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【トピック・新着】
◆「INS ディジタル通信モード終了による EDI への影響と対策」セミナー開催
のご案内(10/19)
～EDI タスクフォースの活動成果、及び今後の影響や対策をご説明いたします
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1225
◆ASOCIO ICT サミット 2016（ミャンマー・ヤンゴン）のご案内
～"Accelerate Digital Transformation through Leveraging
ASEAN Economic Community (AEC) Opportunities"をテーマに、
成長著しいアジア各国の ICT 企業代表者と直接話ができる絶好の機会です
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1229
◆JISA Digital Masters Forum(JDMF) 2016 開催のご案内(10/21)
～Digital Business in Action～いまこそ、ソフトウェアで「！(革命)」を～
JISA 会員企業の 39 歳以下の従業員、首都圏以外の JISA 会員企業の従業員、
学生は無料。また、JISA 会員 1 社につき非会員 1 名をご招待いただけます。
JISA を代表するイベントを盛り上げましょう！
http://www.jisa.or.jp/event/jdmf/tabid/2019/Default.aspx
◆JDMF ランチョンセミナー
(JISA 会員限定・参加費無料・昼食付き)
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1031/Default.aspx
◆第 3 回 Young Innovators Forum in JDMF2016 開催のお知らせ(10/21)
～会員の、会員による、会員のための事例発表会～
http://www.jisa.or.jp/tabid/958/Default.aspx?itemid=1235
◆ITPro 特別編集 学生版「IT 業界徹底研究 2018 年版」(12/1 予定)掲載企業募集
のご案内
～2018 年 3 月卒業の学生向けに IT 業界の動向や仕事内容、キャリアパスについて
紹介するガイドです
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/data/nikkeibp_it_kenkyu2018.pdf
◆特定サービス産業動態統計 平成 28 年 7 月分(確報)
～前年同月比 0.8％ 減少
http://www.jisa.or.jp/it_info/statistics/tabid/769/Default.aspx#02

◆情報サービス業 倒産状況
～平成 28 年 8 月は 16 社
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1051/101.pdf

【ご案内～イベント、セミナー、会員向けサービス】
◆JISA セミナー
「クラウド等の米国最新動向と我が国情報サービス産業へのインパクト」(10/13)
～7 月に JISA が実施した米国視察の報告とともにデジタルビジネスの
ビジネスモデルやマーケティング戦略等ご紹介します。
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1014/Default.aspx
◆JISA 経営セミナー第 1 回「心に訴える経営 ～SCSK の働き方改革～」(10/18)
～中井戸信英氏（相談役）をお招きします！
働き方改革の先進的取組を先導する経営哲学に触れる機会として、
会員企業の経営層向けに企画しました。是非ご参加ください。
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/977/Default.aspx
◆ベトナム Japan ICT Day 2016 開催のご案内(ベトナム・ハノイ、10/26-28)
～今年は Japan ICT Day 10 周年を迎えました。将来に向けたビジネスと技術
を展望します。
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1220
◆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 11/10,11/17,11/24)
～データ分析で必要となる統計知識、分析手法を学習します。
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/152/pdid/1015/Default.aspx
◆「REBOK で学ぶ要求開発と要求管理」速習コース(1 日間 1/28)
～要求工学の知識を体系的に身につける絶好の機会！
研修後、即実践に使えるカリキュラムとなっております。
http://www.jisa.or.jp/tabid/78/Default.aspx?itemid=1041
◆ICT カレッジ IT エンジニア育成研修 2016 年度下期コース(10 月～3 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 基本統計調査 2016 ご協力のお願い(JISA 法人会員対象)
～業界統計の整備と各社の経営計画の策定に資するため、ご協力よろしく
お願いいたします。
http://www.jisa.or.jp/it_info/statistics/tabid/979/Default.aspx

【刊行物・レポート・ウェブコンテンツ】
◆【WEB メンバー限定】
第 2 回 Young Innovators Forum(YIF)動画公開しました
～3 つの講演を公開中。WEB メンバーとしてログインしてからご覧下さい。
http://www.jisa.or.jp/event/tabid/1970/Default.aspx
◆標準化「IT ビジネスに役立つ規格・ガイドライン」改訂しました
～共通フレーム 2013 と関連づけ、テーマごとに対象となるガイドラインを
見直しました。
http://www.jisa.or.jp/it_info/engineering/tabid/1074/Default.aspx
◆一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会(UCDA)
JISA-UCDA・SI 研究会のご案内
～UCDA は「見やすく、わかりやすく、伝わりやすい」コミュニケーションを
テーマとする JISA 会員向け研究会を設置します
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1050/101.pdf
UCDA について
https://ucda.jp/ucda.html

【ご報告～イベント・委員会活動】
◆第 272 回 理事会
http://www.jisa.or.jp/activity/tabid/2043/Default.aspx
◆第 1 回 グローバルビジネス研究会
http://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2052/Default.aspx
◆第 1 回 営業力向上コミュニティ
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1051/501.pdf
◆第 3 回 アジャイルコミュニティ
http://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2044/Default.aspx
◆第 2 回 情報セキュリティ研究会
http://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2047/Default.aspx

◆第 3 回 プロジェクト健全性評価研究会
http://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2048/Default.aspx
◆第 1 回 ワーク・ライフ・バランス推進コミュニティ
http://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2051/Default.aspx
◆第 3 回 採用担当者コミュニティ
http://www.jisa.or.jp/activity/community/tabid/2045/Default.aspx

【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%2f09%2f29
◆新入会員紹介(平成 28 年 9 月 15 日入会)
〔正会員〕
(株)エス・エス・シー
http://www.ssc.co.jp/
(株)クロスユーアイエス
http://www.xuis.co.jp/
(株)KSF
http://www.ksf.jp/
(株)シイエヌエス
http://www.cns.co.jp/
セリオ(株)
http://www.serio-toyo.co.jp/
日本総合システム(株)
https://www.nssys.co.jp/
(株)ユニリタ
http://www.unirita.co.jp/

【官公庁・関連団体情報】
◆経済産業省
情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する

意見募集について(締切：10/7)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595116067&Mode=0
◆経済産業省
平成 28 年度「情報化促進貢献個人等表彰」を決定しました
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160920005/20160920005.html
◆経済産業省
「CeBIT 2017」ジャパン・パビリオンへの出品ご案内（申込締切：10/31）
http://www.jetro.go.jp/events/cebit2017
◆総務省／国立研究開発法人情報通信研究機構
IoT テストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金交付対象事業
の募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000145.html
◆厚生労働省
長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1051/702.pdf
◆東京都労働局
育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正及び「全国マタハラ未然防止
対策キャラバン」について
http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/news/1051/701.pdf
◆IPA/SEC セミナー
共通フレーム解説とプロセス改善推進セミナー(10/19)
～ソフトウェア開発プロセスにおける組織の課題を見つけて改善するために～
http://sec.ipa.go.jp/seminar/20161019.html
◆（一社）群馬県情報サービス産業協会
第 25 回ぐんま情報化フォーラム(10/25)
～社会を変える”IoT 活用”～
http://www.sunfield.ne.jp/gisa/

◆※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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