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【トピック・新着】
◆JISA 新年賀詞交歓会開催のご案内(1/10)
～多数のご来場をお待ちしております！
https://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1662
◆「情報サービス・ソフトウェア産業における下請取引等適正化セミナー」開催
のご案内(12・1 月分 東京・横浜・大阪・名古屋)
～2 月以降も同様のセミナーを札幌・仙台・熊本・福岡・東京にて開催いたします。
https://www.jisa.or.jp/tabid/958/Default.aspx?itemid=1666
◆ICT 人材育成セミナー「平成 30 年度 ICT カレッジ新入社員研修紹介セミナー」(1/23)
～新入社員研修についての意見交換会
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1451/Default.aspx
◆JISA ビジネス環境セミナー「米国 IT 動向調査からの考察」開催のご案内(2/7)
～クラウド、マイクロサービス、FinTech、AI・マシンラーニングの革新
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1450/Default.aspx
◆「未来志向型の取引慣行に向けて」に関する自主行動計画のフォローアップ
調査結果について
https://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1704
◆JISA 事務局、年末年始の業務時間
年末：平成 29 年 12 月 28 日(木) 17 時で業務終了
休業：平成 29 年 12 月 29 日(金)～平成 30 年 1 月 3 日(水)
年始：平成 30 年 1 月 4 日(木) 9 時から業務開始
◆年末年始のプライバシーマーク関係書類の受付について（JISA 審査業務部）
https://www.jisa.or.jp/service/privacy/tabid/831/Default.aspx?itemid=288

【ご案内～イベント、セミナー】
◆JISA 経営セミナー第 7 回「攻めの IT 経営を目指した JFE グループ IT 戦略」のご案内
(1/19)
～「攻めの IT 経営銘柄」に 3 年連続で選定された JFE グループから講師をお招きし、
攻めの IT 経営についてご紹介いただきます。
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1443/Default.aspx

◆【ICT カレッジ人材育成セミナー】デジタルビジネス時代に求められる人材とは？
(1/19)
～アイデアソンをミニワークショップで体験！
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1445/Default.aspx
◆データのハンドリング RStudio ハンズオンセミナー(3 日間 1/23,1/30,2/6) のご案内
～RStudio を使ったデータ操作テクニックを少人数制で徹底指導
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1447/Default.aspx
◆JISA 法務セミナー「民法改正が情報サービス取引に及ぼす影響」のご案内(大阪 1/26)
～民法改正の内容と対応すべき課題、情報サービス取引を巡る裁判例の動向と
主な論点について解説 (1/24 東京開催は満席により受付終了しました)
https://www.jisa.or.jp/tabid/958/Default.aspx?itemid=1657
◆2018 年世界情報技術産業会議・NASSCOM ILF2018(WCIT/NILF)のご案内(2/19-21)
～テーマは“Amplify Digital: Disrupt the core”
多数の著名なスピーカーが参加する予定です。
https://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1676
◆「IT アーキテクトコミュニティイベント」デジタル時代の IT アーキテクト
開催のご案内(2/22)
～マイクロサービス、DevOps 等の最新技術トレンドを交えたアーキテクチャ論を
ご紹介します。
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1446/Default.aspx
◆JISA 会員企業向けシリコンバレー研修
（事前研修：平成 30 年 4 月 20 日、現地研修：平成 30 年 5 月 14 日から平成 30 年 5 月 20 日）
～充実した講義のほか、IoT World Expo 視察や現地企業訪問も予定しています。
https://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1686
◆ICT カレッジ IT エンジニア育成研修 2017 年度(10 月～3 月)受付中
～東京・名古屋・大阪で開催！e ラーニング・e 講義動画研修も実施中。
新たな ICT 利活用を実践できる人材育成の高度化を支援します。
https://www.jisa.or.jp/seminar/ictpro/
◆ICT カレッジ「2018 年度新入社員研修コース」受付中
https://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/seminar/ictpro/shinjin/index.html

【会員向けサービス】
◆中小企業経営強化税制に係る証明書発行に関するご案内

～中小企業投資促進税制の上乗せ措置が中小企業経営強化税制に改組されました。
https://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/2219/Default.aspx

【募集・依頼】
◆「情報サービス産業におけるアジャイル開発に関するエンジニアへの調査」
ご協力のお願い(1/19 まで)
～回答者には、報告書の PDF データを送付及びイベント(基調講演、意見交換会)に
ご招待いたします。
https://www.jisa.or.jp/it_info/tabid/2098/Default.aspx
◆情報サービス業高齢者雇用推進事業
「IT 人材の長期活躍に向けた個人アンケート調査」ご協力のお願い(1/19 まで)
～シニア IT 人材の特徴を明らかにし「情報サービス業 高齢者雇用推進ガイドライン
（仮称）
」に取りまとめます。
https://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1681
◆平成 29 年度 情報サービス産業における技術成熟度調査（情報技術マップ調査）
ご協力のお願い(2/2 まで)
～情報サービス業界における要素技術の活用度合いや成熟度の実態を定量的に
把握するためのエンジニア(個人)向け調査です。ご協力お願いいたします。
https://www.jisa.or.jp/it_info/engineering/tabid/2404/Default.aspx
◆表彰制度「JISA Awards 2018」募集のご案内(2/23 まで)
～独創性が高く国際的に通用するシステムの創造者を表彰する制度です。
https://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1668

【ご報告～イベント・委員会活動】
◆第 3 回 要求工学実践部会
https://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1112/501.pdf
◆第 2 回 変革リーダー養成部会
https://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1112/502.pdf
◆第 5 回 業界プレゼンス向上委員会
https://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/2425/Default.aspx
◆第 4 回 働き方改革委員会
https://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/2424/Default.aspx
◆第 8 回 IT アーキテクトコミュニティ

https://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2423/Default.aspx

【JISA 行事予定・お知らせ】
◆JISA 行事予定
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/151/Default.aspx?d1=2017%2f12%2f28

【官公庁・関連団体情報】
◆経済産業省
電子申請受付・審査等管理システム運用支援業務

一式 一般競争入札

(締切：2/28)
https://www.jisa.or.jp/tabid/891/Default.aspx?itemid=1703
◆経済産業省
一元的な文書管理システム運用支援等業務 一式 一般競争入札(締切：3/2)
https://www.jisa.or.jp/tabid/891/Default.aspx?itemid=1702
◆経済産業省
Web アプリケーション等運用支援業務 一式 一般競争入札(締切：3/2)
https://www.jisa.or.jp/tabid/891/Default.aspx?itemid=1701
◆中小企業庁
「未来志向型の取引慣行に向けて」に関するフォローアップ調査の結果を
とりまとめました(12/21)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/171221mirai.htm
◆(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
平成 29 年度生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム
～定年引上げについて考える
https://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1112/701.pdf
◆香港貿易局
2018 年 4 月と 5 月に香港で開催されるテクノロジー関連フェア
http://www.hktdc.com/info/ms/a/jp/1X04D7C3/1/Japanese/2018

◆次号（No.1113）は 1 月 11 日発行です。
◆JISA 会員で、JISAWeb ニュースの追加配信を希望される場合は、
事務局(webmaster@jisa.or.jp)までご連絡ください。
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