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神情協ディナークルーズパーティ 第2回労働福利委員会セミナー カーレット・プレ大会
第36回神情協ビジネスフォーラム インドIT産業視察ツアー 親子夏休みわくわくお菓子工場見学会
第4回委員会対抗ゴルフコンペ ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会 川崎市知的財産活用フォーラム
情報系専門学校との情報交換会 「大学向けSE講座」講師情報交換会 女性活躍委員会日帰り研修
第32回技術セミナー 第36回全国地域情報産業団体連合会ANIA岡山大会
広報委員会からのお知らせ（ＫＩＡマスコット・キャラクター募集／神情協イベント　フォト・コンテスト開催）
会員企業訪問（㈱総合企画／㈱クロステック／㈱ジェイエスピー） 神情協船釣り大会
この人いいね！ 新会員紹介

大好評の浴衣総選挙！　Facebookからも投票を募り大成功に終わる

神情協ディナークルーズパーティ 開催日：平成26年8月22日（金）
 企業経営委員会

毎年恒例、ロイヤルウイング号による「神情協ディナークルーズパーティ」が今年も8月22日（金）に開催された。当日は天候にも
恵まれ、波も穏やかでまさにクルーズ日和となった。クルージングという普段とは違う非日常的な空間で、楽しい余興や本格中華
料理のバイキング、写真撮影など、総勢114名の参加者は思い思いにクルーズを楽しんだ。
船が出港し、みなとみらいの美しい夜景に囲まれる中、パーティは常山会長の開会の挨拶から始まり、杉之間副会長の乾杯の音
頭で開宴。最近は若い方や浴衣での参加が増えていて、今年は特に出港前の着付け室が少々混雑するほどで、会場は色とりどりの
浴衣姿で昨年度をさらに超えた華やかさに包まれていた。
今回の会場は「フリージア」「ラベンダー」の2会場となったため、参加者も2つに分かれて着席する形となったが、皆2会場を自由
に行き来し、各テーブル、各グループが楽しい会話で大賑わい、大盛り上がりとなった。
また、毎年大好評の「神情協 浴衣総選挙」では、浴衣を召した男女10名の個性あふれる楽しいアピールと周りの歓声で、会場は
さらに盛り上がりをみせた。
今回は新しい試みとして、ディナークルーズに参加できなかった人も神情協Facebookページからこのコンテストに投票していた
だくことが可能となった。初めてかつ事前告知がほとんどなかったにもかかわらず、Facebookからも数多く投票があり、投票頂い
たかたには、ほんのりとクルーズの気分を楽しんでいただけたのではないかと思う。
見事、グランプリには株式会社ティー・エム・シーの平田さん、準グランプリにはデジタルコム株式会社の松本さんが選ばれ、
お二人には恒例の商品券と今冬に開催される「神情協大クリスマスパーティ」への参加券が手渡された。
　最後に原田副会長に締めのご挨拶を頂き、イベントの熱気の収まらぬなか今回のクルージングは幕を閉じた。
ご参加の皆様はまた来年、今回ご参加されなかった方も、是非来年のご参加をお待ちしております！

株式会社ネットフォレスト　小林聖弥



「IT企業における労働管理の課題と就業規則と労働者派遣法改正の動向について」

第2回労働福利委員会セミナー 開催日：平成26年6月6日（金）
 労働福利委員会

神奈川IBMユーザー研究会との共同開催　満足度の高いフォーラムとなる

第36回神情協ビジネスフォーラム 開催日：平成26年7月17日（木）
 企業経営委員会

初めての試み！「カーリング」技術を使った卓上ゲーム大会　15チームが参加

カーレット・プレ大会 開催日：平成26年7月12日（土）
 労働福利委員会

IT技術者のレベルの高さと人々の生活の貧富の差を感じた貴重なツアー

インドIT産業視察ツアー 開催日：平成26年7月31日（木）～ 8月5日（火）
 事務局

親子で参加できるはじめての見学会　～楽しめました～

親子夏休みわくわくお菓子工場見学会 開催日：平成26年8月19日（火）
 川崎市交流委員会

第4回委員会対抗ゴルフコンペ 開催日：平成26年9月12日（金）
 企業経営委員会
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６位
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  委員会、ブロック名
企業経営委員会
広報委員会
教育研修委員会
川崎・横浜交流委員会
女性活躍委員会
労働福利委員会
技術委員会
産学連携委員会
正副会長ブロック

6月6日（金）かながわ労働プラザにてソ
フィア横浜社労士事務所代表の島本たか子
社労士を講師に迎え15時より2時間にわた
りセミナーを開催した。
昨年12月、島本氏に行っていただいた
セミナーも大変盛況だったが、好評セミ
ナーにつき、今回も59名の参加があり、
特にIT企業に焦点をあてた内容であった。
第1部の労働管理は、ルーズになりがち
なフレックス勤務の始業時間を7時から9
時にすることによりコアタイムを確保す
る、対象労働者によって制度を使い分ける
など各社の具体的な例を挙げて説明してい
ただいた。また当業界ではメンタル疾患に
より休職となるケースが多いので、産業医
にはメンタルに精通された方にすること

や、休職制度は、採用や教育にかかったコ
ストを無駄にしないという会社側のメリッ
トに加え、社員にとっては福利厚生的な側
面もある。しかしながら、トラブルになら
ないためにも、休職に入る段階で制度の意
義･内容を良く説明し、定期的なフォロー
と自然退職になる1ヶ月前にはその旨を連
絡する等の対応が重要とのこと。
その後、5～ 6人のグループに分かれて
ワークショップを行ったが、10グループ
にて活発な議論となり、多数の事例の発表
で時間が押してしまった。
第2部の派遣法の改正では、特定労働者
派遣事業が禁止となり、専門26業種の廃
止など、当業界における影響が大きく、有
期雇用の場合は同一派遣先継続3年や無期

雇用の場合でも、派遣先賃金水準との均等
待遇やキャリアアップへの配慮義務が課せ
られる他、緩和される見込だが資産・現預
金の条件もあるとのこと。
　講師の島本氏には大変恐縮だが、各社
の関心事でもあり、また未確定なところも
あるので、固まった時点で再度セミナーを
開催していただけたらと思う。

オオイテクノ株式会社　石田　隆

平成26年7月31日～8月5日の4泊6日の
行程でインドIT産業視察ツアーを実施し
た。今回は、IT先進国と言われるIT業界の
視察、また、人の生活、文化、教育、仕事
をみる為に、首都のニューデリーだけでは
なく、1億3千人以上の人が住むインド最
大の都市で、横浜市の姉妹都市である港町
ムンバイを訪問した。今回の参加者13名
のうちほとんどの人が初めてインド訪問と
いうこともあり、無事に帰国できるかを心
配しながら日本を出発した。
ムンバイJETROにてインドの歴史に関す

る説明、日本企業のインド進出の状況を説
明受けた。インドでビジネスを進めるなら
ば現地生産が必須であり現地生産度合いが
ビジネス成功に影響があることを知った。
そして、インドIT企業を訪問しソフトウェ
ア開発現場の見学と仕事について説明を聞
いたところ、インド人は英語を話す人が多
いこともあり、欧米からの仕事が多く占め

ているとのことだった。
技術者の年収について質問をしたとこ

ろ、中堅の技術者になると他業界のマネー
ジャークラスの年収と同じになるとの事で
IT技術者のレベルの高さを感じ取った。
その後、ニューデリーに戻りインドで

最高レベルの教育を行っているというイ
ンド工科大学を訪問し学生が学んでいる
ところを見学する予定だったが、停電の
為、講義を見学することはできなかっ
た。しかし、教授よりインドのIT、学生
について説明を受けインド工科大学の技
術力の高さを実感した。また。本学校を
卒業した人の年収は数千万円を超えると
のことだった。
最後に、横浜ゴムインド支社を訪問した

後、日本に帰国した。今回、参加した方に
は他のアジアの国々とは異なる文化、人々
の生活における貧富の差を実感して頂けた
かと思う。そして、インドならではの様々

なトラブルによって参加者同士の絆と親睦
がより一層図れたツアーだった。

株式会社データープロセスサービス
大西雄一

夏休みの親子企画ということで、小学生
の息子と参加させていただきました。
森永製菓の工場見学は人気があって学校

行事でもなかなか行けないと聞いたことが
あったので、親子で行ける機会をいただけ
てとても楽しみにしていました。
当日は夏休みイベントにピッタリ？の

30度を超える真夏日でしたが、小さなお
子さんから小学生連れの親子がたくさん集
まりました。
工場に着くとさっそく写真スポットに

なっているキョロちゃんの置物が出迎えて
くれ、まずは冷たいココアをいただきなが
ら、お菓子の歴史や製造工程などを子ども

向けの映像で20分ほど説明を受けたあと、
いよいよ工場へ進みます。
工場の中では、森永製菓の人気ラインで

ある小枝、焼きチョコベイク、ダースの包
装工程などを、窓越しに見学しました。そ
れぞれ見学するとその日に出来上がった
チョコレートを試食させてもらえました。
ちょうどダースは発売前の抹茶味を製造し
ていて、それを試食できたのでちょっと嬉
しかったです（笑）。
親子で工場見学というのは、このような

機会がないとなかなか行くことが出来ない
のでとてもよい経験ができました。
株式会社ネットフォレスト　松田佳奈

涼やかな初秋、ゴルフ日よりの9月12日
（金）、御殿場の名門コース「富士小山ゴル
フクラブ」にて「委員会対抗ゴルフコンペ」
が行われた。
今年も正副会長ブロックと8つの委員会

がエントリーし57名が参加。第4回目を数
えるこの大会は、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
互の親睦を図ることを目的として毎年実施
されている。
今年もこの大会に向けて同コースで練習

ラウンドを行ったり、ゴルフ合宿を行った
り、それぞれの委員会がそれぞれの目標を
立てて参加できる恒例のイベントとなって
きている印象を受けた。
大会の結果はネット優勝が企業経営委員

会（昨年に続いての連覇)、準優勝が広報委

員会、第3位が教育研修委員会となった。
グロス優勝は、川崎・横浜交流委員会

（4名合計、グロス355）だった。
また、終了後には早くも次回を待ち望む

声や、「来年こそは！」と意気込む声も聞か
れ、来年に向けての委員会同士の熱い戦い
が既に始まっているようであった。
株式会社セカンドウェーブ　本田篤志

「カーレット」とは、氷上ゲーム「カーリ
ング」の技術を手軽にどこでも行えるよう
に考案した卓上で行うゲームです。
平成26年7月12日（土）かながわ労働プラ

ザ3階ホールにて、労働福利委員会メンバー
会社を主体としたプレ大会を開催しまし
た。今回のプレ大会は、この大会を来年度
以降、毎年開催していくかどうかを見極め
るための開催であり、そのため、この競技
を推し進めているNPO法人カーレットジャ
パン協会の関塚氏が労働福利委員会メン
バーであることから、昨年の委員会宿泊研
修で紹介いただいたことがきっかけで、行
うこととしました。
本プレ大会は、1チーム3～ 5名の選手に

より、企業チーム11チーム、委員会メンバー 
4チームの15チームで対戦しました。
当日は14時に開会式を行い、常山会長の
挨拶のあと、競技運営方法・ルールをカー
レット協会の方から説明頂き、試合に入り

ました。
最初は、予選リーグからです。3チーム

ごとに5台のカーレット盤を使い、試合を
進めていきます。
ルールは、2チーム対抗で先攻後攻をじゃ

んけんで決め、1チーム3名でチーム交互に
一人２投ずつ、計6個のストーンをティー
ゾーンに向かって投げ、最後にティーに近
いチームが勝利するというゲームです。
最初は、どのチームもルールがよくわか

らないこともあり、ただティーに近いとこ
ろに届けばよいというように投げていまし
たが、ルールが解るにつれて相手の邪魔を
する位置に投げるとか、サイドのクッショ
ンを利用して投げるといったテクニックを
駆使する場面も見られ、白熱したゲームと
なりました。
予選リーグが終わり、1位、2位、3位ご

とに5チームで決勝トーナメントを行いま
した。

結果は次のとおりです。
優勝：ニューテック㈱、準優勝：㈱テック
ジャパン、3位：委員会Aチーム（神情協3
役）、2位リーグ戦優勝：㈱アイネット、3
位リーグ戦優勝：㈱エフ・トレード

平成26年7月17日　ホテルキャメロッ
トジャパンにて第36回神情協ビジネス
フォーラムが開催された。昨年度より他団
体（同業種・異業種）との共同にて開催し好
評な結果を出しているなか、今回は、神奈
川IBMユーザー研究会（通称神奈川U研）と
の開催となった。
内容としては今までのビジネスフォーラ
ムに比べ発表数の多い神情協4社、神奈川
U研4社と言う構成で各社短い時間の中、
熱のこもった発表がされた。
日本IBMの現在、力を入れて推し進めて
いる次世代クラウド・プラットホームの紹

介から始まり、各発表会社からは経営力強
化、作業の効率アップにつながる開発環境、
ISMS認証取得支援、情報機器、情報漏洩
対策や保険、採用、キャリアチェンジなど
幅広い内容となり、開催後のアンケートの
結果をみると、有意義であったと答えた人
が85%、発表の内容に興味があると答えた
人が83%と参加者にとって満足のいただけ
たフォーラムになったかと思う。
また、神奈川IBMユーザー研究会は教育・
女性活躍に向けて力を入れて活動している
との事なので、今後は、他の分野でも共同
開催のイベントを企画する事も考えられる。

神情協ビジネスフォーラムは今後も新し
い試みを取り入れながら開催するので、多
くの皆様に参加頂ければ幸いである。

株式会社データープロセスサービス
大西雄一
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ただいた。また当業界ではメンタル疾患に
より休職となるケースが多いので、産業医
にはメンタルに精通された方にすること

や、休職制度は、採用や教育にかかったコ
ストを無駄にしないという会社側のメリッ
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をみる為に、首都のニューデリーだけでは
なく、1億3千人以上の人が住むインド最
大の都市で、横浜市の姉妹都市である港町
ムンバイを訪問した。今回の参加者13名
のうちほとんどの人が初めてインド訪問と
いうこともあり、無事に帰国できるかを心
配しながら日本を出発した。
ムンバイJETROにてインドの歴史に関す

る説明、日本企業のインド進出の状況を説
明受けた。インドでビジネスを進めるなら
ば現地生産が必須であり現地生産度合いが
ビジネス成功に影響があることを知った。
そして、インドIT企業を訪問しソフトウェ
ア開発現場の見学と仕事について説明を聞
いたところ、インド人は英語を話す人が多
いこともあり、欧米からの仕事が多く占め

ているとのことだった。
技術者の年収について質問をしたとこ

ろ、中堅の技術者になると他業界のマネー
ジャークラスの年収と同じになるとの事で
IT技術者のレベルの高さを感じ取った。
その後、ニューデリーに戻りインドで

最高レベルの教育を行っているというイ
ンド工科大学を訪問し学生が学んでいる
ところを見学する予定だったが、停電の
為、講義を見学することはできなかっ
た。しかし、教授よりインドのIT、学生
について説明を受けインド工科大学の技
術力の高さを実感した。また。本学校を
卒業した人の年収は数千万円を超えると
のことだった。
最後に、横浜ゴムインド支社を訪問した

後、日本に帰国した。今回、参加した方に
は他のアジアの国々とは異なる文化、人々
の生活における貧富の差を実感して頂けた
かと思う。そして、インドならではの様々

なトラブルによって参加者同士の絆と親睦
がより一層図れたツアーだった。

株式会社データープロセスサービス
大西雄一

夏休みの親子企画ということで、小学生
の息子と参加させていただきました。
森永製菓の工場見学は人気があって学校

行事でもなかなか行けないと聞いたことが
あったので、親子で行ける機会をいただけ
てとても楽しみにしていました。
当日は夏休みイベントにピッタリ？の

30度を超える真夏日でしたが、小さなお
子さんから小学生連れの親子がたくさん集
まりました。
工場に着くとさっそく写真スポットに

なっているキョロちゃんの置物が出迎えて
くれ、まずは冷たいココアをいただきなが
ら、お菓子の歴史や製造工程などを子ども

向けの映像で20分ほど説明を受けたあと、
いよいよ工場へ進みます。
工場の中では、森永製菓の人気ラインで

ある小枝、焼きチョコベイク、ダースの包
装工程などを、窓越しに見学しました。そ
れぞれ見学するとその日に出来上がった
チョコレートを試食させてもらえました。
ちょうどダースは発売前の抹茶味を製造し
ていて、それを試食できたのでちょっと嬉
しかったです（笑）。
親子で工場見学というのは、このような

機会がないとなかなか行くことが出来ない
のでとてもよい経験ができました。
株式会社ネットフォレスト　松田佳奈

涼やかな初秋、ゴルフ日よりの9月12日
（金）、御殿場の名門コース「富士小山ゴル
フクラブ」にて「委員会対抗ゴルフコンペ」
が行われた。
今年も正副会長ブロックと8つの委員会

がエントリーし57名が参加。第4回目を数
えるこの大会は、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
互の親睦を図ることを目的として毎年実施
されている。
今年もこの大会に向けて同コースで練習

ラウンドを行ったり、ゴルフ合宿を行った
り、それぞれの委員会がそれぞれの目標を
立てて参加できる恒例のイベントとなって
きている印象を受けた。
大会の結果はネット優勝が企業経営委員

会（昨年に続いての連覇)、準優勝が広報委

員会、第3位が教育研修委員会となった。
グロス優勝は、川崎・横浜交流委員会

（4名合計、グロス355）だった。
また、終了後には早くも次回を待ち望む

声や、「来年こそは！」と意気込む声も聞か
れ、来年に向けての委員会同士の熱い戦い
が既に始まっているようであった。
株式会社セカンドウェーブ　本田篤志

「カーレット」とは、氷上ゲーム「カーリ
ング」の技術を手軽にどこでも行えるよう
に考案した卓上で行うゲームです。
平成26年7月12日（土）かながわ労働プラ

ザ3階ホールにて、労働福利委員会メンバー
会社を主体としたプレ大会を開催しまし
た。今回のプレ大会は、この大会を来年度
以降、毎年開催していくかどうかを見極め
るための開催であり、そのため、この競技
を推し進めているNPO法人カーレットジャ
パン協会の関塚氏が労働福利委員会メン
バーであることから、昨年の委員会宿泊研
修で紹介いただいたことがきっかけで、行
うこととしました。
本プレ大会は、1チーム3～ 5名の選手に

より、企業チーム11チーム、委員会メンバー 
4チームの15チームで対戦しました。
当日は14時に開会式を行い、常山会長の
挨拶のあと、競技運営方法・ルールをカー
レット協会の方から説明頂き、試合に入り

ました。
最初は、予選リーグからです。3チーム

ごとに5台のカーレット盤を使い、試合を
進めていきます。
ルールは、2チーム対抗で先攻後攻をじゃ

んけんで決め、1チーム3名でチーム交互に
一人２投ずつ、計6個のストーンをティー
ゾーンに向かって投げ、最後にティーに近
いチームが勝利するというゲームです。
最初は、どのチームもルールがよくわか

らないこともあり、ただティーに近いとこ
ろに届けばよいというように投げていまし
たが、ルールが解るにつれて相手の邪魔を
する位置に投げるとか、サイドのクッショ
ンを利用して投げるといったテクニックを
駆使する場面も見られ、白熱したゲームと
なりました。
予選リーグが終わり、1位、2位、3位ご

とに5チームで決勝トーナメントを行いま
した。

結果は次のとおりです。
優勝：ニューテック㈱、準優勝：㈱テック
ジャパン、3位：委員会Aチーム（神情協3
役）、2位リーグ戦優勝：㈱アイネット、3
位リーグ戦優勝：㈱エフ・トレード

平成26年7月17日　ホテルキャメロッ
トジャパンにて第36回神情協ビジネス
フォーラムが開催された。昨年度より他団
体（同業種・異業種）との共同にて開催し好
評な結果を出しているなか、今回は、神奈
川IBMユーザー研究会（通称神奈川U研）と
の開催となった。
内容としては今までのビジネスフォーラ

ムに比べ発表数の多い神情協4社、神奈川
U研4社と言う構成で各社短い時間の中、
熱のこもった発表がされた。
日本IBMの現在、力を入れて推し進めて

いる次世代クラウド・プラットホームの紹

介から始まり、各発表会社からは経営力強
化、作業の効率アップにつながる開発環境、
ISMS認証取得支援、情報機器、情報漏洩
対策や保険、採用、キャリアチェンジなど
幅広い内容となり、開催後のアンケートの
結果をみると、有意義であったと答えた人
が85%、発表の内容に興味があると答えた
人が83%と参加者にとって満足のいただけ
たフォーラムになったかと思う。
また、神奈川IBMユーザー研究会は教育・
女性活躍に向けて力を入れて活動している
との事なので、今後は、他の分野でも共同
開催のイベントを企画する事も考えられる。

神情協ビジネスフォーラムは今後も新し
い試みを取り入れながら開催するので、多
くの皆様に参加頂ければ幸いである。

株式会社データープロセスサービス
大西雄一



気軽なワールドカフェスタイルで働く女性にとって悩みを分かち合う最適な場となる

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会 開催日：平成26年7月16日（水）
 女性活躍委員会

32名のSE講師が熱く実施状況をかたる

「大学向けSE講座」講師情報交換会 開催日：平成26年9月9日(火）
 SE講座特別委員会

川崎市知的財産活用フォーラム 開催日：平成26年9月19日(金）
 川崎市交流委員会

例年になく専門学校から多くの要望・提案があった交換会となる

情報系専門学校との情報交換会 開催日：平成26年9月30日（火）
 産学連携委員会

ビジネスARとソフトウェアエンジニアの未来

第32回技術セミナー 開催日：平成26年10月10日（金）
 技術委員会

第36回全国地域情報産業団体連合会ANIA岡山大会 開催日：平成26年10月16日（木）～ 17日（金）
 事務局

女性活躍委員会日帰り研修 開催日：平成26年9月26日（金）
 女性活躍委員会

「知的財産活用フォーラム」は9月19日に
川崎市産業振興会館4階で開催され、来場
者は76名となり盛会のうちに終了しました。
冒頭に常山会長より、参加の各社が自社
製品の開発と付加価値向上のため大企業の
知的財産を活用し、各社のビジネスをさら
に発展させていくよう本フォーラムを活用
してほしいとの挨拶から始まり、川崎市経
済労働局の木村課長補佐からは大企業の知
財を活用し中小企業の活力向上、ひいては
地域の活力を向上させる取り組みは「川崎
モデル」と呼ばれ「事業化に至るまで企業に
よりそう伴走型支援」が特徴との紹介があ
りました。
「知的財産フォーラムの説明と成果事例
報告」では、川崎市産業振興財団の西谷知
的財産コーディネータとアルファメディア
社の小湊社長による知財交流事業の説明

と、アルファメディア社の「かいけつ出席」
の事例紹介がありました。
西谷氏より知的交流事業として成功した
三つのポイントは「密着」、「おせっかい」、
「キャラバン隊」。成功事例では小湊社長よ
り特許提供元の富士通様のブランドをうま
く活用できたことや、メディア紹介から予
期せぬ、SNSでの反響があったことも売上
アップの一因との興味深い事例の紹介を頂
きました。
続く「大企業シーズ発表」では（一財）
NHKエンジニアリングシステム、（独）海
洋研究開発機構（JAMSTEC)、富士通（株）
の順に発表を頂きました。いずれもICTソ
フト分野向けの独創的なアイディアをもと
にした特許や提供サービスでソフトウェア
製品開発ビジネスにおいて大いに貢献でき
るものと期待されています。今後ますます

「川崎モデル」が企業の力となっていくこと
を感じたフォーラムでした。

ジスクソフト株式会社　佐々木　滋

2014年9月30日に神情協と情報系専門
学校との情報交換会が横浜ＡＰビル会議室
において専門学校14校24名、神情協会員
35社47名の参加を得て開催されました。
常山会長からは、神情協の産学連携に向
けた今日までの歩み、小川名産学連携委員
長より、13校37件のエントリーがある学
生ITコンテストや恒例となっているIT就職
フェアー等、産学連携に向けた取組みの説
明があり、会議が始まりました。
各専門学校からは、昨年と比較すると求
人数も増え内定率も順調に推移している
が、学生は就職活動を始めると業界研究や
職種の研究に苦労するので、産学連携委員
会で実施している業界セミナーの継続実

施、ネットワークエンジニアやデータ運用
等の職種はイメージが掴みにくいので紹介
動画を作って欲しい等、具体的な要望が聞
かれました。
また、履歴書と証明書類の3点セット（卒
業見込み証明書、成績証明書、健康診断書）
の提出は面接からにしてもらえれ
ば、ハードルも下がり参加する学
生も増えるのでは？等の就職指導
の現場ならではのご提案もあり、
例年になく活発な意見交換が行わ
れました。
会場を変えて行われた懇親会は、
熊田副会長の挨拶で始まり、企業
と専門学校が積極的に名刺交換・

意見交換を行う姿が見られました。
今回は各専門学校から神情協に対する要
望・提案が多く出され熱の籠った議論が展
開される有意義な会議となりました。　　
ソフトウェアクリエィション株式会社

落合孝治

ARが題材ではあったが、技術者は仮想
や拡張の部分より、もっと現実に関心を
持って欲しいと話され、さあ「ドアを開け
て外へ出よう」と呼びかけて、さわやかに
講演を締められた。

株式会社ジェイエスピー　三浦康弘

10月10日（金）横浜情文ホールにて大林
勇人様（NTTデータ経営研究所）を講師にお
招きし、「ビジネスARとソフトウェアエン
ジニアの未来」と題するご講演を頂いた。
AR（拡張現実）をキーワードにバラエ

ティに富む現在の技術潮流を包括的に語
り尽くそうとする熱のこもった講演と
なった。
ロボット、ウェアラブル、プロジェクショ

ンマッピングなどよく聞く技術トレンドを
独自のラフな語り口で軽く評価した後、ビ
ジネスARの展望として「新しい経済圏域」が

出現しているようだと大きく話題
を変え、地域に密着した独創性豊
かな自立経済とそれを支えるIT技
術は「ソフトウェアエンジニアの未来」を考
える上で重要と話され強い印象を残した。
特に地域の創造の拠点となる可能性を秘

めた、3Dプリンタを基盤にしたファブラ
ボが講演の地横浜関内にもあって生活を変
える未来はすでに身近なところから始まっ
ているという話題は興味深く、スクリーン
に示された書籍名やURLを参加者の多くが
一斉にメモする姿が見られた。

うちに幕を閉じました。
女性活躍委員会では、今後さらなる発展
の為にさまざまな業界の方にも注目して推
進していきたいと思います。　　　
株式会社ティー・エム・シー　平田　碧

さわやかな秋晴れの中、女性活躍委員会
主催の日帰り研修を開催いたしました。
当日は、会員企業の34名にご参加いた

だき、小泉進次郎氏の秘書の鍋倉氏のご案
内により、国会議事堂見学をいたしました。
今回は衆議院側からの見学になりまし

た。参加者の方の多くは学生時代の社会見
学以来ということで、改めて日本の中核で
あるこの地の歴史や荘厳さに感銘を受けて
いました。
見学終了後、正面玄関に小泉進次郎氏ご

本人が登場してくださり、情報社会の未来

についてのお話や
これからは、女性
活躍の時代ですと
熱く語ってくださ
いました。
その後の懇親会

は六本木に移動
し、常に美しさや品格を追及されている
ニューハーフの方達の煌びやかなショーを
堪能しました。人間のさまざまな感情模様
を全身で時にアクロバチックに、時にたお
やかな身のこなしで繊細に表現し大盛況の

平成26年9月9日（火)16時より横浜AP会
議室に於いて、大学向けSE講師32名が集
い情報交換会を実施しました。神情協常山
会長より「IT業界は明るい、SE人材育成に
尽力願いたい」との挨拶で始まり、小川名
産学連携委員長から「SE講師活動は11年目
を迎え、実施大学も着実に増え、情報社会
の変化に応じた改革をしながら取り組みた
い」との力強いお話があり、今年度新規に
認定された1名の講師紹介に続き、今年度
前期実施大学8校（文教大学、東京情報大
学、東京工芸大学、横浜商科大学、横浜国

立大学、東海大学、中央大学、東京経済大学）
の実施状況報告から「内容が難しく文系学
生に向けた工夫が必要」「SE感動ビデオ、
OB/OG同伴は学生に好評」「学生から質問
が出なく講義に工夫が必要」「学生ニーズ
に合わせた内容に変革が必要」等々熱の
入った意見が交わされました。
今年度後期は、6校（産業能率大学、専

修大学、神奈川大学、関東学院大学、東海
大学、神奈川工科大学）の予定であり、前
期活動の意見を踏まえSE講座を継続して
実施する事を確認しました。

SE講座事業は、神情協の重要な事業の
一つであり、IT業界の知名度向上、新卒採
用に繋げる狙いもあり、SE講師の個性を
生かした講座に改革を図って推進すること
を確認できた情報交換会でした。

株式会社ISTソフトウェア　渡部雄三

毎年大変好評である「ベスト・ワーキン
グ・ウーマン表彰受賞者による座談会」が
7月16日（水）15時00分より神情協事務局
会議室にて開催された。
毎回、受賞者に限らず幅広く女性社員の
方々に参加頂いている。
今回は、前回の参加人数を上回る26名
に参加頂き、ワールドカフェスタイル（カ
フェのような気楽な雰囲気の中、少人数ご
とに話し合いを行うこと）で行った。
座談会では、5グループに分かれ、3つの

テーマの中から話し合いたいテーマを参加
者で決めてもらった。（テーマ1：結婚、出産
後の女性雇用について　テーマ2：私のキャ
リアプラン　テーマ3：会社に求めること）

お子様のいらっしゃるお母様が多く参加
していたこともあり、テーマ1を選択する
グループが多かった。
お話を聞いていると、結婚、出産後も働

ける環境が整っている会社が多いように感
じた。育児と仕事の両立は、やはり職場と
家族の理解が必要不可欠であるようだ。
座談会終了後は、1時間のフリータイム

を設け、名刺交換等を行った。普段、同業
他社と交流する機会が少ない中で、こう
いった場があることは、働く女性にとって
悩みを分かち合う最適な場である。
来年度以降も継続して行い、女性が活躍

できる場が広がっていけば良いと思う。
株式会社エフ・トレード　若山知子

10月16日（木）～ 17日（金）第36回全国
地域情報産業団体連合会ANIA岡山大会が
ホテルグランビア岡山にて開催された。
ANIA岡山大会は、システムエンジニアリ
ング岡山の創立30周年記念式典と一緒に
行われ、式典では、経済産業省や総務省、
岡山県副知事らが出席され祝辞を述べた。
次に講演Ⅰ「情報社会で【文化】を考える」と
題し、大原美術館理事長の大原謙一郎氏に
よる講演が行われ、「理系の人は、美術や
音楽に親しむことにより、才能を開花する
といったことや文化・芸術が活力を失った
ら国の前途は暗い」といった話をされた。
講演Ⅱは、岡山大学大学院准教授の安場健

一郎氏より「施設園芸を中心とした農業生
産におけるICT利活用の現状と今後への期
待」というテーマで話された。講演Ⅲは、
県内IT経営者によるパネルディスカッショ
ンが行われ、ITCを活用した産学連携等に
ついて、意見交換された。
今回、本大会には、神情協から常山会長

ほか9名の方が参加され、その後の懇親会
や翌日のエクスカーションに参加し、交流
を図った。
全国地域情報産業団体連合会（ANIA）は、

全国の都道府県にある情報サービス産業団
体で組織された団体で、神情協は設立当初
から会員であったが、7年前に脱退し、本

年4月に再加盟した。現在20の団体で組織
され、毎年会員団体の所在地を持ちまわり
全国大会を開催している。
来年の全国大会は、9月10日（木）～ 11
日（金）金沢市で開催予定。

衆議院小泉進次郎氏まさかの登場で女性参加者の目が輝く



気軽なワールドカフェスタイルで働く女性にとって悩みを分かち合う最適な場となる

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会 開催日：平成26年7月16日（水）
 女性活躍委員会

32名のSE講師が熱く実施状況をかたる

「大学向けSE講座」講師情報交換会 開催日：平成26年9月9日(火）
 SE講座特別委員会

川崎市知的財産活用フォーラム 開催日：平成26年9月19日(金）
 川崎市交流委員会

例年になく専門学校から多くの要望・提案があった交換会となる

情報系専門学校との情報交換会 開催日：平成26年9月30日（火）
 産学連携委員会

ビジネスARとソフトウェアエンジニアの未来

第32回技術セミナー 開催日：平成26年10月10日（金）
 技術委員会

第36回全国地域情報産業団体連合会ANIA岡山大会 開催日：平成26年10月16日（木）～ 17日（金）
 事務局

女性活躍委員会日帰り研修 開催日：平成26年9月26日（金）
 女性活躍委員会

「知的財産活用フォーラム」は9月19日に
川崎市産業振興会館4階で開催され、来場
者は76名となり盛会のうちに終了しました。
冒頭に常山会長より、参加の各社が自社

製品の開発と付加価値向上のため大企業の
知的財産を活用し、各社のビジネスをさら
に発展させていくよう本フォーラムを活用
してほしいとの挨拶から始まり、川崎市経
済労働局の木村課長補佐からは大企業の知
財を活用し中小企業の活力向上、ひいては
地域の活力を向上させる取り組みは「川崎
モデル」と呼ばれ「事業化に至るまで企業に
よりそう伴走型支援」が特徴との紹介があ
りました。
「知的財産フォーラムの説明と成果事例
報告」では、川崎市産業振興財団の西谷知
的財産コーディネータとアルファメディア
社の小湊社長による知財交流事業の説明

と、アルファメディア社の「かいけつ出席」
の事例紹介がありました。
西谷氏より知的交流事業として成功した
三つのポイントは「密着」、「おせっかい」、
「キャラバン隊」。成功事例では小湊社長よ
り特許提供元の富士通様のブランドをうま
く活用できたことや、メディア紹介から予
期せぬ、SNSでの反響があったことも売上
アップの一因との興味深い事例の紹介を頂
きました。
続く「大企業シーズ発表」では（一財）
NHKエンジニアリングシステム、（独）海
洋研究開発機構（JAMSTEC)、富士通（株）
の順に発表を頂きました。いずれもICTソ
フト分野向けの独創的なアイディアをもと
にした特許や提供サービスでソフトウェア
製品開発ビジネスにおいて大いに貢献でき
るものと期待されています。今後ますます

「川崎モデル」が企業の力となっていくこと
を感じたフォーラムでした。

ジスクソフト株式会社　佐々木　滋

2014年9月30日に神情協と情報系専門
学校との情報交換会が横浜ＡＰビル会議室
において専門学校14校24名、神情協会員
35社47名の参加を得て開催されました。
常山会長からは、神情協の産学連携に向

けた今日までの歩み、小川名産学連携委員
長より、13校37件のエントリーがある学
生ITコンテストや恒例となっているIT就職
フェアー等、産学連携に向けた取組みの説
明があり、会議が始まりました。
各専門学校からは、昨年と比較すると求

人数も増え内定率も順調に推移している
が、学生は就職活動を始めると業界研究や
職種の研究に苦労するので、産学連携委員
会で実施している業界セミナーの継続実

施、ネットワークエンジニアやデータ運用
等の職種はイメージが掴みにくいので紹介
動画を作って欲しい等、具体的な要望が聞
かれました。
また、履歴書と証明書類の3点セット（卒
業見込み証明書、成績証明書、健康診断書）
の提出は面接からにしてもらえれ
ば、ハードルも下がり参加する学
生も増えるのでは？等の就職指導
の現場ならではのご提案もあり、
例年になく活発な意見交換が行わ
れました。
会場を変えて行われた懇親会は、
熊田副会長の挨拶で始まり、企業
と専門学校が積極的に名刺交換・

意見交換を行う姿が見られました。
今回は各専門学校から神情協に対する要
望・提案が多く出され熱の籠った議論が展
開される有意義な会議となりました。　　
ソフトウェアクリエィション株式会社

落合孝治

ARが題材ではあったが、技術者は仮想
や拡張の部分より、もっと現実に関心を
持って欲しいと話され、さあ「ドアを開け
て外へ出よう」と呼びかけて、さわやかに
講演を締められた。

株式会社ジェイエスピー　三浦康弘

10月10日（金）横浜情文ホールにて大林
勇人様（NTTデータ経営研究所）を講師にお
招きし、「ビジネスARとソフトウェアエン
ジニアの未来」と題するご講演を頂いた。
AR（拡張現実）をキーワードにバラエ

ティに富む現在の技術潮流を包括的に語
り尽くそうとする熱のこもった講演と
なった。
ロボット、ウェアラブル、プロジェクショ

ンマッピングなどよく聞く技術トレンドを
独自のラフな語り口で軽く評価した後、ビ
ジネスARの展望として「新しい経済圏域」が

出現しているようだと大きく話題
を変え、地域に密着した独創性豊
かな自立経済とそれを支えるIT技
術は「ソフトウェアエンジニアの未来」を考
える上で重要と話され強い印象を残した。
特に地域の創造の拠点となる可能性を秘

めた、3Dプリンタを基盤にしたファブラ
ボが講演の地横浜関内にもあって生活を変
える未来はすでに身近なところから始まっ
ているという話題は興味深く、スクリーン
に示された書籍名やURLを参加者の多くが
一斉にメモする姿が見られた。

うちに幕を閉じました。
女性活躍委員会では、今後さらなる発展
の為にさまざまな業界の方にも注目して推
進していきたいと思います。　　　
株式会社ティー・エム・シー　平田　碧

さわやかな秋晴れの中、女性活躍委員会
主催の日帰り研修を開催いたしました。
当日は、会員企業の34名にご参加いた

だき、小泉進次郎氏の秘書の鍋倉氏のご案
内により、国会議事堂見学をいたしました。
今回は衆議院側からの見学になりまし

た。参加者の方の多くは学生時代の社会見
学以来ということで、改めて日本の中核で
あるこの地の歴史や荘厳さに感銘を受けて
いました。
見学終了後、正面玄関に小泉進次郎氏ご

本人が登場してくださり、情報社会の未来

についてのお話や
これからは、女性
活躍の時代ですと
熱く語ってくださ
いました。
その後の懇親会

は六本木に移動
し、常に美しさや品格を追及されている
ニューハーフの方達の煌びやかなショーを
堪能しました。人間のさまざまな感情模様
を全身で時にアクロバチックに、時にたお
やかな身のこなしで繊細に表現し大盛況の

平成26年9月9日（火)16時より横浜AP会
議室に於いて、大学向けSE講師32名が集
い情報交換会を実施しました。神情協常山
会長より「IT業界は明るい、SE人材育成に
尽力願いたい」との挨拶で始まり、小川名
産学連携委員長から「SE講師活動は11年目
を迎え、実施大学も着実に増え、情報社会
の変化に応じた改革をしながら取り組みた
い」との力強いお話があり、今年度新規に
認定された1名の講師紹介に続き、今年度
前期実施大学8校（文教大学、東京情報大
学、東京工芸大学、横浜商科大学、横浜国

立大学、東海大学、中央大学、東京経済大学）
の実施状況報告から「内容が難しく文系学
生に向けた工夫が必要」「SE感動ビデオ、
OB/OG同伴は学生に好評」「学生から質問
が出なく講義に工夫が必要」「学生ニーズ
に合わせた内容に変革が必要」等々熱の
入った意見が交わされました。
今年度後期は、6校（産業能率大学、専

修大学、神奈川大学、関東学院大学、東海
大学、神奈川工科大学）の予定であり、前
期活動の意見を踏まえSE講座を継続して
実施する事を確認しました。

SE講座事業は、神情協の重要な事業の
一つであり、IT業界の知名度向上、新卒採
用に繋げる狙いもあり、SE講師の個性を
生かした講座に改革を図って推進すること
を確認できた情報交換会でした。

株式会社ISTソフトウェア　渡部雄三
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方々に参加頂いている。
今回は、前回の参加人数を上回る26名
に参加頂き、ワールドカフェスタイル（カ
フェのような気楽な雰囲気の中、少人数ご
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お子様のいらっしゃるお母様が多く参加
していたこともあり、テーマ1を選択する
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来年度以降も継続して行い、女性が活躍

できる場が広がっていけば良いと思う。
株式会社エフ・トレード　若山知子
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ング岡山の創立30周年記念式典と一緒に
行われ、式典では、経済産業省や総務省、
岡山県副知事らが出席され祝辞を述べた。
次に講演Ⅰ「情報社会で【文化】を考える」と
題し、大原美術館理事長の大原謙一郎氏に
よる講演が行われ、「理系の人は、美術や
音楽に親しむことにより、才能を開花する
といったことや文化・芸術が活力を失った
ら国の前途は暗い」といった話をされた。
講演Ⅱは、岡山大学大学院准教授の安場健

一郎氏より「施設園芸を中心とした農業生
産におけるICT利活用の現状と今後への期
待」というテーマで話された。講演Ⅲは、
県内IT経営者によるパネルディスカッショ
ンが行われ、ITCを活用した産学連携等に
ついて、意見交換された。
今回、本大会には、神情協から常山会長

ほか9名の方が参加され、その後の懇親会
や翌日のエクスカーションに参加し、交流
を図った。
全国地域情報産業団体連合会（ANIA）は、

全国の都道府県にある情報サービス産業団
体で組織された団体で、神情協は設立当初
から会員であったが、7年前に脱退し、本

年4月に再加盟した。現在20の団体で組織
され、毎年会員団体の所在地を持ちまわり
全国大会を開催している。
来年の全国大会は、9月10日（木）～ 11
日（金）金沢市で開催予定。

衆議院小泉進次郎氏まさかの登場で女性参加者の目が輝く



■応募対象者
神情協会員企業の役員および従業員。撮影者は応募者の家族の方でも結
構です。お一人５点までご応募頂けますが、入選はお一人１点とします。

■応募方法
平成27年3月31日（火）までに、A4サイズの写真用紙に印刷し、神情協事務
局宛に郵送願います。

■作品テーマ
神情協のイベント、神情協関係事業にて撮影されたものならどんなもので
も結構です。
但し撮影時期は、平成26年度中（平成26年4月～ 27年3月）に撮影されたも
のです。

■賞金
最優秀賞：3万円、優秀賞：1万円、入選：3000円のクオカード、参加賞：
入選にもれた方全員に500円のクオカードを贈呈します。

■審査・展示等
広報委員会にて選出した30点を入選とし、平成27年6月18日（木）に開催の
神情協定時社員総会会場に展示します。
展示作品を、総会参加者の投票により最優秀賞1点、優秀賞3点を決定し
ます。
優秀作品以上は会報KiaWaveに掲載します。

詳細は、神情協ホームページをご覧ください。

■株式会社総合企画
「ここは僕の隠れ家なんだよ」と時折冗談を
交えながら話す佐々木春人社長に対し、「当社
はお客様に恵まれました」と実直な話し振りの
森清専務。坂本龍馬の妻、お龍が働いていた
という旧東海道の老舗料亭・田中家の間近に
ある台町事務所でお話を伺った。
35歳の佐々木社長がデータ入力業務を行う
株式会社総合企画を立ち上げたのは札幌オリ
ンピックが開催された1972年。「役所にいても
飼い殺しにされる」と佐々木社長は退職し、誘
いがあった会社で1年半「小僧」として下積みを
行い、さらに1社で半年経験を積み、独立した。
創業42年になるが、創業からの顧客は今で

も基盤顧客である。大量のデータを短時間で
高品質に行うことが強み。この強みを従業員
の95%を占める正社員が支えてきた。現在売

り上げは入力データ業務とその他業務とで
半々になっている。オペレーション業務とヘ
ルプデスク業務は長年付き合ってきた顧客か
らやってくれないかと発展したものだ。
会社の方針には「挑戦」「誇り」「信頼」の3つ

の円が交わった中心に「夢」の文字がある。40
周年時に今後の方針を決めるために役員を除
いた社員からアンケートを取り、出てきたも
のだ。上から押し付けたものは直ぐ飾りになっ
てしまうとの考えからだ。
実は佐々木社長は、神奈川県情報サービス

産業の「レジェンド」であった。40歳後半に業
務を森専務に任した後、神情協や健保組合、
年金基金設立メンバーの一人として活躍され
た。森専務の「代表は会社に貢献していない。
でも社会のために貢献したので社員も頑張っ
た」との言葉が心に残った。

設　立：1972年9月20日
資本金：4,000万円
売上高：3億2千万円
社員数：60名
住　所：横浜市神奈川区台町11-4-901
　　　　リブゼ横浜ステーションスクエア
Tel：045-314-3451
URL：http://www.kk-sogokikaku.co.jp/

■株式会社クロステック
ＪＲ横浜線、菊名駅。東神奈川方面に向か

う電車のホームから見える、駅から徒歩１分
という好立地の本社（自社）ビルで、渡邉安好
社長にお話しを伺った。社内に入ると、その
構造と内装にちょっと驚きつつも、そこには
スタイリッシュでさわやかな空間があった。
今年が34期目となるクロステック。その

強みを伺った所、「会社には自慢出来る事は
ないが、うちの社員は自慢できますよ！」と。
更に「それはね、トラブルや大変な時、絶対
逃げませんそれがうちの社員ですよ。」と続
けられた。
現在、従業員数190名。取材の前日に「マ

タハラ」裁判の報道があった直後だったので、
女性社員についても聞いてみると、同社では
結婚・出産をしても女性社員が退職しないそ

うだ。「育児休暇や時短を利用して、皆残っ
てくれている。まだ事例は少ないけれどね。」
と笑顔で話してくれた。他にも社員が働き続
けられる、制度や環境が整備されており、【強
み】をバックアップしている。
今後の展望として、付加価値のあるサービ
ス（サポート・導入支援）提供の比率を伸ば
して行きたいとのこと。日々エンドユーザー
と接しているSEが、営業マンとなりお客様
が困っている事を見つけて来てくれる、そこ
から新しいビジネスが生まれるのだと、現場
感覚も忘れない社長の姿が伺える。
一度クロステックと繋がったお客様を離れ
させない！細い糸でも必ず繋がっている。と
話す渡邉社長に強みである社員の事も（会社
から）離れさせない。という強い思いが感じ
られた。

設　立：1981年7月7日 
資本金：4,000万円 
売上高：18億円（平成26年6月期） 
社員数：190名（平成26年7月現在） 
本　社：横浜市港北区篠原2-4-1
Tel：045-439-5361　Fax：045-439-5360
URL：https://www.xtec.co.jp/

■株式会社ジェイエスピー
～ Smile Engineering ～

1980年、技術者3名で創業され、今年で36
期目を迎えるジェイエスピー。創業6年目で異
業種から入社し、その後3年で社長に就いた
のが稲田彰典社長。創業から10年後にバブル
が崩壊。当時IT業界では人員削減を余儀なく
された会社もあったが、そんな中でも社員を
解雇せず耐え忍び、「もう1回復活を！」と再起
にかけた。第二の創業！と心機一転、新横浜
へ事務所を移転。96年から新人採用に徹して、

SE派遣を中心に
独立系のシステ
ム開発会社へと
発展していく
が、「この30年、
経営の拙さが多

かった」と自省する。当時、メーカーへの集中
依存から脱し、不況対策として新規分野の顧
客開拓を積極的に進め、専門分野の戦略的分
散化をしかけてきたと振り返る。
現在、自社製品開発などへも携わり、売上
の30%は研究開発となっている。昨今では、
「農業」などの異業種分野にも注視している。
稲田社長は「小さな予算で先端技術を、かつ
スピーディーに」と社員一人ひとりに専門性
と経営意識をもってもらいたいとも話す。
「社員は財産。社員が仕事を好きで面白い
と思うことが大切で、社長業は役割に過ぎな
い。経営はできる人がやればいい。ただ、意
外とやりたい！人は経営に向かないのも事実
なのですが・・・」と、笑顔で語っていた。
エンジニアリングでお客様、さらには社会

を笑顔にしたい！と掲げる同社に期待したい。

設　立：1980年1月
資本金：3,000万円（2014年3月）
社員数：110名（2014年3月現在）
売上高：10億円（2013年3月期）
本　社：横浜市西区高島2-6-32
　　　　横浜東口ウィスポートビル13階
Tel：045-444-3470　Fax：045-444-3471
URL：http://www.jspnet.co.jp/
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■応募対象者
神情協会員企業の役員及び従業員でしたら誰でも応募できます。家族の方でも結構です。
作成は、お絵かきソフトの利用、手書きいずれでも良いです。

■応募方法
平成27年1月30日（金）までに、A4サイズのPDF形式で神情協事務局まで送付してく
ださい。手書きの場合はスキャンしてPDFにしてお送りください。

■KIAマスコット・キャラクター作成要領
・人物または動物、もの等をモチーフに創造（擬人化した架空のものも可）した全身像のキャ
ラクター（ポーズを付けたり、物を持っていても良い）でIT業界のイメージに合った親し
みの持てるマスコット的な感じのもの。キャラクターの一部分に「KIA」の文字を入れる。

・採用作品を実際に使用するにあたり、専門家によりデータ化をしていただきますので、
提出作品と若干異なる（修正）ことをご承知ください。また、数点の作品を合作して
作成することもあります。

■賞金
採用作品には10万円、採用されなかった応募者全員(応募取り消し者除く)にクオカー
ド1000円分を贈呈します。ただし、実際に使用するキャラクターが複数の作品を参考
とした場合は、10万円を完成キャラクターの貢献割合で按分します。

■KIAマスコット・キャラクターお披露目
平成27年3月中には決定し、6月18日（木）神情協定時社員総会会場にてお披露目します。

詳細は、神情協ホームページをご覧ください。

神情協創立30周年（平成28年度）記念事業の盛り上げを図り、
より神情協を身近に感じ、

親しみを持っていただけることを目的に、
KIAマスコット・キャラクターのアイデア募集をいたします。

採用されたキャラクターは、
神情協発行の広報物（KiaWave、KiaView、会員手帳ほか）、

名刺、封筒、ホームページ等に掲載し、用途により
ノベルティーなどにも使用します。

神情協イベント
フォト・コンテスト

開催　　!!

神情協の活動をより身近に感じ、

多くの方にイベントに参加を頂く意味で

「神情協イベントフォトコンテスト」を開催いたします。

神情協イベントでの光景を撮った写真を

奮ってご応募ください。



■応募対象者
神情協会員企業の役員および従業員。撮影者は応募者の家族の方でも結
構です。お一人５点までご応募頂けますが、入選はお一人１点とします。

■応募方法
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局宛に郵送願います。

■作品テーマ
神情協のイベント、神情協関係事業にて撮影されたものならどんなもので
も結構です。
但し撮影時期は、平成26年度中（平成26年4月～ 27年3月）に撮影されたも
のです。

■賞金
最優秀賞：3万円、優秀賞：1万円、入選：3000円のクオカード、参加賞：
入選にもれた方全員に500円のクオカードを贈呈します。

■審査・展示等
広報委員会にて選出した30点を入選とし、平成27年6月18日（木）に開催の
神情協定時社員総会会場に展示します。
展示作品を、総会参加者の投票により最優秀賞1点、優秀賞3点を決定し
ます。
優秀作品以上は会報KiaWaveに掲載します。

詳細は、神情協ホームページをご覧ください。

■株式会社総合企画
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交えながら話す佐々木春人社長に対し、「当社
はお客様に恵まれました」と実直な話し振りの
森清専務。坂本龍馬の妻、お龍が働いていた
という旧東海道の老舗料亭・田中家の間近に
ある台町事務所でお話を伺った。
35歳の佐々木社長がデータ入力業務を行う
株式会社総合企画を立ち上げたのは札幌オリ
ンピックが開催された1972年。「役所にいても
飼い殺しにされる」と佐々木社長は退職し、誘
いがあった会社で1年半「小僧」として下積みを
行い、さらに1社で半年経験を積み、独立した。
創業42年になるが、創業からの顧客は今で

も基盤顧客である。大量のデータを短時間で
高品質に行うことが強み。この強みを従業員
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周年時に今後の方針を決めるために役員を除
いた社員からアンケートを取り、出てきたも
のだ。上から押し付けたものは直ぐ飾りになっ
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売上高：3億2千万円
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結婚・出産をしても女性社員が退職しないそ

うだ。「育児休暇や時短を利用して、皆残っ
てくれている。まだ事例は少ないけれどね。」
と笑顔で話してくれた。他にも社員が働き続
けられる、制度や環境が整備されており、【強
み】をバックアップしている。
今後の展望として、付加価値のあるサービ
ス（サポート・導入支援）提供の比率を伸ば
して行きたいとのこと。日々エンドユーザー
と接しているSEが、営業マンとなりお客様
が困っている事を見つけて来てくれる、そこ
から新しいビジネスが生まれるのだと、現場
感覚も忘れない社長の姿が伺える。
一度クロステックと繋がったお客様を離れ
させない！細い糸でも必ず繋がっている。と
話す渡邉社長に強みである社員の事も（会社
から）離れさせない。という強い思いが感じ
られた。
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解雇せず耐え忍び、「もう1回復活を！」と再起
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依存から脱し、不況対策として新規分野の顧
客開拓を積極的に進め、専門分野の戦略的分
散化をしかけてきたと振り返る。
現在、自社製品開発などへも携わり、売上
の30%は研究開発となっている。昨今では、
「農業」などの異業種分野にも注視している。
稲田社長は「小さな予算で先端技術を、かつ
スピーディーに」と社員一人ひとりに専門性
と経営意識をもってもらいたいとも話す。
「社員は財産。社員が仕事を好きで面白い
と思うことが大切で、社長業は役割に過ぎな
い。経営はできる人がやればいい。ただ、意
外とやりたい！人は経営に向かないのも事実
なのですが・・・」と、笑顔で語っていた。
エンジニアリングでお客様、さらには社会

を笑顔にしたい！と掲げる同社に期待したい。
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9月27日（土）神情協恒例の船釣り大会を平塚港・釣り宿「庄
三郎丸」で開催した。 天気は、晴れ、絶好の釣り日和ではあっ
たが、台風の影響からか若干北風が吹き、波立つ海上であった。
今回の参加者は53名。うち女性2名ということで、3艘の
船に分乗した。
釣り物は、当初「アジ」であったが、このところ釣れていな
いということで、急遽「イナダ」に変更した。
出港時、船上で釣り方について船頭さんからレクチャーし

てもらい出港。30分ほ
ど走ったところでいよい
よ開始だ。船頭の「始め
てください」の声で、釣
り糸を海中に落とし釣れ
ることを祈った。
釣り宿からは、「昨日

は大漁でしたよ」との情報を頂いたので今日も、と期待した
が、魚は気まぐれ、なかなか思うようには行かなかった。
午前中は、イナダはあまり来なかったが鯖などが釣れてい

た。午後からは魚も昼寝の時間としゃれ込み、一向に釣れる
気配がなかった。また、波も高まってきて船酔い一歩手前と
いう釣り人も見受けられ、終了時間の2時が来たところで、
釣りは終了し、港に戻った。
今回の大会は、「イナダ」3本の重量で順位を決めるという

ことでしたが、3本以上のイナダを釣った方が4名ほど、後
は1から2匹が16名とイナダが釣れた方は20名と少なく、全
員が賞をもらうことが出来た。
来年は、大漁を期待したい。

「アジ」を釣るはずが　急遽「イナダ」に変更！？

神情協船釣り大会 開催日：平成26年9月27日（土）
 労働福利委員会

青い海に魅せられて
19歳でウインドサーフィンを始めたのをきっかけにマリンス
ポーツの魅力に引き込まれ、25歳で小型船舶４級免許を取得し
マリンジェットを楽しんでいました。
すでに免許を取得していた弊社オーナーの河本も一緒に楽し
むようになり、それが会社の活動と変化し、ボートフィッシン
グ、セーリングといったマリンの世界にどっぷり浸かることに
なります。
より遠くへ行くため１級免許を取得し、パワーボートで伊豆
諸島を巡ってみたりしましたが、外洋をより安全に自然の力で
航海できるセーリングクルーザーの気持ちよさの虜になった河
本に追従した次第です。
セーリングの世界に入ってからは、社員向けに体験セーリング

を行ったり、横浜をスタートして沖縄までいろんな港に寄港しな
がらのクルージングや、沖縄から愛知までノンストップで航海す
る過酷な外洋レースからブイ周りのレースまで楽しんでいます。
その中でも年に一度、楽しみにしているのが沖縄で最も歴史
があるヨットレースである、座間味ヨットレースです。
毎年、応援の社員を含め30名ほどで参戦しています。宜野湾
マリーナ沖からスタートし40km先にある渡嘉敷諸島の座間味
島がゴールです。
国立公園にも指定された座間味島にそのまま宿泊し、透明度抜
群な海とビーチはもちろん、夜には天の川がくっきり見える天体
ショーも楽しみます。それに、なんといっても座間味村の方々の
ホスピタリティが素晴らしく、表彰パーティは、美味しい手料理を
オリオンビールと泡盛でいただき、舞台ではエイサーや、地元バ
ンドによる琉球音楽にあわせカチャーシーを参加者全員で踊りま
す。参加した社員はみな笑顔で楽しんでいるのが嬉しく思います。
弊社の社員にはいろんな趣味、楽しみを知り、深みのある人
生を送ってほしいと思います。私がオーナーに教えてもらった
ように・・・
そのために、これからも自ら率先して、健康に気を付け、活
動的に人生を楽しみたいと思います。

株式会社アルファ・ウェーブ　大指一郎

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
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新 会 員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社ァベールジャパン横浜支店
横浜市神奈川区鶴屋町 
代表  大沼　貴明
http://www.avail-japan.co.jp
TEL(045)594-9220
業務  通信・情報処理技術サービス業、
業務委託・請負サービス業、ソフト
ウェア受託開発、各種制御系ハード
ウェア設計・製造、労働者派遣事業

■正会員
株式会社アズフィールド
川崎市川崎区境町 
代表  米山　豊
http://www.az-field.com
TEL(044)200-4567
業務  保守サービス、ヘルプデスク運
営、常駐型プロジェクト支援

■正会員
株式会社イレブンラボ
川崎市中原区新丸子東 
代表  加藤　寛
http://www.eleven-lab.co.jp/
TEL(044)948-9833
業務  ソフトウェア開発、基盤インフ
ラ構築

■正会員
株式会社アポロシステム
東京都大田区蒲田 
代表  山田　勇
http://www.apollosystem.co.jp
TEL(03)5710-1339
業務  ソフトウェア開発、業務アプリ
ケーションに関する請負・要員派遣、
訪問看護支援システム販売


