演会 ”破壊的イノベーション”「組込み業界における Society5.0 の勝敗」
株式会社日立産業制御ソリューションズ
組込みエンジニアリング事業部長 常務取締役



武部 桂史 氏

紹介 1「英国の ICT 市場 ―JASA メンバーのためのビジネス機会」
駐日英国大使館 貿易・対英投資部 テクノロジースペシャリスト
コリン メーソン 氏



紹介 2「経済産業省の情報関連施策について」
経済産業省関東経済産業局 地域経済部情報政策課 課長補佐 三枝 徳行 氏

 新入会員紹介
(1) アートシステム株式会社
(2) 株式会社コンセプトアンドデザイン
(3) 株式会社エンベックスエデュケーション
(4) 株式会社データ・テクノ
(5) 株式会社イーテクノロジー
(6) 株式会社シントーク


会員企業新製品＆サービス紹介
・ 第一生命保険株式会社「JASA グループ保険のポイント」紹介

【第二部


納涼交流会】

17:45～20:15

支部例会（12 月）（第一部：講演会

参加者：53 名
第二部：忘年会）

・日時：平成 28 年 12 月 2 日（金） 14:30～20:00
【第一部

講演会】

14:00～17:10

参加者： 44 名

・場所：AP 西新宿 ルーム 6P
・次第


平成 28 年度事業計画・予算案について



講演「ものづくりスタイル ―新しく何かをはじめたいあなたに―」
第一精工株式会社 アイペックス事業本部 松本 栄志 氏
樋脇精工株式会社 代表取締役社長 松下 順紀 氏



講演「ビジネスモデルから読み解く破壊的創造」
株式会社コンサラート 中小企業診断士 中高 英明 氏



新入会員企業紹介
(1) 株式会社ディケイエイチ



会員企業の製品&サービス紹介
(1) T4U 株式会社 「新しい認証システムの紹介」

【第二部・忘年会】

17:45～20:00

参加者：42 名

・会場 ：新宿 BUMP


支部会議（2 月）（第一部：会議・講演会

第二部：交流会）

・日時：平成 29 年 2 月 23 日（木） 14:00～20:00
【第一部

会議・講演会】

14:30～17:45

参加者： 40 名

・場所：KFC Hall&Rooms R111
・次第


平成 29 年度事業計画・予算案[紹介・承認]
平成 29 年度・平成 30 年度支部長候補について［紹介・承認］



講演「エネルギーハーべスティングの最新動向と課題、ビジネスチャンス」
エネルギーハーベスティングコンソーシアム 事務局／
株式会社 NTT データ研究所 竹内 敬治 氏



紹介「平成 29 年度東京都中小企業施策のトピックス」
公益財団法人東京都中小企業振興公社
総合支援部 総合振興課長 清水 郁男 氏



紹介「東京都の BCP 策定支援事業について」
公益財団法人東京都中小企業振興公社
総合支援部 総合振興課 総合支援係長 酒井 康秀 氏



会員企業新製品&サービス紹介
(1) 株式会社コア

「マルチプラットフォームシングルボード」

(2) IAR システムズ株式会社

「IAR システムズの紹介」

(3) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社「JASA 会員向け保険商品の紹介」
【第二部・交流会】

17:45～20:00

参加者：38 名

・会場 ：両国八百八町 花の舞 江戸東京博物館前店

(3) 各種セミナー
 平成 28 年度 フレッシャーズセミナー

・日時：4 月 5 日（火）～6 日(水) 9:00～17:00（計 14 時間）
・場所：JASA 会議室
・参加者： 7 社 36 名
・内容：
・ビジネスマナー（講義・実習）1.5 日
講師：株式会社オイコス メンター 大坪 隆志 氏
・「組込みシステム入門講座」 0.5 日
・「組込みの世界、こんな話、あんな話」
講師：株式会社ジェイテック 星 光行 氏
・「新入社員に求められる組み込みシステムの基礎知識」
講師：株式会社グレープシステム 宮下 光明 氏


人材セミナー
 「IT エンジニアのためのビジネス文書」
・日時：4 月 20 日（水） 9:00～18:00
・場所：JASA 会議室
・参加者：10 社／22 名
・講師： 株式会社オイコス 加藤 大介 氏
 「クラウドと IoT の最新動向 ―シリコンバレーの破壊的イノベーション―」
・日時：9 月 6 日（火） 14:00～17:00
・場所：JASA 会議室
・参加者：22 社／31 名
・講師：米国 Just Skill, Inc. 山谷 正己 氏

(4) 見学会


見学会・交流会
・日時：9 月 9 日（金） 9:15～18:15
・見学先：東京ロボット産業支援プラザ、東京都立産業技術研究センター
（INNOVESTA2016 開催）、IHI i-muse、サッポロビール千葉工場
・参加者：10 名/8 社、JASA 事務局 2 名

(5) 異業種交流会


異業種交流 BBQ Party in 台場
・日時：5 月 14 日（土）11:15～14:15
・場所：デジキュー BBQ CAFÉ デックス東京ビーチ店
・参加者：30 名（男性：15 名、女性：15 名）
・内容： BBQ を実施し、交流を図った



異業種交流 BBQ Party in 台場
・日時：10 月 15 日（土）11:15～14:15

・場所： デジキュー BBQ CAFÉ デックス東京ビーチ店
・参加者：26 名（男性：15 名、女性：11 名）
・内容： BBQ を実施し、交流を図った
(6) 会員間情報共有メーリングリスト
・2016.6.17～運用開始
・登録者数 25 名／22 社 +事務局 5 名

