2018 年 7 月現在

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

一年間の活動紹介
最新情報・詳細等はこちら→

4月

新年度スタート

CSAJ の新年度の活動がスタートします。
各委員会・研究会等の活動計画が紹介され、研究会の新規メンバー
登録も開始されます。ぜひ、メンバー登録を!!

4 月～5 月

2018 年は
4/18（水）に
開催しました

前年度の委員会・研究会の活動成果報告会

各委員会・研究会等の委員長・主査から、前年度の活動
内容及び報告書等の成果が発表されます。あわせて、新
年度の活動計画の紹介も行われますのでお見逃しなく。
※各委員会・研究会の活動概要は、別添ご参照下さい。
各委員長・主査等との名刺交換ができるチャンスです。
また、収集した各種情報は自社でも広く活用することができま
す。さらには、委員会・研究会に参加し、いち早くホットな情報
を収集することができメンバー同士の人脈も広がります!!

6月

＜CSAJ の活動方針で挨拶する荻原会長＞

総会・CSAJ 功労賞受賞者発表／表彰式・特別講演・懇親会
（於：ホテルオークラ）

●総会：前年度の活動報告および決算報告などが建議されます。1 年おきには、理事・監事の
改選となりますので、新理事・監事候補が建議されます。
（理事・監事候補は、正会
員からの公募により選出されます）
2018 年は
6/13（水）に
開催しました

＜定時総会の様子＞
正会員は、総会での議決権があります。協会全体の活動を把握できる総会にぜひご参加下さい!!

●CSAJ 功労賞受賞者発表／表彰式
CSAJ の活動に功労のあった会員企業に属する個人またはグループの功績を讃える「CSAJ
功労賞」は定時総会終了後、同会場にて発表および表彰式が行われます。
平成 30 年度第 5 回 CSAJ 役員功労賞
役員特別功労賞：
竹原 司様（株式会社デザイン・クリエィション）
役員功労賞：
五十木 正 様（株式会社ワークスアプリケーションズ）
金成 葉子 様（株式会社シー・シー・ダブル）
田中
聰 様（株式会社ミクロスソフトウエア）
中道 泰隆 様（JB アドバンスト・テクノロジー株式会社）
平野 高志 様（ブレークモア法律事務所）
＜総会後の表彰式の様子＞

●特別講演
総会後に旬な話題などをテーマとした特別講演を企画する年度もございます。平成 30
年度は、「IoT、AI、データドリブン、
、プロスポーツでの先進活用事例に学ぶ！」をテ
ーマに福田譲様（SAP ジャパン株式会社 代表取締役社長）にご講演いただきました。

●懇親会：
総会終了後には、関係省庁・団体などからも広くご来賓をお招きした立食パーティが開催
され、約 450 人の皆様が参加されています。

＜荻原会長の開会挨拶＞

＜会場内の懇談の様子＞

＜中締めをする田中啓一副会長＞

懇親会には、会員企業 1 社 2 名まで参加無料(準会員は除く)です。
参加者との名刺交換で人脈を拡大するチャンスを活用しましょう。

7月

エグゼクティブセミナー（全国各地で開催）

会員企業の経営者・管理者層を対象にしたセミナーを開催しています。都心から離れ、開催
地の IT 企業および大学や行政機関等の協力により、基調講演・セミナー・懇親会などが行わ
れ、産官学の交流を図ることができます。（主に CSAJ 行政会員の地域で開催）
●島根／松江・出雲(H29 年)

●長崎／長崎(H30 年)

＜島根大学 ／企業視察の様子＞

＜長崎県立大学内視察／学生との交流セミナーの様子＞

2018 年は
7/6(金)～7/7(土)に
開催しました。

産官学連携のイベントです。大学や自治体とも交流できます。

8月

会員交流会（於：原宿東郷記念館）

会員企業限定の会費制の立食パーティです。参加者同士の名刺交換会が行われる一方で、ゲ
ーム企画や各社から提供される豪華賞品の抽選会・じゃんけん大会等があります。
2018 年は
9/12（水）に
開催します。

＜会場内の様子＞

＜抽選会・じゃんけん大会＞

＜豪華賞品をゲットした皆様＞

CSAJ 理事や会員企業参加者との名刺交換で人脈を拡大。豪華景品を提供して自社をアピール（じゃんけん
大会に参加することもできます）。参加して豪華賞品をゲット!・・・・など楽しさも盛りだくさんです。

10 月
2018 年は
10/21（日）に
開催します

U-22 プログラミング・コンテスト（於：TEPIA ホール）
1980年から経済産業省主催で開催していた「U-20プログラミ
ング・コンテスト」は、2014年からの民間移行に伴い、応募資
格を20歳以下から22歳以下に拡大し、
「U-22プログラミング・コ
ンテスト」として開催致します。協賛企業によって構成される実
行委員会主催のもと、CSAJ に運営事務局をおき、10月の最終
審査会で各賞が決定します。なお、各賞のうち経済産業大臣賞・
商務情報政策局長賞受賞者は、経済産業省内で表彰状が授与さ
れます。

10 月

CPS/IoT Exhibition

2018 年は
10/16（火）～19（金）
に開催します

CEATEC JAPAN(於:幕張メッセ･千葉)

これまで「最先端 IT ・エレクトロニクス総合展」として開催してきた CEATEC
JAPAN は、2016 年より「CPS/IoT でつながりが深まる社会、新たにもたらさ
れる未来を共に創り出す場」をテーマに「CPS/IoT Exhibition」へと生まれ変
わりました。
CSAJ では、特別展示やカンファレンスなども企画運営しています。

＜レセプション風景＞

＜IoT タウンの様子＞

＜CSAJ 企画カンファレンス会場＞

CSAJ 会員は、会員特別価格で出展することができます。約 15 万人の来場者へのプロモーションに活用いただけます。

11 月

CSAJ 会長杯親睦会

（不定期・年 1～2 回）

会員企業の皆様を対象に、会長杯親睦会を開催致します。
2018 年は 5/19（土）
と 11/17（土）に開催
します

＜集合写真＞

1月

＜優勝者と荻原会長、交流委員長＞

平成 30 年新年賀詞交歓会（於：ホテルオークラ東京）

関係省庁・団体をはじめ、会員企業のトップクラスの方々が参加し、総勢 550 名の盛大な立
食パーティです。
・会員企業（準会員は除く）は 1 社 2 名まで参加無料
・総勢 550 名の方々との名刺交換で人脈拡大
・関係省庁・団体等の来賓との名刺交換も可能

2019 年は 1/16（水）
に開催します

＜開会の挨拶＞

1 月～3 月

＜賑わう会場内＞

次年度活動計画の検討

次年度の活動方針を検討し、各委員会・研究会等からの意見を踏まえ、活動計画案を策定し、
理事会に建議され、承認を得た上で新年度より活動が開始されます。
会員企業は、研究会の立ち上げや活動すべきテーマなどを提案することが可能です。ぜひご提案下さい。

3 月～4 月

活動報告のまとめ

当該年度の活動報告をまとめます。各委員会・研究会参加の皆様には、活
動報告書作成等にご協力をお願いします。報告書には、参加企業名や参加
者名（本人の承諾を得て）が掲載されますので、次年度の活動継続のため
の社内稟議等にお役立て下さい。

3月

年度の終了です

3 月 31 日で当該年度の活動が終了となります。1 年間お疲れ様でした。

報告書

通年／随時開催
●理事会（年 5 回+書面審議開催）
理事会は年間 5 回(5 月、7 月、9 月、12 月、3 月)の会合と必要に応じて書面審議が行われ、
協会の運営にかかわる事項を審議します。また、新規入会希望企業がある場合は、理事会に
建議され、承認を受けることになります。

●各委員会・研究会
委員会・研究会等がそれぞれのテーマに沿って随時開催されます。
委員会研究会の活動概要は別添をご参照下さい。
研究会メンバー同士の人脈拡大、最新情報をいち早く入手、共通テーマによる議論などが可能。

●アライアンスビジネス交流会（年 4 回開催）
IT 企業同士のマッチングを支援するアライアンスビジネス交流会を 4 月、6 月、10 月、2 月
の年 4 回開催しています。ベンチャー企業の発掘・育成を支援します。
自社の製品をアピールする場として利用できます。また、新製品発掘の場として聴講することも可能です。

●各種セミナー／研修講座・海外視察（随時開催）
会員のニーズに沿ったセミナー・研修講座や海外視察ツアーなどを随時企画開催しています。
自社では企画できないセミナーへの参加が可能。社員の人材育成にもお役立て下さい。

●情報システム取引者育成プログラム（随時）
IT 取引における契約や法務的知識を含むプロセスを有する「情報システム取引者」を育成す
る教育プログラムが随時実施されています。
自社の情報システム取引におけるトラブルを未然に防ぐため、社員の人材育成にお役立て下さい。

●プライバシーマーク審査事業（随時）
会員企業を限定にプライバシーマーク指定審査機関として審査を行っています。
平成 25 年 4 月より準会員も審査可能となりました。
IT 業界向けの専任審査員を抱え、適切な審査を行っています。また、個別相談も受け付けています。

●パッケージソフトウェア品質（PSQ）認証制度事業（随時）
パッケージソフトウェアならびにクラウドアプリケーションの品質を、国際規格
ISO/IEC25051 に準拠した評価基準で「見える化」します。
貴社における品質改善活動の出口として、ぜひ、PSQ 認証を活用してください。

●スタートアップ支援事業（随時）
多くの起業成功者を会員にもつ CSAJ の特色を生かし、IT ベンチャーのスタートアッ
プを支援する事業を開始。
「起業家が起業家を育てる好循環」を創り出していきます。
「世界を変える革新的なソフトウェアを生み出す」そんな製品・サービスを持つ起業家をご紹介下さい。

●データ適正消去実行証明書発行事業（随時）
「データ適正消去実行証明協議会(略称 ADEC)」からの委託を受け、PC 再利用・処分
の際にデータの適正消去が実行されたことを証明、証明書を発行します。
第三者による証明でデータ消去作業の信頼性を高めます。消去サービス事業者様にご紹介ください。

●CSAJ NEWS 配信（会員限定：月 2 回配信）
CSAJ Web サイトに掲載している CSAJ の活動やお知らせをまとめた「ニューストピックス」
や官公庁情報などを毎月 2 回(1 日、15 日)、会員企業の皆様限定で配信しています。今すぐ
会員メール登録申請をしましょう!!（※非会員でも購読可能な「CSAJ めるまが」も配信）
お問い合わせ先：一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-3-6 赤坂グレースビル
TEL:03-3560-8440 FAX:03-3560-8441 http://www.csaj.jp/ E-mail：gyoumu1@csaj.jp

