
テーマ『私の趣味』と題して趣味、特技等を題材に身近な話題を募集しています。

申 込 先＊OISA広報委員会事務局　大銀コンピュータサービス㈱田崎貴裕
　　　　　TEL 097－537－4531　FAX 097－534－4545
　　　　　Mail  dcsttasa@oct-net.ne.jp

OISAニュース原稿募集のご案内

OITA
INFORMATION
SERVICE INDUSTRY
ASSOCIATION

大分県情報サービス産業協会

82008.

46
発　行：大分県情報サービス産業協会
　　　　会長　森　秀文
　　　　http://www.oisa.jp
編　集：広報委員会
事務局：大分市城崎町2-6-31
　　　 （大銀コンピュータサービス㈱内）
　　　　TEL（097）537-5918
　　　　FAX（097）534-4545
印　刷：佐伯印刷株式会社

NEWSOITA INFORMATION SERVICE INDUSTRY ASSOCIATION

08 OISA NEWS

フレッシュさん紹介
よろしくお願いいたします。
フレッシュさん紹介
よろしくお願いいたします。
フレッシュさん紹介
よろしくお願いいたします。

㈱アトムス
事務機営業部
菊池　義明
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：乾坤一擲

　今年新入社員として入社して早や半年
が経ちました。入社当初はまったく新し
い業界で、右も左もわからない状態でし
たが、今ではその時よりも少しは成長で
きていると思えるようになりました。し
かしながら、まだまだ先輩や上司の方々
に迷惑をかけることも多く自分自身の意
識の低さも実感しているところです。
　半年経ったことで仕事のやりがいや難
しさなども少しずつわかってきました
が、なにより苦労や努力をした後には、
お客様からの喜びの言葉や達成感などの
最高のご褒美が待っているので、そこに
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と思っています。

ＫＣＳ大分情報専門学校
事務部
繁田　千朋
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：案ずるより
　　　　　　　生むが易し
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を覚えていくことにとてもやりがいを感
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　これから私は仕事の経験と時間を積み
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方が多い私ですが、自分のすることには
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い仕事を頑張っていきたいです。

大交ソリューションズ㈱
代表取締役社長
荒城　英世
事業内容：ソフトウェア開発
　　　　　保守
従業員数：45名
所 在 地：大分市新川西８組の３
TEL：097-532-5949
FAX：097-532-5953

よろしくお願いいたします。

代表者変更のお知らせ 日本アイ・ビー・エム㈱ＧＢ事業部西日本支社　新　 部長　桑野　康司　（旧　 所長　　　池山　　優）
㈱日本システムディベロップメント　　            新　 部長　秋永　明光　（旧　 執行役員　宮田　浩史）
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　大分県情報サービス産業協会平成20年度通常総会が、平成20
年4月23日（水）午後２時よりソフィアプラザビル２Fソフィア
ホールにて開催された。
　森会長が議長となり総会議事が執り行われ、標記第１号議案
から第４号議案まで原案通り承認された。
　理事・監事改選については、津行事務局長が退任し、後任に
株式会社オーイーシーの後藤 宗平氏が就任された。
　引き続いて、大分県商工労働部 工業振興課長の岩本 正士
氏、（財）大分県産業創造機構 専務理事の薬師寺 十郎氏より来
賓のご挨拶をいただきました。その後、大分県商工労働部 部長
の米田 健三氏による「おおいた産業活力想像戦略について」と
題した講演を行っていただき、大分県として今後力を入れてい
く事業について方針説明がありました。
　総会終了後は来賓の方々を交えての懇親会が行われました。

平成２０年度収支予算　収入の部平成２０年度大分情報サービス産業協会役員 平成20年8月現在

Ｈ20年度予算額
30,000

2,750,000
2,000,000
1,000,000
15,000

6,265,205
12,060,205

Ｈ１9年度決算額
30,000

2,550,000
1,625,000
1,027,359
15,054

5,427,845
10,675,258

対前年比
0

200,000
375,000
△ 27,359
△ 54
837,360
1,384,947

科　　目
入　会　金
会 　 費
事 業 収 入
ＪＩＳＡ交付金
事業外収入
前年度繰越金
収 入 合 計

平成20年度収支予算　支出の部
Ｈ20年度予算額

658,000
250,000
5,000,000
50,000

2,500,000
3,602,205
12,060,205

Ｈ１9年度決算額
539,349
187,095
3,683,609

0
0

6,265,205
10,675,258

対前年比
118,651
62,905

1,316,391
50,000

2,500,000
△ 2,663,000
1,384,947

科　　目
管 理 費
総 会 費
事 業 費
予 備 費
特 別 予 算
次期繰越金
当期支出計

総会議事
第１号議案　平成19年度の協会活動報告および委員会事業

報告ならびに平成19年度収支決算承認の件
第２号議案　平成20年度協会活動方針ならびに事業計画決

定の件
第３号議案　協会設立20周年記念事業の件
第４号議案　平成20年度収支予算承認の件

会　　長 森　　秀文 ㈱オーイーシー
  代表取締役社長
副 会 長 阪田　安丸 ㈱富士通大分ソフトウェアラボラトリ
  代表取締役社長
理　　事 新津　申朗 九州東芝エンジニアリング㈱
  取締役社長
理　　事 荒城　英世 大分交通㈱
  取締役部長
理　　事 小野　敬一 ゴードービジネスマシン㈱
  代表取締役
理　　事 得宇　一男 新日鐵ソリューション㈱大分支社
  支社長
理　　事 豊田　博志 大銀コンピュータサービス㈱
  代表取締役社長
理　　事 臼杵　敏雄 システムエイジ㈱
  代表取締役社長
監　　事 三宮　由裕 三井造船システム技研㈱
  所長
事務局長 後藤　宗平 ㈱オーイーシー
  常勤監査役

（単位：円）

（単位：円）
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新津申朗 新理事挨拶 津行孝充 前事務局長挨拶 後藤宗平 新事務局長挨拶

【会社】
　九州東芝エンジニア
リング株式会社

　取締役社長
　　新津　申朗

【略歴】
　1956年　神奈川県生まれ
　1988年　株式会社東芝入社
　2006年　東芝ソリューション株式会

社　九州支社長
　2008年　現職

【ご挨拶】
　　この度、三宅前理事の後任として
理事を拝命いたしました。

　　微力ながら、大分の情報産業発展
に尽くしてまいりたいと思います。　
どうぞよろしくお願いいたします。

　去る４月に開催さ
れました、平成20年
度総会を持ちまして
ＯＩＳＡ事務局長を
後藤宗平さんへ引き
継ぎました。
　２年間という短い期間でしたが、関
係者の皆様のご支援、ご協力により不
十分ながらなんとか無事に役目を果た
す事ができたかと思います。この間、
理事・監事の皆様を始め各委員会の関
係者、会員各位の皆様方、更には県、
市、業界関係者との交流など、かけが
えのない大変貴重な経験となりまし
た。紙面をお借りいたしまして、改め
て御礼を申し上げます。特に印象に残
りますのは、各委員会が推進する事業
に都度参加をさせていただきました
が、それぞれ委員会の皆様のご苦労が
あっての上での事業推進であることを
深く感じながら、その中での会員の皆
様との交流は大変よい思い出となって
おります。
　私自身はこの４月からＯＥＣの総務
部を担当いたしておりますが、その立
場での皆様方との交流の機会もあろう
かと思います。今後ともＯＩＳＡ会員
の皆様とのお付き合いをぜひともお願
いできればと思っております。
　最後になりますが、会員各位のます
ますのご健勝と、今年度実施されます
ＯＩＳＡ20周年事業のご成功をお祈り
して、事務局長交代のご挨拶とさせて
いただきます。

【会社】
　株式会社オーイーシー
　常勤監査役
　　後藤　宗平

【略歴】
　昭和26年生　別府市出身
　昭和56年　株式会社大分電子計算セ
ンター（現 株式会社オーイーシー）
入社

　平成20年６月より現職
　大分市在住

【ご挨拶】
　　本年４月より、津行事務局長の後
任としてＯＩＳＡ事務局を担当さ
せていただいております。３ヶ月
過ぎましたが、慣れない手順に会
員の皆様方には大変ご迷惑をおか
けいたしております。会員代表者
の皆様や、ご担当者の皆様方に
は、メールでの接点が主ではござ
いますが、あらゆる機会でご挨拶
をさせていただきたいと思ってお
ります。協会と会員様の発展のた
めに微力ですが、尽力したいと考
えております。どうぞよろしくお
願いいたします。

(学)電子開発学園　九州KCS大分情報専門学校
校長　　松村　秀明
ＴＥＬ ０９７－５３７－3911　ＦＡＸ ０９７－５３2－7939
大分市東春日町17－19 
（広報委員会）

太平工業㈱　システムソリューション事業部
九州システムセンター
センター長　　酒井　憲一
TEL097－556－8508　　FAX097－552－1045
大分市大字西ノ洲1番地
（企画委員会）

㈱システムトレンド　企画営業部
チーフ　　安本　純一郎
TEL097－549－2999　　FAX097－549－1399
大分市賀来南1－9－8
（研修委員会）

大交ソリューションズ　㈱大分事業部
大分事業部長　　渡辺　五郎
TEL097－532－5949　　FAX097－532－5953
大分市新川西8組の３
（企画委員会）

新　　　任　　　者　　　紹　　　介新　　　任　　　者　　　紹　　　介

懇親会風景

森会長　挨拶
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懇親会風景

森会長　挨拶



平成 2 0 年 度 　 協 会 活 動 方 針
１．関係機関および関連団体との交流と連携を深め、地域の情報化を推進する。
２．委員会活動の充実を図り、高度情報化社会に対応する魅力ある事業を推進する。
３．会員企業の技術力の向上を図るとともに、会員相互の情報交換と啓発活動を推進する。
４． 協会設立２０周年記念事業を推進する。
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１．事業方針
　(1)　協会の事業力強化と活性化を図るための諸施策を推

進する。
　(2)　会員相互の交流と親睦を図るための諸施策を推進す

る。
　(3)　協会設立20周年記念事業に関する企画を推進する。
２．事業計画
　(1)　次の協会定例行事を企画・開催する。
　　・４月通常総会・講演会　
　　・８月ボウリング大会　
　　・11月懇親ゴルフ大会　
　　・１月新年例会
　　　ならびに協会設立20周年に関する行事を企画・推進

する。
　(2)　行政、情報産業団体との交流。
　(3)　会員拡大

１．事業方針
　(1)　委員会活動の充実と強化及び、会員相互の理解と協

力をより一層深める事を目的とした視察・研修事業を
展開する。

２．事業計画
　(1)　20周年記念事業の一環として先進地域ならびに先進

企業への視察研修を実行する。

　　　・６月～10月、（海外、関東圏の視察先検討）
　　　・２月上旬、県内近県対象（日帰り）

１．事業方針
　　委員会活動を通じて当協会の存在を広く世間にアピ一
ルすることを主な方針とする。
　(1)　17年目を迎えるサウンズコンテストの充実を図る。
　(2)　サウンズコンテストの開催にあたり、メセナ活動の
一環としてマスコミやネットメディアなどへ積極的な
働きかけを行う。

　(3)　教育機関関係など他団体へ積極的に働きかける。
　(4)　協会設立20周年事業へ積極的に参加する。
２．事業計画
　　サウンズコンテストの開催
　(1)　従来の「純コンピュータ・ミュージック」を基本
に、新しいコンピュータ・ミュージックのコンテスト
を検討していく。

　(2)　ITを利用して応募・集客に工夫をする。
　(3)　後援各社の報道により応募・集客を図る。
　(4)　大分フットボールクラブとの連携を深め、夢あるイ
ベントとし、地域社会に貢献する。

１．事業方針
　(1)　研修事業方は協会会員企業の要望、必要性を充分に

反映して行う。
　(2)　開かれた協会活動に寄与する委員会活動を推進す
る。

　(3)　他委員会との合議を積極的に進め、行政との連携も
視野に委員会活動の活性化を図る。

２．事業計画
　(1)　事業計画の具体化には会員企業の意見を反映し、ニ
ーズの高い研修内容を企画する。

　(2)　県内企業の技術者向けに、専門技術あるいは先端技
術に関する講座を企画する。

　(3)　行政と充分な協力体制をもとに、地域に開かれた研
修活動を企画する。 

　(4)　その他、会員の要望に応じた事業を企画する。

１．事業方針
　　下記に関する活動を企画・実施し、情報社会への貢献
を目指す。

　(1)　最新技術動向に関する知識の普及
　(2)　I Tに関する技術の向上
２．事業計画
　(1)　技術交流会の開催。
　　業界の最新技術動向について、産学官の先進的な研究
成果やノウハウを持つ講師を招き、技術交流会を開催す
る。

　(2)　技術研究会の開催。
　　会員が抱える共通の技術課題について技術研修会を開
催する。内容は、最新IT技術動向を十分意識し、これ
らの情報技術や開発方法等について研究し、成果発表会
を行う。

１．事業方針
　　協会活動の内外への広報事業を展開し、当協会全体の
活性化を図る。

２．事業計画
　(1)　OISAニュースの発行
　　・20周年記念事業の一環として記念誌を発行する。
　　・年３回発行を原則とする。
　　　（４月、８月、１月）
　　・会員各社の広告料をベースにOISAニュースの安定

的発行を図る。
　　・行政諸機関及び諸学校へのOISAニュース配布拡大
　　・会員企業の紹介
　　・新設コーナーを検討し、より会員に親しまれる紙面

作りを心がける。
　(2)　ホームページの充実
　　・OISAホームページを広報事業のもう一つの柱とし

て位置づけ、広報委員会でメンテナンスを行う。
　　・各委員会開催予定の予告や速報を迅速にホームペー

ジに掲載する。特に今年度は20周年記念に関する情
報発信に力を入れる。

TEL 097 537-3911  FAX 097 532-7939

クリック

経営情報
北海道情報大学 経営情報学

情報ビジネス
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　今日は２月下旬に大分県が作成した『おおいた産業活力

創造戦略2008』についてお話しいたします。

　『おおいた産業活力創造戦略2008』では３つの柱を立て

ています。

　第１の柱は「産業集積の進化と地場企業の挑戦」です。

　大分への進出企業と地場企業とが関係を作っていくこと

によって地場のみなさんが発展していく、ということが私

どものメインテーマです。

　キーワードとしては、次の四つを掲げています。

　　（１）地場企業と進出企業の共生・発展

　　（２）研究開発の推進による産業集積の進化

　　（３）次世代電磁力応用機器開発拠点の構築

　　（４）集積を支える地場企業の体質強化

　（１）については、例えば自動車産業でいいますと、自動

車関連企業会に今地場企業が110社ほど参加されていま

す。参加企業には、アドバイザーを派遣しこういうところ

を改善したら自動車産業に参入できるのではないか？等の

アドバイスを積極的に行っています。

　（２）については、生産現場だけでなく研究開発部門も強

化していきたいということです。

　（３）については、昨年独立行政法人の科学技術振興機構

のプロジェクトに応募したところ、５年間で11億という話

をいただきました。また、５年間で20数億のビッグプロジ

ェクトとして、モーターの小型化・高出力化を世界的な第

一人者である大分大学の榎園教授に研究していただいてい

ます。

　（４）については、産学官連携、経営革新の推進、IT利活

用の推進、新技術・新製品開発の促進等いろんなことをや

って地場を支えていきたいと思います。

　第２の柱は「挑戦の鍵を握る優秀な人材の育成・確保」

です。

　実は最近の有効求人倍率は九州の中で高いということに

なっています。そのため企業誘致活動をやっていますと、

周辺の県から「大分に行くんですか。あそこに行っても、

もう人はいませんよ」といったことを言われることがあり

ます。決してそういうわけではありません。

　実際有効求人倍率というのは不思議な数字で、ハローワ

ークに職探しに行っている人を分母にしていますので、新

卒の高卒とか大卒で就職する人は抜けています。したがっ

て大分県には人材がいるわけで、そういう点を評価され、

様々な企業に来ていただいています。この点で全国でも高

い評価を得ていると思います。今後もそれを続けていくた

めに、まずは「ものづくり人材の育成・確保」を推進して

います。

　第３の柱は「商業の振興と大分ブランドの確立に向けた

挑戦」です。

　「商業の振興と地域経済活性化」、これはどんな自治体

でも抱えている課題です。「県産品のブランド化と販路開

拓」とは、“海外や首都圏にものをいかに売っていくか”

ということです。

　以上、３つの柱が私どもが推進している『おおいた産業

活力創造戦略2008』の概略です。

　本日は今、大分県が産業活力創造においてどういった課

題に取り組んでいるかご報告いたしました。ご理解いただ

けたでしょうか。

　今回お話しさせていただいたことを頭に入れておいてい

ただければ、みなさんがどこに効率的に仕事を増やしてい

くか、少しでも参考になればと思いご紹介させていただき

ました。これを機会にもっと詳しい情報のご希望があれ

ば、我々はいろいろなメニューを用意してございますので

活用していただければと思います。どうかよろしくお願い

いたします。

（総務委員会）

平成20年度通常総会記念講演会
　期日：平成20年４月23日（水）
　場所：ソフィアホール
　講師：大分県商工労働部
   　　　　部長　米田　健三 氏
　演題：「おおいた産業活力創造戦略について」

平成18年度　ITスペシャリスト研修
実施概要決定

平成20年度　ITスペシャリスト研修
実施概要決定

平成20年度　ITスペシャリスト研修
実施概要決定

　会員会社従業員の皆様の技術力アップを目的とした技術研修会も今年で15回目を向えました。本年度の研修スケジュール
も下表のように決まり、研修実施に向けて着々と準備を行っています。
　既にお馴染みとなった本研修は（財）大分県産業創造機構殿と共催で実施する「ITスペシャリスト研修」の各講座と
OISA単独で実施する「SEのためのプレゼンテーション研修」からなり、本年度も合計6講座を予定しています。
　これらの研修は技術力の向上はもちろんのこと研修に参加した皆様方の間で会社を超えて交流を深めていただきたいとの
思いもあります。特に「ＩＴスペシャリスト研修」についてはOISA会員企業だけでなく、広く県下の情報処理に関係する
会社からの参加もあります。この機会にぜひ人のネットワークの輪を広めていただきたいと存じます。
　また、研修内容についても皆様の技術力向上に少しでもお役に立てればと見直しを毎年行っています。たとえば本年度の
データベース研修の教材は、昨年までのORACLE ９iからORACLE 10gに変更して実施する予定です。研修を充実したもの
にするため、皆様方のご意見・ご要望などをぜひ研修委員会の方にお寄せください。
　最後に、本稿が発行される頃、研修募集の案内が皆様の会社宛に届いていることと思います。県内でこのような研修に参
加できる機会はほとんどありません。積極的な参加をお待ちしております。

（研修委員会）

20年度研修開催スケジュール】
研　修　名

〈ITスペシャリスト研修〉

プログラミング研修① （Ruby）

ネットワーク研修（Windows環境でのネットワーク）

データベース研修 （ORACLE 10g）

プロジェクトマネージャ養成講座

プログラミング研修② （Java）

〈OISA単独研修〉

SEのためのプレゼンテーション研修

日数（延べ）

５日間

５日間

４日間

４日間

５日間

２日間

募集定員

15名

15名

15名

15名

15名

15名

開催日時

9/08（月）～91/12（金）

10/20（月）～10/24（金）

11/04（火）～11/07（金）

11/17（月）～11/20（木）

12/08（月）～12/12（金）

11/13（木）～11/14（金）

受講料

3万

3万

2.5万

2.5万

3万

1.2万

・ORACLEは､米国ORACLE Corp.の登録商標です｡
・Windowsは､米国Microsoft Corp.の米国及びその他の国における登録商標です。

米田　健三氏

帆足麗子作品集　花の香袋
帆足　麗子
06年発行／変形判
（198×224ミリ）
80頁　カラー並製本

おばあちゃんの
発酵食品と健康料理
北嶋　トシエ
06年発行／Ｂ５判
56頁　カラー並製本
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フレッシュさん紹介
よろしくお願いいたします。
フレッシュさん紹介
よろしくお願いいたします。
フレッシュさん紹介
よろしくお願いいたします。

㈱アトムス
事務機営業部
菊池　義明
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：乾坤一擲

　今年新入社員として入社して早や半年
が経ちました。入社当初はまったく新し
い業界で、右も左もわからない状態でし
たが、今ではその時よりも少しは成長で
きていると思えるようになりました。し
かしながら、まだまだ先輩や上司の方々
に迷惑をかけることも多く自分自身の意
識の低さも実感しているところです。
　半年経ったことで仕事のやりがいや難
しさなども少しずつわかってきました
が、なにより苦労や努力をした後には、
お客様からの喜びの言葉や達成感などの
最高のご褒美が待っているので、そこに
到達できるように頑張れるようになりま
した。今後も今まで以上に先輩や上司の
方々のアドバイスをよく聞きお客様の喜
びに貢献できるように努力していきたい
と思っています。

ＫＣＳ大分情報専門学校
事務部
繁田　千朋
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：案ずるより
　　　　　　　生むが易し

　私は今年３月にＫＣＳを卒業して、４
月からは同校の職員として働いています。
　最初は、社会人と学生の区切りがつか
なく、何だか複雑な気持ちで働いていま
した。また、苦手なことだとすぐに避け
がちでしたが、やりもしないで出来る、
出来ないを判断せず、まずは挑戦するこ
とを心掛けました。今では、新しい仕事
を覚えていくことにとてもやりがいを感
じています。
　これから私は仕事の経験と時間を積み
重ねていくごとに、少しずつ自分に自信
を持っていけるように、日々の努力を欠
かすことなく、前向きにがんばっていこ
うと思っています。まだまだ未熟な面の
方が多い私ですが、自分のすることには
きちんと責任と自覚を持ち、明るく楽し
い仕事を頑張っていきたいです。

大交ソリューションズ㈱
代表取締役社長
荒城　英世
事業内容：ソフトウェア開発
　　　　　保守
従業員数：45名
所 在 地：大分市新川西８組の３
TEL：097-532-5949
FAX：097-532-5953

よろしくお願いいたします。

代表者変更のお知らせ 日本アイ・ビー・エム㈱ＧＢ事業部西日本支社　新　 部長　桑野　康司　（旧　 所長　　　池山　　優）
㈱日本システムディベロップメント　　            新　 部長　秋永　明光　（旧　 執行役員　宮田　浩史）
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