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第２回経営戦略フォーラム 第33回ビジネスフォーラム 知的財産活用フォーラム in かわさき

第31回技術セミナー 専門学校との情報交換会 SE講座情報交換会

屋形船クルーズ交流会 神情協ディナークルーズパーティー 懇親船つり大会

女性活躍委員会の座談会 CISAとの交流会 委員会紹介（教育研修委員会／技術委員会）

会員企業訪問（株式会社エリアドライブ／NTTデータフォース株式会社／株式会社データープロセスサービス） 第３回神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会

県外視察（島根）研修 この人いいね！ 新入会員紹介

今回は手法を変え、「人材」をテーマに4人のパネラーの熱いディスカッション

第２回経営戦略フォーラム 開催日：平成25年8月2日（金）
 企業経営委員会

“もはやＩＴ業界は憧れの職業ではない…”、53人の参加者
の目を醒ますような衝撃な一言で、第２回経営戦略フォーラ
ムが、平成25年８月２日　ホテルキャメロットジャパンに
て幕を開けた。
第２回目となる今回は、テーマ「人材」に関係する各委員会
から、下記の精鋭の方々をパネラーとしてお招きして開催さ
れた。まずは、前山委員長からの軽妙な各パネラーのご紹介
の後、小野隆夫コーディネータのもとで「人材」という各社共
通の経営課題をテーマに熱いディスカッションが繰り広げ
られた。

◆パネラー
・産学連携委員会　小川名剛彦（採用）
・労働福利委員会　板橋　哲也（高齢化）
・女性活躍委員会　千葉理恵子（女性の雇用／採用）
・教育研修委員会　上原　　誠（教育）
◆コーディネータ　企業経営委員会　小野　隆夫

小川名委員長からは、産学連携委員会活動を通しての、学
生から見たＩＴ業界の印象が生々しく報告され、昨今のＩＴ
業界に対する学生感情の現実を浮き彫りにして、パネラーの
口火を切った。続いて板橋委員長からは社員の高齢化に伴う
定年後の継続雇用は、ＩＴ業界特有の難しさがあることを指
摘され、採用については、今現在はＩＴ業界に入りたい人材

を探すのではなく、入りたいように仕向ける攻めの姿勢が大
事と力説された。女性委員長の千葉委員長からは、女性の雇
用および採用についての実情、特に女性の採用時の面接に
て、結婚／出産について質問するのは先進国の中でも日本だ
けだと、きついお叱りを参加者に投げかけた。教育委員会の
上原様からは女性のみ５名の中途採用に成功した実績を報
告され、参加者一同を驚愕させた。残念ながらその手法につ
いては企業秘密として明かされることはなかったが、策を講
じれば採用に至る実績が、今回の参加者へ勇気を与えたこと
だろう。
パネルディスカッションの中で、ＩＴ業界の「人材」につい
ての問題が赤裸々に浮き彫りにされていく中、社内ミニカン
パニー制度の導入や、ストック型ビジネスモデルへの対応に
て、社員の高齢化問題に取り組む報告などは大いに参考に
なったのではないだろうか。
熱も冷めやまぬ中、第２部の懇親会も行なわれ、それぞれ
のパネラーを各テーブルに囲んでのテーブルディスカッショ
ンも、自然の流れで引き続き開催された。ここでもアルコー
ルが進むにつれ、更に掘り下げた人材に関する現実問題が議
論され、テーブル毎に大きな盛り上がりを見せた。
試行錯誤の中で企画／開催された第２回経営戦略フォーラ
ムではあったが、大盛況の中、次回の開催に更なる期待を抱
きながら、熊田副会長の締めの言葉で幕を閉じた。

アドバンスドプランニング株式会社　今井一範



初の試みであるJIETとの共同開催！新たな動きに参加者も期待感にあふれる

第33回ビジネスフォーラム 開催日：平成25年7月18日（木）
 企業経営委員会

平成25年７月18日　ホテルキャメロットジャパン５階　
ジュビリーⅡにて開催された。今回は初の試みとして、日本
情報技術取引所　通称ＪＩＥＴとの共同開催となり、また、
神情協としても新体制を迎えての初めてのビジネスフォーラ
ム開催であり、心機一転の想いでのフォーラム開催となった。
ＪＩＥＴとの共同開催ということもあり、両団体併せて総
勢102名の参加者の中、神情協常山会長、ＪＩＥＴ南出本部
長のご挨拶の後、商談会が開かれた。各社熱の篭ったプレゼ
ンテーションが披露されたが、特にベトナム、ミャンマーへ
のオフショア開発を展開されている会社のお話しが、興味を
惹かれたのではないだろうか。
商談会の後は、杉之間副会長の乾杯のご挨拶の後、和やか
に懇親会が開催された。ここでも、アルコールが進むにつれ、
昨今の夏の暑さを吹き飛ばす、両団体からの熱い情報交換が

飛び交い、参加者は時間の経過を忘れる程の勢いで盛り上が
りを見せた。また懇親会の途中では、新会員のご紹介、飛び
入りでのアピールタイム、新体制での新三役のご紹介が行わ
れた。
懇親会も終盤を迎え、宴もたけなわの中、今回は原田副会

長に締めのお言葉を頂戴したが、前任者の野木元副会長に負
けず劣らずの名調子で、恐らく今後は、締めの原田副会長と
呼ばれる日はそう遠くはないだろう。
冒頭の南出本部長のご挨拶の中で、今後、年に１～２度ビ

ジネスフォーラムの共催を行いたいとのお話があったが、両
団体にとって実に有意義な商談会／懇親会となり、フォーラ
ムは名残惜しみつつ盛況のまま幕を閉じた。

アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

情報系専門学校と神情協の情報交換会が平成25年10月3
日（木）横浜ＡＰビル会議室において、専門学校14校23名、
神情協加盟企業33社50名の参加を得て開催されました。
熊田副会長から「学校と企業の連携が非常に大事」、産学連
携小川名委員長より「形式にとらわれない率直な意見交換会
にしたい」とのお話があり会議が始まりました。
各専門学校からは、学生目線・自己分析重視、入学時点か
ら職業指導実施、ＯＢ・ＯＧ企業訪問、ジョブカードとキャリ
アカウンセラー活用等々の就職支援となっており、担任教師
が学生の学力、性格等を考慮して個別指導を行っている状況
が報告され、就職活動支援では、企業からの求人票、学校訪
問による会社説明会が採用に繋がる状況が報告された。
専門学校から企業へは、ＩＴ業界が求める人物像、学生に
求める必須条件、資格試験と採用の関係、給与制度、メンタ
ルヘルス対策等々の質問があり、各々の質問に回答する中で、
将来に”夢”を持った学生を企業に送り出して欲しいとの要望

がありました。
会場を変えて行われた懇親会では、常山会長の挨拶で始ま
り、名刺交換、ＩＴ業界セミナーへの参加依頼、ＩＴ企業就業
体験研修への参加依頼等々、情報系専門学校と神情協企業と
の連携強化、人脈交流が出来た一時となりました。

株式会社ＩＳＴソフトウェア　渡部雄三

情報系専門学校との情報交換会が開催され、就職活動の実態を知る機会となる

専門学校との情報交換会 開催日：平成25年10月3日（木）
 産学連携委員会

平成25年度の「大学向けSE講座」講師情報交換会が平成25
年９月９日(月)横浜APビルにて開催された。神情協常山会長
のほか、熊田、杉之間、原田の各副会長にも参加いただき、
本年度のSE講座講師44名による活発な意見交換が行われた。
第1部の情報交換会では、常山会長の挨拶のあと、産学連
携委員会小川名委員長よりSE講座の現状報告があり、前期
８大学、後期６大学でのSE講座実施状況が報告された。前
期の講座を担当した講師からは、学生との双方向コミュニ
ケーションを大事にした工夫など、参考になる意見が色々と
紹介され、また本年度新たに認定された講師5名が紹介され
た。事務局からは、来年２月19日に開催予定のSE講座実施
大学との講師情報交換・懇親会の案内がなされ、最後に、常
山会長より費用負担の考え方変更など、来期に向けたSE講
座実施方針の話があった。
第２部の懇親会は、会場をホテルキャメロットジャパンに
移し、この10年にも及ぶSE講座の維持拡大は、担当講師た

ちの熱意の賜物だという大西相談役の挨拶、杉之間副会長の
乾杯で幕を開けた。その後は各講師たちによる個別の意見交
換が活発に行われ、例年と同様に非常に有意義な催しとなっ
た。締めにあたり、熊田副会長より我が情報サービス産業は、
これからの日本にとって極めて重要な位置づけとなるであ
ろうとのお話をいただき閉会となった。

株式会社ＹＳＬソリューション　大野二郎

SE講座講師44名による活発な意見交換会となった

SE講座情報交換会 開催日：平成25年9月9日（月）
 SE講座特別委員会

10月11日（金）横浜情報文化センターにおいて「第31回技術
セミナー」を開催しました。
今回は、元グーグル米国本社副社長 兼 日本法人代表取締
役社長、前日本法人名誉会長、村上憲郎様をお迎えして、
「SNSとIOT（Internet Of Things）が切り拓きつつあるビッグデー
タ2.0の世界」というテーマでご講演頂きました。
講演内容はビックデータ、スマートグリッド、ウェアラブルメ

ディア、インプランタブルメディア等々多岐に渡り。スマートグ
リッドについては、「IOTの2010年代はインターネットの1990
年代に匹敵する」と話されていました。
IOTの分野はまだ参入チャンスがあり、グーグルの様なグロー

バル企業が生まれる可能性があること、「それらを、今度こそ
日本の大学の寮から出てほしい！」と話されていたことが鮮烈で
した。
ビックデータ2.0の世界では、神経細胞の様な「unsupervised」
ニューラルネットワーク上で人口知能が処理し将来はiPhoneの
Siriの様なアプリが、顧客の人物像を理解し執事のような振る
舞いをしてくれるなど、ＳＦの世界が実現しそうな感じで話され

我々も動向を注目していきたいと思います。
日本国内の動きとしては、経産省がIT複合新産業の創出に
向けて動いているとのこと、あらゆる産業分野でビックデータを
活用する重要性が叫ばれているとのことで、我々神情協に属す
る企業にとっても新たなビジネスチャンスとして捉えることがで
きるのではないでしょうか。
少々きわどい（？）ユーモアあふれる話しも楽しく、3時間とい

う長い講演時間でありましたが、あっという間に感じられました。 
 株式会社ソフテム　斉藤晴夫

世界が注目するビックデータの活用にビジネスチャンスがうまれる

第31回技術セミナー 開催日：平成25年10月11日（金）
 技術委員会

９月19日（木）、川崎市産業振興会館にて知的財産活用
フォーラムが開催されました。
開会挨拶として神情協常山会長、続いて川崎市経済労働局
の小沢課長よりお言葉を頂戴しました。お二方共に本フォー
ラムへの熱い思いが感じられるものでした。
最初は川崎市知的財産交流会での成約事例の紹介がありま
した。アルファメディアの小湊社長と川崎市産業振興財団の
西谷コーディネータにより当時の苦労話などを交えながら座

談会方式でお話いただきました。今後取り組みを考えている
企業にはとても参考になったのではないでしょうか。
続いて大手企業４社によるシーズプレゼンテーションで

す。シーズ側の大手企業がもつ「技術、ノウハウ、アイデア、
設備」を紹介いただき、ニーズ側の中小企業が「製品開発、新
規事業進出、技術の高度化」を行うきっかけ作りの場です。
富士通株式会社、日本電気株式会社、日産自動車株式会社、

日立製作所からの熱の入ったプレゼン内容に参加者はイマジ
ネーションを大いに掻き立てられた事でしょう。
続いて川崎市知的財産アドバイザーの高橋様から
の自己紹介、そして地域交流委員会の高橋委員長の
挨拶で第一部終了となりました。
第二部の交流会では、企業経営委員会の千葉副委
員長の司会のもと、川崎市産業振興財団の櫻井部長
の乾杯に始まり、和やかな雰囲気の中、あっという
間に時間が過ぎ、熊田副会長の締めの挨拶でお開き
となりました。
フォーラムの中でも話がありましたが、元気な中
小企業が集まるまさに「川崎モデル」と言われるよう
な有意義な集まりだったと思います。

株式会社データープロセスサービス　鈴木達志

有償開放特許を利用してビジネスチャンスを広げる有意義なフォーラムとなる

知的財産活用フォーラム in かわさき 開催日：平成25年9月19日（木）
 川崎市交流委員会



初の試みであるJIETとの共同開催！新たな動きに参加者も期待感にあふれる

第33回ビジネスフォーラム 開催日：平成25年7月18日（木）
 企業経営委員会

平成25年７月18日　ホテルキャメロットジャパン５階　
ジュビリーⅡにて開催された。今回は初の試みとして、日本
情報技術取引所　通称ＪＩＥＴとの共同開催となり、また、
神情協としても新体制を迎えての初めてのビジネスフォーラ
ム開催であり、心機一転の想いでのフォーラム開催となった。
ＪＩＥＴとの共同開催ということもあり、両団体併せて総
勢102名の参加者の中、神情協常山会長、ＪＩＥＴ南出本部
長のご挨拶の後、商談会が開かれた。各社熱の篭ったプレゼ
ンテーションが披露されたが、特にベトナム、ミャンマーへ
のオフショア開発を展開されている会社のお話しが、興味を
惹かれたのではないだろうか。
商談会の後は、杉之間副会長の乾杯のご挨拶の後、和やか
に懇親会が開催された。ここでも、アルコールが進むにつれ、
昨今の夏の暑さを吹き飛ばす、両団体からの熱い情報交換が

飛び交い、参加者は時間の経過を忘れる程の勢いで盛り上が
りを見せた。また懇親会の途中では、新会員のご紹介、飛び
入りでのアピールタイム、新体制での新三役のご紹介が行わ
れた。
懇親会も終盤を迎え、宴もたけなわの中、今回は原田副会

長に締めのお言葉を頂戴したが、前任者の野木元副会長に負
けず劣らずの名調子で、恐らく今後は、締めの原田副会長と
呼ばれる日はそう遠くはないだろう。
冒頭の南出本部長のご挨拶の中で、今後、年に１～２度ビ

ジネスフォーラムの共催を行いたいとのお話があったが、両
団体にとって実に有意義な商談会／懇親会となり、フォーラ
ムは名残惜しみつつ盛況のまま幕を閉じた。

アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

情報系専門学校と神情協の情報交換会が平成25年10月3
日（木）横浜ＡＰビル会議室において、専門学校14校23名、
神情協加盟企業33社50名の参加を得て開催されました。
熊田副会長から「学校と企業の連携が非常に大事」、産学連
携小川名委員長より「形式にとらわれない率直な意見交換会
にしたい」とのお話があり会議が始まりました。
各専門学校からは、学生目線・自己分析重視、入学時点か
ら職業指導実施、ＯＢ・ＯＧ企業訪問、ジョブカードとキャリ
アカウンセラー活用等々の就職支援となっており、担任教師
が学生の学力、性格等を考慮して個別指導を行っている状況
が報告され、就職活動支援では、企業からの求人票、学校訪
問による会社説明会が採用に繋がる状況が報告された。
専門学校から企業へは、ＩＴ業界が求める人物像、学生に
求める必須条件、資格試験と採用の関係、給与制度、メンタ
ルヘルス対策等々の質問があり、各々の質問に回答する中で、
将来に”夢”を持った学生を企業に送り出して欲しいとの要望

がありました。
会場を変えて行われた懇親会では、常山会長の挨拶で始ま
り、名刺交換、ＩＴ業界セミナーへの参加依頼、ＩＴ企業就業
体験研修への参加依頼等々、情報系専門学校と神情協企業と
の連携強化、人脈交流が出来た一時となりました。

株式会社ＩＳＴソフトウェア　渡部雄三

情報系専門学校との情報交換会が開催され、就職活動の実態を知る機会となる

専門学校との情報交換会 開催日：平成25年10月3日（木）
 産学連携委員会

平成25年度の「大学向けSE講座」講師情報交換会が平成25
年９月９日(月)横浜APビルにて開催された。神情協常山会長
のほか、熊田、杉之間、原田の各副会長にも参加いただき、
本年度のSE講座講師44名による活発な意見交換が行われた。
第1部の情報交換会では、常山会長の挨拶のあと、産学連
携委員会小川名委員長よりSE講座の現状報告があり、前期
８大学、後期６大学でのSE講座実施状況が報告された。前
期の講座を担当した講師からは、学生との双方向コミュニ
ケーションを大事にした工夫など、参考になる意見が色々と
紹介され、また本年度新たに認定された講師5名が紹介され
た。事務局からは、来年２月19日に開催予定のSE講座実施
大学との講師情報交換・懇親会の案内がなされ、最後に、常
山会長より費用負担の考え方変更など、来期に向けたSE講
座実施方針の話があった。
第２部の懇親会は、会場をホテルキャメロットジャパンに
移し、この10年にも及ぶSE講座の維持拡大は、担当講師た

ちの熱意の賜物だという大西相談役の挨拶、杉之間副会長の
乾杯で幕を開けた。その後は各講師たちによる個別の意見交
換が活発に行われ、例年と同様に非常に有意義な催しとなっ
た。締めにあたり、熊田副会長より我が情報サービス産業は、
これからの日本にとって極めて重要な位置づけとなるであ
ろうとのお話をいただき閉会となった。

株式会社ＹＳＬソリューション　大野二郎

SE講座講師44名による活発な意見交換会となった

SE講座情報交換会 開催日：平成25年9月9日（月）
 SE講座特別委員会

10月11日（金）横浜情報文化センターにおいて「第31回技術
セミナー」を開催しました。
今回は、元グーグル米国本社副社長 兼 日本法人代表取締
役社長、前日本法人名誉会長、村上憲郎様をお迎えして、
「SNSとIOT（Internet Of Things）が切り拓きつつあるビッグデー
タ2.0の世界」というテーマでご講演頂きました。
講演内容はビックデータ、スマートグリッド、ウェアラブルメ

ディア、インプランタブルメディア等々多岐に渡り。スマートグ
リッドについては、「IOTの2010年代はインターネットの1990
年代に匹敵する」と話されていました。
IOTの分野はまだ参入チャンスがあり、グーグルの様なグロー

バル企業が生まれる可能性があること、「それらを、今度こそ
日本の大学の寮から出てほしい！」と話されていたことが鮮烈で
した。
ビックデータ2.0の世界では、神経細胞の様な「unsupervised」
ニューラルネットワーク上で人口知能が処理し将来はiPhoneの
Siriの様なアプリが、顧客の人物像を理解し執事のような振る
舞いをしてくれるなど、ＳＦの世界が実現しそうな感じで話され

我々も動向を注目していきたいと思います。
日本国内の動きとしては、経産省がIT複合新産業の創出に
向けて動いているとのこと、あらゆる産業分野でビックデータを
活用する重要性が叫ばれているとのことで、我々神情協に属す
る企業にとっても新たなビジネスチャンスとして捉えることがで
きるのではないでしょうか。
少々きわどい（？）ユーモアあふれる話しも楽しく、3時間とい

う長い講演時間でありましたが、あっという間に感じられました。 
 株式会社ソフテム　斉藤晴夫

世界が注目するビックデータの活用にビジネスチャンスがうまれる

第31回技術セミナー 開催日：平成25年10月11日（金）
 技術委員会

９月19日（木）、川崎市産業振興会館にて知的財産活用
フォーラムが開催されました。
開会挨拶として神情協常山会長、続いて川崎市経済労働局
の小沢課長よりお言葉を頂戴しました。お二方共に本フォー
ラムへの熱い思いが感じられるものでした。
最初は川崎市知的財産交流会での成約事例の紹介がありま
した。アルファメディアの小湊社長と川崎市産業振興財団の
西谷コーディネータにより当時の苦労話などを交えながら座

談会方式でお話いただきました。今後取り組みを考えている
企業にはとても参考になったのではないでしょうか。
続いて大手企業４社によるシーズプレゼンテーションで

す。シーズ側の大手企業がもつ「技術、ノウハウ、アイデア、
設備」を紹介いただき、ニーズ側の中小企業が「製品開発、新
規事業進出、技術の高度化」を行うきっかけ作りの場です。
富士通株式会社、日本電気株式会社、日産自動車株式会社、

日立製作所からの熱の入ったプレゼン内容に参加者はイマジ
ネーションを大いに掻き立てられた事でしょう。
続いて川崎市知的財産アドバイザーの高橋様から
の自己紹介、そして地域交流委員会の高橋委員長の
挨拶で第一部終了となりました。
第二部の交流会では、企業経営委員会の千葉副委
員長の司会のもと、川崎市産業振興財団の櫻井部長
の乾杯に始まり、和やかな雰囲気の中、あっという
間に時間が過ぎ、熊田副会長の締めの挨拶でお開き
となりました。
フォーラムの中でも話がありましたが、元気な中
小企業が集まるまさに「川崎モデル」と言われるよう
な有意義な集まりだったと思います。

株式会社データープロセスサービス　鈴木達志

有償開放特許を利用してビジネスチャンスを広げる有意義なフォーラムとなる

知的財産活用フォーラム in かわさき 開催日：平成25年9月19日（木）
 川崎市交流委員会



経営者による「女性従業員に対しての想いを語る」座談会開催

女性活躍委員会の座談会 開催日：平成25年10月10日（木）
 女性活躍委員会

９月28日(土)に開催された「アジ釣り大会」に、社内の釣り部
メンバーと３名で参加した。台風の影響が心配されたが、当日
は好天に恵まれて絶好の釣り日和となった。ちょっと早起きを
して、いそいそとクーラーボックスにビールを詰める。道具は
つり宿で貸してもらえるとのことだったので、持ち物はビールと
おつまみだけだ。カミサンに「釣りに行くの？飲みに行くの？」と
見送られ、「夕飯は任せなさい！」とうそぶいて家を出た。
今回お世話になった平塚港の「庄三郎丸」さんは、知る人ぞ
知るつり宿。絶対にお土産は持たせてくれるだろう、きっと。。。
氷をもらい、竿を借り、ライフジャケットで武装して、船付き
場へ。参加者46名が３艘に分乗して大海原へ出撃した。
釣り場に向かう間に、受付でもらった仕掛けを竿にセットし

て戦闘準備完了。まずは前祝？として乾杯だ。
天気晴朗、波はなし。陸の景色を眺める頬に、潮風が心地

よい。競技は「アジ３尾」の合計重量勝負なので、まずはアジ
を３尾釣り上げることが賞品ゲットの必須課題である。船長の
「はい、いいですよぉ」の声に竿を出す。
待つことしばし、右舷で歓声が上がる。

ともかく、アジがいることはわかった。
待つことしばし、よし来た！ドキドキし

ながらリールを巻く、巻く、巻く。１stヒッ

トはカマス。狙いのアジではなかったがうれしいゲストである。
とりあえずこれで手ぶらで帰らずに済む、と一安心。
気持ちに余裕ができると、アジが来た。２枚来た。ノルマ達
成を祝して乾杯！
二つとなりに陣取った太公望は、マダイを釣り上げてホクホ

ク顔をしている。アジのほかにも、多数のゲスト出演があり、
船上を大いに盛り上げてくれた。
２時をまわって竿を納めるころには、クーラーのビールが魚

たちに替わっていた。
陸に上がって計量と表彰式。参加されたみなさんの笑顔が
釣果を物語っている。入賞にはほど遠かったのだが、、、ラッキー
にもブービー賞（庄三郎丸さん提供の竿）を頂戴し、笑顔の帰
宅となった。
海の恵に感謝をささげての夕食。食卓には、アジのタタキと

なめろう、カマスの塩焼き、〆サバ、イシモチのサツマ揚げが
並んだ。秋の海を満喫した幸せな一日になりました。感謝。

株式会社ＣＩＪ　大和田勝

10月10日（木）横浜国際ホテル会議室にて、「経営者による『女性従業員に対しての想いを
語る』座談会」が開催されました。
前回は男性経営者並びに幹部の方々でしたが、女性の意見もその場で聞きたいとの要望も

あり、今回は女性経営者並びに幹部の方々にもご参加いただき白熱した議論が行われました。
まずご紹介を兼ね、各社の男女雇用比率や女性従業員についてお話をいただいたのち、

「子育て中の女性を雇用し続けていくために会社はどのように対応していくのか」というテーマで、体験談や常日頃考えていること、
悩みなど、オフレコのフリーディスカションで忌憚の無いご意見を頂戴いたしました。座談会は女性従業員に対しての意見をいた
だくということで始まりましたが、それに限らずいろいろ建設的な意見が出され、大変有意義な会となりました。
ある記事に、短時間勤務者が活躍できる環境を作れているかは今後女性の活躍を推進していく上で一つの指標になると記載され
ていました。今回のフリーディスカションで得られた貴重なご意見は、今後の女性活躍委員会の活動の重要なテーマとなりました。

株式会社アイネット　江副雄二

豊富に釣れたお魚で満腹に「美味しくいただきました！」

懇親船つり大会 開催日：平成25年9月28日（土）
 労働福利委員会

今年も夏恒例の「神情協ディナークルーズパーティー」が８
月23日（金）に開催された。ロイヤルウィング号にて大桟橋
から、横浜港を周遊し、余興や夜景などを楽しみながら、他
社の方との交流もできるイベントだ。さらに浴衣歓迎♪と風
情があり、事前予約をすれば、桟橋手前の更衣室を借りて着
付けのお手伝いをしていただけるというありがたいサービ
スもあるのだ。今回は139名と昨年よりも参加者が増え、会
場は色とりどりの浴衣姿でにぎわっていた。
出航後まもなく乾杯があり、最初のゲームが昨年も行われ
た「パンフレット神経衰弱」である。受付の際にもらったパン
フレットの番号と同じ番号の人を見つけて名乗り出たペア
[先着５組]が賞品をもらえる参加者全員が対象となるゲーム
だ。１組目、２組目があっという間に現れたので、慌ててイ
ンタビューに向かっていた私も、突然「君何番？」と声を掛け
られ、偶然にも同じ番号で３組目としてマイクを向けられる
ことになり驚いた。５組目のペアはなんとキューピットが探
し出してくれたという事で、参加の仕方もさまざまな様だ。
メインイベントは「浴衣でアピール高感度No.１コンテスト
2013」。今年も男女合わせて10名のエントリーがあり、ま
ずは受付時に写真撮影し、エントリーナンバーをもらう。そ

の後ステージにて、自己紹介・アピールタイムである。10
年ぶりに浴衣を着ましたという方や、今年の新入社員ですと
いう初々しい姿や、小道具持参で物まねをする方もいて、投
票前からかなり盛り上がっていた。全員の紹介後そのまま会
場内を練歩く。ここから投票開始！今年も携帯電話の投票シ
ステムで、パンフレットのQRコードから、投票画面にジャ
ンプ。画像を見比べながら選べ、集計もスムーズに行われた。
ティ－エムシーの千葉さんが名前を呼ばれた際に会場内に
いない！？というアクシデントもあったが、無事戻り、かな
りのアピール度で、グランプリ受賞となった。「皆様のおか
げで、すばらしい賞をいただけてとてもうれしいです。12
月のクリスマスパーティーも盛り上げられるよう頑張りま
す。」と最後までしっかりアピールしてくれた。最後は原田副
会長の締めでパーティーはお開きとなった。その後、下船時
に記念撮影する方や浴衣姿で繰り出す方々もいて横浜の夜は
長いようだ。まだ参加したことが無い皆さんも来年ぜひ浴衣
で参加しませんか！

年々若者が増えるディナークルーズイベント！この日ばかりは浴衣姿でお色気もちらり？

神情協ディナークルーズパーティー 開催日：平成25年8月23（金）
 企業経営委員会

平成25年７月24日（水）横浜みなとみらいにて屋形船によ
る交流会が開催された。夏場の企画としてはロイヤルウイン
グ号での「神情協ディナークルーズパーティ」による交流会が
例年開催しているが、今年は新たな試みとし
てエクゼクティブ層を
ターゲットに極
上の天ぷらを食

べ、お酒を飲みながらみなとみらいの夜景を背景に落ち着い
た交流会の実現をめざし準備を行った。さて、開催当日は連
日続いていた豪雨のせいで悪天候での受付だったが参加者
31名のエクゼクティブパワーの効果により出航時には雨は
止み波も穏やかで最高の状態となった。また、食事も刺身、
煮物、肉団子、なんと蟹まで登場、そして、揚げたて熱々の
天ぷらなどでお腹が満足になり、お酒も進めば会場の雰囲気
も必然に盛り上がりカラオケ大会が始まった。30分後には
屋形船の女将さんも一緒に飲めや歌えや踊れやの状態と
なった。その最高潮の中、気がつけば周りにたくさん居た屋
形船は一隻もいなくなり、ランドマークタワー、大観覧車、
WORLD PORETERSなどの夜景に囲まれた港の真ん中で、と
ても賑やか？騒がしい？私たちの屋形船は注目を浴びていた
のではないかと思う。楽しい時間もあっと言う間に過ぎ屋形
船は船着き場に到着した。下船する参加者の楽しそうな笑顔
を見ると当初の想い通りのエクゼクティブ層の皆様に満足い
く交流会になったのではないかと思う。

株式会社データープロセスサービス　大西雄一

ディナークルーズパーティに対抗して、熟年の大人ムードが漂う交流会となる

屋形船クルーズ交流会 開催日：平成25年7月24日（水）
 企業経営委員会

中華民国（台湾）ソフトウェア産業協会との交流会開催

CISAとの交流会 開催日：平成25年10月16日（水）
 事務局
 

10月16日（水）15時から神情協会議室において、中華民国（台湾）ソフトウェア産業協会（以下CISA）と神情協との交流会を開催し
た。この交流会は、10月17日（木）に東京で行う日台ビジネス交流会に来日する機会を活用して、神情協との友好MOU（基本合意書）
の提携及び神情協会員との交流を図りたいとのことから実現した。
CISAとは、過去に神情協で実施した台湾視察（平成21
年12月）で便宜を図ってもらっており、また、来年２月
に計画しているアジアICTツアーでも訪問先として予定
している。
当日は、CISA劉瑞隆理事長をはじめ14名の方々が訪
問、神情協では常山会長ほか13名が交流した。交流会
では、各団体代表者挨拶、各団体紹介、MOU（基本合意書）
の締結、日台企業の紹介を行った後、会場をホテルキャ
メロットジャパンに移動し、懇親と友好を深めた。



経営者による「女性従業員に対しての想いを語る」座談会開催

女性活躍委員会の座談会 開催日：平成25年10月10日（木）
 女性活躍委員会

９月28日(土)に開催された「アジ釣り大会」に、社内の釣り部
メンバーと３名で参加した。台風の影響が心配されたが、当日
は好天に恵まれて絶好の釣り日和となった。ちょっと早起きを
して、いそいそとクーラーボックスにビールを詰める。道具は
つり宿で貸してもらえるとのことだったので、持ち物はビールと
おつまみだけだ。カミサンに「釣りに行くの？飲みに行くの？」と
見送られ、「夕飯は任せなさい！」とうそぶいて家を出た。
今回お世話になった平塚港の「庄三郎丸」さんは、知る人ぞ
知るつり宿。絶対にお土産は持たせてくれるだろう、きっと。。。
氷をもらい、竿を借り、ライフジャケットで武装して、船付き
場へ。参加者46名が３艘に分乗して大海原へ出撃した。
釣り場に向かう間に、受付でもらった仕掛けを竿にセットし

て戦闘準備完了。まずは前祝？として乾杯だ。
天気晴朗、波はなし。陸の景色を眺める頬に、潮風が心地

よい。競技は「アジ３尾」の合計重量勝負なので、まずはアジ
を３尾釣り上げることが賞品ゲットの必須課題である。船長の
「はい、いいですよぉ」の声に竿を出す。
待つことしばし、右舷で歓声が上がる。

ともかく、アジがいることはわかった。
待つことしばし、よし来た！ドキドキし

ながらリールを巻く、巻く、巻く。１stヒッ

トはカマス。狙いのアジではなかったがうれしいゲストである。
とりあえずこれで手ぶらで帰らずに済む、と一安心。
気持ちに余裕ができると、アジが来た。２枚来た。ノルマ達
成を祝して乾杯！
二つとなりに陣取った太公望は、マダイを釣り上げてホクホ

ク顔をしている。アジのほかにも、多数のゲスト出演があり、
船上を大いに盛り上げてくれた。
２時をまわって竿を納めるころには、クーラーのビールが魚

たちに替わっていた。
陸に上がって計量と表彰式。参加されたみなさんの笑顔が
釣果を物語っている。入賞にはほど遠かったのだが、、、ラッキー
にもブービー賞（庄三郎丸さん提供の竿）を頂戴し、笑顔の帰
宅となった。
海の恵に感謝をささげての夕食。食卓には、アジのタタキと

なめろう、カマスの塩焼き、〆サバ、イシモチのサツマ揚げが
並んだ。秋の海を満喫した幸せな一日になりました。感謝。

株式会社ＣＩＪ　大和田勝

10月10日（木）横浜国際ホテル会議室にて、「経営者による『女性従業員に対しての想いを
語る』座談会」が開催されました。
前回は男性経営者並びに幹部の方々でしたが、女性の意見もその場で聞きたいとの要望も

あり、今回は女性経営者並びに幹部の方々にもご参加いただき白熱した議論が行われました。
まずご紹介を兼ね、各社の男女雇用比率や女性従業員についてお話をいただいたのち、

「子育て中の女性を雇用し続けていくために会社はどのように対応していくのか」というテーマで、体験談や常日頃考えていること、
悩みなど、オフレコのフリーディスカションで忌憚の無いご意見を頂戴いたしました。座談会は女性従業員に対しての意見をいた
だくということで始まりましたが、それに限らずいろいろ建設的な意見が出され、大変有意義な会となりました。
ある記事に、短時間勤務者が活躍できる環境を作れているかは今後女性の活躍を推進していく上で一つの指標になると記載され
ていました。今回のフリーディスカションで得られた貴重なご意見は、今後の女性活躍委員会の活動の重要なテーマとなりました。

株式会社アイネット　江副雄二

豊富に釣れたお魚で満腹に「美味しくいただきました！」

懇親船つり大会 開催日：平成25年9月28日（土）
 労働福利委員会

今年も夏恒例の「神情協ディナークルーズパーティー」が８
月23日（金）に開催された。ロイヤルウィング号にて大桟橋
から、横浜港を周遊し、余興や夜景などを楽しみながら、他
社の方との交流もできるイベントだ。さらに浴衣歓迎♪と風
情があり、事前予約をすれば、桟橋手前の更衣室を借りて着
付けのお手伝いをしていただけるというありがたいサービ
スもあるのだ。今回は139名と昨年よりも参加者が増え、会
場は色とりどりの浴衣姿でにぎわっていた。
出航後まもなく乾杯があり、最初のゲームが昨年も行われ
た「パンフレット神経衰弱」である。受付の際にもらったパン
フレットの番号と同じ番号の人を見つけて名乗り出たペア
[先着５組]が賞品をもらえる参加者全員が対象となるゲーム
だ。１組目、２組目があっという間に現れたので、慌ててイ
ンタビューに向かっていた私も、突然「君何番？」と声を掛け
られ、偶然にも同じ番号で３組目としてマイクを向けられる
ことになり驚いた。５組目のペアはなんとキューピットが探
し出してくれたという事で、参加の仕方もさまざまな様だ。
メインイベントは「浴衣でアピール高感度No.１コンテスト
2013」。今年も男女合わせて10名のエントリーがあり、ま
ずは受付時に写真撮影し、エントリーナンバーをもらう。そ

の後ステージにて、自己紹介・アピールタイムである。10
年ぶりに浴衣を着ましたという方や、今年の新入社員ですと
いう初々しい姿や、小道具持参で物まねをする方もいて、投
票前からかなり盛り上がっていた。全員の紹介後そのまま会
場内を練歩く。ここから投票開始！今年も携帯電話の投票シ
ステムで、パンフレットのQRコードから、投票画面にジャ
ンプ。画像を見比べながら選べ、集計もスムーズに行われた。
ティ－エムシーの千葉さんが名前を呼ばれた際に会場内に
いない！？というアクシデントもあったが、無事戻り、かな
りのアピール度で、グランプリ受賞となった。「皆様のおか
げで、すばらしい賞をいただけてとてもうれしいです。12
月のクリスマスパーティーも盛り上げられるよう頑張りま
す。」と最後までしっかりアピールしてくれた。最後は原田副
会長の締めでパーティーはお開きとなった。その後、下船時
に記念撮影する方や浴衣姿で繰り出す方々もいて横浜の夜は
長いようだ。まだ参加したことが無い皆さんも来年ぜひ浴衣
で参加しませんか！

年々若者が増えるディナークルーズイベント！この日ばかりは浴衣姿でお色気もちらり？

神情協ディナークルーズパーティー 開催日：平成25年8月23（金）
 企業経営委員会

平成25年７月24日（水）横浜みなとみらいにて屋形船によ
る交流会が開催された。夏場の企画としてはロイヤルウイン
グ号での「神情協ディナークルーズパーティ」による交流会が
例年開催しているが、今年は新たな試みとし
てエクゼクティブ層を
ターゲットに極
上の天ぷらを食

べ、お酒を飲みながらみなとみらいの夜景を背景に落ち着い
た交流会の実現をめざし準備を行った。さて、開催当日は連
日続いていた豪雨のせいで悪天候での受付だったが参加者
31名のエクゼクティブパワーの効果により出航時には雨は
止み波も穏やかで最高の状態となった。また、食事も刺身、
煮物、肉団子、なんと蟹まで登場、そして、揚げたて熱々の
天ぷらなどでお腹が満足になり、お酒も進めば会場の雰囲気
も必然に盛り上がりカラオケ大会が始まった。30分後には
屋形船の女将さんも一緒に飲めや歌えや踊れやの状態と
なった。その最高潮の中、気がつけば周りにたくさん居た屋
形船は一隻もいなくなり、ランドマークタワー、大観覧車、
WORLD PORETERSなどの夜景に囲まれた港の真ん中で、と
ても賑やか？騒がしい？私たちの屋形船は注目を浴びていた
のではないかと思う。楽しい時間もあっと言う間に過ぎ屋形
船は船着き場に到着した。下船する参加者の楽しそうな笑顔
を見ると当初の想い通りのエクゼクティブ層の皆様に満足い
く交流会になったのではないかと思う。

株式会社データープロセスサービス　大西雄一

ディナークルーズパーティに対抗して、熟年の大人ムードが漂う交流会となる

屋形船クルーズ交流会 開催日：平成25年7月24日（水）
 企業経営委員会

中華民国（台湾）ソフトウェア産業協会との交流会開催

CISAとの交流会 開催日：平成25年10月16日（水）
 事務局
 

10月16日（水）15時から神情協会議室において、中華民国（台湾）ソフトウェア産業協会（以下CISA）と神情協との交流会を開催し
た。この交流会は、10月17日（木）に東京で行う日台ビジネス交流会に来日する機会を活用して、神情協との友好MOU（基本合意書）
の提携及び神情協会員との交流を図りたいとのことから実現した。
CISAとは、過去に神情協で実施した台湾視察（平成21
年12月）で便宜を図ってもらっており、また、来年２月
に計画しているアジアICTツアーでも訪問先として予定
している。
当日は、CISA劉瑞隆理事長をはじめ14名の方々が訪
問、神情協では常山会長ほか13名が交流した。交流会
では、各団体代表者挨拶、各団体紹介、MOU（基本合意書）
の締結、日台企業の紹介を行った後、会場をホテルキャ
メロットジャパンに移動し、懇親と友好を深めた。



■株式会社エリアドライブ
2008年に現在の社長である福井二郎氏が神
奈川新聞社の社内ベンチャーとして立ち上げ
た会社である。設立当初は、既に新聞業界が斜
陽となりつつあり、今後は「紙」ではなく「ネッ
ト関連」での事業を発展させていく必要がある
という思いから設立に至った。社長のポリシー
は「人材を大切にする」「神奈川新聞社の良き
文化（人に優しい会社）を引き継ぎ、社員の働
きやすいアットホームな会社にする」の２点と
のことである。
まず、主力事業についてうかがった。
設立当初は仕事の８割～９割が神奈川新聞
社からの取次ぎによるものであったが、少しず
つその割合を下げていき現在では約３割となっ
ている。主力事業はＳＥＭ事業であり１ヶ月に
70社～ 80社（内レギュラー対応：50社）のク
ライアントの仕事を請け負っている。各社のイ

ベントやキャンペーン用のWebサイト製作から
マーケティング、販促の提案といった業務まで
幅広く対応している。
社員６名で１ヶ月にこれだけの仕事をこなし

ているという事に驚いたとともに、社員のスキ
ルの高さを感じ、人材育成についてうかがった。
エリアドライブ社では入社から３～４年で社
員が独立できるレベルに到達できるよう、教育
プロセス（広告記事の作成⇒Web開発⇒営業）
を整えており、また、各個人の目標も明確に提
示している。そして、福井社長は常々社員に対
して「スキルを磨いて、この会社から飛び出し
てください！」というメッセージを送っている。
まさに、ポリシーの１つである「人材を大切にす
る」が実践されており、社員にとっては、働きや
すく、スキルアップできる環境が提供されてい
るということがわかる。とくに、混迷と錯綜し
ている時代で生きていく社員にとって「独立出

来ること」が最大の武器。
そういうのが人材育成で
すし、そういう人材がこ
れからの社会で活躍すべ
き！とも話している。
今後のビジョンは、先

が見えない、読めないの
で、まだ模索中とのことであったが、優秀な社
員とともに今後も着実に発展していくであろう
ことが想像できる。

設　立：平成20年6月4日
資本金：1800万円
売上高：1億7000万円（2013年3月期）
社員数：7名
住　所：横浜市西区高島2丁目12-6
　　　　 ヨコハマ・ジャスト1号館6-E
Tel：045-309-8891

■NTTデータフォース株式会社
その歴史、規模の大きさとは裏腹に、社長

自身が社員一人ひとりと直接対話し、ビジョ
ンを伝えるというベンチャースピリッツを併
せ持つ、躍動感に溢れる会社、それがNTTデー
タフォース（小松正人社長）という会社であ
る。
横浜銀行システム全般のフルアウトソーシ

ング受託を機にNTTデータの子会社として
2000年に設立し現在に至る。主な取引先は
銀行、とりわけ地銀関連の商取引が９割以上
を占め、銀行業務のかゆいところに手が届く、
銀行員で無ければ分からない業務ノウハウを
蓄積してきた。活きたノウハウ、それは金融
特有のセキュリティ対応であったり、融資事
務のフローであったりと、銀行業務と密接な
システム開発を心掛けているという。そうし

て横浜で培った銀行業務ノウハウは信頼を勝
ち得て、今では北海道から九州まで幅広い商
圏に顧客を持っている。
今後のビジョンとしては、新社長の旗印の
基、今一度横浜で誕生し横浜で得たノウハウ、
地銀への提案等、創業当初の魂というべき原
点回帰を行い、更なる発展へのテコ入れを目
指す。具体的には、横浜銀行向けICTサービ
スの拡充、NTTデータ向け得意分野深耕、地
銀向け情報系拡大等アグレッシブな改革を
行って行くという。
社員の高齢化という現代の多くの企業が抱
えている問題にも積極的に取り組んでおり、
女性の活用も合わせて会社全体が胎動してい
るその様は、小松社長の気概を感じさせる。
これからもNTTデータフォースから目が離せ
ない。

設　立：2000年11月
資本金：2億8500万円
社員数：389名（平成25年4月1日現在）
住　所：横浜市港北区新横浜3-7-18
Tel：045-470-8355
URL：http://www. nttdata-force.co.jp

■株式会社データープロセスサービス
大阪生まれの大阪育ち、O型で優柔不断、

人が好きな明るい性格と自称する、藤田伸一
社長。社長のお人柄のままの暖かく、また個
性的の会社とお見受けした。
「会社設立当時から社員同士のコミュニ
ケーションを大事にしています。」との事。
入社後１年間の「ジュニアベースボール」と
いうチームへの強制参加（新人教育の一環）、
サッカーやボウリング、クルージング、バー
ベキューなどなど。また、年１回の社内旅行
（通常は近場）、５年に１回の記念行事として
海外旅行、その他親睦会もあるそうだ。６～
７割の社員が客先勤務ということから仕事以
外でのコミュニケーションの場を多く設けて
「予算の許す範囲で実施し交流を深めていま
す」とイベントは本当に多彩だ。

「私たちの仕事は単独で行う事は少なく、
数人でひとつのプロジェクトを構成します。
チームワークが必要です。不況時にこそ必要
だと思うので、今後も継続して行きます。」
と力強い。

金融・製造・医療・通信・交通・小売・そ
の他（組込系、オープン系、汎用系、ＡＳ／
400等）など幅広い仕事に忙しく、昨年まで
は自社製品らしき物は無かったそうだ。とは
言え、流石に今まで通りでは生き残って行け
ないと、「今年、３つほど自社製品を開発し
ました。まだ売上には繋がっていませんが、
今後もいろいろな開発に挑戦して行こうと思
います。」と新分野へのチャレンジにも力強
いものを感じた。

設　立：1974年8月
資本金：9900万円
売上高：6億4000万円
社員数：106名
住　所：川崎市川崎区砂子1-9-1
　　　　田中ビル5F
Tel：044-222-0711
URL：http://www.dps-net.co.jp/

●教育研修委員会
皆さん管理職の育成や新人教育でお困りではありませんか？
今回は、教育研修委員会の今西委員長と小山副委員長にお

話を伺った。 
「自ら考え行動できる”自立型人材”の育成支援を図ること」

を基本方針とし、急速に変化する技術動向に対応できる人材
の育成や、能力開発を支援するため、会員企業のニーズにあっ
た教育研修事業を実施。発足より会員企業の人材育成支援を
目標とし、ソフトウェア開発やシステム構築及びシステムの
利用等に携わる技術動向の変化に対応できるような人材の
育成支援を目指し、教育研修の企画・推進を行っている。 

メンバーは約30名で、経営者、役員、管理職、教育担当
者など幅広いメンバーにより、以下の分科会を構成している。
第１分科会（新入社員・一般社員）

新入社員教育、技術見学会、通信教育、言語教育
第２分科会（中堅技術者）

能力開発セミナー、新技術研究ゼミナール、資格取得支援
第３分科会（管理者・一般社員）

マネジメント研修、教育事業の斡旋、
教育研修体系、教育担当者セミナー

第４分科会（全社員）
海外研修、情報交換会、ＳＥハンドブッ
クの頒布
主な活動内容は、第一に、現況の会員のニーズを把握し、

多くの会員が参画できる講座を開設すること。第二に、 会員企
業で扱っている教育事業の紹介・斡旋を行い、相互の協力を
計ること。第三に、年間教育研修事業の計画・推進を４分科
会に分けて実施し、申込は極簡易的な手続きで、公平に、そ
して、迅速をモツトーに実行すること。第四に、海外の技術
動向や人材の活用状況等を研究するため、海外技術視察旅行
を企画し実行すること。そして、第五に、教育用ツールとして
ＳＥハンドブックの発刊をすること。

最後に「当委員会では、教育研修を通じ、メンバーが共に楽
しみ（苦しみ?）ながら学習し、社業に役立つ人材となるよう能
力向上を図って参りたいと考えています。特に、委員会終了後
に実施している、教育担当者セミナーは大変好評で、教室は
常に満室の状態です。また、セミナー後に実施している懇親
会には、講師も参加して頂き、各自が活発な意見を出し合い、
ディスカッションの場として、いつも大盛況です。是非、各企
業で教育に携わっていらっしゃる皆様の積極的なご参加をお待
ち申しております。」と今西委員長より、熱いメッセージをいた
だいた。

●技術委員会
技術委員会は、協会加盟企業の技術力向上を目的として設

立された委員会です。今期から技術委員会委員長を務める市
川委員長にお話しを伺いました。

委員会の体制は、今期から市川委員長と松尾副委員長（留
任）、高見沢副委員長（新任）の新たな体制でスタート。活動
内容は、年に６回（２ヶ月に１回のペース）、３時間弱の時間
で委員会活動を行っている。前半の時間は、開催している研
修会、研究会などのテーマについて検討したり、開催時のア
ンケートなどから内容について、意見交換などをしている。
後半の時間はオープンセミナー。主に外部から講師を招き、
話題となっている「旬な技術」に関連した講演や、新しい製品
の紹介などをセミナー形式で開催している。

今後は、「上流工程に関する新しい技術の動向を調査し、
委員会メンバーのみならず、協会に参加されている企業に発
信していきたい。また、新しい技術のみならず、残しておき
たい技術についても、取り上げていきたいとも思います。本
当は、もっと若手の技術者が参加できると良いのですが、な
かなか難しい面があります。今までの伝統を大事にしながら
も、自由な発想を持っていろいろな提案をしていき、さらに
委員会メンバーの懇親を深めるイベントや、若い技術者の方
が参加しやすい企画を今後考えていけたら」と話していた。

最後に「今年の委員会メンバー募集の案内は自分で作りま
した。ご覧頂けると雰囲気を分かって頂けると思うのですが、
そんなに「堅い」委員会ではありません。委員会に参加してい
る方々も経営者から営業担当者まで幅広い職種と階層から様
ざまな方が参加されています。技術だけでなく、色々なこと
が勉強できる場にしていきたいので、是非参加をお願いしま
す！」と訴えていた。

ありきたりの委員会などではなく「現場目線」の委員会であ
ることを訴える市川委員長。メンバーは30人前後で、委員
会後の情報交換会なども参加率が高く、至ってまとまりのあ
る委員会と印象を受ける。

実は４年前に上野前委員長から勧められて同委員会に参加
したという。その上野さんからも「市川さんの思う通りに運
営してください！」と申し送りがあった。

上野前委員長との絆を感じさせる「伝統」と、「若手技術者」
への啓もう活動で「若手技術者の台頭を待つ」。「伝統」を重

んじ、若手へバトンをどう渡すか」とテーマに掲げる市川委
員長。気負わない義理ある委員長の人柄と姿勢が、良き懸け
橋になるであろう！と感じた。

委員会紹介  

各委員会ではメンバーを募集しています。事務局へお問い合わせください。

★委員会へ入会を検討さている皆様へ★
ゲストで各委員会へ参加することができます。委員会の様子をご覧になられたい方はお気軽に事務局へお問い合わせください。



■株式会社エリアドライブ
2008年に現在の社長である福井二郎氏が神
奈川新聞社の社内ベンチャーとして立ち上げ
た会社である。設立当初は、既に新聞業界が斜
陽となりつつあり、今後は「紙」ではなく「ネッ
ト関連」での事業を発展させていく必要がある
という思いから設立に至った。社長のポリシー
は「人材を大切にする」「神奈川新聞社の良き
文化（人に優しい会社）を引き継ぎ、社員の働
きやすいアットホームな会社にする」の２点と
のことである。
まず、主力事業についてうかがった。
設立当初は仕事の８割～９割が神奈川新聞
社からの取次ぎによるものであったが、少しず
つその割合を下げていき現在では約３割となっ
ている。主力事業はＳＥＭ事業であり１ヶ月に
70社～ 80社（内レギュラー対応：50社）のク
ライアントの仕事を請け負っている。各社のイ

ベントやキャンペーン用のWebサイト製作から
マーケティング、販促の提案といった業務まで
幅広く対応している。
社員６名で１ヶ月にこれだけの仕事をこなし

ているという事に驚いたとともに、社員のスキ
ルの高さを感じ、人材育成についてうかがった。
エリアドライブ社では入社から３～４年で社
員が独立できるレベルに到達できるよう、教育
プロセス（広告記事の作成⇒Web開発⇒営業）
を整えており、また、各個人の目標も明確に提
示している。そして、福井社長は常々社員に対
して「スキルを磨いて、この会社から飛び出し
てください！」というメッセージを送っている。
まさに、ポリシーの１つである「人材を大切にす
る」が実践されており、社員にとっては、働きや
すく、スキルアップできる環境が提供されてい
るということがわかる。とくに、混迷と錯綜し
ている時代で生きていく社員にとって「独立出

来ること」が最大の武器。
そういうのが人材育成で
すし、そういう人材がこ
れからの社会で活躍すべ
き！とも話している。
今後のビジョンは、先

が見えない、読めないの
で、まだ模索中とのことであったが、優秀な社
員とともに今後も着実に発展していくであろう
ことが想像できる。

設　立：平成20年6月4日
資本金：1800万円
売上高：1億7000万円（2013年3月期）
社員数：7名
住　所：横浜市西区高島2丁目12-6
　　　　 ヨコハマ・ジャスト1号館6-E
Tel：045-309-8891

■NTTデータフォース株式会社
その歴史、規模の大きさとは裏腹に、社長

自身が社員一人ひとりと直接対話し、ビジョ
ンを伝えるというベンチャースピリッツを併
せ持つ、躍動感に溢れる会社、それがNTTデー
タフォース（小松正人社長）という会社であ
る。
横浜銀行システム全般のフルアウトソーシ

ング受託を機にNTTデータの子会社として
2000年に設立し現在に至る。主な取引先は
銀行、とりわけ地銀関連の商取引が９割以上
を占め、銀行業務のかゆいところに手が届く、
銀行員で無ければ分からない業務ノウハウを
蓄積してきた。活きたノウハウ、それは金融
特有のセキュリティ対応であったり、融資事
務のフローであったりと、銀行業務と密接な
システム開発を心掛けているという。そうし

て横浜で培った銀行業務ノウハウは信頼を勝
ち得て、今では北海道から九州まで幅広い商
圏に顧客を持っている。
今後のビジョンとしては、新社長の旗印の
基、今一度横浜で誕生し横浜で得たノウハウ、
地銀への提案等、創業当初の魂というべき原
点回帰を行い、更なる発展へのテコ入れを目
指す。具体的には、横浜銀行向けICTサービ
スの拡充、NTTデータ向け得意分野深耕、地
銀向け情報系拡大等アグレッシブな改革を
行って行くという。
社員の高齢化という現代の多くの企業が抱
えている問題にも積極的に取り組んでおり、
女性の活用も合わせて会社全体が胎動してい
るその様は、小松社長の気概を感じさせる。
これからもNTTデータフォースから目が離せ
ない。

設　立：2000年11月
資本金：2億8500万円
社員数：389名（平成25年4月1日現在）
住　所：横浜市港北区新横浜3-7-18
Tel：045-470-8355
URL：http://www. nttdata-force.co.jp

■株式会社データープロセスサービス
大阪生まれの大阪育ち、O型で優柔不断、

人が好きな明るい性格と自称する、藤田伸一
社長。社長のお人柄のままの暖かく、また個
性的の会社とお見受けした。
「会社設立当時から社員同士のコミュニ
ケーションを大事にしています。」との事。
入社後１年間の「ジュニアベースボール」と
いうチームへの強制参加（新人教育の一環）、
サッカーやボウリング、クルージング、バー
ベキューなどなど。また、年１回の社内旅行
（通常は近場）、５年に１回の記念行事として
海外旅行、その他親睦会もあるそうだ。６～
７割の社員が客先勤務ということから仕事以
外でのコミュニケーションの場を多く設けて
「予算の許す範囲で実施し交流を深めていま
す」とイベントは本当に多彩だ。

「私たちの仕事は単独で行う事は少なく、
数人でひとつのプロジェクトを構成します。
チームワークが必要です。不況時にこそ必要
だと思うので、今後も継続して行きます。」
と力強い。

金融・製造・医療・通信・交通・小売・そ
の他（組込系、オープン系、汎用系、ＡＳ／
400等）など幅広い仕事に忙しく、昨年まで
は自社製品らしき物は無かったそうだ。とは
言え、流石に今まで通りでは生き残って行け
ないと、「今年、３つほど自社製品を開発し
ました。まだ売上には繋がっていませんが、
今後もいろいろな開発に挑戦して行こうと思
います。」と新分野へのチャレンジにも力強
いものを感じた。

設　立：1974年8月
資本金：9900万円
売上高：6億4000万円
社員数：106名
住　所：川崎市川崎区砂子1-9-1
　　　　田中ビル5F
Tel：044-222-0711
URL：http://www.dps-net.co.jp/

●教育研修委員会
皆さん管理職の育成や新人教育でお困りではありませんか？
今回は、教育研修委員会の今西委員長と小山副委員長にお

話を伺った。 
「自ら考え行動できる”自立型人材”の育成支援を図ること」

を基本方針とし、急速に変化する技術動向に対応できる人材
の育成や、能力開発を支援するため、会員企業のニーズにあっ
た教育研修事業を実施。発足より会員企業の人材育成支援を
目標とし、ソフトウェア開発やシステム構築及びシステムの
利用等に携わる技術動向の変化に対応できるような人材の
育成支援を目指し、教育研修の企画・推進を行っている。 

メンバーは約30名で、経営者、役員、管理職、教育担当
者など幅広いメンバーにより、以下の分科会を構成している。
第１分科会（新入社員・一般社員）

新入社員教育、技術見学会、通信教育、言語教育
第２分科会（中堅技術者）

能力開発セミナー、新技術研究ゼミナール、資格取得支援
第３分科会（管理者・一般社員）

マネジメント研修、教育事業の斡旋、
教育研修体系、教育担当者セミナー

第４分科会（全社員）
海外研修、情報交換会、ＳＥハンドブッ
クの頒布
主な活動内容は、第一に、現況の会員のニーズを把握し、

多くの会員が参画できる講座を開設すること。第二に、 会員企
業で扱っている教育事業の紹介・斡旋を行い、相互の協力を
計ること。第三に、年間教育研修事業の計画・推進を４分科
会に分けて実施し、申込は極簡易的な手続きで、公平に、そ
して、迅速をモツトーに実行すること。第四に、海外の技術
動向や人材の活用状況等を研究するため、海外技術視察旅行
を企画し実行すること。そして、第五に、教育用ツールとして
ＳＥハンドブックの発刊をすること。

最後に「当委員会では、教育研修を通じ、メンバーが共に楽
しみ（苦しみ?）ながら学習し、社業に役立つ人材となるよう能
力向上を図って参りたいと考えています。特に、委員会終了後
に実施している、教育担当者セミナーは大変好評で、教室は
常に満室の状態です。また、セミナー後に実施している懇親
会には、講師も参加して頂き、各自が活発な意見を出し合い、
ディスカッションの場として、いつも大盛況です。是非、各企
業で教育に携わっていらっしゃる皆様の積極的なご参加をお待
ち申しております。」と今西委員長より、熱いメッセージをいた
だいた。

●技術委員会
技術委員会は、協会加盟企業の技術力向上を目的として設

立された委員会です。今期から技術委員会委員長を務める市
川委員長にお話しを伺いました。

委員会の体制は、今期から市川委員長と松尾副委員長（留
任）、高見沢副委員長（新任）の新たな体制でスタート。活動
内容は、年に６回（２ヶ月に１回のペース）、３時間弱の時間
で委員会活動を行っている。前半の時間は、開催している研
修会、研究会などのテーマについて検討したり、開催時のア
ンケートなどから内容について、意見交換などをしている。
後半の時間はオープンセミナー。主に外部から講師を招き、
話題となっている「旬な技術」に関連した講演や、新しい製品
の紹介などをセミナー形式で開催している。

今後は、「上流工程に関する新しい技術の動向を調査し、
委員会メンバーのみならず、協会に参加されている企業に発
信していきたい。また、新しい技術のみならず、残しておき
たい技術についても、取り上げていきたいとも思います。本
当は、もっと若手の技術者が参加できると良いのですが、な
かなか難しい面があります。今までの伝統を大事にしながら
も、自由な発想を持っていろいろな提案をしていき、さらに
委員会メンバーの懇親を深めるイベントや、若い技術者の方
が参加しやすい企画を今後考えていけたら」と話していた。

最後に「今年の委員会メンバー募集の案内は自分で作りま
した。ご覧頂けると雰囲気を分かって頂けると思うのですが、
そんなに「堅い」委員会ではありません。委員会に参加してい
る方々も経営者から営業担当者まで幅広い職種と階層から様
ざまな方が参加されています。技術だけでなく、色々なこと
が勉強できる場にしていきたいので、是非参加をお願いしま
す！」と訴えていた。

ありきたりの委員会などではなく「現場目線」の委員会であ
ることを訴える市川委員長。メンバーは30人前後で、委員
会後の情報交換会なども参加率が高く、至ってまとまりのあ
る委員会と印象を受ける。

実は４年前に上野前委員長から勧められて同委員会に参加
したという。その上野さんからも「市川さんの思う通りに運
営してください！」と申し送りがあった。

上野前委員長との絆を感じさせる「伝統」と、「若手技術者」
への啓もう活動で「若手技術者の台頭を待つ」。「伝統」を重

んじ、若手へバトンをどう渡すか」とテーマに掲げる市川委
員長。気負わない義理ある委員長の人柄と姿勢が、良き懸け
橋になるであろう！と感じた。

委員会紹介  

各委員会ではメンバーを募集しています。事務局へお問い合わせください。

★委員会へ入会を検討さている皆様へ★
ゲストで各委員会へ参加することができます。委員会の様子をご覧になられたい方はお気軽に事務局へお問い合わせください。



平成25年９月26日（木）、第3回神情協委員会対抗ゴルフ
選手権大会が「鶴舞カントリー倶楽部」にて開催した。このゴ
ルフ大会は、ゴルフ競技を通じて各委員会のチームワーク向
上、ならびに委員相互の親睦を図る事を目的として、毎年実
施している。
当日は、８委員会＋正副会長ブロックの合計９ブロック
58名の参加で熱戦が繰り広げられた。大会結果は、優勝　
企業経営委員会、準優勝　教育研修委員会、第3位　地域交
流委員会でした。

第３回神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会 開催日：平成25年9月26日（木）
 企業経営委員会

１. はじめに
　今年４月に部署が変わりRubyの学習をしていたところに、今回の
島根視察のご案内を頂きました。これは！と思い、参加をさせていた
だきました。視察全体のことに言及すると果てのない文章になりそう
なくらいたくさんのことを勉強させていただきました。
概要としましては、一日目は、島根県・松江市・Rubyアソシエーショ
ンの方々にRuby自体の優位性やRubyでのIT産業活性化について説
明をいただき意見交換を行いました。
　二日目は、出雲大社等を観光組の皆様と一緒に行動いたしました。
２.視察で印象深かったこと
　私が今回の視察でインパクトとして強く残っているのは、島根県職
員・松江市職員の方でした。
あの場にいた皆様が感じられていたのではないかと思います。
　プレゼンの技術や人を引き込む話術、懇親会での立ち振舞。「自
分たちでRubyを、地元を盛り上げるんだ」という気概がその言葉を
言わずとも伝わってくるのを感じました。
　懇親会でお話をした所、ご自身でRubyを学習しコードをガシガシ

書かれるとのことで、ツールやRuby開発絡みのお話をたくさんお聞
きすることが出来ました。
「熱意を持って自ら実践している」。その心意気に敬服でした。
３.おわりに
　参加前は普段の業務では関わりのないような方々がたくさんい
らっしゃってとても萎縮をしておりました。しかし皆様にとても気をか
けていただき、またたくさんのことを学びました。楽しく心深い視察
となりました、この場をお借りし感謝いたします。ありがとうございま
した。 株式会社ネットフォレスト　勝亦　亮

県外視察（島根）研修 開催日：平成25年7月4日（木）～6日（土）
 地域交流委員会

日本初　卓上のカーリング「カー
レット」の普及活動をしています！
高校時代の友人から、「お年寄

りがハンディなしで参加できるス
ポーツがあまりないことに気が付
き、新スポーツを考案した」との連
絡がありました。
一言で言うと、卓上で行うカーリ

ングです。ルールもほとんど同じ。
折り畳み式の机を組み合わせた、

縦3.6ﾒｰﾄﾙ、幅60ｾﾝﾁの競技台で行
う。ウレタンマットに化繊布を敷い

た上に、花こう岩製で重さ300ｸ ﾗ゙ﾑのストーンを滑らせる競技です。
実際にやってみると非常に楽しく、盛り上がり、大変気に入り

ました。
3人対3人のチーム戦なのでコミュニケーション性が高く、お年

寄りから子供、障害者の方までハンディキャップもなく、一緒に
学び楽しめるのが最大の魅力です。
私もシニア世代に入り、楽しみながら、皆に喜ばれる「カー

レット」を広める活動は、第二の人生に欠かせない存在になっ
ています。
昨年4月に友人達と「NPOカーレットジャパン協会」を設立し、

休日を利用して普及活動をしてきました。
年４回の公式大会を開催し、徐々に競技人口が増え、延べ

3000人の方に体験して頂きました。
高校の部活、大学のゼミ、養護学校、地域の高齢者クラブお

よび市民祭等で行われています。
また、協会の方々にも知って頂きたく、労働福利委員会の９月

宿泊研修でゲームをやり、大いに盛り上がりました。
近い将来、日本全国を旅行しながら普及活動が出来たらどんな

に楽しいだろうなと思います。
実現出来るよう頑張ろう！

株式会社横浜ソフトリズミック　関塚信夫

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：株式会社マックス

新 会 員 I N F O R M A T I O N
■正会員
エスアイマネジメント株式会社
東京都渋谷区桜丘町 
代表  藤村　基寛
http://www.si-m.com
TEL(03)3770-5971
業務  ソフトウェア受託開発

■正会員
株式会社インフォリンク
横浜市戸塚区戸塚町 
代表  竹田　好宏
http://www.inflnk.co.jp/　　TEL(045)350-5148
業務  システム構築（インフラ構築、ネットワーク構築）、
DB運用支援

■正会員
S&A  JAPAN株式会社
横浜市神奈川区西大口 
代表  大村　章
http://www.sanda-japan.jp/　　TEL(045)317-3453
業務  情報マネージメント、経営コンサルティング、ISO認証取
得支援、スキルアップ講座、FP（フィナンシャルプランニング）


