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定時社員総会ほか	 14時15分～15時30分
続投、２期目常山会長体制決まる
平成27年度定時社員総会が横浜ベイシェラトンホテルに
て開催された。
冒頭、常山会長の「池田会長から引継いだ２年間、理事
20年の経験があるも協会について知らない事も多くあった
が、皆様の協力で、継続事
業、会員数の維持、グロー
バル化を見据えた新規事業
等々を無事にやって来られ
た」との挨拶があった。
その後、内藤専務理事より、
正会員数272社、出席会員数
93社及び委任状提出67社、
総数160社で総数の２分の１
以上あり総会が規定どおり成
立する事の報告があった。
続いて、常山会長が議長に選出され、審議が開始された。
第１号議案　平成26年度　事業報告（案）承認の件、第
２号議案　平成26年度　決算報告（案）承認の件、第３号
議案　第４期　理事及び監事選任（案）承認の件について、
議案は全て異議なく満場一致で原案通り承認決定された。
続いて別室にて臨時理事会が開催され、常山会長の続投が
決定され、総会場に戻り、別表通りの体制が発表された。
総会終了後、特別支援学校への和太鼓寄贈式が行われた。
平成27年度の寄贈校は、来年4月に海老名市に開校予定の
（仮称）県央方面特別支援学校に目録を贈呈、神奈川県教育
委員会から神奈川県知事黒岩祐治様の感謝状を常山会長に送
られた。
続いて、マスコットキャラ

クターの紹介が行われ、マウ
スの妖精「ＫＩＡぽん」（キ
アポン）を制作した株式会社
アナザーウェアの加藤ゆり様に感謝状を贈呈した。
次に、ベストワーキングウーマン表彰式では、30名の女
性の方々を表彰した。（受賞者は別表のとおり）

総会記念講演会	 同日15時50分～17時20分
総会記念講演会は、ダイヤ精機株式会社代
表取締役社長、諏訪貴子氏により「中小企業
が生き残るための経営改革と人財確保・育
成」とのテーマでご講演を頂いた。
諏訪氏は「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2013大

賞（日経ＢＰ社）」その他の受賞、経済産業省・産業構造審議会
委員を務める、スーパー町工場のトップ、ご自身の経験事例に基
づく講演には、会員諸氏も真剣に聞き入っていた。

最後に著書「町工場の娘（主婦から社長になった２代目の
10年戦争）」の紹介があった。ご興味のある方はご一読を。

第４期　役員名簿
協会役職 氏　　　名 会　　社　　名
会　　長 常 山 　 勝 彦 ㈱ソフテム
副 会 長 杉 之 間 伸 男 ㈱テクノリサーチ

同 原 田 久 仁 子 ㈱富士テクノソリューションズ
同 熊 田 　 恒 雄 エヌヴイ・コミュニケーションズ㈱

専務理事 内 藤 　 由 夫 （一社）神奈川県情報サービス産業協会
常務理事 板 橋 　 哲 也 ㈱エイ・シー・ティ

同 今 西 　 行 雄 ㈱東計電算
同 市 川 　 嘉 美 ㈱インフォマジック
同 小 川 名 剛 彦 ㈱ユーズウェア
同 高 橋 　 佑 至 ㈱ネットフォレスト
同 千 葉 理 恵 子 ㈱ティー・エム・シー
同 中 山 い そ の ㈱フューチャーネットワークス
同 畠 山 　 英 俊 ㈱アプリコット
同 前 山 　 浩 志 デジタルコム㈱

理　　事 井 手 　 興 一 ㈱システムハウス.アイエヌジー
同 今 井 　 一 範 アドバンスドプランニング㈱
同 大 指 　 一 郎 ㈱アルファ・ウェーブ
同 大 西 　 雄 一 ㈱データープロセスサービス
同 梶 本 　 繁 昌 ㈱アイネット
同 小 山 　 芳 廣 ㈱エヌ・エス・ピィ
同 坂 本 　 　 淳 ㈱メビウス
同 高 見 沢 正 己 ㈱CIJ
同 富 樫 　 和 弘 ㈱情創
同 中 溝 　 正 俊 シンポー情報システム㈱
同 平 野 　 雅 義 ㈱アローズ・システムズ
同 福 井 　 二 郎 ㈱エリアドライブ
同 本 田 　 篤 志 ㈱セカンド･ウェーブ
同 守 屋 　 光 博 ピー・アイ・スクエア㈱
同 山 田 　 健 雄 日立INSソフトウェア㈱
同 四 辻 　 　 実 ㈱大洋システムテクノロジー

監　　事 伊 藤 　 壮 介 東芝情報システム㈱
同 本 田 　 博 己 ㈱エフネット

第9回ベスト･ワーキング・ウーマン受賞者
受賞名称 会　　　　社 受賞者

貢献賞

㈱ウッドペッカー 岡田ひろみ
㈱NSP 石川　治子
NTTデータフォース㈱ 贄田　陽子
㈱ティー・エム・シー 角本　朝子
日産車体コンピュータサービス㈱ 出口知香子
㈱横浜電算 神山　清衣

キャリアアップ賞

㈱NSP 大村　浩美
NTTデータフォース㈱ 齋藤　栄子
㈱科学情報システムズ 宇野　裕子
日産車体コンピュータサービス㈱ 志村　清美
㈱富士テクノソリューションズ 岡　　和代

リーダー
シップ賞

㈱アイネット 木田　洋子
㈱アイネット 向山　朋実
㈱エーアイネット・テクノロジ 沼田　芳慧
㈱エーアイネット・テクノロジ 大場　晴斐
エヌヴイ・コミュニケーションズ㈱ 緒方　三輪
エヌヴイ・コミュニケーションズ㈱ 冨里川えりな
NTTエレクトロニクステクノ㈱ 宮腰　園美
㈱科学情報システムズ 岡崎　菜美
㈱ＣＩＪ 沼野眞帆子
㈱東計電算 唐澤　和美
㈱日本アシスト 原　　真弓
㈱ネットフォレスト 木村　康子
㈱富士テクノソリューションズ 西家　千佳

ワーキング
マザー賞

㈱ＣＩＪ 香田万希子
シンポー情報システム㈱ 遠竹　越子
㈱ソフィックス 佐藤　由美
㈱東計電算 澤田　恵子
㈱日本アシスト 鈴木沙央里
㈱ＹＳＬソリューション 鴨下　文枝

平成27年度定時社員総会 開催日：平成27年6月18日（木）
神情協事務局



今回のテーマは「人材」でしたが、その中でも雇用と教育
という分野に的を絞り、パネルディスカッション形式で行っ
た。
パネラーは、外部よりオフィスHRの長谷川様・ジェネク
サス・ソリューションズ・ジャパンの四居様・フュージョン
の広兼様に御越し頂き、当協会からはデジタルコムの前山様
にパネラー、エスエフシーの小笠原様にはコーディネーター
を担当して頂いた。
パネラーからはIT業界の今と昔の変化に伴い教育内容自体
を変えていく必要性がある事や、今後ユーザーが要求する傾
向の強い技術分野を分析して、どのような人材を雇用してい
くべきかなど、また視点を変えて学生から見た企業の選定基

準などを、本テーマに
沿って具体的に話して
頂いた。
中でも１番注目を集

めたのが過去５年退職
者ゼロ。創業以来17
年間で退職者が５人という驚異的な定着率を持つ企業の取り
組み策についてで、会場からの質疑応答を含め大変盛り上
がった。
参加された45名全員が即座に出来る対応策や改善策となる

情報をたくさん収集できたフォーラムだったと感じた。
株式会社ティー・エムー・シー　千葉直樹

3月19日（木）企業経営委員会主催の経営戦略フォーラムが開催された。

今回は予め3つのテーマを設定、各社興味のあるテーマ毎
にそれぞれグループに分かれ①成長戦略・新規事業②売り手
市場の環境下での人材確保③事業継承に関する議論、をそれ
ぞれ行った。
今回はより活発な議論を行って頂く為に、リラックスした
雰囲気作りを目的としはじめてワールドカフェスタイルを採
用。アルコールを頂きながらの議論は、常山会長のご挨拶を
頂くや否やすぐに各テーブルで活発に繰り広げられた。
成長戦略に関してはストックビジネスに関する議論、PKG
ビジネスの失敗例などを、人材確保に関しては学校、特に地
方を沢山回り母数を高める工夫を、そして事業承継に関して

は株の承継、人的承継
問題など、各テーマ全
て大いに議論され参加
者全員が満足できる会
となった。
また、今回一番議論

が白熱した成長戦略・
新規事業に関しては7月に開催予定の経営戦略フォーラムで
改めてテーマとして取り上げる事となっており是非とも多く
の会員企業に参加頂きたい。
	 株式会社エフタイム　辻　一成

5月21日（木）神情協会議室にて企業経営委員会が企画した第２回経営者座談会が開催された。

4月16日（木）横浜国際ホテルにて第39回神情協ビジネスフォーラムが開催された。
今回は日本情報技術取引所（JIET）との共催という事もあり、何と過去最高の100名を超える参加者で大盛況となった。
常山会長のご挨拶からはじまり、神情協から3社、JIETから7社のプレゼンテーションが行われたが、好調なIT業界の現在の景気
を反映してか、IT技術者の相互補完の内容が多く、本フォーラムから益々ビジネスチャンスが生まれる事が期待される。
また、プレゼンテーターの一社である関越ソフトウェアではITビジネスの拡大に新潟の
お酒やお米を扱うアンテナショップを鎌倉で立ち上げると言う斬新なアイディア『企画鎌倉』の紹介があり、地域貢献を有効に
ビジネスに結び付ける興味深いプレゼンテーションも会場を盛り上げていた。
続く懇親会では、プレゼンテーション会社に対する名刺交換を中心に大変活発な交流が図られ、
会場は時間一杯まで大熱気に包まれていた。
次回は10月15日（木）に40回の区切りの開催となるが、神情協での益々のビジネス交流が図れ

るよう、会員の皆様の積極的なご参加を期待したい。	
株式会社エフタイム　辻　一成

今回は神奈川県中小企業家同友会川崎支部との共催で開催し、商談会参加者97名、懇親会参加者
79名と盛況な集まりとなった。商談会は神情協から4社、同友会から4社のプレゼンテーションの
他、神情協川崎市交流委員会と同友会からも発表があり、盛りだくさんな商談会となった。

2月19日（木）川崎商工会議所会議室にて第38回神情協ビジネスフォーラムが開催された。

経営戦略フォーラム

経営者座談会

第39回神情協ビジネスフォーラム

第38回神情協ビジネスフォーラム

開催日：平成27年3月19日（木）
企業経営委員会

開催日：平成27年2月19日（木）
企業経営委員会

開催日：平成27年5月21日（木）
企業経営委員会

開催日：平成27年4月16日（木）
企業経営委員会



開始前は雨模様であったが8時頃から雨も止み曇り空の中、原田副会長の挨拶をかわきりにスタートした。ゴールデンウィーク
という事もあり約700名の方に参加頂いた。
9時過ぎ第一回目の地引が開始され、漁師さんの掛け声とともに大勢の参加者が「ヨイショ　ヨイショ」とロープを15分程引っ
張り、網が波打ち際に運ばれる約5分程の間参加者の様子が、何が捕れたのか？大漁なのか？とさまざまであった。網が見えると
大勢の方が駆け寄り、ピカピカひかる「しらす」に歓声を上げていた。2回目は残念ながらヒイラギ、イワシなど少々であった
が、引き上げられた網の小魚を子供たちが大はしゃぎで捕まえていた。

早朝から労働福利委員のスタッフが準備をしていた宝探しも大盛況で、砂まみれになりながら子供たちが必死で探す様子を暖かい
目で大人達が見つめていた。バーベキューの食材が運ばれると一斉に宴会モードとなり、1回目に引き上げられた「しらす」も各テー
ブルに運ばれ、各会員企業の懇親会の場に移り変わった。生ビールの売れ行きが早く、終了してしまった事に残念がる皆さんのお顔
が印象的であった。曇り空の地引網大会も暑過ぎず日焼けを気にせず良い天候であると感じた。

5月9日（土）毎年恒例の家族慰安地引網大会が江ノ島で開催された。

朝方の雨も上がり早朝7時30分、42名の釣り人が集まり、まずは常山会長からの挨拶、続いて労働福利委員会釣担当の私（渡辺）
からルール説明、注意事項の説明をしました。
今回の狙いは白鱚（しろぎす）です。通常キス釣りというと白鱚を指します。
白鱚は夏が旬の魚で天ぷら、塩焼き等でおいしい白身の魚です。通常は20センチ
前後が多く稀に30センチ級が釣れます。東京湾、相模湾では乗合船、ボート釣り
等で春から夏に釣ります。釣り方も簡単ですが奥深いため、老若男女・ビギナー
からベテランまでに愛されている魚です。今回は一匹の長さで優勝を争います。
さて夢の30センチクラスは釣れるでしょうか！！
挨拶も早々に、２艘の大型船に分乗して８時前に出港です。当日は風もなく海は湖の

ような凪です。生憎の曇り空ですが状況としては最高の釣り日和で期待が膨らみます。
そして港を出て５分程の平塚沖でスタートフィッシング！！
ポツポツと釣れますが、なかなか皆にいきわたるほど釣れません。それでも皆
さん集中して釣り続けます。時々歓声がして釣れた人が注目を集めます。
船長も皆に釣れるよう移動を繰り返してくれます。
はっきり言って食いが悪い・・・。何か嫌な予感が・・・。
それでも時間が経つにつれ、皆さん何とか本命の白鱚を釣り上げ安心の様子です。
そして釣り始めて２時間ほど経った10時、船は大磯沖に移動。ここは砂地に小
さな岩場が混じるため、カサゴ、ベラ等の岩場の魚が混じる場所です。
ちょっと期待がわきます。想像通り、カサゴ、ベラ等の当りがあり退屈しません。そして白鱚もポツポツと釣れます。
そんな中、船尾の方で重そうにリールを巻く釣り人、そしてタモを構える船長。慎重なやり取りの後、上がってきたのは何やら
口の大きな大きい魚です。うらやましい！！
釣り人はA.C.Tの中川さん！！さすがベテランです。後で聞いたら魚は超高級魚のマハタ１キロオーバーだそうです。
そして午後２時、予定通りにストップフィッシング。平塚港に帰ります。
結果は、１位22.5センチ　シンクタンクオブジャパン中山泉様　２位22.2センチ　シンポー情報システム佐々木亮様
３位22.0センチ　同サイズ２名　アイセル近藤隆弥様　ソフテム長谷川壮悟様
賞品は庄三郎丸さんからも提供して頂き、リール、クーラーボックス、Tシャツ、帽子、釣竿２本、その他等30点以上あり殆ど
の方が獲得できました。
釣果は少々残念な結果でしたが、海の状況も良く怪我人も無く楽しい１日が過ごせました。
参加した皆さん、庄三郎丸さん、ありがとうございます。来年もよろしくお願い致します。	 株式会社メビウス　渡辺直樹

6月6日（土）平塚庄三郎丸にて神情協懇親船つり大会が開催されました。

家族慰安地引網大会

懇親船釣り大会 開催日：平成27年6月6日（土）
労働福利委員会

開催日：平成27年5月9日（土）
労働福利委員会



技術見学会ではNECが
開発した技術が私達の日
常でどう活かされている
のか、また今後どのよう
に展開していくのかの説明を受けました。見学会で訪れた７
つのブースは、どれも興味深いものばかりでしたが、その中
でも特に気になったブースはスマートコミュニケーション
ブースでした。
スマートコミュニケーションブースではワークスタイルを
変更することで意思決定のスピードアップ化を図ったり、積
極的なタブレットの活用でグローバルに素早く会議が出来る
ようになったりといった、効率的で高度なコミュニケーショ
ンを実現するソリューションやツールを見学しました。中で
も音声認識技術であるVoiceGraphyには強い関心を持ちまし
た。これによって議事録や対話記録を作成する手間が省ける
だけでなく、誤字の確認も細かいレベルで修正ができるた
め、今後様々な場面で利用できると説明を受けました。
見学会では会議の場合のみの想定でしたが、例えば日常生
活において耳の不自由な人にも言葉を手間なく正確に伝えら
れるため、今後の高齢化社会にも活用できると思いました。
この技術見学会に参加して、NECには生活の様々な場面で
私たちの助けとなってくれる革新的な技術が多くあり、とて
も貴重な見学となりました。私も人々の役に立てるような技
術者を目指します。	 デジタルコム株式会社　藤原崇文

今回、NTT厚木研
究所開発センターで
の見学会に参加でき
たこと、勉強になり
ました。その中で参
考になったことが目
に見えない努力と技術力です。私のイメージでは、NTTとい
えば、携帯電話とインターネットといった通信を活かす会
社であると認識していました。実際に拝見させてもらった
とき、考えが変わりました。研究の紹介の中で“ロバストメ
ディア“という検索方法についてお話を聞きました。一般的
にインターネットでの検索は、文字を使用して知りたい情報
を得る手段ですが、先ほどの技術では音や映像で検索できる
方法です。それにより、人が持つ曖昧な記憶をコンピュータ
が正確に引き出すことが容易にできるのです。言葉でいえ
ば、簡単なことかもしれませんが、機械に認識させるために
は作る人たちが音や画面の識別といった指示をさせなければ
いけません。このような技術・研究とは、製品にするために
長い時間と労力が必要であります。使うお客様に対して使い
やすく、実用的なものにするといった見えない努力を感じま
した。社会人になり、相手を意識する必要性を見学会で学
び、素晴らしい経験ができました。

株式会社富士テクノソリューションズ　鈴木慎史

○NECコース ○NTTコース

「フレームワーク研究会」では、「オープン、軽量、使
易い」の三拍子そろったスプリクト言語の「軽量Ruby」を
使った開発フレームワークの作成・検証を推進しています。
（会員企業のエルエスアイ開発研究所の研究活動が紹介さ
れ、技術委員会内のオープン参加の勉強会の形で進め、今年
で3年目になります）昨年度は、研究会6回の開催で延べ9社
18名の会員のみなさまにご参加いただきました。活動成果
としては、①軽量Ruby特長を活かしたコンパイルなしのプ
ログラム差し替えデモソフトの実現　②外部団体の活動と合
流しET2014やRuby展示会にデモシステムを出展　③研究会
のフレームワーク活動に基づいた取組みが中小企業庁ものづ
くり助成研究開発に採択　の3点があり、多くの方々に研究
会の成果を発信することができました。
参考：
『IoT分野へのRuby言語適用施行』について
　　http://ossforum.jp/node/1307
EnterpriseにおけるRuby適用実践
　　http://ossforum.jp/jossfiles/JOSSPF-2015-7-1.pdf

さて、フレームワークの活用の場としては、急速に広がり
を見せているIoT（モノのインターネット）市場を想定して
います。人を介在しないイメージがある「IoT」ですが、な
ぜか温もりを感じるのは、もともと人間が五感で感じ、考え
行動していたことを、IoTは、多量の情報から一瞬に解を導
き、私たちの生活をサポートしてくれるものだからに違いあ

りません。
研究会においても昨年度の活動を通し、センサ、マイコ

ン、サーバ、携帯端末などシステム構成に直結したものだけ
でなく、ローパワー、セキュリティ、種々の規格準拠など、
システムを安全に使いこなすことの重要性を体験することが
できました。しかし、これら全てを一企業で網羅するのはと
ても困難です。やはり得意分野を持った企業が協力し、仲間
作りをしながらシステムを作り上げるのが現実的です。今年

度は、昨年のデモの実用を想定した機能拡張を進めてまいり
ます。また神情協会員企業のみなさまと、本研究会を、「広
範囲にわたるIoTのワンストップ窓口」として、ご活用いただ
ける仕組みを作り上げる場にしつつ、みなさまが得意な技術
を結集できる、仲間作り活動を推進してまいります。ご興味
ご関心のある会員様は技術委員会へお問い合わせください。

株式会社エルエスアイ開発研究所　小川幸一

新入社員技術見学会

平成26年度　技術委員会「フレームワーク研究会」活動報告

開催日：平成27年5月12日（火）
教育研修委員会

技術委員会



5月27日（水）かなが
わ県民活動サポートセ
ンター2階ホールにおい
て、マイナンバー制度
実務者対応セミナーが
開催された。
本年10月より、国民
全員にそれぞれの個人
番号（マイナンバー）の通知が開始され、これに伴い、各社の総
務・労務担当者は、従業員のマイナンバーの収集が必要となると
いうことから、今回のセミナーは関心度が高く、経営者・総務労
務担当者等160名を越える参加者でした。

４月10日（金）かながわ労働プラザにおいて、労働福利員会セミナーを２部制で開催いた
しました。

第１部は、社会保険労務士法人スマイングの特定社会保険労務士の成澤紀
美様を講師に、「みなし労働制の活用法」をテーマに講演して頂きました。
昨今の労働規制緩和の方向性から、より会社に合った労働時間管理が有

るのでは？と管理方法の再考の必要性を説かれました。法律で定められて
いる各労働時間管理方法の特徴から、みなし労働時間制や裁量労働制といった労働時間管理を効果的に活用し運用するポ
イントを具体的に説明して頂きました。
第２部は、㈱ソルパック	常務取締役	コンサルティング事業部長の北川裕史様を講師に、「インセンティブ制度の導入」をテーマに

講演して頂きました。
社員の労働生産性アップとモチベーション向上の両立を目指す「インセンティブ制度」を解説して頂きました。
労働生産性の日米格差やかつての成果主義の失敗等から、時間ではなく成果で評価する裁量労働制とインセンティブ制度

の同時導入の提案がありました。会社方針を目標設定に反映し、成果を正当に評価することは、確かに社員のモチベーショ
ンは上がると思いました。決算が赤字でもインセンティブを出すいう点は賛否両論あるところだと思います。

人事評価や目標設定の観点から、弊社ではまだまだ導入は難しいと感じました。	 株式会社システムハウス.アイエヌジー　井手興一

働き方の新しいスタイル ～時間よりも成果で給与が変わる時代へ～

平成27年2月25日（水）ホテルキャメロットジャパンにて「大学向けSE講座実施大学とSE講座講師情報交換会」が開催された。最初の開講
から10年超の歴史を刻んできたSE講座は現在13大学にて実施されており、この情報交換会が年1回お互いの本音をぶつけ合う貴重な場となっ
ている。当日は、大学側13校19名、講師側26社30名の参加があり、双方ともに関心の高さが感じられた。担当の教授からは、普段は聞けな
い現場のリアルな話や貴重な体験談が聞けて良かったという受講生の感想などの報告があり、また講師陣からは、講義内での学生からの質問
が少ないことが気になるなどの意見が出された。平成27年度は、11大学にてSE講座実施の計画となっているが、若いSEの方のお話も聞いて
みたいなど、講座実施に向けての具体的な要望も出された。これらの意見を踏まえ、受講生にとってさらに有益な講座となるようお互いに努
力することで認識を一致させた。その後、会場を移して懇親会が開催され、直近の就活に関する話題など、更にざっくばらん且つ緊密な情報
交換を行ない、双方にとって極めて有意義な会となった。	株式会社YSLソリューション　大野二郎

セミナーでは、内閣官房社会保障改革担当
室企画官の森田博通氏より「マイナンバー制
度の概要」と題し、源泉徴収や社会保険の手
続きや行政機関等に提出する書類の多くに記
載が必要なこと等について説明された。
次に特定個人情報保護委員会事務局総務課上
席政策調査員の鈴木涼介氏より「マイナンバー
ガイドラインの概要」と題し、各社での規定策
定や具体的取り扱いについて説明を頂いた。
マイナンバーは、2016年1月から制度の運用

が開始されます。本セミナーを聞き、マイナン
バー制度で気を付ける点や事前準備の一端を知ることが出来た。

今年も神情協主催の神奈川IT就職フェア（合同企業説明会）
が、3月24日（火）横浜そごう９階新都市ホ―ルにて開催され
た。今年は、採用活動の解禁が８月と
例年より遅くなっていることもあり、
学生の動向が気になる所となった。
結果は41社出展、学生276名の総動

員数となり、昨年（145名）と比べて
みると来場者数は大幅に上回り、大盛
況となった。
「様々な業界に興味があり、IT業界

について深く知りたい」という学生が

各ブースを多く訪問し、学生のIT業界に対する興味が以前より高
まっていることを感じた。そういった学生に向けて各社は仕事の

やりがいやIT業界の魅力についてしっか
りとアピールすることが出来、非常に有
意義な会となった。このイベントをきっ
かけとして、IT業界に就職を決めてくれ
る学生が増加することを願っている。直
接学生と接することができるチャンスと
なるこのフェアを、今後も多くの企業の
皆様と共有させて頂きたい。

株式会社アイネット　浅野真帆

3月24日横浜新都市ホールにて神奈川IT就職フェアが開催された。

マイナンバー制度　実務者対応セミナー

第１回労働福利委員会セミナー

大学向けSE講座実施大学とSE講座講師情報交換会

合同企業説明会

開催日：平成27年4月10日（金）
労働福利委員会

開催日：平成27年2月25日（土）
SE講座特別委員会

開催日：平成27年5月27日（水）
神情協事務局

開催日：平成27年3月24日（火）
産学連携委員会



平成27年5月28日（木）～29日（金）の1泊2日で横浜市
交流委員会県外視察に行って参りました。
全国地域情報団体連合会（ANIA）の前会長の所属団体で
ある、一般社団法人北海道情報システム産業協会（HISA）
と親交を深める目的で、札幌を訪問しました。
1日目のビジネスマッチング会では、HISA10社、KIA11
社、各社自己紹介及び会社概要紹介を行いビジネスマッチン
グに繋げる為の情報交換を行いました。その後の懇親会では
京都府情報産業協会（京情協）4社も加わり、サッポロビー
ル園でジンギスカンパーティーを行い、3団体25社での懇親
を深める事ができました。
2日目は3団体対抗戦のゴルフコンペを行いました。会場
は7月2日～5日で男子プロゴルフの長嶋茂雄INVITATIONAL
セガサミーカップゴルフトーナメント開催のザ・ノースカン

トリーゴルフクラブで行いました。まさに北の大地という広
大なゴルフ場でした。対抗戦成績は1位HISA、2位京情協、
3位KIA。有益な県外視察を行ったと共に、次回リベンジを
誓い合った次第です。	 株式会社アプリコット　畠山英俊

「神釣会」は、一昨年の秋に発足した神情協公認の釣りク
ラブです。
協会が毎年開催している「懇親海釣大会」でのこと、「こ
れだけ釣り好きがいるのならクラブとして活動できるね」と
いう一言がきっかけとなり、設立されました。
現在、神情協会員企業の釣り好きメンバー15名が活動し
ています。
一言で「釣り」と言ってもカテゴリーは多彩なので、メン

バーの活動状況をみても、船で一年中鯛を狙う人もいれば、ジ
ギングの人、サーフの人も。はたまた、アユやワカサギなど川
や湖に通う人もいます。
入会金なし、月会費なし
のゆる～い関係のなかで、
それぞれの活動分野でのミ
ニ釣行会による技術交流も
行われています。
また、昨年度は、アユ釣

り、イカ釣り、アジ釣りの大会を開催しました。（天候左右
されるため、1回は中止になりました。）
写真は、秋の「ライトアジ＆BBQ」大会の模様。船宿さんの
BBQ場で、釣ってきたばかりの魚で反省会。メンバーの知人で
初めて船釣りを体験した女性は、先輩釣り師による「魚のさば
き方教室」に「これでお嫁に行けます！」と喜んでいました。
「サバの刺身」が堪能できるのも、釣り人ならではの楽し

みでしょう。
今年も、アユ釣りをはじめ、アジ、タチウオ、アオモノ（イ

ナダ・ワラサ）、LTウィリーなどの大会を企画しています。
初心者歓迎！まずは、友
人知人と大会に参加されて
みてはいかがでしょうか？
「神釣会」のページは、
協会ホームページのバナー
から！
株式会社CIJ　大和田　勝

去る2015年4月15日（水）～4月20日（月）にかけて神情協会員3名、旅行会社添乗員１名
の計４名で「オランダIT農業視察旅行」へ出かけてきました。当初は神情協会員７名の参加予
定でしたが、直前に会員に不都合が生じ、最終的には計４名での視察となりました。
最初の訪問地は「AGRIPORTA7」というITパプリカ農場でした。１か所が10ヘクタールもあ
る温室でパプリカの水耕栽培がなされており、常時作業員の労働生産性がITできめ細かく管理
されていました。一番驚いたのは、植物の葉に菌を培養し、害虫を駆除する手法でした。
二か所目は「PROMINENT]というITトマト農場でした。かつてはトマトの味や赤みにもムラが
あったが、品種改良を重ねて、現在はコンスタントにおいしい品種のトマトが収穫できるように
なったとのことです。トマトの大木が上下左右に伸びており、日本のトマトの木とはずいぶん違って見えました。また温室内には段ボー
ル箱に入った受粉に欠かせない「蜂のBOX」が置かれていました。
三か所目は世界最大の花市場である「Aalsmeer	 Flower」を訪れました。敷地面積が99万平方メートルで世界第３位の広さだそ
うです。朝７時からの見学で人が乗った運搬車両がものすごい迫力で動き回っていました。隣接してある花のオークション会場で
は巨大なディスプレーに詳細情報が表示されて実際に花のセリが行われていました。
四か所目は「DEMOKWEKERIJ」という花弁栽培総合農場を視察しました。民営の農業試験場のような施設で、発案された最新
のイノベイトした技術を運営して施設で、世界中から多くの視察団が訪れているようでした。
各農場とも現地のガイドさんを入れて５名での訪問でしたが、いずれの農場でも大変快い歓待を受けました。

株式会社ジェイエスピー　稲田彰典

県外視察（北海道）

釣り同好会「神釣会」

「オランダIT農業視察旅行」

開催日：平成27年5月28日（木）～29日（金）
横浜市交流委員会

開催日：平成27年4月15日（水）～4月20日（月）
神情協事務局



■株式会社ソフテム（横浜）
神情協発足からの会員企業、ソフテム（横
浜）を訪問。ソフテムは1979年に横浜クリ
エイトとして創業し今年36年目を迎える。
創業当時は勝山会長、橅木社長、小野監
査役の３名でスタートし、現在は社員数110
名ほど。1984年に現在のソフテムに社名変
更。1987年に現在地（関内）に本社を構え
る。
関西支社は30年目、地元顧客とは太く長
く協業関係を築いている。以前は制御系（携
帯電話のOS・ソフト）も手掛けていたが現
在は流通・生損保が主である。平均年齢は
29.9歳、関西営業所は特に若手が多い。
今後の展開としては、これまでの強みを生
かしソフテムブランドを立ち上げ、受託業務
を増やし、2020年には社員・協力会社含め

250名体制を目指す。IT以外でも香港の関連
会社を通して社員が世界に向けた視野を持つ
ことを願っている。拡大だけではなく入社か
ら定年まで社員が安心して働ける企業を目標
としている。
社内の取り組みとして社員とともに考え・
作り上げた独自の「ソフテムカルテ」を数年
前より運用。社員の現状分析・目標等の年間
を通しての記録であり、それをもとにＰＤＣ
Ａサイクルをまわしている。その効果か社員
が自主的に資格を取得している。社内イベン
トが活発でボウリング大会・旅行等いずれも
参加率は高い。
経営理念「社員を家族のように感じること
ができる会社を作り、それを通じて社会に貢
献する」に示される通りの会社と感じた。

■日本データスキル株式会社
1974年設立、日本のコンピュータの歴史ととも

に成長をしてきた日本データスキルを訪問した。
今回の取材にあたり、北川一雄代表取締役社
長、廣木英雄専務取締役、薄羽政美取締役の御
三方から同社の40年の歴史を追いながら話を
伺った。
昭和49年に当時はIBMと対抗していた英国
ICLの日本法人、日本ICL機械から分離独立。昭和
53年には現相談役の水戸栄氏が社長に就任し、
発展の礎を作った。水戸前社長が掲げた社是	“誠
意実行”は、今も会社に強く根強いている。
昭和63年には日立ソフトウェアエンジニアリン

グより出資を受け、信頼関係を深めると共に事業
を成長させてきた。
平成20年には、北川現社長が就任し、平成22
年には新大阪事務所を開設。平成24年には日立

からの出資を全て買い戻し、平成26年にはミャン
マーに合弁会社を設立するなど、積極的な経営
を進めている。
現在では、受託案件が中心で派遣は極少数。公
共系の受託案件も日立から任されており、これま
で培ってきた信頼度が伺える。受託案件に注力す
るのは、組織として開発力をつけるためと社員の
帰属意識を高めるためであり、“社員に力を付け、
お客様からの信頼を”という北川社長の信条も込
められている。
現在は、日立関連が45％、大手ベンダー系が
30％、エンドユーザー系が25％の割合だが、「比
較的バランスの良い顧客構成であり、エンドユー
ザー系をもう少し伸ばしながら全体を拡大した
い。」との展望も伺った。
取材後、北川社長と廣木専務と一献傾けさせて
頂いた。終始、会社に対する熱い想いを感じた。こ

れからの日本データスキルの成長には目が離せ
ない。	

■日本ソフトウェアマネジメント株式会社
横浜駅から徒歩3分という好立地に本社を構
える、日本ソフトウェアマネジメント株式会社
(代表取締役	五十嵐孝雄様、以下JSM)を訪問。
今回の取材あたり、松永取締役事業開発本部
長と片切部長からお話しを伺った。
1981年4月に設立したJSMは、「知的価
値の創造」という企業理念の元、システム開
発、ソリューションサービスを展開してきた。
「FACTFINDING（現実を見据えた仕事の展
開）」と「FUTURE（充実した未来をきり拓く計
画）」この二つのFを文化の中心に、この業界で
勝ち残っていく為に特徴（商品）を持つべきと
の考えから、品質を重視。品質保証部門設置、
規格で品質確保、ISOなどの許認可の取得を積
極的に行い34年間で8つの製品を開発。
主力商品である「窓口連携システム（かめさ

ぽ）」は神奈川区と共に試行錯誤し役所手続
きの待ち時間を20分短縮することに成功。横
浜市主催「改善事例コンテスト」にて最優秀賞
を受賞した。その後、導入事例も増え、全国か
らの問い合わせも多くなり、今までいなかった
専任営業を3名体制で構えるほどの盛況ぶり。
現在では「学校給食費管理システム（給食マ
ネージャ）」も同様に全国からの問い合わせで
追われているそうだ。
また、駅伝・ゴルフ・野球・フットサルなどの
レクリエーションも盛んで、歓迎会を兼ねたボ
ウリング大会は100名規模で行われる。社員同
士の交流も活発だ。社員（仲間）とのざっくば
らんでオープンな社風が「未来を予想し、実現
する努力を続けていく」その実現に繋がってい
るようだ。地域貢献にも力を入れ、今後も更な
る活躍が期待される。

資本金：5,000万円
売上高：8億円
社員数：115名
住　所：横浜市中区尾上町1-4　
　　　　　関内STビル
Tel：045-661-0206
URL:	http://softem-net.co.jp

資本金：4,250万円
売上高：34億円（2015年3月期）
社員数：349名（2015年4月時点）
住　所：横浜市神奈川区栄町1-1
　　　　　KDX横浜ビル
Tel：045-451-3200
URL：http://www.nds.co.jp

資本金：5,000万円
売上高：23億円
社員数：195名
住　所：横浜市神奈川区金港町5番地32
　　　　　ベイフロント横浜　7階
Tel：045-441-1251
URL：http://www.jsm.co.jp/index.html



新会員 I N F O R M A T I O N

登山をはじめて十年余り。山の魅力は年齢問わず自分の
ペースでいろいろな山を楽しめることです。花を愛でなが
らゆっくり歩く年配の方もいればカラフルなウェアに身を
包んだ若い人達は軽やかに山頂を目指します。スタイルは
千差万別ですが目指す頂はみんな同じです。私のスタイル
のひとつはテント泊縦走です。衣食住すべて詰め込んだ
ザックを担いで目的地に向けてひたすら歩き続けます。荷
物は重いし日は暮れて来るし「あーもうダメ１歩も歩けな
い」ということもしばしば。それでも下山すると次はどこ
の山に登ろうかと考えています。登山で得られる達成感や
高揚感は普段の生活では感じられないものです。
私の山歴は三歳(当時)の息子と共に始まりました。最初
の頃はぐずる息子を叱咤激励して登る日々。	幼いながら
も諦めずに歩き続ければゴール出来ることを、身をもって
感じていたと思います。	小学生になり体力がついてくる
と八ヶ岳や北アルプス、南アルプスなど本格的な山にチャ

『役員交流ゴルフコンペ』が4月22日（水）神奈川県屈指
の名門コース【相模原ゴルフクラブ】東コースで開催されま
した。
この大会は神情協の理事・監事と副委員長の皆様が一堂に
会し、ゴルフ競技を通じて更なる協会役員のチームワーク向
上を目指す事を主旨に、今期から新設されました。
爽やかな気候のもと、実に爽や
かなメンバーが集まり、まさにゴ
ルフシーズン開幕を告げるに相応
しい大熱戦となりました。
優勝は安定感抜群の杉之間副会
長でした、おめでとうございます！

そして注目の常山会長は前週の相模野CCで100切りに成功
した勢いを駆って本大会に臨みましたが、今回は何かの間違
いで敢え無く100越えと成り、周辺からは100切り疑惑が掛け
られておりました（笑）ご本人は相模原GCでの100切りを誓
い、華やかな大会は皆様の笑顔の中、閉幕と相成りました。

大会結果は下記の通りです。
成　績 会　社　名 氏　名 ネットスコア

優　勝 （株）テクノリサーチ 杉之間伸男 74.7

準優勝 エヌヴィ・コミユニケーションズ(株) 熊田　恒雄 74.8

3　位 デジタルコム（株） 前山　浩志 75.6

※次回は来春に予定しておりますので、多くの皆様にお集ま
り頂きたく存じます。	 デジタルコム株式会社　前山浩志

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
東横システム株式会社
東京都大田区池上 
代表  山﨑　孝助
http://www.toyoko-sys.co.jp
TEL 03-5748-8141
業務  コンピュータソフトウェア開発、
PC・OA機器の販売
■正会員
インクリメントP株式会社
川崎市川崎区日進町 
代表  神宮司　巧
http://www.incrementp.co.jp/
TEL 044-223-1400
業務  カーナビゲーション向けデジタル地
図データ制作および地図DB等コンテン
ツ販売、デジタル地図データ応用製品販
売、コンシューマ向け地図サイト運営
■正会員
株式会社アイプラザ
横浜市中区海岸通 

代表  岡片　功
http://www.ipla2009.com
TEL 045-227-4888
業務  ソフトウェア開発、SES事業
■正会員
株式会社ソルパック
東京都港区六本木 
代表  藤田　勉
http://www.solpac.co.jp
TEL 03-3585-4616
業務  パッケージ製品の販売導入、研
修サービス（営業・SE等）、ERP導入
に関するコンサルティング、ITアウト
ソーシング、BPOサービス
■正会員
株式会社HOKUTO
横浜市神奈川区沢渡 
代表  石村　龍二
http://hokuto-jpn.com
TEL 045-316-5570
業務  電子機器開発製造販売

■正会員
株式会社エヌエスイー
横浜市鶴見区鶴見中央 
代表  江森　忠
http://www.e-nse.co.jp
TEL 045-501-5466
業務  ソフトウェア開発保守
■正会員
セントラル電子制御株式会社
川崎市中原区下小田中 
代表  桂田　忠明
http://www.sdsg.co.jp
TEL 044-766-3802
業務  OAシステム、通信制御機器、セキュ
リティシステム、通信ネットワークシステ
ム、マイクロコンピュータ応用製品等のシ
ステム開発・設計および製造・販売
■賛助会員
株式会社Smiley
横浜市西区高島 
代表  矢津田　智子

http://www.smiley.co.jp
TEL 070-5578-8694
業務  Office cafeサービス、ギフトに特
化したECセレクトショップ事業
■賛助会員
コントレアワークス
東京都品川区大崎 
代表  清水　雄介
http://contreaworks.com
TEL 03-6417-9558
業務  メンタルヘルスなど体調不調をう
かがわせる社員を抱える企業へのコン
サルテーション
■賛助会員
株式会社OKIプロサーブ
東京都港区芝浦 
代表  松岡　義和
http://www.oki-ops.jp/corporate/profile.html
TEL 03-5445-6050
業務  教育・派遣事業、デザイン事業、
ファシリティ事業、ロジスティクス事業

役員交流ゴルフコンペ 開催日：平成27年4月22日（水）
企業経営委員会

レンジするよ
うになりまし
た。低山から
高山まで100山
近くは登ったでしょうか。ふたりでくたくたになって登っ
た山の事は今でもたまに思い出します。父子で楽しめるス
ポーツは沢山ありますが苦しさを共有出来るのは登山なら
ではの魅力です。
息子の成長と共にそんな日々も少なくなり今は私一人で
山に向かうことが多くなりました。仕事でどんなに疲れて
いても週末山に向かうことでポジティブな気持ちに切り替
えられます。世の中がどんどん便利になっていくのは素晴
らしいことですが、時には何もない自然の中に身をおくの
もいいでしょう。私に取ってのワークライフバランスは登
山と共にあるのかもしれません。

株式会社データープロセスサービス　鈴木達志


