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あけましておめでとうございます。
本年もITCAを宜しくお願い申し上げ
ます。
　昨年は、コロナ禍により新しい生活
様式のもと、3密を避けてのマスク生
活・在宅ワーク等、大変な年だったと思
います。その中でも企業は、新しい生
活様式に合わせた新商品・ソリューショ
ンを発売していますので今年も注目し
ていきたいと思います。
　さて、今年は「丑年」ですので、牛に
まつわる四文字熟語を探してみまし
た。「呑牛之気（どんぎゅうのき）」は、
「やる気に満ち溢れていること」で、牛
を丸呑みするほどに大きな心意気という
意味です。新年にピッタリなこの心意気
で、今年も会員の皆様と共に情報通信
業界を盛り上げていきたいと思います。

（編集委員）
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1

FRONT VOICE

一般社団法人情報通信設備協会
会長　小椋　敏勝

新年を迎えて

会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
新しい年の始まりにあたり、一言ご挨拶申し上げま

す。
まずは、何はともあれ会員企業の皆さまの今年 1 年

のご隆盛とご健勝を祈念させていただきます。
本年は、従来以上にこの思いを強くしているところ

であります。
　昨年は、まさに新型コロナに翻弄され続けた 1 年で
した。昨年の 1 月には多くの賀詞交歓会が開かれ、例
年通り新年の挨拶を交わし、それが当然のことでした。
しかし、今年は賀詞交歓会を開催する動きは全くあり
ません。「新型コロナ恐るべし」です。
　当協会も、昨年は新型コロナのために活動を大幅に
制約された 1 年でした。会員の皆様には、多くのご迷
惑をおかけし申し訳なく思っています。
　とは言え、今年も新型コロナの勢いは予断を許さな
い状況が続くものと思われます。海外ではワクチンの
接種が始まりましたが、だからといって人々の日常生
活が「新型コロナ前」に戻ることはないでしょう。今
年も多くの制約を抱えながらの 1 年になることを覚悟
せざるを得ません。当協会の活動も引き続き多くの課
題を抱えての1年になります。事務局一同、一丸となっ
てこの難局に立ち向かっていきますので、会員の皆
様の一層のご協力の程、何卒よろしくお願い申し上
げます。
　このような中にあっても、情報通信の分野では大き
な変化が具体的なものとなりつつあります。携帯電話
料金の「官製」引き下げは、業界全体に構造的変革を
迫るものですので、行方を注視し続ける必要がありま
す。
　我々にとって、それ以上に影響があるのが 5G 化の
動きです。いよいよ具体的かつ実践的なメニューが明

らかになってきました。従来、無線電波の技術革新
は携帯電話業界の事業に変化をもたらすもので、固
定電話業界には殆ど影響がありませんでした。しかし、
5G は違います。今や、携帯電話業界よりも固定電話
業界の方が、5G に対して熱くなっています。NTT 東
日本・西日本・NTT コミュニケーションズをはじめ
として、各社が様々に動きはじめています。
　今まで、言葉の上で言われていた「固定と携帯の融
合」が 5G によって現実のものになりました。

これは、情報通信に関わるあらゆる分野に根本的見
直しを迫るものです。5G 以外にも情報通信の世界を
劇的に変える動きが数年後には出てくるものと思われ
ます。我々の業界も、その時に備えなければいけませ
ん。そのために当協会が会員の皆様のためにできるこ
とは何かを考えながら、この１年も頑張っていきます
ので、ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
　さて、岡三証券グローバルリサーチセンターという
ところの高田創理事長が発表された「2021 とんでも
予想」というのを目にする機会がありました。10 項
目について「とんでも予想」をされています。その中
で面白いと思った 2 項目を紹介させていただきます。

「国民スマホ、菅スマホ」
・携帯電話の料金を政府が負担して無料化
・今や「令和おじさん」は「スマホおじさん」に

「世界中コロナバブル」
・新型コロナの感染者・死者が比較的少なかった日

本に世界中の投資が集中
・「GAFA」でなく、SUGA 総理に因み「GASU」

銘柄が人気
GASU は、G（東京ガス）、A（味の素）、S（ソフ
トバンク）、U（ユニクロ）

お後がよろしいようで・・・。
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地方本部だより

１．訪問の目的
当協会では、従来から国家資格である情報通信の

工事担任者の地位向上及び、端末設備や通信回線工
事における工事担任者の必要性をアピールしてまい
りました。しかしながら、自治体等が発注する際の
入札条件に、工事担任者の配置が明示されていない
場合も多く見受けられます。電気通信事業法第 71 条
遵守のために、どういった取り組みが可能かという
意見交換を行うため、担当官庁である総務省信越総
合通信局にお邪魔させていただくこととなりました。

２．意見交換の内容
当日は、新潟県と長野県を管轄とする、総務省信

越総合通信局情報通信部電気通信事業課の太田課長、
小出課長補佐、清水課長補佐のお三方に対応いただ
きました。当協会および地方本部の紹介の後、工事
担任者資格、情報通信エンジニア、協会の取り組み
としての LAN 認定の説明からお話をはじめました。

続いて、工事担任者についてのお話をさせていた
だきました。情報通信設備を電気通信事業者の回線
に接続する際には工事担任者が行うか、実地監督を
行う必要があるとなっていますが、自治体等の入札
ではこの条件が記されていない場合も多く、法令遵
守が行われているか不明確な場合もあります。改善
が必要であると認識しておりますので、局ではどう
いった具体的な取り組みをされているのか、あるい
は、当協会としてどういうことを行うべきか意見交
換を行いました。

太田課長からは、現状では具体的な取り組みとい
うことは無いが、法令を遵守すべきであることは認

識していて、業界として困っているのであれば、本
省にもその状況を報告すべきであると考えている。
通信局長とも相談して、きょうの要望について報告
をあげたいというお話を頂戴いたしました。局から
直接県や市町村に対し具体的に何かを行う、という
ことは困難ではあるが、行政も会員となっている信
越情報通信懇談会での機会があれば、当協会も一緒
になって、協力し合って説明することは可能ではな
いか、ともおっしゃっていただけました。また、当
地方本部としては、今回の訪問を踏まえ、長野県、
新潟県の自治体等も訪問し、電気通信設備の適切な
構築、安定的な運用のためには欠かせない制度であ
り、法令遵守をお願いしたい旨の活動を行っていき、
ついては局のご協力もいただきたい旨のお話をさせ
ていただきました。意見交換後、通信局、特に情報
通信部電気通信事業課で行われている取り組み内容
についてお話をお聞きしまして、訪問を終了いたし
ました。

信越地方本部は、11会員と小さい規模ではありますが、新潟県と長野県という広い2つの県で活動を行っている
ため、直接会員同士が交流する機会が限られています。さらにコロナ禍の影響で、活動や行事が限られている現状
があります。そのような中でも何か活動ができないかということで、情報通信の工事担任者資格についての意見交
換を主に、品田本部長の他、地方本部事務局の3名で昨年秋に総務省信越総合通信局にお邪魔いたしました。限ら
れた人数ではありましたが、そのご報告を行うとともに、同局が行われている他の活動についてもご紹介させてい
ただきます。

総務省信越総合通信局電気通信事業課との
意見交換を通じて

一般社団法人情報通信設備協会　信越地方本部
幹事・本部監事　石田　延章

（石田通信機株式会社　代表取締役社長）

総務省信越総合通信局にて意見交換模様
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総務省信越総合通信局にて意見交換模様

 

３．情報通信部電気通信事業課の取り組み
今回対応いただきました電気通信事業課では、電

気通信事業の登録・届出、電気通信主任技術者資格
等の業務をされておられます。他に、前項で書かせ
ていただきました信越情報通信懇談会もご担当され
ているとのことです。この懇談会は長野県、新潟県
の行政や企業、通信事業者や業界団体等が会員となっ
ており、地域社会に応じた情報通信及び放送の普及
発展、地域情報化の進展に向けた活動が主となって
います。懇談会以外の活動では、「e - ネット安心講座」
の講師派遣を行っている、e - ネットキャラバンの信
越地方での取り組みの中心でもあり、イベントや施
策を通じてご縁のある部署となっています。

４．信越情報通信懇談会 （https://www.shinetsu-icc.jp/） 
設立以来、先進的な取り組みには資金支援事業も

行われ、情報化人材育成講座の開催等の事業が行わ
れております。特に、近年では移動通信、サイバー
セキュリティ、地方公共団体の地域情報化推進に力
を入れておられ、長野県、新潟県の情報化の一助と
なっております。他の通信局管内にも同様の組織が
あり、皆さまの中には積極的に活動、あるいは講演
会を受講されておられる方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。

本年度は総会が書面開催となり、会員の皆さまと
の交流も十分ではありませんでした。しかし昨年秋
以降には、IoT セミナーや個人情報保護セミナー等、
ICT の幅広い分野でのセミナー開催が再開されまし
た。

５．ｅ- ネットキャラバン
　 （https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/） 

この取り組みは、判断力等の不十分な子どもをイ
ンターネットのトラブルから守ることを目的に、児
童・生徒およびその保護者・教職員等を主な対象と
した「e - ネット安心講座」の講師派遣を行っている
ものです。

長野県、新潟県においては平成 29 年に 91 講座の
開催でしたが、平成 30 年度には 109 講座、令和元年
には 129 講座を開催する等、各方面からの要望も高
く、信越総合通信局では、総務省本省をはじめ、文
部科学省や通信事業者を絡め、子供（生徒）保護者
向けにインターネットの安心利用に係る啓発のため
に e - ネットキャラバンを利用して欲しいという呼び
かけを行っておられます。具体的には、各教育委員
会へのパンフレットの配布や出前講座のオンライン
での開催を通じ、受講者側の費用負担なく開催が可
能であることをアピールされておられます。

その長野県での開催につきましては、昨年度まで
私も講師をさせていただきました。多数の方に情報
リテラシー、端末を利用する上での注意点等をお伝
えすることができました。6 か所で講師を務めたと
いうことで、感謝状を頂戴いたしました。また、地
元の新聞にも取り上げていただけました。

なお、全国では、平成 29 年度に 1,755 講座、平成
30 年度は 2,309 講座、令和元年度では 2,660 講座が
開催されております。今年度はなかなか開催できな
いのが現状ではありますが、今後全国各地でも多数
開催される予定ですので、皆さまにも積極的に参加
あるいはご協力いただければ幸いです。会員各社の
役員、従業員の皆さまにも講師を務めていただける、
あるいは一緒に運営していただける方もいらっしゃ
るかと思います。私どもの業界でも積極的に関わっ
ていることをご一緒にアピールできれば大変力強い
と考えております。
 

６．おわりに
小さな地方本部ではありますが、会員会社の課題

解決や人材育成、他団体等との連携を進め、ひいて
は業界の地位向上を図るために活動できるようなお
力になれればと思っております。また、私は本年よ
り本部の監事を務めさせていただいております。e -
ネットキャラバンをはじめ、他団体などの連携につ
きましても、機会を見て皆さまと情報交換ができれ
ばとも考えております。どうか引き続きよろしくお
願いいたします。

意見交換資料

（一財）マルチメディア振興センターより感謝状
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業界ニュース　10月 

　日本商工会議所は、2020 年 10 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2020 年 10 月の動向は、新
型コロナウイルスの影響が長期化する中、巣ごもり需要の拡大に下支えされた飲食料品関連が堅調なほか、東京
が追加された Go To トラベルや Go To イートの政策効果により宿泊業、飲食業でも利用客の増加がみられた。また、
オンライン会議の普及などによるデジタル投資の増加を受け、電子部品製造業やソフトウェア関連で受注が伸び
ているほか、中国向けを中心に生産が回復しつつある自動車関連でも持ち直しの動きが続く。一方、衣料品や化
粧品をはじめ、不要不急の商品を買い控えるなど、一部では消費者の生活防衛意識の高まりを指摘する声も聞か
れておりコロナ禍からの回復に向けた動きはまだら模様の状況が続く。
　今後の先行き見通しは、雇用維持や家賃負担軽減のための助成金など、政策効果が剥落した後の経営悪化や都
市部から地方への感染再拡大への懸念が続く。一方で、年末年始を含む旅行需要の回復や Go To 商店街などによ
る消費喚起への期待感もうかがえる。また、海外向けの自動車関連や、5G 向けなど半導体関連、中国向けの工作
機械の持ち直しに期待する声も聞かれた。

（出典 URL: 日本商工会議所  商工会議所 LOBO（早期景気観測）2020 年 10 月調査結果 10 月の動向 ）

日本商工会議所が１０月の早期景気観測を発表

富士通㈱は、グローバル拠点を含む全社員約 13 万人の働き方改革の実践知とテクノロジーを融合させたソリュー
ション群を「FUJITSU Work Life Shift」として、グローバルに2020年10月9日より提供開始した。本ソリューションは、
自社実践をもとに、ニューノーマルにおける新たな働き方を実現する 17 種のソリューションを体系化したものであ
る。「Smart Working」「Borderless Offi  ce」「Culture Change」の 3 つのカテゴリーで、自社実践を通して得られたノ
ウハウやテクノロジーに加え、すでにお客様へ提供しているものも含め 59 種のサービス・製品を、お客様ごとに最
適に組み合わせて提供する。その中で、テレワークにより離れた人同士が、会議室などでの作業を同じ仮想空間で実
施できる「FUJITSU Collaboration Space」を 2020 年 11 月 30 日より新たにサービス提供を開始した。お問い合わせ先：
富士通コンタクトライン（総合窓口）TEL:0120-933-200
（出典 URL: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/10/9.html）

富士通が働き方改革における実践知とテクノロジーを融合させたソリューション
「ＦＵＪＩＴＳＵ Ｗｏｒｋ Ｌｉｆｅ Ｓｈｉｆｔ」を提供開始

　NEC ソリューションイノベータ㈱は、勤務地を見える化し、出社状況を管理する新機能を追加した「NEC 働き
方見える化サービス Plus」の最新版を 2020 年 10 月 14 日より提供開始した。この新機能では、メンバーが登録し
た勤務予定から、各勤務地の出社予定人数や出社予定率、在宅勤務予定人数を表示する。また、勤務地ごとに出
社可能な割合を設定できるため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として活用することも可能である。11
月下旬からは、本サービスで取得する PC の使用状況のログから、アプリケーションの利用傾向や利用時間をレポー
トする機能をオプションとして提供する。これにより、業務の分析や社内ツールの見直しなど、企業における働
き方改革を支援する。サービスプラン価格（税別）：ライト 250 円／月　スタンダード 350 円／月　アドバンス　
500 円／月　お問い合わせ先：NEC ソリューションイノベータ㈱　営業統括本部　E-mail:wlb@nes.jp.nec.com

（出典 URL: https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/press/20201014/index.html）

ＮＥＣソリューションイノベータが「ＮＥＣ働き化見える化サービスＰｌｕｓ」の最新版を提供開始

IDC Japan ㈱は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック下における国内企業の IT システムの開発体
制に関する調査を行い、その結果を発表した。本調査では企業の IT システム部門の開発の管理者と担当者を対象とした
アンケート調査を 2020 年 8 月に実施、435 社から有効回答を得た。COVID-19 による緊急事態宣言期間中（2020 年 4 月 7
日～ 5 月 25 日）に、在宅勤務に切り替えてフルリモート開発を行った企業は 34.9％になった。出社日数を減らし在宅か
らのリモート開発とオフィスでの開発を併用していた企業は 25.7％となった。約 60％の企業が在宅からのリモート開発を
実施していたことになった。約 60％の企業が在宅からのリモート開発を実施していたことになる。緊急事態宣言解除後は、
在宅からのフルリモート開発を行っている企業が 22.5％、リモート開発とオフィスでの開発を併用している企業が 31.5％
となった。COVID-19 感染拡大前と同じように通常通りの体制で開発を行っている企業は 23.4％になっている。在宅によ
るリモート開発の課題について質問したところ、エンジニア間のコミュニケーション不足による進捗の遅れ、各エンジニ
アの進捗やタスクの状況の把握のしづらさ、要件定義／設計／変更などの調整の難しさが高い回答率となっている。
（出典 URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46939920 ）

IDCJapanが COVID-19パンデミック下における国内企業の ITシステム開発体制に関する調査結果を発表
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　NTT コミュニケーションズ㈱は、請求書などの紙書類を
電子化する基本料無料のクラウド型請求書電子化サービス

「BConnection デジタルトレード」を 2020 年 10 月下旬に提供
開始した。本サービスの特長は、①ペーパーレス化によるリ
モートワーク推進、生産性向上　②基本料無料で必要なとき
だけ利用が可能　③社内経理システムなどと連携可能なデー
タ形式で電子化が可能　④海外企業との取引に対応　⑤電子
化代行サービスなどの拡張サービスを有償で提供　お問い合
わせ先：NTT コミュニケーションズ㈱　アプリケーションサービス部　TEL:050-3813-6136

（出典 URL: https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2020/1012.html）

ＮＴＴコミュニケーションズが基本料無料のクラウド型請求書電子化サービス
「ＢＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎデジタルトレード」の提供開始

生産性向上のイメージ

　NTT テクノクロス㈱は、情報セキュリティにおける ISMS（ISOIEC27001）認証取得後の継続更新（運用）を支援
するクラウドサービス「ISO 楽！（イソラク）」を 2020 年 12 月 14 日より提供開始した。特長は、① ISMS の文書管理
からコンサルティングまでを一括支援　②忘れがちなスケジュー
ルと資料を一元管理　③理解度テストなどのラーニングサービス
価格（税別）：月額 3 万円～（従業員規模 50 人以下の場合）　※法
人内の認証取得組織に属する社員、派遣社員、アルバイトを含ん
だ人数に応じて、月額料金が変わる　お問い合わせ先：NTT テク
ノクロス㈱　戦略ビジネス特区　TEL:045-212-7484

（出典 URL: https://www.ntt-tx.co.jp/whatsnew/2020/201012.html）

ＮＴＴテクノクロスがＩＳＭＳ認証更新を支援するクラウドサービスを提供開始

「ＩＳＯ楽！」のイメージ

　富士通㈱は、富士通クライアントコンピューティング㈱製の最新版 OS「Windows 10 Pro May 2020 Update」、
および最新のインテル第 10 世代 CPU を搭載したデスクトップパソコン「FUJITSU Desktop ESPRIMO」4 シリー
ズ 7 機種と、ワークステーション「FUJITSU Workstation CELSIUS」2 シリーズ 3 機種、ノートパソコン「FUJITSU 
Notebook LIFEBOOK」2 シリーズ 4 機種を 2020 年 10 月 20 日から日本国内の法人向けに販売開始した。特長は、
①テレワークに最適なウルトラスモールモデルデスクトップパソコン「ESPRIMO G5010/E」は、筐体サイズが
約 0.87 リットル、重さ約 800g と ESPRIMO シリーズとして最も小型で軽量、省スペースを実現し、さらなる使
いやすさを追求した。②狭額縁の大画面と Web カメラ搭載でオフィスやテレワークでも使いやすい一体型デス
クトップパソコン「ESPRIMO K5010/E」は、Web カメラ搭載でリモート会議にも最適である。③ユーザビリティ
の向上と、さらなる筐体の小型化を実現した「ESPRIMO D シリーズ／ CELSIUS J シリーズ」は、筐体サイズを
従来の約 10 リットルから約 8.3 リットルへ小型化し、さらなる作業スペースの確保が可能となった。価格 URL: 
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/10/20.html　お問い合わせ先：富士通㈱　購入相談窓口　TEL:0120-959-242

（出典 URL: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/10/20.html）

富士通が法人向けパソコン、ワークステーション８シリーズ１４機種を新発売

　OKI は、コンタクセンターシステムで国内シェア No.1 を誇る
「CTstage®」の新サービスとして、Microsoft Azure 上のコンタ
クトセンタークラウドサービス「CTstage Cloud（シーティー
ステージ クラウド）」を、2020 年 10 月 28 日より販売開始した。
本サービスは、CTstage が 1996 年の発売以来 25 年間にわたっ
て培ってきた豊富な機能を、すべてサービスメニューとして提
供した。使いやすさで定評があり、一目でコンタクトセンター
の稼働状況を把握できる、リアルタイム状態管理ツールや統計
ツールなどの管理機能はもちろん、従来のクラウドサービスでは提供が困難だった、お客様の状態にあわせた複雑なルー
ティングが可能な ACD（着信呼をオペレーターに自動的に振り分ける機能）や IVR（自動音声応答機能）も含め、コ
ンタクトセンターに求められるさまざまな機能を選択して利用することができる。また、各種の設定変更は事業者自身
でおこなうことが可能で、需要の変動や取扱い品目の変更、規模拡大、オペレーター拠点の分散化・在宅化など、事業
環境の変化に対応した最適なコンタクトセンターの構築が可能である。標準価格（税抜）：月額席単価 8,000 円

ＯＫＩがニューノマールで加速するコンタクトセンターのデジタルシフトを実現する新サービス
「ＣＴｓｔａｇｅ　Ｃｌｏｕｄ」を販売開始

CTstage Cloud サービスイメージ
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業界ニュース　11月 

　日本商工会議所は、2020 年 11 月の早期景気観測（LOBO）の調査結果を発表した。2020 年 11 月の動向は、巣ご
もり消費に下支えされた飲食料品関連のほか、秋の行楽シーズン到来の伴い、Go To トラベルなどのキャンペーン利
用客が増加した観光産業を中心に業況感が改善した。また、デジタル投資の増加により受注が伸びている電子部品関
連や海外向けを中心に生産が持ち直している自動車関連でも売上が増加した。一方、新型コロナウイルス感染対策の
コスト負担増加による収益圧迫に加え、都市部から地方への感染急拡大に伴い、飲食・宿泊業を中心に業績改善の腰
折れを懸念する声も多く、中小企業の業況感は持ち直しの動きが続くものの、力強さを欠く。
　今後の先行き見通しは、クリスマスや年末年始の個人消費拡大への期待感がうかがえるほか、5G向けなどの半導体関連や
自動車関連の生産増加に期待する声は多い。一方、新型コロナウイルスの感染者数が急増する中、外出自粛や営業時間短縮
要請によるビジネスチャンスの喪失、国・自治体による消費喚起策の一時停止に伴う業績悪化への警戒感が強まっている。

（出典 URL: 日本商工会議所  商工会議所 LOBO（早期景気観測）2020 年 11 月調査結果 11 月の動向 ）

日本商工会議所が１１月の早期景気観測を発表

　IDCJapan ジャパン㈱は、国内の従来型携帯電話およびスマートフォン端末の 2020 年第 3 四半期（7 ～ 9 月）の出荷
台数を発表した。国内市場の従来型携帯電話およびスマートフォン端末の合計出荷台数は、前年同期比 6.5％減の 675.1
万台となった。前年同期比で減少した主な要因としては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で蓄積して
いたとみられる市中在庫に対して一定の調整が働いたこと、第 5 世代通信規格（5G）に対応した新機種の発売を前にして、
iPhone も出荷の調整が行われたと推定されることなどが挙げられる。OS 別では、Android 系では前年同期比 2.8％減の
370.7 万台、iOS では同 10.7％減の 288.0 万台となった。本四半期をベンダー別で見ると、アップルは前年同期比でシェ
アを 2.0 ポイント減らし、42.7％でトップを維持した。2 位は 92.6 万台を出荷したシャープ（シェア 13.7％）、3 位は 76.8
万台出荷の富士通（同 11.4％）、4 位に 62.6 万台出荷の京セラ（同 9.3％）、5 位は 39.0 万台出荷のソニー（同 5.8％）となっ
た。スマートフォンについては、2020 年第 3 四半期の出荷台数は 658.7 万台（前年同期比 6.4％減）となった。

（出典 URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47009920 ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０２０年第３四半期 国内携帯電話／スマートフォン市場実績値を発表

　NEC ソリューションイノベータ㈱は、企業で働く従業員の健康管理を支援す
る「NEC 健康管理支援サービス」を 2020 年 11 月 1 日より提供開始した。本サー
ビスは、従業員の定期健康診断結果など健康管理に関するデータを一元管理し、
組織単位の健康課題への取り組みをサポートする。また、「NEC 検診結果予測シュ
ミレーション」など NEC ソリューションイノベータが提供する健康支援ソリュー
ションと連携し、健康経営に取り組む企業や団体を支援していく。サービスの特
長は、①健康づくりを支援（従業員向け） ②健康管理・保健指導を支援（健康管
理スタッフ向け） ③組織マネジメントの活用を支援 ④健康支援ソリューションと
の連携（オプション）価格（税別）初期費用は別途必要：NEC 健康管理支援サー
ビス 400 万円 / 年（500ID 単位での提供）　メンタルヘルスケアサービス（オプショ
ン）47 万円 / 年　NEC 検診結果予測シュミレーション（オプション）170 万円 / 年（1,000ID 単位での提供）　お問い
合わせ先：NEC ソリューションイノベータ㈱　デジタルヘルスケア事業推進室　E-mail: med-kksv-inq@nes.jp.nec.com

（出典 URL: https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/press/20201020/index.html）

ＮＥＣソリューションイノベータが「ＮＥＣ 健康管理支援サービス」を提供開始ＮＥＣソリューションイノベータが「ＮＥＣ 健康管理支援サービス」を提供開始

「NEC 健康管理支援サービス」
および連携サービス

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、Vectra Japan ㈱の Network Detection and Response 製品である
「Vectra AI」を 2020 年 11 月 5 日より販売開始した。「Vectra AI」は、対象ネットワークのトラフィックを採取・分析し、
内部に侵入した脅威を、俯瞰的に可視化するアプライアンス型の NDR ソリューションである。「Vectra AI」が膨
大なアラート情報から、独自の AI 検出技術により緊急度の高いインシデントを自動で絞り込み、シンプルで分か
り易いダッシュボードに表示することで、インシデントを早期解決に導くことが可能である。また、社内ネットワー
ク上の PC や、データセンターのサーバー等へのエージェントは不要で、「Vectra AI」をネットワーク上に設置す
るだけで導入できる。価格（税別）：個別見積り（1,000 万円から）　お問い合わせ先：㈱富士通ソーシアルサイエン
スラボラトリ　商品お問合せ窓口　E-mail:ssl-info@cs.jp.fujitsu.com
（出典 URL: https://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/about/resources/news/press-releases/2020/1105.html ）

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリが社内ネットワークの脅威を可視化する「Ｖｅｃｔｒａ ＡＩ」を提供開始
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　㈱ NTT ドコモは、スマートフォンと一緒にご利用いただけるさまざまなデバイスをレンタルして利用できるサー
ビス「kikito（キキト）」を 2021 年 3 月から提供予定である。「kikito」は、デバイスを利用する際に「レンタル（短
期・長期の 2 プラン）」というお客様にも、気軽に試せるサービスである。レンタル利用後、レンタル品を買取りす
ることも可能である。ドコモ回線の契約がないお客様でも、「d アカウント ®」を作成することで、専用の WEB サ
イトから利用できる。自宅での受取り、自宅やコンビニでの返却が可能である。「kikito」で提供するデバイスとお
客様のスマートフォンを組み合わせることで、スマートフォンのみでは味わえない、さまざまな体験をすることが
可能になる。例えば、日中にアクションカメラで撮影した映像をテントに投影し、家族で盛り上がることや、旅行
中に 360 度カメラで撮影したパノラマビューを家にいる家族が VR ヘッドマウントディスプレイをかけて、リアル
タイムで一緒に旅行気分を味わうこともレンタルならお手軽に体験できる。提供内容：短期レンタル 3 泊 4 日　長
期レンタル 29 泊 30 日から 30 日単位の利用　レンタル品買取り：レンタル利用後、お手元のレンタル品を買取りで
きる（一部商品が対象）「kikito」公式 HP: https://www.nttdocomo.co.jp/service/kikito/

（出典 URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/11/05_01.html ）

ＮＴＴドコモがデバイスレンタルサービス「ｋｉｋｉｔｏ」を提供開始

　㈱ NTT ドコモと、NTT テクノクロス㈱は、NTT の音響信号処理技術を活用し、
自動車などの窓ガラス越しでも会話を可能にする「ウインドウスルー会話装置」を
2020 年 11 月 24 日より販売開始した。新型コロナウイルスの感染防止の観点から、
医療現場や飲食店・商店などでは、互いに隔離された環境でのコミュニケーション
需要がたかまっている。特長は、①ガラス越しでもスムーズな会話が可能：閉めた
状態の窓ガラスやアクリル板に機器を押し当てながら話すと、内蔵のエキサイター（振動素子）がガラスやアクリ
ル板を振動させ、声を相手に伝えることができる。相手の声は機器内蔵のマイク（振動ピックアップ）により集音し、
イヤホンマイクで聞くことができる。エコーキャンセラにより、窓などを開けなくても双方向のスムーズな会話を実
現する。②難しい接続や設定が不要：ウインドウスルー会話装置の利用者は、通信回線や通信機器との接続は不要で、
受話器型の機器をガラスなどの片面側から押し当てるだけでイヤホンマイクを介して会話ができる。ウインドウス
ルー会話装置は、単三乾電池 2 本で 10 時間程度連続利用できるため、電源供給を気にすることなく、持ち運びの利
用や急に必要になったときの利用にも対応できる。　

（出典 URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/11/16_00.html ）

ＮＴＴドコモとＮＴＴテクノクロスが「ウインドウスルー会話装置」を販売開始

ウインドウスルー会話装置

　OKI は、DX の社会実装を推進すべく、お客様のローカル 5G の導入を支援する「ローカル 5G 支援サービス」を
2020 年 11 月 17 日より販売開始した。本サービスを活用することで、企業や自治体は無線局免許申請などの手続きや
専門的知識を必要とせず、スムーズにローカル 5G の導入が可能となる。通信キャリア事業者により開始された 5G サー
ビスを自営ネットワークとして活用するため、企業などのプライベート空間に独自の無線局を開設する「ローカル 5G」
に注目が集まっている。サービスの構成：①無線局免許申請サービス　②無線通信環境確認サービス　③無線ネットワー
ク設計サービス　④システム構築サービス　価格：個別見積り　お問い合わせ先：OKI　ソリューションシステム事業
本部　IoT 事業推進センター　お問合せフォーム：https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=223j

（出典 URL: https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=223j ）

ＯＫＩがローカル５Ｇ支援サービスの販売開始

　㈱インターコムは、送受信に対応するクラウド FAX サービス「ま
いと～く Cloud」（マイトーク クラウド）を新開発し、2020 年 11 月
30 日より提供開始した。本サービスは、導入実績 15,000 社の FAX
サーバーシリーズ「まいと～く Center」「まいと～く Center Hybrid」
をクラウド化した月額サービスである。初期費用 0 円、サーバー構
築や回線手配の必要がなく、導入後すぐに FAX 業務をペーパーレス化できる。Web ブラウザーからログインすれ
ば、いつでもどこからでも使用できるため、テレワーク中の「FAX 出社」を解消し、在宅でもオフィスと同じよう
に FAX 業務を行える。送信・受信が別サービスとなる他社とは異なり、1 サービスですべての FAX 機能に対応する。
特長は、① FAX 送受信をクラウドで一元管理　②サーバー構築・回線手配不要で導入コストを削減　③紙の FAX に
よる情報漏洩を防止　④業務システムと連携した帳票 FAX 送信の自動化　⑤ FAX にまつわる従業員の負担や会社の
コストを削減　参考価格（税抜）：回線基本料 + 受信 1,000 枚　：月額 20,000 円　回線基本料 + 受信 1,000 円 + 送信 1,000
円：月額 34,000 円　お問い合わせ先：㈱インターコム　営業本部　東日本営業部　第一営業部　TEL:03-3839-6340　

（出典 URL : https://www.intercom.co.jp/press/news/2020/1118_mytalk_cloud.html ）

インターコムが定番ＦＡＸサーバーのクラウド版「まいと～く Ｃｌｏｕｄ」を提供開始インターコムが定番ＦＡＸサーバーのクラウド版「まいと～く Ｃｌｏｕｄ」を提供開始

「まいと～く Cloud」テレワークでの FAX業務に最適
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特集

総務省では、国の行政に関する苦情、意見・ 要望等の窓口を全国各地に「行政相談窓口」として設置しています。
本特集では、「行政相談」「行政相談窓口」「行政相談委員」についてご紹介します。行政相談は、医療保険・年金、
雇用、道路、社会福祉、交通機関等いろいろな行政分野の幅広い相談に対応していますので、お困り事がありま
したら「行政相談窓口」をご利用ください。

国の行政に関する苦情、意見・要望は
「行政相談」をご利用ください

１．「行政相談」って何？
　役所への苦情や意見・要望を受け付け、行政の制度・運営の改善に生かす仕組み

　「手続きが分かりにくい」「役
所が対応してくれない」「安全
性に欠ける（公共）施設があ
る」「高齢者や障害者への配慮
に欠けている」「手続を簡素
化してほしい」「どこの窓口
に申請してよいか教えてほし
い」・・・・。役所の仕事に関
する苦情、意見・要望や行政に
関して分からないことなどはあ
りませんか？　そのようなとき
に役に立つのが、総務省の「行
政相談」です。

行政相談は、国や独立行政法
人、特殊法人の業務や、国が関
わっている都道府県・市区町村
などの業務に対する苦情、意見・
要望などを幅広く受け付け、担
当する行政機関とは異なる立場
から、必要に応じて、関係行政
機関にあっせんを行います。そ
して、その解決や実現の促進を
図るとともに、行政の制度・運
営の改善に生かす仕組みです。

■行政相談窓口の愛称「きくみみ」について
　総務省では、行政相談を国民に親しみやすく、気軽に利用してもらうた
め、総務省行政相談センター（管区行政評価局・行政放評価事務所・行政
監視行政相談センター）の愛称を「きくみみ」としました。

コンセプトは、＜地域社会に寄り添って一人ひとりの声を聞く＞です。
行政相談のマスコット「キクーン」ともども、よろしくお願いします。
 

画像：総務省

行政相談のマスコット「キクーン」
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２．どんなことが相談できるの？
　医療保険・年金、雇用、運輸などのほか、生活支
援のことなど新型コロナウイルス感染症に関連する
相談にも対応

役所の仕事に関して寄せられたご相談などでは次
のような行政分野に関するものが多くなっています。

また、行政相談では、こうしてほしいといった相
談以外にも「困りごとがあるが、どこに相談してよ
いか分からない」「関係機関に相談したが、応対者の
説明や対応に納得がいかない」「いろいろな事情から、
関係機関に直接苦情を言いにくい」「制度や仕組みが
分からない」といったことも受け付けています。

３．相談によって解決した事例は？
　様々な分野において制度や施設などが改善

これまでに、行政相談を通じて行政サービスなどが改善した例はたくさんあります。その中から、いくつかを
ピックアップしてご紹介します。

■【改善事例１】廃屋の軒先にある郵便ポストを安全な場所に移設してほしい
　・相談内容

　郵便ポストが廃屋の軒先に設置されており、使いにくい上、危険なので、移設してほしい。
　・改善内容

　日本郵便株式会社に連絡した結果、郵便ポストは店舗の軒先に移設されました。

■【改善事例２】壊れた堤防の補修
　・相談内容

堤防の下部が深くえぐれており、大雨による増水などにより堤防が崩壊する危険があると思うので補修して
ほしい。

　・改善内容
　　土木事務所に連絡した結果、堤防が補修されました。

４．どうやって相談するの？
　電話（行政苦情１１０番）や窓口来訪、インターネット、手紙・ＦＡＸなどで可能

　行政相談は次のような方法で行うことができます。いずれも、特定の様式や添付書類などの提出といった難し
い手続は不要です。相談費用も無料で、相談者の秘密は固く守られます。

（１）電話
「行政苦情１１０番」０５７０－０９０１１０（全国共通番号）
　最寄りの総務省行政相談センター「きくみみ」につながります。
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※職員対応時間：センターによって異なります。詳しくはお問い合わせください。また、平日の夜間及び土日祝
日は、留守番電話で対応させていただいております。

※ NTT コミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通信料割引サービスや携帯電話の料金
定額プランの無料通信は適用されませんので、ご注意ください。

※一部の IP 電話からは利用できないこともあります。その場合は最寄りの総務省行政相談センター「きくみみ」
の電話番号＜（2）「相談窓口」を参照＞におかけください。

※相談内容の正確な把握のため、電話での会話は録音させていただきます。

（２）相談窓口
　都道府県庁所在地などに設置されている総務省行政相談センター「きくみみ」、19 都市 21 か所のデパートな
どに開設している「総合行政相談所」、総務大臣が委嘱している「行政相談委員」が開設している行政相談所な
どで相談を受け付けています。

・総務省行政相談センター「きくみみ」
　（管区行政評価局・行政評価事務所・行政監視行政相談センター。全国 50 か所）

　都道府県庁所在地などに設置されています。詳しい場所などについては、総務省「総務省行政相談センター
「きくみみ」の連絡先一覧」をご覧ください。
　URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

・総合行政相談所（常設または定期的）
　国の行政機関、地方公共団体や各種団体、行政相談委員などの協力を得て、全国 19 都市 21 か所のデパート
など気軽にお立ちよりいただける場所で毎日または定期的に開設されています。最寄りの開設場所は「総合行
政相談所　所在地一覧」をご覧ください。

・一日合同行政相談所（随時）
　行政相談週間を中心に、市役所や市民会館などの公共施設、デパートやショッピングセンターなど街中で気
軽に入りやすい施設において、国、都道府県、市（区）町村、各専門家、行政相談委員などが合同で相談所を
設け、共通の窓口で相談を受け付けます。複数の行政機関に対して相談をしたい場合や複数の行政機関に相談
がある場合でも、それぞれの行政機関の所在地へ出向くことなく、一か所で済ませることが可能です。

・特別行政相談所（災害時に開設）
　地震や台風などの災害で被害を受けた方々からの相談を重点的にお受けするために開設されます。

（３）インターネット
　下記の URL または QR コードのメールフォームから相談できます。
　また、検索エンジンで「行政相談受付」で検索しても、下記のアドレスからメールフォームにアクセスできます。
 

※ 24 時間 365 日受付（ただし、回答は平日）。

英語での相談も受け付けています。
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（４）手紙・FAX
　総務省行政相談センター「きくみみ」宛に直接ご送付ください。（宛先は、総務省「総務省行政相談センター「き
くみみ」」をご覧ください）
　これらのほか、行政相談委員が相談を受け付けています。
　なお、お住まいの場所と相談の内容に関係する場所が離れていても、全国の総務省行政相談センター「きくみみ」
が一体となって受付・処理を行っているため、相談内容に関係する場所を管轄する総務省行政相談センター「き
くみみ」まで出向く必要はありません。最寄りの総務省行政相談センター「きくみみ」または行政相談委員に相
談することができます。

５．行政相談委員って？
　総務大臣から委嘱された地域の民間有識者で、無報酬で行政相談の受付を行っています

　行政相談委員は、総務大臣から委嘱された地域における民間有識者で、無報酬のボランティアとして、役所の
仕事に関する苦情、行政の制度・運営の改善についての意見・要望などを受け付けたり、相談者に助言を行った
り、関係機関に対する改善の申し入れなどを行ったりしています。現在、全国各地に約 5,000 人（各市町村に少
なくとも 1 人以上）が活動しており、毎年約 8 万件以上の相談を受け付けています。

行政相談委員は、下記のような活動をしていますので、お気軽にご相談ください。
これらの活動の詳細については、最寄りの総務省行政相談センター「きくみみ」にお問合せください。

・行政相談所
　市区役所・町村役場・公民館やショッピングセンターなど地域住民に便利で身近な場所で定期的に開催されて
います。なお、区域の広い市区町村や交通の不便なところでは、地域を巡回して相談所を開設したり、また、地
域のイベントなどに出向いたりして相談所を開設しています。

相談所の開設情報は、下記の URL または QR コードのリンク先でご覧いただけます。
 

・行政相談懇談会
　自治会や婦人会などの代表者や地域の方々との懇談会を開催し、行政相談の改善事例を具体的に紹介するとと
もに、役所の仕事に関する苦情、行政の制度・運営についての意見・要望をお聞きします。

・行政相談出前教室
行政相談委員と総務省行政相談センター「きくみみ」の職員が一緒に、小中学校や高校、大学などに出向き、

行政の仕事や行政相談の改善事例を具体的に紹介しながら、行政相談について授業を行っています。この出前教
室では、児童・生徒や保護者などから身近な困りごとを聞いて、実際に行政相談として対応するとともにその結
果を紹介するなど、児童・生徒たちが行政相談を体験できるような工夫がされています。このほかにも、行政相
談委員は自身の相談活動を通じて得られた様々な行政の制度・運営上の改善についての意見を、総務大臣に述べ
ることができます（行政相談委員法第 4 条）。

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/1.html）
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　「5G スマホの国内出荷台数自体は、実は想定よりも
良かった｡ ベンダーとしてはもっと売りたかっただ
ろうが、コロナがあったにもかかわらずキャリアは
調達台数を変えずに頑張ったと思う」。こう話すのは
IDC Japan PC、携帯端末＆クライアントソリューショ
ン シニアマーケットアナリストの菅原啓氏だ｡ 世間
では思ったほど普及が進んでいないという見方もあ
るが、『最初だからこんなもの｡ 逆に初めからロケッ
トスタートしていても市場としておかしい』と見る。
　富士キメラ総研 第三部 第二課 主任の加藤健二氏
は「Android 端末はこの下半期にハイエンドだけでは
なくミドルレンジの 5G 対応端末が出てくる。iPhone
も5G対応版を出す｡マスのユーザーは『5G端末を使っ
てみよう』というよりは、『新しい端末に買い替え
よう』という動機の人たちが多いため、こうしたマ
ス向け端末の登場で普及に弾みがつくだろう」と話
す。矢野経済研究所によれば、国内 MNO4 社の 2020
年度 5G サービスの累計契約数は 1185 万契約の見通
し。2020年の5Gスマートフォンの国内出荷台数（メー
カー出荷ベース）は 1333 万台になると予測している

（この予測では新型コロナウイルスの影響は考慮して
いない）。

　2020 年度下期以降に需要の回復は期待できるが、
新型コロナウイルスの影響による上期の落ち込みを
カバーするには至らない見込みで、サービス初年度
の契約数は当初予測を 2 割強下回る可能性もあると
いう。2021 年度には、サービスエリア拡大がさらに
進むと同時に MVNO 事業者による 5G 商用サービス
開始も期待でき、また延期となった東京オリンピッ
ク ･ パラリンピック開催も控えていることから、キャ
リア各社のサービス競争による盛り上がりも期待で
きることで、2021 年度の 5G サービス契約数は 3210
万契約、2021 年の 5G スマートフォン国内出荷台数は
2230 万台になると予測する。
　グローバルでは、エリクソンが 2020 年 6 月に発
表した『エリクソンモビリティレポート』によれば、
75 社超の通信事業者が商用 5G サービスの開始を発
表しており、2020 年末までの 5G 加入契約数は 1 億
9000 万件に達する予測だ｡ 中国での加入契約の立ち
上がりが以前の予想よりも早かったが、世界の他の
地域に関してはパンデミックの影響を考慮してわず
かな下方調整を行ったという。
　予測期間全体においては、2009 年の LTE 開始当
時よりも大幅に早くなることが予想されている。中

業界特集

コンシューマーに５Ｇはどう浸透していくのだろうか｡ 端末の普及、対応エリアの拡大、５Ｇならではのキラー
コンテンツの登場が待たれるｔｏＣ市場の現状と今後について、調査会社とシンクタンクに話を聞いた。

文◎原田　果林（テレコミュニケーション）

コンシューマー市場で劇的な展開はあるか
新技術は “粛々と ”生まれる？

図表1　無線方式ごとのモバイル加入契約数（単位：10億）
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国の 5G への取り組みが 4G（LTE）当時より早かっ
たこと、複数のベンダーがより早い段階で対応デバ
イスを準備していることが主な要因だとしている。 
2025 年末までには、全世界での 5G 加入契約数が 28
億件に達すると予測されており、これはその時点の
モバイル加入契約全体の約 30％に相当する。

■デバイスが先かコンテンツが先か
コンシューマー市場における 5G 普及の課題として

は、主に「5G ならではのキラーコンテンツの不在」「端
末所有率や対応エリアの拡大」が挙げられる。
　菅原氏はコンテンツ不足を課題として強調する。

「やはり 5G の使い道がないと駄目。ある程度キャリ
ア側から音頭をとって、こう使うと生活がすごく豊
かになりますよというのを提示していかないことに
は、ユーザーも『4G で十分だし』ということになり
かねない｡ これは色々な国で共通した課題として浮
かび上がっている」
　富士キメラ総研 第三部 第二課の山口千裕氏は、「5G
前提」で作られるコンテンツは端末が普及してから
の登場になると見る。「まず使える環境が整ってい
るからアプリケーションが普及するわけで、5G を前
提としてコンテンツを作ってしまったら現状は使え
ない人の方が多い｡ 今各社が VR や高精細動画コン
テンツに取り組んでいるが、4G 環境でも見られるも
のが先行して出てきている」｡ 実際、5G の特徴を生
かせると謳っている NTT ドコモの「新体感ライブ
CONNECT」の一部やソフトバンクの「5G LAB」な
どの映像配信、VR ／ AR コンテンツは 4G でも利用
できる。
　こうした課題は海外でも同様のようだ。

情報通信総合研究所（ICR）ICT リサーチ ･ コンサ
ルティング部 上席主任研究員 岸田重行氏は「海外の
通信事業者も、依然としてコンシューマー向けの新
しい利用シーンを開拓するのに一生懸命という印象。
日本よりも 1 年早く商用化した韓国ですらそのよう
な状況だ｡ スマホではないデバイスが出てこないと
劇的な展開はないのではないか」と指摘する。
　さらに同部 主任研究員の中村邦明氏は「アメリカ
では、5G だけのためではないが、周波数政策を含め
どんどん周波数を開放してネットワークを広げてい
く環境を作る方針だ｡ 彼らとしてはネットワークが

良くなれば、アプリケーションはおのずと育つだろ
うという意図も少しあるようだが、実際にまだ出て
きてはいない｡ 5G ならではのキラーアプリの登場は
これからだろう」と続ける。

■キラーコンテンツの行方
　キラーコンテンツの登場はまだ先になりそうだが、
5G で有力なコンシューマー向けコンテンツとしては、
大容量 ･ 低遅延が生かせる 4K ／ 8K などの高精細動
画や AR ／ VR、クラウドゲームが中心になるという
のが大方の共通した意見だ。
　「キラーコンテンツとして分かりやすいのは 4K 以
上の高精細な映像サービス。ただスマホは画面が小
さくあまり恩恵がないので、タブレットなど画面が
大きいもの、あるいはテレビにスマホを接続して使
うことも考えられる。テレビをネットにつなぐとい
うのは、現在では簡単になったが、やはりある程度
リテラシーがある人でないと難しいところがあるか
らだ」（菅原氏）
　クラウドゲームについては「今、クラウドゲーム
は基本的には固定回線経由、つまり PC で使っていて、
それが 4G でも使えるようになったという段階。しか
し 4G だとまだスペックが不十分ということで、固
定回線を利用しているユーザーが 5G に徐々にシフト
していくのではないか｡ クラウドゲームの場合は表
示する端末のスペックはそこまで重要ではないので、
5G 対応でありさえすれば使えるのがメリットの 1 つ」

（加藤氏）
　クラウドゲームにはキャリアも積極的に参入し
ており、NTT ドコモが「d ゲーム プレイチケッ
ト」、KDDI とソフトバンクが NVIDIA の「GeForce 
NOW」を提供している｡ 富士キメラ総研の「2020 
5G 時代におけるワイヤレスアプリケーション市場の
将来展望」では、「クラウドゲーミングサービス」の

ＩＤＣ Ｊａｐａｎ
ＰＣ ,携帯端末＆
クライアントソリューション
シニアマーケットアナリスト
菅原啓氏

情報通信総合研究所（ＩＣＲ）
ＩＣＴリサーチ・
コンサルティング部
上席主任研究員
岸田重行氏

情報通信総合研究所（ＩＣＲ）
ＩＣＴリサーチ・
コンサルティング部
主任研究員
中村邦明氏
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2020 年度の市場は前年度比 2.4 倍の 29 億円の見込み
で、2025 年度には 350 億円になる予測だ。 

■スマホ以外のデバイス
　スマホ以外のデバイスについては、「サムスン電子
やレノボが 5G タブレットを発表しており、海外で
は年末商戦に向けてタブレットの投入が増えそうだ｡
スマホより高精細化の恩恵があり、画面が大きいた
めゲームもしやすいので比較的先行している傾向に
ある」（菅原氏）。
　タブレット以外では、本体に 5G モデムを搭載する
のではなく、スマホと接続してスマホに通信やコン
ピューティング機能を任せるタイプが有力になると
いう。「例えば VR ヘッドマウントディスプレイは今
研究が進んではいるが、頭に装着するデバイスに 5G
モデムを搭載するのは発熱を考えると危険性が高く、
消費電力の問題もある｡ 他にはノート PC やテレビ、
ウェアラブルデバイスなど、スクリーンがついてい
るものは大体利用できるようになるだろう」（同氏）
　既にそうした動きは出てきており、例えば Oculus
は 米 国 時 間 9 月 16 日 に 5G 対 応 の「Qualcomm 
Snapdragon xR2」を搭載した最新のスタンドアロン
型 VR ヘッドセット『Oculus Quest 2』を発表した。
ワイヤレスでも使えるが、ゲームによっては PC に接
続して使う場合もあるという。今後もこうしたデバ
イスが続々登場しそうだ。
　岸田氏は「コンシューマー向けかビジネス向けか

は分からないが、個人的に次のデバイスの中の 1 つ
として期待しているのがグラス（眼鏡）。ポストスマ
ホになるのか、スマホにプラスアルファするかは分
からないが、二次元、画像、ディスプレイという要
素にニーズは間違いなくある。ディスプレイとして
の眼鏡は当然考えられるだろう」と語る。

■コロナと５Ｇ
　新型コロナウイルス感染症の影響で多くの 5G 関連
のキャンペーンが延期になってしまったが、一方で
5G にとってはプラスの影響もあったという。リモー
ト化の流れが加速し「5G 普及の土壌ができつつある」
と中村氏は指摘する。
　「大容量で通信してリモートで何かをするというこ
とに市場が慣れてきた｡ 最近はそうした流れを感じ
られる話も出ていて、例えば PlayStation 5 は、ソフ
トがダウンロード版のみとなるデジタル･エディショ
ンの人気の方が高い。これからの子どもたちが使う
ハードウェアでは、コンテンツもリッチになるしファ
イルのダウンロードやリアルタイム性が一般的にな
ると考えると 5G は必要不可欠｡  Web 会議や AR の
ような、何になるかは分からないがネクストスマホ
のような技術は今後も粛々と生まれていくのではな
いか」（中村氏）
　ニューノーマルの世界は 5G とともに形成されてい
きそうだ。

（出典：テレコミュニケーション November 2020）

図表2　クラウドゲームでの５Ｇ利用の拡大

図表３　クラウドゲーミングサービス、マルチアングル映像配信
　　　　プラットフォーム市場予測（単位：億円）
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新製品・新サービス

日立情報通信エンジニアリングが「クラウドコミュニケーション」の基盤となる
「クラウド型ＰＢＸ」と「クラウド型音声活用」サービスを提供開始

株式会社日立情報通信エンジニアリングは、新常態（ニューノーマル）時代において場所を選ばない柔軟な働き方
改革を支援する「クラウドコミュニケーション」の提供を強化し、この度、「クラウド型 PBX」と「クラウド型音
声活用」のサービスを11月24日より提供開始しました。既存の「クラウド型コンタクトセンターソリューショ
ン」やテレワーク関連サービスに加えて、従来、オンプレミス型で提供してきた音声通話のシステム基盤や音声
活用機能をクラウドサービス化し、お客さまが導入しやすい、より柔軟な新しいコミュニケーションの実現をサ
ポートします。

■「クラウド型 PBX」の特長
本サービスは環境や事業規模、業務に合わせた最

適なコミュニケーションを提供します。
１．容易な導入性と段階的マイグレーション

クラウドサービスにより、オンプレミス型の PBX
システムに比べて導入が容易で費用も低減できます

（例：50 内線 ID の場合、初期導入費用を約 70% 低減 
※当社試算）。また小規模から導入し、お客さまの事
業拡大や拠点統合にあわせて段階的に最大 32,000 内
線 ID まで拡張できます。さらに従来のオンプレミス
型の PBX システムにおける機能をサポートし、IP 多
機能電話機や、スマートフォンなどとの通話機能を

「クラウドコミュニケーション」のイメージ
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提供し、業務に合わせた音声端末を選択、利用する
ことができます。

２．オフィスへの電話をリモートで着信できるスマー
トフォン内線化機能
PBX の内線網を利用しオフィスにかかってきた電

話を直接スマートフォンに転送させることができる
ため、場所を選ばずオフィスの電話に対応すること
が可能です。リモート環境でも貴重なビジネス機会
を逃さないよう支援します。

■「クラウド型音声活用」の特長
クラウド上において通話録音の記録が保管され、

いつでもどこでも確認することができます。
１．ビジネス機会を逃さない通話録音

通話内容の聞き間違い、重要な通話内容を残した
いという従来からある課題に対して、「クラウド型
PBX」と「クラウド型音声活用」を連動させて、お

客さまとの音声通話を録音することが可能です。音
声端末やリモートにある PC から何度でも聞き直すこ
とができるため聞き漏れの確認、関連部署へ通話内
容を共有することでビジネス機会を逃しません。さ
らにスマートフォンでの通話も録音できるためテレ
ワーク環境で活用できます。

２．顧客満足度とコンプライアンスの向上に役立つ
音声テキスト化機能
お客さまの電話応対業務の品質改善に必要な情報

を摘出するために、これまでは何度も録音データを
聞き直したり、問い合わせ対応内容を書き起こした
りする時間が必要でした。音声テキスト化のサービ
スを使えば、予め登録した NG ワード、重要なワー
ドを瞬時にサーチすることができ一目で改善が必要
な箇所が分かります。これにより、顧客満足度の向
上ならびにコンプライアンスの向上に寄与します。

メニュー内容 員数 単価（税別） 金額（税別）

クラウド接続基本ライセンス 1 ￥5,000 ￥5,000

内線ライセンス 50 ￥500 ￥25,000

外線ライセンス 2 ￥500 ￥1,000

スマートフォン内線アダプタ利用サービス 1 ￥11,500 ￥11,500

外線用アダプタ利用サービス 1 ￥2,450 ￥2,450

合計 ￥44,950

■お問い合わせ先
株式会社 日立情報通信エンジニアリング 
営業統括本部　営業戦略本部　DX ビジネス推進センタ
〒 220-6125 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2 丁目 3 番 3 号 クイーンズタワー B 25 階
お問い合わせフォーム：https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/

＊ 1　参考価格の構成はスマートフォンが 40ID、固定 SIP 電話機が 10ID、外線ライセンスが 2 チャネルとなります。
なお、スマートフォン、固定 SIP 電話機、工事費等の費用は含まれておりません。

■「クラウド型 PBX」のサービスメニューとご参考価格（50 内線 ID の場合） *1
（1）初期導入費

（2）月額費

メニュー内容 員数 単価（税別） 金額（税別）

初期導入費 1 ￥48,000 ￥48,000

合計 ￥48,000

この製品のＵＲＬ
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REPORT

競技職種は、全部で 42 職種あり、情報ネットワー
ク施工（Information Network Cabling）が対
象となる種目です。企業や家庭で利用するインター
ネット、電話、ブロードバンド設備など、光ファイバー
や Wi-Fi などによる情報通信ネットワークの構築や
保守の技術力を競い合う内容です。

求められる技術は、作業編成と管理、情報伝達お
よび対人コミュニケーション力、計画・設計、光ケー
ブル、メタルケーブル及び無線を用いた情報配線シ
ステム構築に関する技術と多種多様に渡っています。
目的に適したケーブルを選び、正しい施工方法でい
かに早く、綺麗に、かつ高品質で施工するかなど幅
広く高度な技術が求められています。

■競技内容について

競技は、光ファイバーケーブルとメタルケーブル
の施工において、3 種類の課題が提示されます。

1 つ目は「トラブル・シューティング競技」です。
情報ネットワークの故障を発見し、原因を見極める
競技です。質疑応答は英語で行われます。

2 つ目は「接続スピードチャレンジ競技」です。
光ファイバーケーブルの融着接続、メタルケーブル
の両端へのコネクタ作成及び接続を、それぞれ時間
内における正確な接続数を競います。

3 つ目は「ケーブル配線施工競技」です。会場内
に仮設したスマートハウスとオフィスに、当日初め
て公開された施工図面を基に配線や測定試験を行い、
正確性、迅速性、美しさを競います。

近年は映像配信の増加により、大容量かつ高速化
が要求されています。また、Wi-Fiなど無線ネットワー
クの爆発的な普及で、情報ネットワーク施工技術者
の技術の幅もますます大きくなっています。技能五
輪全国大会では、日々技を磨き、勝ち上がってきた
技術者の巧みな技を見ることができます。

■競技職種と生活との関わり

インターネットが一般に普及し、多くの家庭や
会社でネットワークが構築されています。さらに光
ファイバー通信など情報ネットワークの高速化によ
り、携帯電話やスマートフォン、光テレビ、ネットゲー
ムなど、様々なサービスが提供され、今や私たちの

第58回技能五輪全国大会が、11月13日～16日まで昨年に引き続き、愛知県名古屋市で開催されました。今回は
コロナの感染拡大防止のために、無観客での開催となりました。技能五輪全国大会は、原則満23歳以下の若年技能
者による全国大会で、今年の愛知大会で第58回を迎えました。
技能五輪全国大会は、２年おきに開催される技能五輪世界大会の予選も兼ねており、その年の大会で金メダル（優
勝）を獲得した人が、技能五輪国際大会に出場するルールとなっており、今回の大会は国際大会の予選会も兼ねてい
ました。

第５８回技能五輪全国大会を終えて
一般社団法人情報通信設備協会

花園　和幸

「情報ネットワーク施工」会場入口
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生活になくてはならないものとなっています。イン
ターネットが広く普及し、発展を遂げていくこれか
らの時代背景を鑑みても、事務所や自宅、戸建て及
びマンションへの配線施工の仕事は、これからます
ますニーズが高まるでしょう。

■２０２０年大会の成績（出場者　２４名）

今年度の成績は下記のとおりです。　受賞された
選手の皆さんおめでとうございました。

　金賞　㈱協和エクシオ　海老原　徹さん（埼玉県）
　銀賞　㈱きんでん　　　常松　優斗さん（大阪府）
　銅賞　㈱協和エクシオ　鳥羽　有珠さん（埼玉県）
　　　　㈱関電工　　　　櫻庭　万葉さん（東京都）
　　　　㈱きんでん　　　髙根　健太さん（京都府）

 

■競技員のプレシャー

大会は、個人の競技種目でもありますが、会社対
会社との競争でもあり、競技外においても熾烈な戦
いが垣間見られました。例えば、指導員が相手の優
勝しそうな選手の技術的な部分を撮影し、施工方法・
内容の精査を行ったり、事前情報を盗み聞きするよ
うな状況もありました。また競技員に対しても、鋭
い質問が各会社の指導員からあり、一人の競技員で
は回答することができないため、数人の競技員と相
談して質問内容に回答するシーンもありました。よっ
て競技中は、なんとも言えないプレッシャーを感じ
ながら臨んでいました。

一日目の競技が終了すると、選手と指導員等は会
場を退室してもらい、それから一日目の審査が開始
となります。夜の 10 時頃まで評価項目に沿って競技
員の目線合わせ等審査を行いました。二日目は、9

時から 13 時で次の課題を行い、その後 18 時頃まで
審査し、前日の競技結果と併せ選手の順位を決定す
ると、やっと今年も終わったなぁと、ほっとした瞬
間を感じました。大会は 2 日間ですが、施工部材の
準備と事前準備作業が多岐に渡ることから 1 週間は
ホテルと会場の往復で、ほぼ缶詰状態でした。
 

■おわりに

　第 49 回の静岡大会から第 58 回名古屋大会まで 10
年間競技員を務めて来た功績に対して、NPO 高度
情報通信推進協議会の理事長より、特別功労賞を頂
きました。また、これまでの大会を通して、競技員
の職業能力開発総合大学校の先生をはじめ、各団体、
線材メーカー、部材メーカー等の方々との交流を図
かることができ、人脈も広げられたことは貴重な経
験であり、併せて本当に感謝したいと思います。有
難うございました。

金賞の海老原選手

競技委員メンバー

特別功労賞の記念メダルと共に
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令和３年度 第１回工事担任者試験のご案内

1．試験実施日
令和３年５月２３日（日曜日）

2．試験実施地及び試験会場
（1）試験実施地（近郊都市も含む）

（2）試験会場
　受験票により通知します。

3．試験申請の受付期間及び受付時間

＊申請書による窓口での申請受付時間は、下記 12 の各事務所の窓口にて、受付期間中の平日の午前 9 時から午後 5 時までです。
＊インターネットによる申請受付時間は、受付期間中の終日です。

4．試験種別
（1）第一級アナログ通信　（2）第二級アナログ通信　（3）第一級デジタル通信　（4）第二級デジタル通信　
（5）総合通信　（6）ＡＩ第二種※　（7）ＤＤ第二種※

※電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令（令和 2 年 9 月 7 日：総務省令第 85 号）附則　第 3 条 2 項に基づき実施

5．試験時間

6．試験申請の手続き及び試験手数料の払込方法
（1）申請書による申請の場合

　工事担任者試験申請書兼試験手数料払込取扱票用紙に必要事項を記入して、郵便局の窓口で試験手数料を払い込
んだ後、下記 6（3）の（一財）日本データ通信協会電気通信国家試験センターヘ申請書を郵送してください。なお、
全ての試験科目についての試験免除の申請（以下 ｢全科目免除｣ という｡）及び実務経歴による試験科目の免除を伴
う試験申請は、申請書による申請に限ります。

令和３年度 第１回工事担任者試験が一般財団法人日本データ通信協会より公示されましたので、ご案内いたします。

第 1 回

旭川 札幌 青森 盛岡 仙台 秋田 郡山 水戸 小山 さいたま 千葉 東京 横浜

新潟 金沢 甲府 長野 静岡 名古屋 津 京都 大阪 神戸 和歌山 米子 岡山

広島 周南 徳島 高松 松山 福岡 大村 熊本 宮崎 鹿児島 那覇

申請内容 申請受付期間および試験手数料払込期限
申請書による申請 令和 3 年 2 月 1 日（月）から 3 月 4 日（木）
実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請 令和 3 年 2 月 1 日（月）から 2 月 19 日（金）
インターネットによる申請 令和 3 年 2 月 1 日（月）から 3 月 4 日（木）
インターネット申請の試験手数料払込期限 令和 3 年 3 月 5 日（金）

試験種別 試験種別
の記号 集合時間 開始時間 終了時間

総合通信 Ｅ 9:45 10:00

1 科目受験者
（技術以外）

2 科目受験者
（技術は含まず）

2 科目受験者
（技術を含む） 3 科目受験者

10:40 11:20

12:00 12:401 科目受験者
　（技術のみ）

11:20
第一級アナログ通信 Ａ

9:45 10:00
1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者

第二級アナログ通信 Ｂ 10:40 11:20 12:00ＤＤ第二種 Ｌ
第一級デジタル通信 Ｃ

13:45 14:00
1 科目受験者 2 科目受験者 3 科目受験者

第二級デジタル通信 Ｄ 14:40 15:20 16:00ＡＩ第二種 Ｈ
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（2）インターネットによる申請の場合
　　　インターネットによる申請方法は（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（https://

www.shiken.dekyo.or.jp/）を参照の上、手続きを行ってください。試験手数料の払込方法につきましては以下①～④
にてお取り扱いします。

　　①　銀行を選択した場合は、指定された（一財）日本データ通信協会の銀行口座に全国銀行協会加盟の銀行の窓口
又は ATM で払込みをお願いします。なお、一括申請の場合も利用できます。

　　②　コンビニエンスストアを選択した場合は、予めスマートピットホームページからスマートピット番号を取得後、
その番号を入力し、ローソン、ファミリーマート、ミニストップの各コンビニエンスストアで払込みをお願いし
ます。ただし、一括申請の場合は利用できません。

　　③　郵便局を選択した場合は､ 郵便局備え置きの一般用の払込取扱票用紙に必要事項を記入し､（一財）日本データ
通信協会の振替口座に郵便局の窓口で払込みをお願いします。

　　　　なお、一括申請の場合も利用できます。
　　④　全科目免除及び実務経歴による試験科目の免除申請を伴う試験申請をする場合は、インターネットによる申請

の受付は行いません。ただし、平成 17 年 8 月以降に実務経歴証明書を提出し、科目免除を認められた場合で同一
種別の試験を申請するときは、インターネットによる申請の受付を行います。

（3）証明書類の提出 
　　　科目免除申請をする場合に必要な証明書類等は、次の事務所に提出（郵送可）してください。
　　　提出期限は、受付締切日までです。
  　　   （一財）日本データ通信協会　電気通信国家試験センター
　　　〒 170-8585　東京都豊島区巣鴨 2-11-1　巣鴨室町ビル 6 階　　TEL:03-5907-6556

7．申請書類の頒布
試験申請書その他必要書類は、下記 12 の（一財）日本データ通信協会各事務所の窓口又は郵送等

（送料申請者負担）により無料頒布します。

8．試験科目及び出題方式
（1）試験科目

ア　電気通信技術の基礎　  
イ　端末設備の接続のための技術及び理論
ウ　端末設備の接続に関する法規

（2）出題方式　　択一方式（マークシーﾄ方式）

9．試験手数料（非課税）
8,700 円（1 試験種別当たり）試験申請受付後は、お返し致しません。
　注：全科目（基礎、法規、技術）の免除申請料は 5,600 円

10．科目免除
　科目合格者、一定の資格又は実務経歴等を有する者及び認定学校等の単位修得者は、申請により試験が免除される
科目があります。
　全科目免除申請については、上記 6、7、8 及び 9 によるほか、（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（https://www.shiken.dekyo.or.jp/）でご確認ください。

11．試験結果の通知
（1）試験結果は、（一財）日本データ通信協会が試験結果通知書により受験した方全員に通知します。
　　 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（https://www.shiken.dekyo.or.jp/）

でも合否の確認ができます。

12．問い合わせ先
申請の手続き及び受験に関する問い合せは、試験実施地（受験希望地）を受け持つ下記の各事務所で受付を行います。

試験実施予定地 事務所 所在地・電話番号

旭川、札幌、青森、盛岡、仙台、秋田、
郡山、水戸、小山、さいたま、千葉、東京、
横浜、新潟、金沢、甲府、長野、静岡、
名古屋、津

（一財）日本データ通信協会
電気通信国家試験センター

〒 170-8585
東京都豊島区巣鴨 2 丁目 11 番 1 号
巣鴨室町ビル 6 階
TEL：03-5907-6556

京都、大阪、神戸、和歌山、米子、岡山、
広島、周南、徳島、高松、松山、福岡、
大村、熊本、宮崎、鹿児島、那覇

（一財）日本データ通信協会
西日本支部

〒 540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋 7 番 3 号
郵政福祉内本町ビル 2 階
TEL：06-6946-1046

ITCAvol61本文.indd   21 2020/12/24   16:39



22

INFORMATION

令和２年秋の叙勲「旭日双光章」を栩谷晴雄氏が受章
令和 2 年 11 月 3 日付けをもっ

て、秋の叙勲が発令されました。
総務省の関係分野につきまして
は、功績の内容に着目し、顕著
な功績を挙げた方に授与される
栄えある叙勲勲章「旭日双光章」
を（一社）情報通信設備協会 関

西地方本部 本部長の栩谷晴雄氏（大和電設工業株式
会社　取締役会長）が受章されました。
　栩谷氏は、昭和 48 年 4 月に通信業界に入社以来、
40 有余年の永きにわたり情報通信業に従事し、社会、
顧客、業界、自社の発展に貢献しています。

ここに栩谷氏の長年の功績を紹介し、栄誉を称え
たいと思います。

昭和 48 年 3 月卒業後、昭和 48 年 4 月 1 日に日
本電気工事㈱（現 NEC ネッツエスアイ㈱）に入社。
日本電気工事㈱は日本電気より分離独立した会社で、
国内外に NEC 機器の販売、工事、保守を行ってい
ました。

日本電気工事㈱では海外工事課に配属され、日本
電気相模原工場で C400、C23 系の海外バンタイプ局
設自動電話交換機の工事設計、工事、総合試験を行
いました。入社 1 年後の昭和 49 年 4 月に NC10 の
1 号機納入の為、NEC アメリカ（NECAM）出張を
命ぜられ、アラスカ州デッドホース電話局設置の改
造、工事試験を行いました。その後、NC23 をカリ
フォルニア州で 2 局、NC23 コネクトをネバダ州ラ
スベガスでスーパーバイザーエンジニアとして工事
設計、工事、総合試験、現地教育を行い開局させま
した。その他カリフォルニア州、ウィスコンシン州、
フロリダ州等で増改設工事を行いました。昭和 51
年 9 月に日本電気工事㈱を退社するまで、米国と日
本とを行き来し、帰国中は日本電気相模原工場で勤
務し、工事設計、工事、総合試験、後輩技術指導を
行い、ニュージーランドの NC230 操作マニュアル
も作成しました。

昭和 51 年 10 月に父が社長の大和電設工業㈱に入
社し、PBX の工事部に配属され設備工事を行いま
した。昭和 52 年 6 月に日本電気工事㈱に依頼され
米国に再出張し、昭和 52 年 10 月までフロリダ州で
NC23 の AIS 機能追加設備工事、調整を行いました。
帰国後は地元企業、自治体、学校、病院などに多く
の通信機器納入実績を持ち、業績実績を挙げ、工事

部員、保守部員の技術増強を図り、昭和 55 年 5 月
に技術担当取締役となりました。

同時に、これからの時代を見据え NEC マイコン
ショップを提案し、昭和 56 年 1 月にシステムイン
京都を開設しました。パソコンへの対応は企業に対
する貢献はもとより、その後の情報通信発展への業
界貢献は多大でありました。 

昭和 58 年 6 月より営業担当常務取締役、昭和 60
年 5 月に専務取締役、平成 5 年 6 月に代表取締役社
長に就任しました。
　社内の ISO 活動に熱心で、品質、環境、情報セキュ
リティの 3 マネジメントシステムを取得し、社員の
レベル向上に努め、不適合事項の再発防止・低減に
努め、社会、顧客の信頼の確立・維持に貢献しました。

社員教育にも力を注ぎ、管理者として部下の指導・
育成教育や、厚生労働大臣認定「実践型人材養成シ
ステム実施計画認定」を受け、一般社員教育には業
務知識や社会人力、人間力 UP に取り組む等、社員
資質向上に努めています。

技術面では社員に多種の資格取得を支援する制度
を作り、特に、「情報通信エンジニア」資格者は全
国的にも多数で、（一財）日本データ通信協会から
優良団体表彰を受賞しています。

自らも「監理技術者（電気通信）（電気）」｢情報
通信エンジニア（AI･DD 総合種）｣「1 級電気工事施
工管理技士」｢1 種電気工事士｣ ｢建設現場安全パト
ロール員｣ ｢普通救命講習修了｣ ｢京都再エネコンシェ
ルジュ｣ 等の資格を取得しています。

関係団体にあっては平成 5 年から平成 12 年まで
関西地方本部理事、常任理事を歴任、平成 12 年よ
り平成 28 年まで、関西地方本部副本部長を務めて
おり、主に総務財務の検討、事業運営提案を行い、
且つ、各委員会にも積極的に協力を行い、人材の育
成指導にも務め、本部長を補佐し、協会の円滑な運
営に力をつくしました。

平成 28 年より関西地方本部本部長として、地方
本部の活性化に成果を出し、平成 31 年春に 65 周年
式典、機材展を開催し、最新の技術の取得と、業界
の結束を強めました。又、本部副理事長兼広報委員
長として、業界の技術動向や各種資格の推進、啓蒙
を行い、業界の今後の方針策定、発展の為、本部ワー
キンググループ委員としても尽力しています。
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一般社団法人電気通信協会では、昭和 35 年電信
事業創始 90 周年及び電信電話事業創始 70 周年を記
念して電気通信協会賞を設定し、電気通信事業及び
これに関連する事業の振興に寄与し、その功績が顕
著なる方々に「電気通信協会賞」を授与しています。
第 61 回電気通信協会賞は 22 名が選出され、九州地
方本部会員 エフビットコミュニケーションズ株式会
社 顧問 阿部准定氏 ( 九州地方本部 本部長 ) が受賞
されました。

それから、電気通信関係業務に永年従事し、優
秀な技能と善良で勤勉な人格をもって事業の発展に
寄与した方、あるいは創意工夫、機器の改良開発に
より斯業の発展に貢献された方を対象として、昭和
43 年から「電気通信産業功労賞」を授与しています。
第 53 回受賞者は 29 名が選出され、情報通信設備協
会からは関東地方本部会員 株式会社レイコム 代表
取締役 塚本 豊 氏（関東地方本部 幹事）と関西地方
本部会員 タカギエレクトロニクス株式会社 代表取
締役社長 髙木 健 氏（関西地方本部 幹事）が受賞さ
れました。なお、贈賞式は、12 月 14 日（月）に開
催予定でしたが、コロナウイルスの感染拡大が依然
として続いていることから、中止になりました。

受賞者紹介
電気通信協会賞
◎阿部　准定　氏（エフビットコミュニケーション

ズ株式会社 顧問 九州地方本部 本部長）　
会 員 名： エフビットコミュニケーションズ株式

会社
所 在 地：福岡県福岡市
受賞理由： 昭和 44 年に沖電気工業㈱に入社し、ク

ロスバ交換機の製造に従事し、その後通
信機器の営業部門として特約店の営業支
援・技術支援に貢献し、受注拡大に尽力
しました。
平成 18 年から九州沖電気㈱（現　㈱
キューオキ）に転籍し、顧客志向も提案
営業を行い、顧客の業務効率向上、経費
節減に貢献し、官公庁・大企業等のネッ
トワーク構築等社会の通信業界の発展
に努めました。
平成 24 年 6 月からは（一社）情報通信
設備協会において九州地方本部長を歴
任し、財政基盤の構築・会員増強の確保
に自らが積極的に活動し、円滑な運営に
尽力しています。
本部の理事として平成 27 年 7 月から総
務財務委員・業務委員を務め、現場での
工事担任者資格の必要性を総務省から

国土交通省へ働きかけるような地位向
上を図るための活動を、協会内での推奨
に貢献しています。また、今後の協会の
在り方についてのワーキンググループ
委員としても尽力しています。

電気通信産業功労賞
◎塚本 豊　氏（株式会社レイコム 代表取締役 関東

地方本部 幹事）
　会 員 名：株式会社レイコム
　所 在 地：東京都千代田区
　受賞理由： 昭和 51 年 4 月、富士通興業㈱に入社

し、情報通信機器、OA 機器の保守業
務に従事されました。特に、㈱大塚商
会、㈱ゼネラルリサーチでは保守部門
設立の黎明期において、工事担任者や
各種ベンダー資格などの取得を推進し、
新人教育を含めた人材育成も担当され
ました。平成7年7月に㈱大塚シスネッ
トに入社し、ネットワークエンジニア
として国内初となる CAT-5 の構築お
よび導入初期の無線 LAN 構築に携わ
りました。

（一社）情報通信設備協会では、本部教
育委員、関東地方本部教育委員長を務
め、ネットワークエンジニアの育成に貢
献し、情報通信エンジニアのスキルアッ
プ・ワーキング・グループに参画されま
した。

◎髙木 健　氏（タカギエレクトロニクス株式会社 代
表取締役 関西地方本部 幹事）

　会 員 名：タカギエレクトロニクス株式会社
　所 在 地：大阪府大阪市
　受賞理由： 昭和 58 年４月、NEC ロボットエンジ

ニアリング㈱に入社し、FA 機器およ
びロボットのメンテナンス業務に従事
されました。同社退社後、昭和 61 年 4
月にタカギエレクトロニクス㈱に入社。
平成 10 年 12 月に祖業を受け継ぎ代表
取締役社長に就任されました。その間、
ビルオートメーションの販売に尽力し、
受注拡大に大きく貢献されました。更
に社内人事評価制度の全般的な見直し
に着手し業績向上と社内の制度改善に
寄与されました。また情報通信設備協
会関西地方本部の幹事として、研修事
業の企画・実行および会員拡大に向け
た取組み等に尽力され、現在も現職と
して貢献されております。

第61回電気通信協会賞を阿部氏、
第53回電気通信産業功労賞を塚本氏と髙木氏が受賞
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委員会・理事会等模様

2020 年度　第 1 回業務委員会模様
１．日　時　　2020 年 10 月 22 日（木）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場　所　　本部会議室（本部＋ 6 対地接続）
３．出席者　　長谷川浩正業務委員長、
　　　　　　　髙瀬幸雄副委員長、
　　　　　　　櫛谷努委員、田中優治委員、
　　　　　　　吉本幸男委員、竹中光委員、
　　　　　　　麓譲委員、阿部准定委員、
　　　　　　　東條英紀委員
４．議　題

（1）LAN 認定状況及び今後の取組み
（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
（5）関東の取組み状況
（6）2020 年度 ITCA セミナーについて
（7）ITCA 事業運営検討 WGについて
（8）その他

2020 年度　第 1 回教育委員会模様
１．日　時　　2020 年 10 月 26 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 17 時 00 分
２．場　所　　本部会議室（本部＋ 2 対地接続）
３．出席者　　藤田義明教育委員長、
　　　　　　　塚本豊副委員長、
　　　　　　　河内康志委員、西部伸治委員、
　　　　　　　髙木健委員、田坂剛樹委員
４．議　題

（1）2020 年度研修実施状況及び検討事項
（2）2020 年度 ITCA セミナーについて
（3）その他

2020 年度　第 2 回広報委員会
及び編集会議・事務局長会議模様

１．日　時　　2020 年 11 月 9 日（月）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分
２．場　所　　本部会議室（本部＋ 13 対地接続）
３．出席者　　栩谷広報委員長、
　　　　　　　松山副委員長、
　　　　　　　山田委員、渡邊委員、
　　　　　　　河内信越事務局長、濱田東海事務局長、
　　　　　　　指江北陸事務局長、江見関西事務局長、
　　　　　　　渡辺中国事務局長、上原四国事務局長、
　　　　　　　阿部九州事務局長、佐々木東北事務局長、

　　　　　　　矢島北海道事務局長、松島事務局長
４．議　題

（1）「ITCA」21 年 1 月 発行について
①（Vol.61）発行スケジュール 
②（Vol.61）原稿一覧（案）
③ FRONT VOICE　執筆者一覧
④地方本部だより執筆一覧
⑤特集一覧
⑥地方本部掲載記事調査票
⑦地方本部研修・セミナー・イベント報告
⑧機関誌チラシ・カタログ封入一覧
⑨その他

（2）ホームページ更新状況及び機関誌アンケート結果について
① HP 更新状況について
②機関誌アンケート集計結果について
③その他

（3）2020 年度 ITCA セミナーについて
（4）HP「会員の広場」の意見・要望について
（5）その他

2020 年度　第 3 回総務財務委員会模様
１．日　時　　2020 年 11 月 11 日（水）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場　所　　本部会議室（本部＋ 7 対地接続）
３．出席者　　井上新一総務財務委員長、
　　　　　　　阿部准定副委員長、
　　　　　　　長谷川浩正委員、木村清高委員、
　　　　　　　岸村智志委員、関東範一委員
４．議　題

（1）会員の入会について
（2）2020 年度中間決算状況について

・貸借対照表
・貸借対照表（組織別）
・正味財産増減計算書（中間・年度見込）
・正味財産増減計算書（組織別）
・正味財産増減計算書（事業別）

（3）2020 年度 ITCA セミナーについて
（4）職務執行状況報告について
（5）2020 年度委員会名簿
（6）その他

2020 年度　第 5 回委員長会議模様
１．日　時　　2020 年 11 月 13 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 16 時 00 分
２．場　所　　本部会議室（本部＋ 3 対地接続）
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３．出席者　　小椋敏勝会長、今井秀昭理事長、
　　　　　　　井上新一副理事長・総務財務委員長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長・広報委員長、
　　　　　　　長谷川浩正業務委員長、
　　　　　　　藤田義明教育委員長
４．議　題

（1）2020 年度第 5 回理事会議題審議（上記決算状況等）
（2）その他

2020 年度　第 5 回理事会模様
１．日　時　　2020 年 11 月 20 日（金）
　　　　　　　13 時 30 分～ 14 時 50 分
２．場　所　　本部会議室（本部＋ 13 対地接続）
３．出席者　　小椋敏勝会長、今井秀昭理事長、
　　　　　　　栩谷晴雄副理事長、井上新一副理事長、
　　　　　　　長谷川浩正、松山　仁、品田道雄、
　　　　　　　藤田義明、早川信之、吉本幸男、
　　　　　　　江角　優、阿部准定、竹内　聰、
　　　　　　　渡辺敏郎　の各理事
　　　　　　　平野　毅、石田延章　の各監事
4．小椋会長挨拶要旨

専務理事不在ということで色々なところで影響がでて
いるが、松島事務局長は着任早々分からないところから
やらなければならない中で頑張ってくれている。そのサ
ポートとして花園前事務局長、飯塚課長には縁の下で支
えてもらっていて、何とか本部事務局を回している状況
となっている。皆さんには色々とご迷惑をお掛けしてお
りますが、如何せん当面の間はこの体制で行っていくし
かないという状況ですのでよろしくお願いしたい。コロ
ナの影響は当会の活動として今年度の事業計画にも抜本
的な影響を及ぼしていて、来年度の事業計画についても
急にコロナは無くならない中で、それをベースとした事
業計画を立てなければならない。今までやったことのな
いことをやらないといけないので、皆さんに相談をして
この未曽有の状況を乗り切って行きたいのでよろしくお
願いしたい。
5．今井理事長挨拶要旨

お忙しいところご参加頂きまして有難うございます。
東京では 500 人を超えるという状況で、どなたかが神の
みぞ知ると言っていたが、何か起こるか分からないと感
じている。6 月の定時総会後、理事会、委員長会議を開
催しているが、地方本部での活動にご苦労されていると
思う。今回の理事会は今年最後となるが、皆さんで知恵
を絞って会員のために次に繋がるような活動をしていき
たいと思っている。
6．議事内容

（審議事項）
　2020 年度第 3 回理事会議題について次のとおり審議し
た。

（1）会員入会について
　井上総務財務委員長は、資料－ 1「会員入会について」
の概要を説明し、松島事務局長より内容について具体
的な説明を行い、議長が議場に諮ったところ全員異議
なく承認議決した。入会は通常会員 1 社で下記のとお
りとなっている。
通常会員　仙台明邦産業株式会社

（2）2020 年度 ITCA セミナーについて
　長谷川業務委員長は、資料－ 2「2020 年度 ITCA セ
ミナーについて」の内容について具体的な説明を行い、
議長が議場に諮ったところ全員異議なく承認議決した。
　日時：2020 年 12 月 10 日（木）13 時 30 分～ 17 時
　場所：東京会場 メルパルク㈱東京　4 階　孔雀の間
　　　　配信方法 協会ホームページよりライブ配信
　演題：第 1 部「ICT 技術の進歩と通信業界の将来」　
　　　　　　情報通信総合研究所　岸田重行 氏
　　　　第 2 部「 NTT 東日本のローカル 5G への取り

組み」
　　　　　　東日本電信電話㈱　　渡辺憲一 氏

（3）ITCA 事業運営検討 WG メンバーの変更について
　松島事務局長は、資料－ 3「ITCA 事業運営検討 WG
メンバーの変更について」を説明し、議長が議場に諮っ
たところ全員異議なく承認議決した。選任された検討
メンバーは全員就任を承諾し、今井理事長がリーダー
となった。

会　　　長　　　小椋　敏勝
理　事　長　　　今井　秀昭　（リーダー）
総務財務委員長　井上　新一
広報委員長　　　栩谷　晴雄
教育委員長　　　藤田　義明
業務委員長　　　長谷川　浩正
事 務 局 長　　　松島　健一

（報告事項）
（1）2020 年度上期決算状況

　松島事務局長は、資料－ 4「2020 年度上期決算状
況」に基づき、経常収益は 72,502,665 円、経常費用は
62,281,186 円、当期一般正味財産増減額は +9,504,026 円
で正味財産期末残高は 127,154,149 円となる報告がなさ
れた。公益目的支出計画が 2019 年度で実施完了した旨
の確認書が 11 月 16 日付で届いたとの報告がなされた。

（2）職務執行状況報告
　松島事務局長は、資料－ 5「職務執行状況報告」に
基づき概要を説明し、坪内和人前会長、大輪堅一前理
事長、小椋敏勝会長、今井秀昭理事長、山内明専務理
事についての 2020 年 5 月 1 日から 9 月 30 日までの代
表理事、業務執行理事の職務執行状況についての報告
がなされた。

（3）2020 年度上期研修実施状況
　松島事務局長は、資料－ 6「2020 年度上期研修実施
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状況」に基づき 11 月現在までの研修の開催及び受講状
況について、初級ネットワーク技術者研修については
順調に推移しているが、コロナ禍の影響で中級ネット
ワーク技術者研修は 3 会場で受講 6 名、無線 LAN 技
術研修は 1 会場で受講 3 名での開催となる報告がなさ
れた。

（4）LAN 認定状況及び今後の取組み
　松島事務局長は、資料－ 7「LAN 認定状況及び今後
の取組み」に基づき 10 月末の LAN 認定状況は 100 社
であるとの報告がなされた。

（5）オフィスリンク・光コラボ事業・アライドテレシス
協業取組状況
　松島事務局長は、資料－ 8「オフィスリンク・光コ
ラボ事業・アライドテレシス協業取組状況」に基づき
9 月末の状況として、オフィスリンク販売パートナー
契約企業は 75 社、2914 回線、光コラボ事業参入決定
企業は 20 社、73 回線、アライドテレシスパートナー
認定会員は 17 社であるとの報告がなされた。

（6）関東地方本部取組み状況
　松島事務局長は、資料－ 9「関東地方本部取組み状況」
に基づき 9 月末の状況の報告がなされた。

（7）ITCA 発行状況
　松島事務局長は、資料－ 10「ITCA 発行状況」に基
づき 2020 年度発行状況についての報告がなされた。

（8）本部ホームページ更新状況
　松島事務局長は、資料－ 11「本部ホームページ更新
状況」に基づき 2020 年 5 月 18 日から 11 月 4 日までの
更新内容等の報告がなされた。

（9）機関誌アンケート状況
　松島事務局長は、資料－ 12「機関誌アンケート状況」
に基づき 9 月号までのアンケート応募、粗品進呈状況
の報告がなされた。

（10）2020 年度委員会名簿
　松島事務局長は、資料－ 13「2020 年度委員会名簿」
に基づき報告がなされた。

（11）部外団体加入・役員等就任状況
　松島事務局長は、資料－ 14「部外団体加入・役員等
就任状況」に基づき報告がなされた。

（12）議事録署名ローテーションと総会担務
　松島事務局長は、資料－ 15「議事録署名ローテーショ
ンと総会担務」に基づき報告がなされた。

（13）会議日程
　松島事務局長は、資料－ 16「会議日程」に基づき報
告がなされた。

（14）2021 年度以降の研修体制について
　松島事務局長は、資料－ 17「2021 年度以降の研修体
制について」に基づき内容について具体的な報告がな
された。

ITCAvol61本文.indd   26 2020/12/24   16:39



27

地方本部 　イベント報告

本部
関東

2020 年度 ＩＴＣＡセミナー　（本部・関東地方本部共催）

日程 2020 年 12 月10日（木）
会場

セミナー会場：メルパルク東京（東京都港区芝公園
2-5-20）
Ｌｉｖｅ配信：協会本部ホームページ画面時間 13：30 ～ 16：30

　2020 年度ＩＴＣＡセミナー（本部・関東地方本部共催）を東京都港区のメルパルク東京で開催しました。
　今年度は、コロナ禍を考慮し次年度以降のニューノーマルにおける新たなセミナーを模索しながら、東京会場は集合型で入
場者制限をすることにより、ソーシャルディスタンスを確保しつつ聴講いただきました。会場へ来場出来ない方には、協会ホームペー
ジのＬｉｖｅ配信で誰でもどこからでも見える新たな方式でＩＴＣＡセミナーを聴講いただきました。
　今年度も、東京会場をビデオカメラ２台で撮影して、音響設備をヤマハ㈱様にご協力を頂きました。
　演題（１）は、「ＩＣＴ技術の進歩と通信業界の将来」と題して、近未来を想定した通信とＩＴの更なる融合による通信政策
の変化や通信業界のシステム変化による産業構造の変化を中心にご講演いただきました。
　演題（２）は、「ＮＴＴ東日本のローカル５Ｇへの取り組み」と題して、地方創生に力を入れているＮＴＴ東日本のローカル５Ｇ
をトリガとした、産業の活性化、イノベーションの創出、営業活動を通じた具体的な取組等を中心にご講演いただきました。

■演題
　（1）「ＩＣＴ技術の進歩と通信業界の将来」
　　　講師　岸田　重行　氏
　　　　　　情報通信総合研究所　ＩＣＴリサーチ・コンサルティング部　上席主任研究員

　（2）「ＮＴＴ東日本のローカル５Ｇへの取り組み」
　　　講師　渡辺　憲一　氏
　　　　　　東日本電信電話株式会社　ビジネス開発本部　第三部門　ＩｏＴサービス推進担当　担当部長

■聴講者数
　東京会場：２３名
　Web 聴講：２３７接続

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

東日本電信電話株式会社
ビジネス開発本部　第三部門
IoTサービス推進担当
担当部長
渡辺憲一　氏

東京会場風景 ITCAセミナー案内
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地方本部 　イベント報告

北海道

日程 2020 年 11 月10日（火）～ 12日（木）
時間 9：00 ～ 17：00

会場 札幌市産業振興センター
■北海道地方本部　職長研修の開催
　2020 年度第 1 回安全衛生責任者教育研修を、札幌弱電
設備業協同組合と今年度もタイアップし開催しました。
　11 月に入り札幌では、新型コロナウイルス感染が拡大傾向
にある事から、感染防止策を徹底し開催しました。

　特に以下の 5 点について特段の配慮を行いました。
　・受付時の赤外線測定機による体温チェックの実施。
　　検温エラーの発生した受講生には、体温計による
　　再チェックの実施。
　・消毒液による小まめな手指の除菌を実施
　・研修室内では十分な間隔を開けた着座の実施
　・窓やドアを開け、こまめな換気を実施
　・研修参加者、全員マスク着用の徹底

　研修での講義ではいつもと違った緊張感かありましたが、経
験豊富な講師の実務に基づいた事例などの解説に、受講生も
真剣に取り組んでいました。

◆研修日程
　新　規 : 11 月11（水）～ 12日（木）　受講者　9 名
　再教育 : 11 月10日（火）            　　 受講者　5 名

マスクを着用し研修を受講する模様

佐藤講師の講義模様 飛沫防止策を徹底した机の配置 研修修了証の交付模様

新会員（2020年11月1日～12月31日）

■通常会員

◎　会社名　　�仙台明邦産業株式会社
　　　　　　　（2020年11月20日入会）
　　所在地　　宮城県仙台市　
　　代表者　　相沢　孝　　
　　TEL　　　022-259-7251
　　事業内容　 CATV資材、防災無線機器及び資材、

その他電気通信材料の卸販売
　　URL　　　http://sendaimeihou.jp/

◎　会社名　　株式会社ＥＡＲＴＨ
　　　　　　　（2020年12月14日入会）
　　所在地　　埼玉県川口市
　　代表者　　渡部　和弘　　
　　TEL　　　048-487-9385
　　事業内容　電気通信設備工事請負及び付帯業務
　　URL　　　https://earth-w.co.jp　
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ITCA事業施策状況一覧
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最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  

セキュリティ等
各種セミナーを
無料料開講！
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】
【北北関東営業所】
【札幌営業所】

045-‐‑‒333-‐‑‒7211
048-‐‑‒645-‐‑‒1431
011-‐‑‒611-‐‑‒171103-‐‑‒3271-‐‑‒5151 03-‐‑‒3281-‐‑‒7000

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区京橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  27階	  

取扱製品・ソリューションに関する最新情報は…	  http://www.idknet.co.jp

映像・⾳音声コミュニケーション機器、ネットワーク機器・
ネットワーク部材、セキュリティに関するご相談はぜひ⽯石渡電気へ！	  

新広告データ

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！
（http://www.idknet.co.jp）	  

最新機器を直接体験できる
本社ショールーム	  
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〒104-0042　東京都中央区入船2-9-5　HKビル5階
電話：03-5543-2250 ＦＡＸ：03-5244-9711
E-mail：info@itca.or.jp ＵＲＬ：http://www.itca.or.jp

■FRONT VOICE
　新年を迎えて
一般社団法人情報通信設備協会　会長 小椋 敏勝

■地方本部だより
　総務省信越総合通信局電気通信事業課との意見交換を通じて
一般社団法人情報通信設備協会　信越地方本部幹事・本部監事 石田 延章

■特集
国の行政に関する苦情、意見・要望は「行政相談」をご利用ください

■業界特集
コンシューマー市場で劇的な展開はあるか

　新技術は “粛々と ”生まれる？
■新製品・新サービス
日立情報通信エンジニアリングが「クラウドコミュニケーション」の基盤となる

　「クラウド型PBX」と「クラウド型音声活用」サービスを提供開始
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0901
 

新潟市中央区弁天3-3-5 新潟マンション210号室 TEL 025-244-2151 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-2-40 東泉ビル2A TEL 052-253-7868 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-8515
 

金沢市問屋町1-65 ㈱ほくつうビル内  TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒550-0002
 

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 
〒812-0011

 
福岡市博多区博多駅前2-17-26 オオエスビル4F  

TEL 092-409-6221 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒985-0823
 

宮城郡七ヶ浜町遠山5-6-15 東日本通信機器㈱内 TEL 022-385-5112 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0805
 

札幌市中央区南5条西22-2-12 北第百通信電気㈱内 TEL 011-530-1800 hokkaido@itca.or.jp

あけましておめでとうございます。
本年もITCAを宜しくお願い申し上げ
ます。
　昨年は、コロナ禍により新しい生活
様式のもと、3密を避けてのマスク生
活・在宅ワーク等、大変な年だったと思
います。その中でも企業は、新しい生
活様式に合わせた新商品・ソリューショ
ンを発売していますので今年も注目し
ていきたいと思います。
　さて、今年は「丑年」ですので、牛に
まつわる四文字熟語を探してみまし
た。「呑牛之気（どんぎゅうのき）」は、
「やる気に満ち溢れていること」で、牛
を丸呑みするほどに大きな心意気という
意味です。新年にピッタリなこの心意気
で、今年も会員の皆様と共に情報通信
業界を盛り上げていきたいと思います。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　松本　正幸
　渡邊　秀治
　松島　健一
　花園　和幸
　飯塚　栄
　坂口　麗子

通信委員
　河内　康志
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　江見　重和
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　矢島　三広
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エフビットコミュニケーションズ㈱　福岡支店内
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