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【新春特集】
新年のご挨拶

一般社団法人情報通信エンジニアリング協会　

会長　伊東 則昭

………………………………………１月号 2

年頭のご挨拶

東日本電信電話株式会社　代表取締役社長　

井上 福造

………………………………………１月号 4

新春のご挨拶

西日本電信電話株式会社　

代表取締役社長　小林 充佳

………………………………………１月号 5

新春のご挨拶

NTTコミュニケーションズ株式会社　

代表取締役社長　庄司 哲也

………………………………………１月号 6 

年頭にあたって

株式会社NTTドコモ　代表取締役社長　

吉澤 和弘

………………………………………１月号 8

【COMPANY　NOW】
改善活動を文化として根づかせ現場力を高

める 

株式会社ソルコム

………………………………………５月号 2

経 営 ビ ジ ョ ン に「 P r o . ○ ○ o n T h e 

SYSKEN」を掲げ、プロフェッショナル集

団をめざす！ 

株式会社SYSKEN

………………………………………７月号 2

【特集】
平成30年度 海外通信ビジネス体感プログラ

ムの実施

インドネシア共和国編

………………………………………３月号 2

女性として輝くというより、私は私として輝

けばいい。 

～女性管理者座談会～

………………………………………７月号 6

第14回 光通信工事技能競技会レポート

プロが魅せる“技の競演”新時代への挑戦！

………………………………………９月号 2

【わが社のCSR活動】
事業活動を通じたCSR活動 

大和電設工業株式会社

………………………………………５月号 6

日本コムシスのCSR活動 

日本コムシス株式会社

………………………………………７月号 16

つうけんグループのCSR活動 

株式会社つうけん

………………………………………11月号 2

【SKY選奨受賞提案の紹介】
2019年度 SKY選奨受賞提案の紹介 

情報通信エンジニアリング協会

………………………………………９月号 11

【SKYコーナー】
「関東KAIZENフォーラム2018」開催

―素朴な疑問が大きなヒント　皆で取り組む

改善活動―

関東支部

………………………………………１月号 10

第48回東海安全推進大会 

―『見て　聞いて　触って』　

危険への『気づき＆再確認』―

東海支部

………………………………………１月号 14

「関西ブロックSKYフォーラム2018」開催

～「きっちり工事運動」の向上を目指して～

関西支部

………………………………………３月号 7

「2018年度 安全推進大会 & SKYフォーラ

ム」開催（九州支部）

“「私たちは過去の事故を教訓に類似事故を

絶対に起こしません」ヨシ！”

九州支部

………………………………………３月号 11

「SKYフォーラム’18 in 東北」開催

―SKYで向上 安全品質―

いまこそ生かそう 東北の知恵と工夫

東北支部

………………………………………３月号 16

「2019 ITEA信越安全大会」開催 

叡智を結集し、見逃すな危険、守ろう仲間、

育てよう豊かな社会

信越支部

………………………………………11月号 6

【安全・品質への挑戦】
「一人称で捉える安全」へのチャレンジ

～重大事故を契機として～

シーキューブ株式会社

………………………………………３月号 20

現場第一線従事者と元請の安全意識・行動の

向上を目指して

株式会社TOSYS

………………………………………５月号 11

継続的KAIZEN活動を通じて安全意識の醸

成に取り組む 

株式会社ミライト・テクノロジーズ

………………………………………７月号 20

【期待のRaiser】
ガス設備保守における人材育成　

～レガシー系技術の継承～

北陸電話工事株式会社　設備事業本部　

保全事業部　七尾保守センタ　北地　護さん

………………………………………３月号 24

宅内保守業務へのチャレンジ 

日本電通株式会社　フィールドアクセス統括

部　第一アクセスエンジニアリング部　保全

グループ

松原 秀和さん

………………………………………５月号 15

古都・京都の街並みを創る 

～京都先斗町通りの電線共同溝工事への取組

み～

株式会社ミライト　NTT事業本部　

土木事業部　西日本土木部　中西 広基さん

………………………………………７月号 25

【技術基礎講座】
ユーザ系設備の生物被害対策 

～忌避シート・忌避スパイラルの紹介～ 

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部

サービス運営部　技術協力センタ　

アクセス技術担当

………………………………………１月号 19

ユーザ系特異故障事例の紹介

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部　

サービス運営部　技術協力センタ　

ネットインタフェース技術担当

………………………………………３月号 28
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橋梁区間におけるメタルケーブル移動による

ガス漏洩対策の取組み 

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部　

サービス運営部　技術協力センタ　

アクセス技術担当

………………………………………５月号 19

引上分線管路の新たな補修工法の紹介 

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部

サービス運営部　技術協力センタ　

材料技術担当

………………………………………７月号 29

FAX画像の一部分が白抜けする事象の原因

調査 

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部

サービス運営部　技術協力センタ　

ネットインタフェース技術担当

………………………………………９月号 20

インバータ装置からのノイズによる故障事例

の紹介 

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部

サービス運営部　技術協力センタ　

EMC技術担当

………………………………………11月号 11

【研究開発員報告】
西日本R&Dセンタ編

株式会社SYSKEN　坂本 浩太／株式会社ミ

ライト・テクノロジーズ　谷中 博人／NDS

株式会社　曽根 健一／西部電気工業株式会

社　大坪 明夏

………………………………………５月号 22

NTTアクセスサービスシステム研究所編 

株式会社TTK　海老田 一真／NDS株式会社　

大下 拓哉／株式会社協和エクシオ　鈴木 英

伸

………………………………………７月号 32

NTTアクセスサービスシステム研究所編 

株式会社ミライト　永塚 弘晃／株式会社

TOSYS　河内　敦／西部電気工業株式会社　

吉田 しんの

………………………………………９月号 23

NTTアクセスサービスシステム研究所編 

株式会社ミライト・テクノロジーズ　石田 

友人／四国通建株式会社　井上 眞吾／株式

会社協和エクシオ　今鶴 康弘

………………………………………11月号 14

【ANSL　NEWS】
つくばフォーラム2019開催のご案内 

………………………………………９月号 26

【研修コーナー】
東日本研修センタのトピックス 

研修部

………………………………………１月号 22

西日本研修センタにおける新規研修の取組み 

研修部　西日本研修センタ

………………………………………３月号 31

2019 年度　協会計画研修について 

研修部

………………………………………５月号 26

2019年度 基礎研修実施状況 

研修部

………………………………………７月号 35

2019年度 公開講座実施模様について

研修部

………………………………………９月号 27

2019年度 インターンシップの実施模様 

研修部

………………………………………11月号 17

【TOPICS】
品質・安全の確保を目指した設計技術の会社

間交流 

第９回 アクセスデザイン・コンテストの実

施結果について

情報通信エンジニアリング協会

………………………………………１月号 24

平成31年度 電気通信工事施工管理技術検定

試験のご案内 

………………………………………１月号 28

平成31年度 第１回 国家試験 電気通信設備

「工事担任者」試験のご案内

………………………………………１月号 29

「情報通信エンジニア優良団体」を受賞！ 

情報通信エンジニアリング協会

………………………………………３月号 33

平成31年度 第１回 国家試験「電気通信主任

技術者」試験のご案内 

………………………………………３月号 34

令和元年度 第２回 国家試験 電気通信設備

「工事担任者」試験のご案内 

………………………………………７月号 37

令和元年度 第２回 国家試験「電気通信主任

技術者」試験のご案内 

………………………………………９月号 29

11月は「建設業取引適正化推進月間」で

す！ 

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課

………………………………………11月号 20

【Raisers編集企画委員名簿】
Raisers編集企画委員名簿

………………………………………５月号 30


