
支部の方針・ビジョン▶
①アクティブ会員増へ向けたエンロールな仕掛けづくり。
②他支部・団体・企業様との人的交流を促進する。
③アウトプットの場としての定例会で

より質の高い相互研鑽の場を提供する。
支部長抱負▶
2017年で支部長2期に突入しました。今年は私が東京異
動となってしまいましたが、支部の方と力を合わせて、定例
会及び支部合同合宿に取り組んでまいります。ご支援のほ
ど宜しくお願い致します。

支部の方針・ビジョン▶
①アクティブ会員増へ向けたエンロールな仕掛けづくり。
②他支部・団体・企業様との人的交流を促進する。
③アウトプットの場としての定例会で

より質の高い相互研鑽の場を提供する。
支部長抱負▶
2017年で支部長2期に突入しました。今年は私が東京異
動となってしまいましたが、支部の方と力を合わせて、定例
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FACEBOOKでも

情報公開中！

●ＪＩＳＴＡニュース
●支部活動情報

▼2017年度JISTA事業計画 確定のお知らせ
▼九州支部紹介＆（予告） ITC沖縄との合同定例会のお知らせ

▼（募集）北海道支部－大人の社会見学 植松電機でロケットを飛ばそう－

▼関東支部経済産業省商務情報政策局情報政策課長：渡邊昇治様との意見交換

－今月のラインナップ－
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★北海道支部のFBページ（公開）
★関東支部のFBページ（公開）
★四国支部のFBページ（公開）
★九州支部のFBページ（公開）

▼ 2017年度JISTA事業計画 確定のお知らせ

◆九州支部 活動予定
05月27日
06月24日
07月08日
～09日

08月26日
09月23日

11月04日
11月25日
～26日

12月16日
01月27日
未定

https://www.facebook.com/jista.hokkaido/
https://www.facebook.com/jista.kanto/
https://www.facebook.com/JistaShikoku/
https://www.facebook.com/JistaQ/

事業計画には2017年度の本部重点施策・各支部活動計画が記載されています。
４月6日～13日に投票による審議が実施され、賛成121反対１で承認されました。
事業計画はJISTAのHPにて会員向けに公開されています。ご確認を！
会員ログインメニュー→ファイル管理→Root→100_JISTA全国→20_議案→2017年度JISTA2017年度事業計画(案).pdf

名 称▶日本ITストラテジスト協会九州支部（略称 JISTAQ）
活動拠点▶福岡県福岡市天神地区 等
活動内容▶月単位の定例会（主に第四土曜日）。他コミュニティとの合同研究会 等
支 部 長▶陣 宏充さん（ https://www.facebook.com/hiromitsuj?fref=ts ）
副支部長▶山口昌利さん（https://www.facebook.com/maa.challenger?fref=ts）
副支部長▶木村純治さん（https://www.facebook.com/junji.kimura.18?fref=ts）

名 称▶日本ITストラテジスト協会九州支部（略称 JISTAQ）
活動拠点▶福岡県福岡市天神地区 等
活動内容▶月単位の定例会（主に第四土曜日）。他コミュニティとの合同研究会 等
支 部 長▶陣 宏充さん（ https://www.facebook.com/hiromitsuj?fref=ts ）
副支部長▶山口昌利さん（https://www.facebook.com/maa.challenger?fref=ts）
副支部長▶木村純治さん（https://www.facebook.com/junji.kimura.18?fref=ts）

▼ 九州支部紹介 ～活動状況・体制は次の通りです。是非ご参加ください～

定例会
定例会
ITC沖縄との合同定例会

定例会
情報処理試験勉強会
ITストラテジスト
中心の高度対策

定例会
合同強化合宿
九州・中国・四国支部

上映会 定例会
定例会／臨時総会
福岡ITCの勉強会後援「ITC沖縄との合同定例会」は次面で紹介しています



▼（予告）九州支部 ITC沖縄との合同定例会▼（予告）九州支部 ITC沖縄との合同定例会

「情報政策とITストラテジスト領域の課題認識」
2017/4/23（日）13:30～15:50
(1)基調講演

経済産業省商務情報政策局情報政策課長
渡邊 昇治 様

(2) パネルディスカッション
パネラー ： 島本 栄光さん

安藤 秀樹さん
富田 良治さん

モデレータ ： 田部 良文さん
(3)グループディスカッション ： 参加者全員
政府の情報政策に関する参考ページ◆※関東支部 木本さん提供
① 「IoTファースト」 ：産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会（産構審情報経済小委）

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/pdf/009_02_00.pdf
これまでの情報経済委員会の議論の流れ⇒http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/32.html#johokeizai

②「IT人材」：産構審情報経済小委「IT人材WG」
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/004_02_00.pdf

これまでのIT人財WGの議論流れ ⇒ http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/32.html#it_jinzai_wg
「政府は〇〇と言ってるけど、現場では本当は△△だよ。だから、□□みたいになると、もっといいんじゃない？」
と言う流れでディスカッションをまとめるように進めました。情報政策に対してデータの網羅性と妥当性および評価
について疑義を呈するように課題を明確にし情報政策への貢献ができるように進めました。（モデレータ：田部）
ディスカッションでは、情報政策のご説明・パネルのやり取りを基に、ＩＴ人材・ＩＴ業界の課題・ＩＴストラテジストの役
割等の議論をし理解を深めることができました。今回の議論を踏まえ、個人として、またITストラテジスト協会として
何をすべきか引続き考えていきたいと思います。（小島）
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① 「IoTファースト」 ：産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会（産構審情報経済小委）
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と言う流れでディスカッションをまとめるように進めました。情報政策に対してデータの網羅性と妥当性および評価
について疑義を呈するように課題を明確にし情報政策への貢献ができるように進めました。（モデレータ：田部）
ディスカッションでは、情報政策のご説明・パネルのやり取りを基に、ＩＴ人材・ＩＴ業界の課題・ＩＴストラテジストの役
割等の議論をし理解を深めることができました。今回の議論を踏まえ、個人として、またITストラテジスト協会として
何をすべきか引続き考えていきたいと思います。（小島）

▼関東支部経済産業省商務情報政策局情報政策課長：渡邊昇治様との意見交換
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テーマ▶
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参 考▶

所 感▶

テーマ▶
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参 考▶

所 感▶

－大人の社会見学 植松電機でロケットを飛ばそう－（JISTA 北海道支部2017 年度見学会のご案内）
毎年恒例となっております、JISTA 北海道支部社会見学会ですが、2017 年度は植松電機主催の「モデルロケット
教室」への参加を企画しています。植松電機の見学は、毎年強い希望がありながら、人数不足で実現できなかった
ものですが、同社主催の一般見学会に参加する形での実施を考えております。皆様の参加をお待ちしております。
植松努社長による講話 1 時間／モデルロケット製作・打ち上げ体験 2 時間
※CAMUI ロケットエンジン燃焼実験見学はありません。
2017/7/1（土）
11:00 頃 札幌市内集合⇒12:00 頃 赤平付近到着⇒～13:00 昼食
13:30～16:30 植松電機「モデルロケット教室」参加
18:00 サッポロビール園ビール博物館見学(希望者:別途¥500 試飲付)
4,000円(集合場所までの交通費、昼食は各自負担となります)
5/26(土)までにメールにて申し込み下さい。
その後は定員に空きがあれば随時受け付けます（申込後取り消し時、会費をお返しできない可能性があります)
北海道支部 山田さんまで(hy1510@docon.jp)
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毎年恒例となっております、JISTA 北海道支部社会見学会ですが、2017 年度は植松電機主催の「モデルロケット
教室」への参加を企画しています。植松電機の見学は、毎年強い希望がありながら、人数不足で実現できなかった
ものですが、同社主催の一般見学会に参加する形での実施を考えております。皆様の参加をお待ちしております。
植松努社長による講話 1 時間／モデルロケット製作・打ち上げ体験 2 時間
※CAMUI ロケットエンジン燃焼実験見学はありません。
2017/7/1（土）
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4,000円(集合場所までの交通費、昼食は各自負担となります)
5/26(土)までにメールにて申し込み下さい。
その後は定員に空きがあれば随時受け付けます（申込後取り消し時、会費をお返しできない可能性があります)
北海道支部 山田さんまで(hy1510@docon.jp)
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▼（募集）北海道支部－大人の社会見学 植松電機でロケットを飛ばそう－▼（募集）北海道支部－大人の社会見学 植松電機でロケットを飛ばそう－

★★★今回は記念すべき第10回の沖縄定例会です★★★====⇒【沖縄定例会開催概要】
2017/7/8(土)13:00～17:00（定例会開催／終了後、懇親会バーベキュー ※ご宿泊の方は翌日7/9 解散）
カルチャーリゾート・フェストーネ（予定） http://festone.jp/
記念すべき第10回の沖縄定例会！乞うご期待！！※随時別サイトにてご案内します。
同会場（一泊）
目安として講演のみで2000円以下、講演＋懇親会で4500円程度、講演＋懇親会＋１泊で9,000円程度の予定
（本土から沖縄への移動、会場への移動等交通費は含みません）
JISTAから交通費補助も行います。参加人数により変動しますことを予めご了承ください
会員以外のゲスト参加も可能です。お知り合いでご興味がおありの方にも、ぜひご紹介・お誘いください。
参加希望のご連絡やご質問はいつでもご遠慮なくお願いします。 【メール jinsights@gmail.com】
ITCA後援依頼（予定）、ITC知識ポイント1.0が付与されます。
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