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平成 28 年熊本地震により被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます
とともに、一刻も早い復旧・復興を切にお祈りいたしております。
会長 横塚 裕志

【平成 28 年熊本地震に関連したお知らせ】
◆経済産業省
平成 28 年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模
事業者対策を行います（追加情報）
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160416002/20160416002.html
◆経済産業省
平成 28 年熊本県熊本地方の地震により影響を受けている下請事業者との取引
について、親事業者等に要請します。(4/25)
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160425004/20160425004.html
◆文部科学省・厚生労働省
平成 28 年熊本地震により被災した学生・生徒等への配慮について(要請)
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1032/001.pdf

【トピック・新着】
◆国税庁担当官による改正消費税法軽減税率制度に関する説明会
～顧客システム改修対応の視点から軽減税率制度に関する通達及び Q&A を
読み解く
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/903/Default.aspx
◆(JISA 会員企業対象)
IoT/クラウド・チュートリアル参加者募集のご案内(1 日コース 6/15・7/1)
～センサー・デバイスとクラウドサーバーで構成される簡易システムの
取り扱いを体験します
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1083
◆JISA 会員企業の現場社員参加型イベント開催のお知らせ(5/23)
～会員の、会員による、会員のための事例発表会
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/916/Default.aspx

◆JISA 関西イベント
「デジタル革命時代の想像と創造」 (7/26)のご案内
～ロボット学の研究で名高い石黒浩大阪大学大学院教授をお招きします。
会員企業の方は 1 名、関西地区会メンバー企業の方は何名でも参加無料！
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/902/Default.aspx
◆(締切迫る)
フォーラム「マーケティング強化に向けてアイデアを出し合おう！」(5/13)
～JISA 会員企業のデータ活用した価値提供型ビジネスに向けた取り組みに
向けて！
データ活用のヒントになる基調講演、事例紹介、アイデアを出し合うワー
クショップを実施！
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/899/Default.aspx
◆METI 特定サービス産業動態統計 平成 28 年(2016 年)2 月分(確報)
～前年同月比 2.5％ 増加
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/statistics/download/dotai201602.pdf
◆JISA-DI 調査(平成 28 年 3 月期)結果公表情報サービス業 売上の将来見通し
／雇用判断
～売上高予測 DI はプラス幅縮小、雇用の不足感は高い状態継続
http://www.jisa.or.jp/public_info/press/tabid/1943/Default.aspx

【ご案内～イベント、セミナー、会員向けサービス】
◆ウェブアクセシビリティに関するセミナー（5/24）開催のご案内
～4/1 施行の障害者差別解消法に対応するためには
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/898/Default.aspx
◆「REBOK で学ぶ要求開発と要求管理」速習コース(1 日間 第 1 回 6/17、第 2 回
1/28)・演習コース(2 日間 8/25、8/26)のご案内
～要求工学の知識を体系的に身につける絶好の機会！
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1041
◆「ビジネスで役立つ R コマンダーと R によるデータ分析(3 日間 6/23、6/30、
7/7)」開催のご案内
～データ分析で活用する統計知識、分析手法を学習します！
※開講決定しました！
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/846/Default.aspx
◆(JISA 会員対象)JISA 次世代リーダーOB 会 フォローアップ研修(7/8-9)
～IoT ロボット Pepper をつかった勉強会！デジタルテクノロジを活用した

新たな IT ビジネスの未来を語らいませんか。OB 以外でも参加できます。
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/897/Default.aspx
◆PSP(パーソナルソフトウェアプロセス)研修開催のご案内(入門コース
（2 日間 7/8、8/5）
、指導者養成コース（1 日間 9/9）)
～Q(品質)、C(コスト)、D(開発日程)に課題があり、改善の糸口を探して
いる企業は是非！
※開講決定しました！
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1022
◆米国視察団参加者募集のご案内(7 月 9 日～16 日)
～シアトルやシリコンバレーの企業訪問等を通じて、米国の最新ビジネスや
クラウドサービスが企業経営に与える影響を視察します
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1077
◆ICT カレッジ IT エンジニア育成研修 2016 年度上期コース(4 月～9 月)受付中
～東京・名古屋・大阪で開催中！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
http://www.jisa.or.jp/seminar/ictpro/
◆先端設備(ソフトウェア)証明書発行手続きの留意点
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/data/seisanseikojo/shinsei_ryuui.pdf

【募集・依頼】
◆(JISA 法人会員対象)人事労務(賃金改定／採用計画等)に関するアンケート
調査ご協力のお願い(5/9 まで)
～ご協力よろしくお願いいたします
https://www.jisa.or.jp/it_info/statistics/tabid/1335/Default.aspx

【ご報告～イベント・委員会活動】
◆障がい者雇用促進セミナー
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1032/501.pdf
◆第 2 回 JISA プログラミングワークショップ
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1032/502.pdf
◆第 1 回 技術強化委員会
http://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/1946/Default.aspx
◆第 12 回 要求工学委員会

http://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/1940/Default.aspx
◆第 7 回 未来を展望する委員会
http://www.jisa.or.jp/tabid/1945/Default.aspx
◆IT アーキテクト/アジャイルコミュニティ 合同会議
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1032/503.pdf
◆第 4 回 要求開発事例研究会
http://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/1938/Default.aspx
◆第 9 回 VSE 研究会
http://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/1941/Default.aspx
◆第 9 回 要求インスペクション設計研究会
http://www.jisa.or.jp/activity/committee/tabid/1939/Default.aspx
◆第 1 回 プライバシーマーク審査会
http://www.jisa.or.jp/service/privacy/tabid/831/Default.aspx?itemid=77

【JISA 行事予定・お知らせ】
◆JISA 行事予定
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/151/Default.aspx?d1=2016%2f04%2f28

【官公庁・関連団体情報】
◆経済産業省
平成 28 年度 経済産業省 企業活動基本調査にご協力ください
http://www.jisa.or.jp/tabid/891/Default.aspx?itemid=1087
◆経済産業省
G7 伊勢志摩サミットのカーボン・オフセットを実施します！
～カーボン・オフセットの協力企業等を募集します～
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160426005/20160426005.html
◆日本貿易振興機構
日本・フィンランドビジネスセミナー and ネットワーキングイベント
(5/18)のご案内
https://www.jetro.go.jp/events/bda/2c82ad9ef30b92b0.html
◆国立研究開発法人土木研究所

「国立研究開発法人土木研究所情報システム運用支援業務民間競争入札実施
要項（案）
」に対する意見募集(締切：5/16)
http://www.pwri.go.jp/jpn/procurement/iken-bosyu/index.html
◆マレーシア・マルチメディア開発公社
第 2 回「マレーシアにおける ICT 分野での投資・ビジネス機会」セミナー
(5/16)
https://www.malaysia-seminar.jp/form/pub/mdec/2016?id=dj

次回の Web ニュースは 5 月 12 日配信予定です。
※JISA では、5/1 から 10/31 まで「クールビズ」を実施いたします。
JISA の会議・会合にご参加の際は、軽装で結構でございます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※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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