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業界としてはプラス傾向に
毎年恒例となっている賀詞交歓会が横浜ベイシェラトンホ
テル＆タワーズの「日輪の間」で開催された。国や県などの
行政機関団体からの来賓をはじめ、関東近県の友好団体及
び会員など総勢450名が集まり、賀詞交歓会は盛大に開かれ
た。
冒頭、神情協常山勝彦会長が挨拶。
「明けましておめでとうございます！年初来の株安をはじ
め、宗教問題など、不安要因はあるものの、IT業界では、マ
イナンバー制度実施、消費税増税と軽減税率対策、電力自由
化の特需、自動車関連とプラス傾向を実感できる年になるの
はないでしょうか。会員のアンケートでは8割が雇用がした
いという状況で、女性の雇用も増えているのも良い状況で
す。協会としてもリクルート活動ほか、協会の活性化に積極
的に取り組んで参ります。
また、今年は協会も設立30年を迎えます。会員の従業員
やその家族などが参画できるイベント等も目白押しです。従
来の事業をパワーアップさせて参ります。
6月には総会を開催。全国各地から来賓を招聘して、講演
会では相撲解説者の舞の海さんを予定しています。ビジネス
フォーラムはJIETさんなどと連携や、横浜市・川崎市とはIT
とモノづくりとの統合を考えるフォーラムを、2月には横須
賀商工会議所との商談会フォーラムなど、5月には福利厚生
事業として地引網大会、さらにプレーヤー以外が楽しめる
フットサル大会、8月にはロイヤルウィング乗船パーティー
を予定しています。産学連携ではＳＥ講座が12年目を迎え
講座を見直しし、ITコンテストもさらなる充実を目指しま
す。教育部門でも、従来よりも3割増やしてセミナーを行
い、グローバル事業でも、今年は台湾の台北以外の高雄市な
どへの視察も予定しています。
1年を通じて、協会30周年の事業を行い、対内外での情報
発信を行い、協会認知の底上げも図り、協会会員各社が地域
などで貢献できる礎づくりを行って参ります」
と力強く挨拶された。
また、来賓の祝辞は、黒岩祐治神奈川県知事から「県が進

めている未病対策や命輝くかながわ（ペットも）など、IT業
の力が必要。IoTもさることながら、IoHH（ヒューマンヘル
ス）と呼んでいますが、これから来る超高齢化社会の基盤整
備など、ITからの支援が必要。今年もIT業とともに推進して
いきたい」と話された。
さらに、小池雅行経済産業省商務情報政策局・地域情報化
人材育成推進室長も「アベノミクスももう一歩のところに来
ている。賃上げ、雇用など経済の好循環を生むサイクルも良
くなっている。人材の確保、未来への投資など、IT業がない
と成り立たない
世の中になって
いる。今年もご
協力をお願いし
たい」と、申年
のサルを掛詞に
ユニークに述べ
られた。
なお、アトラクションでは江戸大神楽・丸一仙翁社中「仙
丸・朱仙」の獅子舞、曲芸も披露され、会場内は盛り上が
り、杉之間伸男副会長が締めの挨拶を行い、盛り上がりのあ
る新年のスタートを切った。

平成28年神奈川県情報サービス産業協会賀詞交歓会　 開催日：平成28年1月15日（金）
神情協事務局



現状の問題をしっかり捉え起承転結で考えられた頼もしい
プレゼンテーションが行われた
学生ITコンテスト最終選考・発表会が開催された。ビジネス企画部
門13点、ITプロダクツ部門14点のエントリーがあり、その中から最終
選考会には各部門5作品、計10作品が選定され、プレゼンテーション
および質疑に各学生の皆さんが力強く臨まれた。
御朱印を使ったWebアプリケーションや企業向けに実用性のある審
査員から高い評価が得られたシステム開発など、昨年に増して学生さ
んの積極的な発想と工夫された内容であった。この日はテレビ神奈川
の取材も入り、学生・学校関係者・協会会員あわせて87名の方が出席
され緊張の中、質疑では笑いがでる一幕もあった。

横浜みなとみらいクイーンズフォーラムに於いて、「第
18回神奈川県私立大学就職研究会(県就研)と神情協との情報
交換会」が開催され、県就研、神情協ともに例年通りの参加
があった。
神情協常山会長より情報サービス産業は、次々と新しい技
術やビジネスモデルが登場し、安定した雇用を継続できる業
界であると説明があり、県就研山口会長からは、就職活動の
日程変更により学生、学校にも大きな変化のあった年であり
今後も互いの悩みを共有し歩んでいきたいとご挨拶があっ
た。

意見交換会では、参加の19大学より、「採用時期変更の
影響」、「IT業界の現状、疑問」を題に意見交換が行われ
た。半数以上の大学より学生の就職活動長期化、困惑など学
生の負担が増えたとの回答が見られた。また大学側からは、
「給与条件の内訳をきちんと説明してほしい」、「定着率」
を開示頂きたいとの意見もあった。懇親会では、神情協熊田
副会長の挨拶、県就研桐蔭横浜大学高橋様の乾杯で始まり、
第一部以上の活発な意見交換が行われ大盛況に終わった。引
き続き神情協会員様の新卒者採用活動へのご理解・ご協力を
お願いしたい。

株式会社日本アシスト　吉成　友隆

【最優秀賞】
	 ビジネス企画部門	 茅ヶ崎市非難訓練アプリ制作プロジェクト	 文教大学
	 ITプロダクツ部門	 顔deブラウザ操作	 神奈川工科大学
【優秀賞】
	 ビジネス企画部門	 バーチャル冷蔵庫	 中央大学
	 ITプロダクツ部門	 でじごしゅ~デジタル御朱印帳~	 横浜システム工学院専門学校
【入　賞】
	 ビジネス企画部門	 バドミントン施設検索・予約システム	 青山学院大学
	 ビジネス企画部門	 呼救ウォッチ~SmartWatchを利用した救急システム	 横浜システム工学院専門学校
	 ビジネス企画部門	 ランチ・マネージャー　~ランチマネ~	 中央大学
	 ITプロダクツ部門	 プロジェクト管理システム	 日本工学院専門学校
	 ITプロダクツ部門	 MANE-CON　~ビーコンを使用した情報提供API~	 情報科学専門学校
	 ITプロダクツ部門	 ReCoding	 神奈川工科大

学生ITコンテスト2015

第18回神奈川県私立大学就職研究会と神情協との情報交換会 開催日：平成27年11月18日（水）
産学連携委員会

開催日：平成27年11月26日（木）
産学連携委員会



横浜市情報文化センターに於いて、第10回横浜ITフォー
ラム2015が「IoTの光と影」をテーマに開催された。
節目となる第10回のフォーラムはあいにくの天候にも拘
らず、参加者103名と、とても盛況なものとなった。
常山会長ならびに横浜市経済局の今冨部長の挨拶の後、第
1部講演として株式会社ICS研究所の村上氏より「IoTの新市
場とサイバーセキュリティ対策」と題し、メインテーマの
「IoTの光と影」の「影」を中心に
講演いただいた。サイバー攻撃が
年々高度化している現状や攻撃の
ターゲットがIoTにより変化する可
能性、さらには国の「重要インフ
ラの情報セキュリティ対策」まで
具体的な内容に触れていただき、
聴講者にとってもより具体的に脅
威をイメージできる内容だった。
特にサイバー攻撃の現状につい

てはNORSE、NICTER、カスペルスキーの攻撃の状況をリア
ルタイムで可視化したサイトを紹介していただいたり、ター
ゲットの変化については製品がターゲットになる可能性があ
り、自分のスマートホンが産業スパイになり得ることに衝撃
を受けた。
続く第2部講演ではNTTコ
ミュニケーションズ株式会社
の境野氏より「IoTの普及に
伴うリスクと課題解決の方向
性、ビジネスチャンス」を
テーマとして、日本のインフ
ラ整備状況が如何にIoT普及に
適しているか、ソリューショ
ンが期待される具体的な分野
や実例、海外と比べたIoTの伸
びしろなどの「光」の部分と、1部に続きサイバー攻撃の手
口の高度化や手法の変化について講演いただき、攻撃の具体

的な事例などは、やはり脅威が如何に大規模にな
り得るかがイメージできる内容だった。
IoTの本格普及に向けた今後の課題や、NTTコ
ミュニケーションズでの各分野での取り組みを紹
介いただいたことにより、ビジネスチャンスやプ
ランのヒントを得られた方も多かったと思う。
両講演を聴いて、影である脅威が如何に大変な
ものか、光であるビジネスチャンスが如何に多く
有るものかを具体的にイメージできる、大変有意
義なフォーラムとなった。講演後は講演者の方々
を交えての懇親会を行い、参加者47名が終始和や
かな雰囲気の中で情報交換が行われた。

株式会社ソフテム　　今成　宏美

第33回技術セミナーは「Ruby再発見」と題してRubyの魅
力にあふれる2部構成のプログラムで開催。会場の横浜情文
ホールには、120名を超える参加者が集まった。
第１部は一般財団法人Rubyアソシエーション事務局長で
Ruby自体の成長に深くかかわっていらっしゃる前田修吾様
から『Rubyの現状と勉強の仕方』というテーマで、Rubyが
巻き起こした世界的な現象の今とこれから、特に年末に向
けリリース準備中のバージョン2.3の新機能などをわかりや
すく解説して頂き、興味を持った技術者が楽しく入門できる

方法も伝授して頂い
た。会場からはコー
ディングの際に利用
するライブラリの選
択方法について具体
的な質問が飛ぶなど
Ruby熱気健在がうか
がえた。
第2部は株式会社

日立ソリューションズ技
術開発本部生産技術部の
牧俊男様から『Rubyを
「やりたい」から「やっ
た」にするまでの道の
り』と題して、社内で立
ち上げられた「Rubyセ
ンタ」の活躍を通して
Rubyを本格的に利用す
るまでの決して平たんで
はなかった道のりと中小規模から大規模システムまで適用し
てわかったRubyの驚くべき生産性の高さについて、まさに
現場の声としてレポートして頂いた。
お二人とも、工夫してシステムを作って行くことの楽しさ
や、その楽しさの向こうに未来を作ろうというRubyならで
はの前向きなメッセージが強く感じられる素晴らしい講演
だった。

株式会社ジェイエスピー　三浦　康弘

横浜ITフォーラム2015

第33回技術セミナー

開催日：平成27年11月10日（火）
横浜市交流委員会

開催日：平成27年10月21日（水）
技術委員会



69チーム選手応援団約1,000人が横浜みなとみらいスポーツパークに大集合！
素晴らしい天候の中、9時30分開始し14時頃には予選が終わり、名残惜しそうに帰宅さ
れる方と、決勝トーナメントに向けて練習する方と様々であったが、熱い戦いは最後まで
続き、17時近くには無事表彰式を終えることができた。

第9回「神情協大クリスマスパーティー2015」が、12月
15日にホテルキャメロットジャパンで開催された。今回は
企業経営委員会・女性活躍委員会の2委員会による合同開催
で130名以上の参加者が集った。
常山会長による開会挨拶では、30周年企画など夏のイベ
ントの耳より情報もあり、開始からムードが高まっていた。
前山企業経営委員長と千葉女性活躍委員長の乾杯の発声にて
パーティーが始まると、各テーブルで懇親を深める様子が見
受けられた。企画の一つである男女の【カップリングゲー
ム】でパンフレットの番号が同じ人を見つけた男女が抽選券
引換所に並んで談笑している姿もあり、和やかな空気が流れ
ていた。中には男性同士で並んでいる姿もあり、思わずイン
タビューをしたところ、パーティーに遅れてきてしまったが
ために、女性用のパンフレットを渡されたとのことだった。
「それはそれで、他社の方との交流につながると思い一生懸
命運命の相手を探しました」と言う初々しい笑顔が印象に
残った。
その後、恒例の【クイズダービー】が始まり、常山会長・
熊田副会長・2015年度夏の浴衣コンテストで優勝を飾った
幸運の女神、株式会社ネットフォレストの小林様・女性活躍
委員会矢吹様の4名が回答者として壇上につき、誰の回答に
持ち点を賭けるかを各チームで話し合っていた。クイズは
2015年のニュースや、神情協のマスコットキャラクターを
記憶のみで描くなどの内容。回答時には各チームから歓声
や時にはため息も聞こえ、盛り上がりを見せた。このダー
ビーで見事優勝を飾った『きつねチーム』は「まさか優勝で

きるとは思わなかっ
たが、チーム内で仕
切ってくれる人もい
てとても楽しかった
です」「初めての空
気感でしたが、誰に
どれだけのポイント

を賭けるかというとこ
ろで話も盛り上がりま
した」と笑顔でインタ
ビューに応じてくれた。
続いての【お楽しみ大
抽選会】は、神情協加盟
有志企業が景品を持ち寄
り、総額100万円を超える豪華な抽選会となった。くじ引き
を担当するのは、幸運の女神小林様。女神に引き当てられた
人たちはそれぞれ豪華な景品を受け取っていた。シャンパン
を獲得した男性は「とても楽しい時間をありがとうございま
す。いただいたシャンパンは親にあげたいと思います」と
シャンパンを抱え、また、ディズニーペアチケットを獲得し
た男性は「パーティーでは沢山の人と話すことができてとて
も楽しかったです。ディズニーには折角なので女性を誘って
行きたいと思います」と、とても嬉しそうにチケットを受け
取っていた。【カップリングゲーム抽選会】では、それぞれ
相手を見つけたペアの番号が呼ばれ、ワインを受け取った4
組と映画観賞券ペアチケットを受け取った1組がいた。抽選
会が終了すると大盛況の中、熊田副会長の閉会挨拶にて幕を
閉じた。
キャメロットの美味しい料理と華やかな会場で、出会いと
交流を楽しめる神情協のクリスマスパーティーを毎年楽し
みにしている人も多い。2016年度の開催が今から待ち遠し
い。

昨年に引き続き2連覇となる。殆どが営業職の選手の皆さんであるため、月1回の平日の練習は
人が集まらず充分な練習ができない中、経験者が多いというのが今回の結果のようである。今回
は社長が拘るカラーとキャプテンがデザインを考えた新しいユニフォームで挑み、そちらもV2に
繋がったとみえる。

【優勝】株式会社アイネット

第7回フットサル大会

第9回「神情協大クリスマスパーティー2015」

開催日：平成27年11月21日（土）
労働福利委員会

開催日：平成27年12月15日（火）
企業経営委員会、女性活躍委員会



例年、米国が多かった教育研修委員会の海外研修だが、今年
は初めて中東のドバイを訪れた。参加者は、20名。目的は、
①GITEX	TECHNOLOGY	WEEK	見本市研修、②インターネッ
トシティー視察。
ドバイは、アラブ首長国連邦(U.A.E)を構成する首長国の一つ
で、人口は240万人、面積は埼玉県と同じ位。中東ということ
で、少し心配する声もあったが、そんな雰囲気は一切無かっ
た。世界一ののっぽビルであるバージ・カリファ(828m)を初
め、超高層ビルが立ち並ぶ中東屈指の世界都市であり、貿易、
観光の中心地だ。人口の85％が国外から働きに来ている人達

で、国民には一切税金が無い豊か
な国だ。
1830年頃は、漁業や真珠の
輸出を産業とする小さな貧しい
国だったが、アブダビからマク
トゥール家が移住してきて、ドバ
イ首長国が建国されドバイの歴史
が始まった。真珠も日本の御木
本の台頭で振るわなくなったが、
1960年代にはドバイ・クリーク
の浚渫工事を実施し中継貿易港と
しての基礎固めに成功、1966年
のドバイ沖海底油田の発見で弾み
がつき、現在の繁栄を築いてい
る。石油が出たことで浮かれるこ
となく、将来的には枯渇するで
あろうと先を読み、あらゆる物
流、及び観光の拠点となる政策を

進め、現在では
GDPにおける石
油産業の割合は
僅か1〜2％との
こと。常にこれ
から先の事を考
え動いていくこ
との大切さを改めて痛感した。
ドバイの気候は、10月になるとそれほど気温は高くなく、
大体35、6度で日本の夏と同じ位だった。アラブ料理もあまり
辛くなく、野菜などをペースト状にした物を薄く焼いたパンに
巻いたり、鶏、牛、ラムのバーベキュー
が多かった。ラクダのハンバーガーもお
そるおそる食べたが、すごく美味しく絶

対お勧めだ。
但し、お酒は飲める
所が限られ、ビール
1,000円、日本酒一升瓶
30,000円と高い。
砂漠を四駆で豪快に駆け巡るスリル満点の
「デザート・サファリ」は全員で体験した。
その後、キャンプ場でバーベキュー、ベリー

ダンス、ラクダ乗り等を楽しみ、最後は月夜の中ラクダが帰っ
ていくシーンも見られ、印象的な夜だった。
ドバイからいろいろな刺激をいただき、とても良い研修旅行
となった。

株式会社富士テクノソリューションズ　原田久仁子

9人のメンバーは平均年齢が28歳、練習回数は少ないが実り
のある練習の効果が今回の結果に出たようである。会長をはじ
め社員の皆さんの団結力があったからこそと周りを気遣いなが
ら話すキャプテン、そんなキャプテンから社長にぜひ会社のロ
ゴ入りユニフォームを作ってほしいという切実なお願いがユー
モアであった。

【準優勝】株式会社エフタイム

常に上位まで勝ち続けている昨年3位の宮川製作所と3位決定戦。
2-1、2-2、最後スーパーショットを決め3-2で3位を勝ち取った。7人と少
人数の中2名が倒れるというアクシデントがあったが3位を勝ち取ったのは、
チームの拘り「爽やかでフェアプレイを目指す」があったからであろう。

【３位】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

グリーンのユニフォームで女性が一人活躍されているチームに話を伺うとそ
の女性は社長であるという。
もちろんユニフォームのデザインも社長が考えられ、フットサルを通して体
を動かす事での社員のストレス発散と会社の一体感が得られたことに、良かっ
たと満面の笑みをみせた。
発起人であるスタッフからは社長は時には母親のような存在でもあるとい
う、土屋社長のお人柄が垣間みれた。

きらりとひかる選手「株式会社ICON土屋社長」

神情協海外研修「ドバイ」 日程：平成27年10月18日(日)〜22日（木）
教育研修委員会



残業に関する労働問題　〜残業トラブルから会社を守る方法〜
横浜アイマークスプレイス13階、NTTソフトウェア株式会社横浜事業所の会議室にて弁護士の小
島勇祐氏を講師に迎え「残業に関する労務問題〜残業トラブルから会社を守る方法」のセミナーを開
催。
「残業問題における各手続き」「裁判も認められる有効な残業対策とは」「労働基準監督署の臨検
にはどのように対応すべきか」「どのようにして社員の健康被害を防止するのか」「残業問題が発生
した際の時間や費用のコストはどの程度か」等５項目のテーマでご講演頂いた。

労働問題はこじれると対応に多くの労力・時間・経費をうばわれるだけでは
なく内外のイメージダウンになり、また社員の士気や会社に対する見方にも影
響することが多い。
小島弁護士は使用者側労働事件に多く関わってこられ、各テーマ毎に、会社
が事前にとるべき対応策や事後の対応策等、判例や具体的な事例を交えわかり
易く説明して頂いた。
お話された内容を今後の労務管理に活用し労働問題のトラブルの防止に役立
てたい。

株式会社テックジャパン　小林　恵子

HAPPY エイジング 今こそ、治未病
TKP横浜駅西口カンファレンスセンターにて女性活躍委員
会とIBMユーザー研究会との合同でセミナーが開催され、計
39名が参加された。今回は、漢方医学、未病医学、統合医
療を専門とする未病研究の第一人者、日本
未病医学研究センター所長の天野暁氏をお
迎えし「HAPPY	エイジング	今こそ、治未
病（ちみびょう）」をテーマにご講演いた
だいた。
「未病」とは、健康な状態と病気の間に
位置するものであり、健康な長寿社会を実
現するため、近年注目を集めている。未病
対策を生活の中から始めるためには、適度
な運動やバランスの良い食事だけでなく精

神の健康も大切という内容だった。精神の健康を保つには、
感謝・許す・愛・ポジティブな感情を多くもつことが必要で
あり、これに加え、「情熱・夢中になれること」「希望・
夢」「自分の人生と向き合う」「感情のコントロール」も重

要であると学んだ。会場にはポジティ
ブな方々が多く、より健康になろうと
活気に包まれていた。
最後に質疑応答の時間が設けられ、
一人ひとりの悩みを相談しながらも終
始笑いの絶えない大変和やかな講演と
なり、天野氏の人柄の良さが伺われ
た。私も含め参加者は、生活習慣を見
直す大変良い機会となった。

株式会社アイネット　永山　愛

ストレスチェック法制化　〜いつ何をどうすればよいのか〜
神情協事務局会議室において、両日とも同じ内容の労働福利委員会臨時特別セミ
ナーを2部制で2回開催した。
第1部は、両日とも神情協の賛助会員であるコントレアワークス代表の清水雄介
（筆者）より「ストレスチェック法制化　〜いつ何をどうすればよいのか〜」と題
して、平成27年12月1日より義務化されたストレスチェック実施について、実務面
に焦点を当て企業の担当者が「いつ、何をすべきなのか」という視点で厚生労働省
の指針の解説を行い、①義務化に反してチェックを実施しない場合の企業リスクの
高さ、②実施体制構築時のポイント、③実施の際の実務工数の多さ、④外部委託先
選定のポイントなどについて説明し、最後に神情協加入企業向けに特別価格で提供
する、中小規模組織にフィットするストレスチェックサービスの紹介をした。
第2部は、11月16日は神情協の賛助会員の株式会社インカレージ取締役の至田勝紀氏より、11月27日は同じく賛助会員の株式
会社プレミアサポート代表取締役の増木新也氏より「ストレスチェック義務化時代の企業防衛策〜メンタルリスク等の労災リスク
と企業責任〜」をテーマに講演した。
ストレスチェック義務化に至るまでの国のメンタルヘルス対策の変遷から、その背景にある精神疾患を原因とする労災に関する
企業および役員個人のリスクの高まりについて、具体的な数値や判例に基づいて分かりやすく説明し、その対策として会社の福利
厚生施策としても有効に活用できるAIU社の神情協業務災害総合保険制度について紹介した。

コントレアワークス　清水　雄介

第9回女性活躍セミナー

第３回労働福利委員会セミナー

労働福利委員会臨時特別セミナー 開催日：平成27年11月16日（月）、27（金）
労働福利委員会

開催日：平成27年11月30日（月）
女性活躍委員会

開催日：平成28年2月5日（金）
労働福利委員会



■株式会社ユーコム
創父から母へそして息子へと三代にわた
り、富山をベースに発展を続ける株式会社
ユーコム今牧一盛社長に話をお聞きした。富
山、金沢、東京と拠点が有り、日々忙しい生
活を送られている。昨年３月には北陸新幹線
が開通し、益々忙しくなったとのこと。その
一方で、予定のない休日は子供とそり遊びに
行く等、家族にも配慮の有る優しいパパでも
ある。
富山本社に約70名弱、支社に約70名強、
東京本社に約100名強という体制で金融系シ
ステム開発、スマートシティ関連システム開
発、独自事業の３つを柱に据え、ビジネスを
展開している。
これから特に力を注ぎたいのは自社に力
量が蓄積される独自事業。独自事業とは主

に（地場）顧客との直契約
や、自社製品・サービス開
発を指す。顧客開拓は地場
人脈や金融機関を通じての
紹介など。誰にでも好かれ
る社長のお人柄から、いろ
んな業種の方々との交流が
あり、顧客の創造に寄与している。また、直
ユーザーからの紹介でお取引が始まるケース
もあるのが田舎の良いところだと話す。これ
からも積極的にユーザーを開拓し、ユーコム
のファンをもっと増やして、また自社製品の
品揃えももっと増やして、社会に貢献してい
きたいと意欲的だ。
良い人材の採用に生かせればとIPOにも興味

をお持ちの様だ。その為にも自社開発製品の
売り上げに占める比重を上げて行きたいと言

う事である。意欲的な青年社長にこれからの
業界のリーダーとしての活躍を期待したい。

■株式会社ワイイーシーソリューションズ
横浜港を一望できる開放的なオフィスを構え

る、株式会社ワイイーシーソリューションズを訪
れ、柔和な笑顔で迎えてくださった岡西祥太郎社
長と高橋宏行総務部長にインタビューを行った。
同社は1969年9月10日に設立した株式会社
横浜情報処理センターが前身で、今年で47周年、
あと3年で半世紀を迎える。
横浜市役所の電算処理を受託するにあたって、
NECより出資を受け、経営基盤を強化し現在の礎
を作った。同社の強みは創業当時より行っている
地方公共団体のシステム開発に加え、データーセ
ンターを所有していることによる「開発・運用・保
守」のトータルソリューションの提供にある。近年
ではクラウドサービス事業にも力を入れている。
また、自社製品として地方公共団体の施設予
約システムを全国展開されており、今後は地方公
共団体向けのノウハウを生かしながら民間企業

にも力を入れていきたいと岡西社長は語られて
いた。同社は企業発祥の地である横浜にしっかり
と根差しながら将来を見据え、グローバル人材の
育成にも力を入れている。それが昨年から始めた
年2回のグローバル研修だ。やる気や技術習得に
意欲のある若手社員を岡西社長が自ら引率し、ア
メリカのシリコンバレー視察やインド研修を実施
し、広い視野や高い視座を持って新たなビジネス
展開や新技術導入による事業創出が出来る人材
の育成を行っている。
またコミュニケーションを重視する岡西社長
は、自ら策定した経営ビジョンに基づき、部署間の
風通しを良くするため離れ離れになっていた開発
部門と営業部門のオフィスを昨年３月に１ヵ所に
集約した。
社風は上司部下の垣根を越えて社員同士が仲
良くやっているアットホームな会社で、部活動もゴ
ルフ部、野球部、フットサル部、リレーマラソン部

など活発だ。
今後の事業展開と発展が楽しみな会社である

と感じた取材であった。

■株式会社富士通ワイエフシー
1966年創業以来、神奈川県に拠点を置き
様々な分野で地域に根ざしたサービスを提供
する富士通ワイエフシー。現在は富士通システ
ムズ・イースト出資100%となり、富士通グルー
プ内での位置づけは「業種特化サービス」「地
域サービス」に強みを持つ企業である。業種
特化サービスではヘルスケア分野を中核とし、
大・中病院向けでは業界トップシェアを誇る
電子カルテ事業に力を注いでいる。導入支援
サービスのほか、自社内に医療ワンストップサ
ポートセンター（OSSC）を構え、一般のコール
センターを超えた、他社とは一線を画すサービ
スの提供を行っている。「運用を支え、病院の
業務を担い、患者様に貢献する」、エンドユー
ザーは病院を利用する患者様であるとの考え
だ。

昨年就任した岡村社長は社内の改革にも
手腕をふるっている。社員一人一人が自発的に
考え行動し成長する組織を目指し、数々のアイ
ディアで風通しの良い社風を作り上げる。その
中の一つ自律改善活動ではVMボードの活用で
活動を見える化しPDCAサイクルがまわるよう
に工夫をしている。また、社内SNSの導入を行
い社員自ら情報発信するきっかけを作ってい
る。普段は控えめな社員も社内SNSを活用しコ
ミュニケーションをとるようになった。岡村社
長は“目標はトップが変わっても自分たちの力
で改善する組織風土を作り上げる事である”と
語る。自律的に考え・行動できる組織だからこ
そ作り出せる素晴らしいサービスに期待大で
ある。

設　立：1983年6月
資本金：2,000万円
売上高：20億円
社員数：250名
住　所：富山県射水市三ケ1502
Tel：0766-55-8800
URL:	http://www.ucm.co.jp/top.html

資本金：5,000万円
売上高：40億70百万円（2014年度3月期実績）
社員数：266名（2016年2月時点）
住　所：横浜市中区山下町22番地
　　　　（山下町SSKビル）
Tel：045-662-3616
URL：http://www.yec.ne.jp

設　立：1966年3月
資本金：1億円
売上高：37億円（2015年3月期）
社員数：250名
住　所：横浜市神奈川区栄町3−12
Tel：045-453-7887
URL：http://www.fujitsu.com/jp/group/yfc/



新会員 I N F O R M A T I O N

今私の趣味の一つに「旅行・特に海外旅行」がある。
何故海外旅行か？それは生まれ育った環境にあるのだろう

と思う。生まれたのは昭和10（1935）年4月、ところは大連
（現、中国東北地方）。
大連は三方を海に囲まれ、当時日本から満州への玄関口とし

て栄え、東洋一の港を抱える東洋のパリと称される美しい街並
みの都市だった。
その大連港の近くに生まれ、まだ幼稚園にも上がらない頃か

ら、喧騒に沸き立つ港へ出かけ、着岸している大きな客船や貨
物船の積み卸し作業を飽きもせず眺めていた。自分もいつかは
こんな大きな船に乗り、海外へ出かけたいと胸弾ませていたも
のだった。
この子供心に芽生えた憧れを、人生の目標として歩くこと

となる。しかしこの後、太平洋戦争に敗け身体一つで日本へ引
揚げ、高校生の時、胸の病で6年間の闘病生活を送ることとな
る。この頃の結核は今の癌と同じで、ある意味死を意味した。

病気で船乗りになる道は断たれたが
初志貫徹、何としても海外へ行きたいと
いう夢は捨て切れず、いろいろ紆余屈折
はあったがひょんなことから海外へ出向
くチャンスを掴むこととなった。
海外渡航歴、50年。観光が自由化さ

発行所：一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会　広報委員会
電　話：045－316－2244　　FAX：045－316－2246
印刷所：YAQ

■正会員
ロケットソフトウェアジャパン株式会社
横浜市西区みなとみらい 
代表  末原　尚登
http://www.rocketsoftware.com/
TEL 045-670-8905
業務  ソフトウェア製品の開発および販売
■正会員
湘南技術センター株式会社
　技術部ITソリューショングループ
横浜市西区平沼
代表  原田　宏一
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp
TEL 045-314-2233
業務  製造業向け支援システム及び一般
企業向けwebシステムの受託開発
■正会員
ツークレスト株式会社

横浜市中区花咲町 
代表  川田　真司
http://www.twocrest.com
TEL 045-326-6224
業務  ソフトウェア開発（POSシステム
開発、タブレット向けアプリ開発）
■正会員
株式会社ブール・ジャパン
東京都品川区上大崎 
代表  杉田　真奈美
http://boole.co.jp/
TEL 03-3446-2881
業務  第三者検証事業、インストラク
ション事業
■正会員
株式会社メタテクノ
川崎市中原区小杉町 
代表  大和　靖博

http://www.meta.co.jp
TEL 044-739-3431
業務  ソフトウェア受託開発
■正会員
株式会社ネオジャパン
横浜市西区みなとみらい 
代表  齋藤　晶議
http://www.neo.co.jp/
TEL 045-640-5900
業務  パッケージソフトの開発、及び販売
コンサルティングからアプリケーショ
ン・システムの企画/設計/開発
ネットワークインフラ構築等
システムにかかわるあらゆるサービス
を統合的に提供
■正会員
株式会社インプレッション
横浜市西区みなとみらい 

代表  岡野　正道
http://impression.co.jp
TEL 045-263-6880
業務  WEBデザイン制作・運営、データ
ベース・システム開発、インターネッ
トサービスプロバイダ、コンピュータ
ネットワーク・システム構築、グラ
フィックデザイン制作、スコアリング
オペレーション、ヘルプデスク
■正会員
株式会社フルネス
東京都中野区新井 
代表  古川　正寿
http://www.fullness.co.jp/
TEL 03-5345-7738
業務  教育事業/コンサルティング事業/
システム開発事業/書籍執筆・講演
　

第8回神情協実業団対抗ゴルフ大会が名門相模原ゴルフクラブで
開催された。当日は少し肌寒い陽気だったが、初参加者も多く楽し
いゴルフコンペとなった。
今回は、完全ノータッチ・完全ホールアウトというとても厳し

いルールの中、株式会社アイネットが予告宣言優勝という偉業を達
成された。準優勝は日本データスキル株式会社、３位に株式会社富
士テクノソリューションズだった。今回も初参加の方々が大活躍し
たゴルフ大会となった。優勝された株式会社アイネットの梶本社長
は、グロス優勝・ドラコンなど各賞を取得し大変ご満悦の様子。そ
して我らが常山会長、こちらも良きパートナーに恵まれ予告宣言通
りのブービー賞を獲得された。人の上に立つ方々の「有言実行」を
目の当たりにした大会と感じられた方も多数いらしたようだ。
パーティー会場では、初参加の皆様も楽しそうな表情で過ごされ

ており、今回スコアの良かった人、悪かった人、みんなの笑顔が印
象的だった。また、相模原ゴルフクラブから頂いた商品を獲得する

れる前から出かけて
いた。
海外渡航回数　

140回以上（うち世界
一周23回）。
平成18年に南極大

陸を訪れて世界の七大陸（今は六大陸か？）を全部制覇する。
その前年に世界最大の島グリーンランドの北極圏へも行く。
海外旅行の目的は、訪れた国の文化、宗教、歴史、芸術、

伝統、音楽、風習、人種、思想、料理、自然、空気の匂い、風
景、遺産など諸々をその場に行って、それらを五感に三次元で
受け留め、全身に吸収させることにあると思う。海外よりどん
な立派な美術品を日本の一流の美術館に持ち込んで展示した
としても、それはそれまでのことでそれ以上のものにはなれな
い。それぞれの国の荘厳な美術館の在るべき場所に収まってい
てこそ真の価値を見出せると思う。
南極や北極で氷海に浮かぶ何万年か前の氷を掬い上げ、ウイ

スキーの入ったグラスにその氷を入れた水割りの旨さ、それ以
上にグラスの中で氷が弾ける時奏でる透んだ音での音楽、ここ
を訪れたものにしか体験できない醍醐味だ。そのためには時間
と金をかけて、海外へ出かける必要がある。

株式会社日本インテリジェントビジネス　萩原　成美

ため急遽ジャ
ンケン大会と
なり、とても
盛り上がる中
無事に実業団
対抗ゴルフ大
会が終了した。　　　　　株式会社テイー・エム・シー　千葉直樹
★27年度の入賞企業は下記の皆様でした。(敬称：略）
着　順 会　社　名 参加者名 グロススコア グロス平均

優　勝 （株）アイネット
梶本　繁昌 83

90.5
佐伯　友道 98

準優勝   日本データスキル（株）
小川　正博 87

92.5
北川　一雄 98

３位 （株）富士テクノソリューションズ
山王丸朗彦 91

96.0
山口　雅数 101

第8回神情協実業団対抗ゴルフ大会 開催日：平成27年11月12日（木）
企業経営委員会


