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開催日：平成27年10月15日（木）
企業経営委員会

第40回神情協ビジネスフォーラム
第2部の交流・懇

〜首都圏情報5団体
「ビジネス交流会2015」あらたな連携を求めて〜

親会では、上記企業

が開催された。

ナーを設置し、デモ

去る10月15日（木）に第40回神情協ビジネスフォーラム

が会場内に展示コー

今回のフォーラムは、常山会長の他団体との交流促進と言

の実施や詳細説明

う壮大な構想の下、首都圏情報5団体（東京・千葉、山梨・

に、熱心な参加者は

埼玉・神奈川）の共同開催として延べ人数160名が結集し、

何かアライアンスが

史上最大規模での開催となった！

組めないかと、熱い

第1部の商談会は、今井副委員長の司会で各団体の出展企

眼差しを向けていた。

業10社がプレゼンを行い、斬新でユニークな発表に、「神

懇親会では、本田副委員長＆守屋副委員長の軽妙な進行ぶ

奈川エリアには無い新たな商材が大変新鮮であった」との声

りに、各エリア代表団に加え、新会員・ゲスト・委員会から

が聞かれた。

の大アピール合戦となった。
貴重な情報と、笑いの絶えない賑やかな雰囲気が会場全体
を包み込み、ビジネスフォーラムは大・盛・況＆大・成・功
と相成った。
今回も「大変良い
企画」との声を多数
頂いたので、今後定
期開催の検討を進め
ていくのでご期待い
ただきたい。
デジタルコム株式会社
前山浩志
開催日：平成27年7月16日（木）
企業経営委員会

第３回経営戦略フォーラム
去る7月16日（木）AP横浜にて「第３回経営戦略フォーラ
ム」が開催された。
本会は様々な会員企業の経営課題を分析し、共通のテーマ
を選定し、パネラーと会場が一体となって議論を尽くす、パ
ネルディスカッションとした。
好調な日本経済の中で、IT業界も活況を呈しているが、今
こそ次の一手を打つ事が、最も重要な経営課題であるとの認
識から、今回のテーマは「成長戦略・新規事業」とした。
パネラーには、今まさに新規事業に意欲的な取り組みをさ
れている皆様をお迎えし、それぞれのテーマについて熱いお
話を頂いた。
「グローバル戦略」株式会社ソフテム常山勝彦様、「スマ
ホアプリからの新展開」株式会社エイ・シー・ティ板橋哲也
様、「知財活用で描く成長戦略」株式会社データープロセス
サービス大西雄一様、「RFデバイスで描く新戦略」株式会
社ゼロワン高橋智明様、コーディネーターはピー・アイ・ス
クエア株式会社の守屋光博様が努め、見事な仕切りで議論を
加速し、会場を大いに盛り上げた。
自社製品の夢を追及する熱い思いや、リスクを恐れない大
胆な投資戦略。海外や知財活用に活路を見出し、考え過ぎ

ず、まずは走り出すことが肝要とする考え方等、大変参考に
なった。
また、会の後半では会場からの質問が相次ぎ、新規事業へ
のきっかけや決断時の緊迫の心境も披露された。
熱気冷めやらぬ雰囲気が会場を包み込むうちに残念ながら
時間となり、名残惜しさの中、本会は盛会の内に閉会と相
成った。
次回も同様のスタイルで開催致したく、是非、次回の「経
営戦略フォーラム」にご期待下さい。
デジタルコム株式会社

前山浩志

開催日：平成27年9月17日（木）
川崎市交流委員会

知的財産交流事業（川崎モデル）フォーラム
9月17日川崎商工会議所にて、川崎市ならびに公益財団法

製品開発等を推進して行きた

人川崎市産業振興財団の共催で行われ、約70名の参加者で

いと考える会員企業にとって

盛会に行われた。

はとても有意義だったのでは

当日は一般財団法人N H Kエンジニアリングシステムや

ないだろうか。

シャープ株式会社、日本電信電話株式会社をはじめ大手5社

第二部では経済ジャーナリ

がそれぞれ保有する開放特許や技術シーズ（知財）をプレゼ

ストで「なぜ、『川崎モデ

ンし、参加企業は自社に活用出来そうな知財は無いだろうか

ル』は成功したのか？」の著

と真剣に聴き入っている様子であった。アンケート結果から

者でもある藤沢久美氏に「川

も大手企業の知財を活用してみたいという反応は多く、自社

崎モデルから広がるICTビジ
ネスの多彩な異業種コラボ
レーション」というテーマにてご講演頂き、ものづくりと
ICTのコラボレーション事例や、「川崎モデル」と呼ばれる
知的財産交流会をはじめとする様々な川崎市の中小企業支援
施策を踏まえて、新たなビジネスモデルを創出して行くチャ
ンスでもあるとの事で、参加者一同元気を頂ける内容だっ
た。
終了後の懇親会では、参加者と大手企業担当者、藤沢久美
氏、自治体関係者らを交えて情報交換や意見交換を行い、得
る事の多い一日であった。
株式会社アルファメディア

小湊宏之

開催日：平成27年9月30日（水）
産学連携委員会

情報系専門学校との情報交換会
2015年9月30日に神情協と情報系専門学校との情報交換

討議は、就職活動の長期化を是正するため、政府要請によ

会が横浜APビル会議室において専門学校15校22名、神情協

る2016年卒からの選考開始を4カ月繰り下げるという「指

会員は51社72名の参加を得て開催された。

針」に関して集中した。学校からは、「学生が混乱した」と

常山会長からは、人手不足問題・中国経済による環境の変
化などの業界の現状に関して、

いう意見がある中、例年通りのスケジュールで対応し、特に
「問題はなかった」という意見も多かった。企業側の動き

小川名産学連携委員長より、去年から実施されている学生

が読めない分、内定を抱えながらも就職活動を終えることが

ITコンテストやIT就職フェア―等、産学連携に向けた取り組

できず、就職活動期間が延びてしまった学生も多かった模様

みの説明があった。

だ。

富樫産学連携理事による進行により会議が始まりまった。

他には、IT業界で働くイメージが湧かない学生向けに「具
体的な仕事内容」と「必要なスキル」を明確化して頂きたい
等、要望・提案が出され、熱の籠った議論が展開される有意
義な会議となった。
株式会社ソフテム

勝山研人

開催日：平成27年6月26日（金）
労働福利委員会

第２回労働福利セミナー
メンタルリスクと企業責任〜ストレスチエック義務化時代の企業防衛策〜
6月26日（金）かながわ労働プラザにおいて、労働福利委
員会セミナーを2部制で開催した。
第1部は、大原法律事務所の弁護士村上
元茂氏を講師に「企業リスクとしての従業
員の『うつ病』と企業活動に潜む訴訟リス
クと対応策」をテーマに講演して頂いた。
昨今のうつ病等の精神疾患の増加に伴
い、精神疾患を理由とする労災が増加して
いる現状。またそれを理由とする会社や役

第1回

経営者勉強会開催

平成27年9月2日、神情協会議室にて、企業経営委員会と
教育研修委員会の合同企画で経営者勉強会が開催され36名
が参加された。
第1部では、独立行政法人情報処理推進機構の遠藤修様を
お招きし、「ハイブリッド経営戦略の決定版！」〜iCDを活
用して“業務”と“人材”の変革と同時解決〜について、の講演
を頂いた。iCDとは、i コンピテンシ・ディクショナリの略
であり、企業においてITを利活用するビジネスに求められる
業務（タスク）と、それを支えるIT人材の能力や素養（スキ
ル）を「タスクディクショナリ」、「スキルディクショナ
リ」として体系化したもので、企業は経営戦略などの目的に
応じた人材育成に利用することができ、業務と人材をハイ
ブリッド化したものだそうだ。参加者のほとんどが、漠然
としか理解していなかったiCDに対して、遠藤様の講演によ

員に対しての民事訴訟も増加・高額化しているという企業リ
スクについて、モデルケースや判例を通じて分かり易く説明
して頂いた。
第2部では、神情協の賛助会員でもある
株式会社インカレージ 取締役の至田勝紀
（筆者）より「ストレスチェック制度への
対応とメンタルリスク対策」についてお話
し頂いた。
今年の12月1日施行のストレスチエック
に対して、義務化の背景から厚労省の指針
に沿った企業の対応策について、また具体例としてT-PEC社
のストレスチェックシステムについてもご紹介させて頂い
た。
そして企業のメンタルリスク対策としては ①ストレスチ
エック等による事前予防②相談窓口やカウンセリング等の環
境整備③訴訟リスク等が万一現実化した場合に備えてのリス
クファイナンス（保険）の3つの対策が必要とまとめさせて
頂いた。
株式会社インカレージ 至田勝紀
開催日：平成27年9月2日（水）
企業経営・教育研修委員会

り、より深い理解を
得られたことと思わ
れる。
第2部では、第1回
iCDワークショップ参加企業の、データープロセスサービス
様、ソフテム様、ジェイエスピー様、アイ・ピー・エル様の
各社から、より詳細なiCDへの取り組みが紹介された。その
中で、iCDへの取り組みによって、新しい人事評価システム
への流れを確立できたことや、企業理念の浸透が深まった事
などが紹介され、参加者一同、iCDへの実戦的な理解を一層
深めて、勉強会は終了した。
その後に開かれた懇親会でも、各テーブルにて、iCDに関
して活発な交流があり、大盛会のまま、経営者勉強会の幕を
閉じた。
アドバンスドプランニング株式会社 今井一範

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会
「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29日(水)15時より神情協事務局会議室にて開催さ
れた。
初めに女性活躍委員会の千葉委員長より、働く女性の現状
や今後の働き方などのお話しがあり、その後、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の話し合
い)形式のスタイルで行われた。5グループに分かれ、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
ことの3つのテーマ
の中から自由に話し
合ってもらい、前半
と後半でグループを
入れ替えながらいろ
いろな話し合いをし

開催日：平成27年7月29日（水）
女性活躍委員会

た。
結婚している方、独身の方、子育て中の方、親の介護をさ
れている方などいろいろな役割や立場から積極的な意見交換
がされた。特に多かったテーマは、テーマ1：結婚、出産後
の女性雇用について、であった。結婚、出産しても働き続け
たいがどういった働き方ができるのだろうかということが明
確に見えずに話題の中心になっていた。どのグループも女性
が働き続けるためには、職場と家族の理解と援助が必要だと
いう意見が多く、特に、夫の理解と協力が不可欠だという結
論にいたった。
座談会終了後は、1時間のフリータイムがあり、名刺交換
や情報交換を行い、参加者同士気軽に交流する場となった。
普段、他社の方々と女性の立場でお話をする機会がないの
で、このような機会を与えていただき、働く女性にとって働
き続けるために多くのヒントや気づきをいただいた。
株式会社ティー・エム・シー 角本朝子

開催日：平成27年9月7日（月）
川崎市交流委員会

川崎競馬場施設見学
9月7日（月）、川崎市交流委員会主催の施設
見学会が、川崎競馬場で行われた。
今回、競馬場の5階にある来賓室で観戦でき
るということもあり、また、普段は躊躇してし
まう施設であるが、そこを見学できるというこ
ともあって、見学会には、約50名の方々が参加
した。

参加者の中には、初めてという方も多く、競馬場がライトアップされ、綺麗な馬場を馬
が疾走しているところを見て、感激されていました。また、見ているだけでは面白くない
と、ついには馬券の買い方を教わり、楽しんだ。
特に、第10レースは、株式会社ソフテム30周年記念ということで、常山会長の会社提
供による「神奈川県情報サービス産業協会会長賞」という冠レースも催され、勝った方、
負けた方、それぞれが楽しい一夜を過ごした。

会員交流夏企画

開催日：平成27年8月28日（金）
企業経営委員会

神情協サマーパーティ開催

「今年もやります。浴衣総選挙！」
毎年恒例行われている、神情協会員交流夏企画が今年も8
月28日（金）に結婚式会場メルヴェールにて開催された。今
年は企画を一新し、経営層はもとより、現場で日頃頑張って
いる中間層や若手社員の方々に楽しんで頂ける様、「夏祭
り」をイメージしたサマーパーティの開催となった。今回の
会場はみなとみらいに位置する、結婚式場の高層階というこ
ともあり、総勢79名の参加者は、みなとみらいの素敵な夜
景を一望しながら思い思いにパーティを楽しんでいた。
会場は、夏祭りイベントを行うホワイエと、食事を行うメ
イン会場の2会場に分かれて行う形となったが、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、大盛り上がりであった。中でもホワイエで行われて
いるイベント「輪投げ」では、童心に帰って本気で楽しんで
いる姿が多数みられ、堅実に駄菓子や玩具を狙う人や、難易

から始まり、熊田副会長の乾杯の音頭で開宴。会場の協力の

度の高い特賞のみ狙う人など、個人の性格も垣間見え、とて

もと用意された、夏祭りの屋台を意識した料理や、ビール

も面白いイベントであった。

サーバー、ペアリング企画のおかげで、賑やかな雰囲気での

輪投げも盛り上がる中、パーティは常山会長の開会の挨拶

食事となった。
毎年恒例の「神情協

浴衣総選挙」では、浴衣を召した男

女9名の個性あふれる楽しいアピールと周りの歓声で、会場
は更にお祭り騒ぎであった。
見事、グランプリに株式会社ネットフォレストの小林さ
ん、準グランプリには株式会社ティー・エム・シーの小松さ
んが選ばれ、お二人には恒例の商品券と冬に開催される「神
情協大クリスマスパーティ」への参加券が常山会長より手渡
された。最後に、輪投げで特賞を獲得した方向けの、大抽選
会を行った後、萩原実行委員長に締めのご挨拶を頂き、熱気
の収まらぬなか今回のイベントは幕を閉じた。
株式会社ソフィックス

佐藤麻里絵

平成27年

開催日：平成27年10月9日（金）
女性活躍委員会

秋のダーツ大会に参加して

10月9日（金）女性活躍委員会主催で初めてのダーツ大会が開催されました。
仕事を終えた週末金曜日の夜、普段なら会社近くの飲み屋へ
一杯やりにいくところですが、この日は仕事仲間と一緒に横
浜のダーツバーへ向かいました。目的はもちろん神情協の女性
活躍委員会主催のダーツ大会！今までほとんど神情協のイベン
トには参加したことがありませんでしたが、普段私がダーツを
やっていることもあり、仲間を誘って参加させていただきまし
た。
にぎわう横浜駅前を通り抜け、到着したのはベノ
ア横浜店さん。店内はとても広く、お酒の種類が豊
富なバーカウンターもあり、かなりおしゃれな空間
でした。
受付を済ませるとまずはくじ引き。このくじで参
加者が座るテーブルが決まっていきます。また、席
には番号が振ってあり、それがそのままダーツを行
うペアになるという仕組みでした。
総勢76名の参
加者が集まったそ
うですが、年齢層
は幅広く若い人が
とっても多い！女
性も多く参加され
ていたためか、全
体的に明るい雰囲
気で、どのテーブ
ルもとても楽しそ

アジアICTツアーinインドネシアに参加して

開催日：平成27年8月19日（水）〜25日（火）
事務局

平成27年8月19日（水）〜25日（火）に、I C T T O U R i n
INDONESIAに行ってまいりました。
まずは、首都のジャカルタに入りました。
ジャカルタでは、PT.SOFTEM MITRA INDONESIA(SMI)
と、JETROを視察しました。
SMIでは、日本からの受注作業での連絡方法、作業方法な
ど説明を受けました。SKYPEの使用で、遠地をあまり意識
することなく、作業できると感じました。
JETROでは、インドネシアの現状をお聞
きしました。インドネシアへの日系企業の
進出は二輪の組立工場が多いため、今でも
製造業が7割を占めているそうです。学生
のIT業界への興味はあまり高くないのが残

第5回

うでした。
さて、代表の
方々の挨拶と乾
杯が終わり、い
よいよダーツが
始まりました。1
位の賞品はなん
とペアで温泉宿
泊券！順位を決めるゲームはカウントアップです。カウント
アップとは1ラウンド3投を8ラウンド行い、その合計点が得
点となるシンプルなゲームで、今回はペア対決のため1ラウ
ンドずつ交代で投げました。
私も含め、ほとんどのペアが初対面だったと思いますが、
一緒になってチーム名を考えたり、ダーツの投げ方を教えた
り、高得点を出して喜び合ったりと、経験者も未経験者も関
係なく、ペア同士の交流も深められました。
そして結果発表！賞品は1位、2位、3位、10位、20位、
ブービー賞と誰にでも受賞するチャンスがあり、1位ペアの
女性はなんとダーツ初心者の方でした。
私個人としてはダーツの結果は揮いませんでしたが、大会
はとても楽しく過ごすことができました。
今後も第2回、第3回と大会を続けて欲しいですね。その
ときは、今回不参加だった方も参加されてみてはいかがで
しょうか？
株式会社ソフテム 高木優

念なところです。また、ジャカ
ルタ近郊では、従業員賃金、事
務所家賃などが高騰しており、
進出は厳しくなっているとのこ
とでした。
ジャカルタの後は、世界遺産になっている、ボロブドゥール寺
院やプランバナン寺院を見学しました。インドネシアは、「唯一
神への信仰」を第一原則としているように、寺院も
仏教、イスラム教、ヒンドゥ教が混在しているもの
も多くあるそうです。
ジャカルタのような都会の喧騒もあり、バリのよ
うに南国リゾートの顔も持つインドネシア、どちら
にも触れることのできた、楽しい視察旅行でした。
株式会社ソフテム 塩谷昭子
開催日：平成27年10月16日（金）
企業経営委員会

委員会対抗ゴルフコンペ

第5回となる神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会が10月16
日（金）富士小山ゴルフクラブで開催された。当日はあいにく
の空模様でしたが、参加者は活気溢れてコンペに挑んだ。
参加者合計60名で、例年通り9チーム（正副会長ブロックと8
委員会）での対抗戦が行われ、各委員会からは「この日の為に
合宿を行った。」
「このコンペが
（背負っているものがあって）
一番緊張する。」など意気込みや緊張感が伝わってくるコメン
トが聞かれた。
その中で見事優勝を獲得した
のは“企業経営委員会（3連覇）”。
準優勝には“労働福利委員会”、3
位は“技術委員会”となった。
また、グロス部門は昨年に引

き続き“労働福利委員会”が見事に1位を獲得。
競技後のパーティーでは、祝勝に沸く委員会、反省会を行う
委員会など次回に向けての抱負も語られ、大変盛りあがった大
会であった。
株式会社セカンドウェーブ
本田篤志
順

位

優

勝

企業経営委員会

委員会、ブロック名

ネット合計(上位4名)
288.2

準優勝

労働福利委員会

292.4

3位

技術委員会

297.0

4位

川崎・横浜合同交流委員会

300.0

5位

正副会長ブロック

302.0

6位

女性活躍委員会

302.2

7位

産学連携委員会

302.4

8位

教育研修委員会

306.6

9位

広報委員会

308.4

親子夏休みわくわく工場見学会・ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所

開催日：平成27年8月11日（火）
川崎市交流委員会

「なかなか見学できない製鉄所」に参加して
製鉄所でおどろいた事は、三つあります。一つ目は良い環境づくりです。以
前は鉄を作る場所がバラバラだし、大きな船が何台も入れるところじゃなくて
不便だったと言っていました。私は、扇島ができる前の工場はバラバラで、火
がもったいなく環境に良くないと思いました。でも現在は工場がひとつになり
原料の入荷から出荷まで、一直線に配備されていて火もむだにつけたりしなく
ていいし、使い終わった水はきれいにしてまた工場で使ったり、海にもどした
りして、環境にやさしいと思いました。
二つ目は厚鋼板をつくる時です。25cmのまっ赤になった厚板をのばしてい
る時、すごく暑かったのでおどろきまし
た。案内人の方が「室温は50度ぐらいです。」と教えてくれました。見ていると、のばして
いる時にいっしょによごれを水で洗い流したり、鉄を冷ましていることがわかりました。
三つ目は24時間4交代で、1回に2000人が働いていることです。私は工場が大きいからもっ
と大人数でやっていると思ったけど、こんなに少ないんだとおどろきました。そして仕事場に
来たら「ご安全に」と挨拶をするそうです。
工場見学の最後は全員で「ご安全に」と挨拶をしました。
私も安全に気をつけようと言う気持ちになりました。工場のいろんな工夫が見られて良かっ
たです。
株式会社アルファウェーブ 家族 小学５年 大指佳乃子

日帰り研修会

開催日：平成27年9月3日（木）
女性活躍委員会

前年度より開催されている日帰り研修会、今年は「東京消防庁本所防災館」を見
学した。当日は、24名の参加となり、なかなか行くことのない場所の見学をとても
楽しみにしていた。
まず最初は災害に関する映像で、東日本大震災の時のもの。あれから4年経ち、改
めて自然の恐ろしさを学んだ。帰宅困難な場合には家族で待ち合わせ場所を決めて
おくなど、そういった生活の中での話し合いも大事なんだな、と感じた。
次は体験。
一つ目は、浸水体験。車のドアと一般的なドアの2種類で、水位何cmでドアが開
くかどうかの体験をした。
どちらのドアも水位は10cm，20cm，30cm，40cmの4つの設定から選ぶことができる。
一般的なドアの場合、10cmはなんとか開けられるレベル、20cmは体全体で押してようやく開くレベル、30cmは大人の男性が
踏ん張って開くかどうかのレベル、40cmともなると男性でもびくともしないレベルだ。車の場合だと、座っている状態で踏ん張
りがきかないので10cmでもギリギリ開くかどうか。私自身、20cmはドアを押してもびくともしなかった。
もし水位があがりそうな場所にいたら、まずそこから離れること、建物の2階以上へ行くということが重要だそうだ。
二つ目は、揺れ体験。震度7の揺れを体験。揺れを感じたらテーブルや机等の下に頭を隠す、揺れが治まったらガスの元栓を閉
め、ドアを少し開けた状態で座布団等を挟む。実際はパニック状態になってしまい、なかなか出来ません。落ち着いて行動するこ
とがいかに大事かを学んだ。体験後、しばらく揺れている感覚があり、とても不思議な気分だった。
消防庁見学後は懇親会へ。
懇親会は22名の参加。ここは女性たち。話すことは尽きない。あっという間の2時間だった。
今回も普段なかなか行かないような場所へ行くことが出来、貴重な体験だった。
来年度以降もこのような企画をしていきたい。
株式会社エフ・トレード 若山知子

ANIA全国大会、石川県金沢市で開催「ICTの可能性探る」
全国地域情報産業団体連合会（ANIA）の全国大会が9月
10日（木）〜11日（金）に石川県金沢市のANAクラウンプラ
ザホテル金沢で開催された。大会は県内外から約350名、神
情協からは9名の方々が参加し、式典では、大会主催県の石
川県情報システム工業会の饗場達也会長、ANIA長
谷川亘会長が挨拶し、来賓として谷本正憲石川県知
事、経済産業省小池雅行室長、総務省梅村研室長が
挨拶された。
その後、ANIA功労者表彰が行われ、優秀役職員
表彰として、神情協内藤専務理事が表彰された。講
演会では「ICTと伝統産業が響きあう街いしかわ」
をテーマにTwitter Japanの笹本裕代表の講演や情
報システム産業の人材確保に向けたリレートークも
行われた。
懇親会は、勇壮な和太鼓の演奏で始まり、金沢の
食や酒で懇親を深めた。

開催日：平成27年9月10日（木）〜11日（金）
事務局

翌日は、エクスカーション（懇親ゴルフや視察観光）が行
われ、無事ANIA石川大会は閉幕した。
なお、来年度は9月15日（木）〜16日（金）に、秋田市で開
催される。

■株式会社日本ビジネスエンジニアリング

創立1981年、横浜に本社を構える株式
会社日本ビジネスエンジニアリング（以下
「NBE」）を訪問。
今回の取材にあたり、野上祐一郎副社長、
鈴木衛一事業部長より話を伺った。
創立当時は、メインフレームのOSの開発
を主軸とし、その後DB系、オンライン処理
系、Unix関連と技術を変遷してきた。90年
代からはWEBアプリケーションやオープン
系の技術を携え、コンピューターの発達・普
及とともに歩みを進めている。野上邦茂社長
は、神奈川県下の情報サービス産業健保組合
等で理事長を務める等、重職を歴任され、業
界にも寄与されてきた。
長い歴史の中で、様々な業種でその技術を
発揮してきたNBEであるが、近年では特に金
融系の仮想化分野やスマートデバイス分野等

■株式会社ハイマックス

来年2016年に40周年を迎える株式会社ハ
イマックス。1976年に前田眞也（現：相談役）が
独立系ソフトウェア会社として、日立ソフトウェア
エンジニアリング株式会社（現：株式会社日立ソ
リューションズ）
との取引を皮切りに、公共分野
をメインに創業した。当時はハイマックシステム
ズの社名で、創業から早々に銀行分野へ進出し、
事務所を戸塚から関内に移転後も、株式会社野
村総合研究所をはじめとする多数の優良顧客と
の取引を手掛けるなど、業務拡大を遂げてきた。
2001年にジャスダック上場、2004年に東証2部
上場、そして今年3月に東証1部上場会社となっ
た。
そして、今年6月の株主総会で社長に就任した
のが第７代目となる中島太（つよし）社長。創業者
の前田相談役から始まり、一族経営ではなく、社
内でリーダーシップがあり、社業を従事した人に

■株式会社フジシステムズ
株式会社フジシステムズを訪問、野口勝郎
会長と野口直樹社長に終始笑顔でご対応頂
き、和やかな雰 囲気の中で取 材させて頂い
た。
はじめに、会長より会社の歴史について
お話を伺った。
「強いものを持っている企業・
魅力ある企業」という事を意識され、1982年
にフジサンケイグループとしてIT企業を設立。
技術革新の著しいICT分野において、先端技術
に触れ続けていきたいという思いから、通信
制御・インターネット・放送メディアの事業で、
「半歩先を目指した技術」に挑戦し実現させ
て、現在のフジシステムズが在る。また、現在
好評のネットワークカメラからの映像を加工し
モニタリングする「エルーア」にもその技術力
が結集されているというお話をして下さった。

で多くの経験と高い技術を有している。今後
も新技術に挑戦し、受託開発や他社との共同
開発を行い、品質・サービスの向上とIT技術
の発展を進めていきたいという。
このようなNBEの発展には社員の高い人間
力が欠かせないものであり、IPAの『中小IT
ベンダー人材育成優秀賞』を獲得した教育体
制にも独自性がある。
NBEは「人材」を「人財」と呼び、人間性
の上に技術や能力は築かれるという考えのも
と、人間力を重視した人財育成に取り組んで
いる。研修の仕組みや内容も充実しており、
先日も若手リーダー宿泊研修が行われた（右
上写真）。社員も自主的に研修を企画・開催
しており、社員一人一人が向上心を持って自
身のスキルを高め、発信をしている。
NBEは、その技術力と人間力をもって、更
に魅力的に輝き躍進していく会社であろう。

社長を任せている。
会社の信条は「公明正大」
と
「自主独立」の精
神で、品質の高いサービスを全システム・ライフサ
イクルで提供できること。中島社長は「昨年度は
売上100億円を超えたが、
ゴールではない。安定
的な成長を確保するため、人材育成などへの投
資も続けていく。すべては蓄積した業務ノウハウ
と半歩先を行く技術力であり、お客様のニーズを
理解し、次期システムの企画立案へ積極提案する
サイクルを強化していきたい」
と話す。
同社は人材でも、今年度から新卒だけで40名
以上を採用。従業員が働きやすい環境を作る
「働
き方改革」なども声高に力を注いでいるという。
中島社長は「弊社は優良なお客様に恵まれて
いること、
また、高い技術力とそれを支える人材が
強みである。
さらなる自己革新を行い、お客様と
のベストパートナーを構築していきたい」
とも話
す。

社員には、技術者としてのクオリティーを高
めることを重視されているとの事。その反面、
クラブ活動も充実しており、野球・テニス・サッ
カー・ゴルフ・バレー・マラソン・スキー・軽音
楽と豊富なラインナップだ。そうした中から社
員の団結力や集中力といったものが生まれ、
「強い企業＝フジシステムズ」を支えているよ
うに思われた。
今後の展望について社長は、通信・スマホ・
動画を中心に、
「エルーア」などの独自商品や
ライセンスビジネスを伸ばしていきたい。また、
神情協会員企業をはじめ他企業と協力してビ
ジネスを展開していきたい。と述べられてい
た。是非神情協のコラボを実現させて頂きた
いと感じた。

資本金：5,000万円
売上高：22.5億円（2015年3月期）
社員数：250名（2015年4月現在）
住 所：横浜市西区高島2-13-2
横浜駅共同ビル 5F
Tel：045-461-2255
URL: http://www.nbe.co.jp

設 立：1976年5月
資本金：6億8904万円
売上高：約101億円（2014年度末・グループ含む）
社員数：661名（グループ含む）
住 所：横浜市中区本町2-22
日本生命横浜本町ビル7階
Tel：045-201-6655㈹
URL：http://www.himacs.jp/

資本金：3,000万円（授権資本 1億2,000万円）
社員数：120名
住 所：横浜市西区
北幸2丁目10番36号
Tel：045-314-8118（代表）
URL：http://www.fujisystems.co.jp/

開催日：平成27年6月26日（金）
企業経営委員会

第79 回神情協ゴルフ・コンペ成績
■場所

レイクウッドゴルフクラブ

■日時

平成27年6月26日
（金曜日）

■天候

快晴

着

順

優

勝

会

社

名

参加者名

ネットスコア

ビーアイピー株式会社

斉藤

喬

70.6

準優勝

株式会社アローズ・システムズ

荒川

崇

71.8

３位

ヴェストソフトウェア株式会社

川名

健司

72.2

悠久の遺産に誘われて

かな風を感じる。

へ足を運んだ。目指すは、ドブロヴニク旧市街やスプリットの

地平線に沈む夕日（チュニジア）

史跡群といった7つの世界遺産。これでいくつの国を訪れ、い

・数千に及ぶバゴダ（仏塔）や仏教遺跡

くつの世界遺産を目にしただろう。

の彼方に沈む夕日（ミャンマー）

今年はクロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルチェゴビナ

・サハラ砂漠で果てしなく拡がる

振り返ると、テニスの4大大会の会場でテニスをやろうと友

・一度は行ってみたい世界遺産No.1の空中都市マチュ・ピチュ（ペルー）

人と二人、1991年湾岸戦争勃発の1週間後にロンドンに向け

・インディージョーンズの舞台にもなったピンクに輝くペトラ遺跡（ヨルダン）

て出発したのが、テーマを持った旅のきっかけだったように思

・約８千体と言われる陶器で作られた軍団で有名な兵馬俑（中国）

う。毎年1か所の地でテニスをやり（さすがにウィンブルドン

・自然が作り上げた奇抜で不思議な奇岩群（トルコ）

だけはプレーさせてもらえなかったが）、全て行った後のテー

・広大な草原に広がる遺跡群の中でも威厳を放つアンコール・ワット（カンボジア）

マが20代に思っていた「四駈でサハラ砂漠

ほんの一部だが、今でもその時の情景が目に浮かぶ。

を走る」だった。チュニジアを8日間かけて

行く先々での現地の人々との触れ合いも、旅の楽しみの一つ

一周し、途中のサハラ砂漠で四駆を走らせ
た。夢？を達成し、次の目標が世界遺産巡
りだった。

である。
ミャンマーの一周に付き合ってくれた大学生だったミン君
は、日本の旅行会社に入り、今はミャンマーで旅行会社の社長に

今は渡航が難しいシリア、ヨルダン、レ
バノンにも行った。パルミラ遺跡の爆破は
心痛い。メキシコのチチェン・イッツァの
頂上の空気も美味しかった。悠久の史跡と
静かに向き会うと当時の人々の喧騒と穏や

なっている。また、その地方のワインや料理もまた旅を豊かにし
てくれるし、スーパー巡りもまた別の楽しみを与えてくれる。
今は，次はどこに行こうかとグラス片手に考える時間を楽し
んでいる。
株式会社システムハウス．アイエヌジー 井手興一

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社シンクスバンク
東京都豊島区西池袋
代表 平田 克二
http://thinkethbank.co.jp/
TEL 03-6866-2031
業務 コンピュータ技術者育成スクール事業
ITシステム・プログラム開発事業
（人材派遣/業務請負）
人材紹介事業・法人教育研修事業
■正会員
CLINKS株式会社
横浜市西区みなとみらい
代表 河原 浩介
http://www.clinks.jp/
TEL 045-305-6896
業務 システムエンジニアリングサービス事業
受託開発事業（インフラ、アプリ開発、システム開発）
研修事業
■正会員
株式会社ゼアテックス
東京都豊島区池袋
代表 友野 憲一

http://www.zeatex.co.jp
TEL 03-5927-8420
業務 ソフト開発及び情報サービス全般
■正会員
株式会社治郎吉商店
鎌倉市七里ガ浜
代表 白石 亘
http://www.jirokichi.co.jp
TEL 0466-54-6221
業務 ソフトウェア設計・開発・販売・
コンサルティング
■正会員
日本マネジメントシステム
横浜市中区海岸通
代表 橋口 謙
http://www.j-ms.biz/
TEL 045-319-6031
業務 ISO関連事業 IT関連事業
■賛助会員
エプソン販売株式会社横浜支店
横浜市中区桜木町
代表 下川 亮二
http://www.epson.jp

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

広報委員会

TEL 045-683-3780
業務 エプソンブランドの情報関連機器
の国内販売
■賛助会員
トラベルイノベーションジャパン株式会社
横浜市西区平沼
代表 木地本 健太郎
http://www.ti-j.co.jp
TEL 045-624-9221
業務 旅行業法に基づく旅行業
■賛助会員
株式会社Woomax
東京都千代田区四番町
代表 竹之内 幸子
http://www.woomax.net/
TEL 03-6380-9315
業務 組織への教育・研修・コンサル
ティング
専門はダイバーシティ・女性活躍推進
コミュニケーション・マネジメント
■賛助会員
社会保険労務士法人スマイング
東京都渋谷区幡ヶ谷

代表 成澤 紀美
http://www.nari-sr.net
TEL 03-6300-0485
業務 人事労務コンサルティング、アウト
ソーシング 労働・社会保険諸法令に基
づく各種手続き
■賛助会員
株式会社プレミアサポート
横浜市中区長者町
代表 増木 新也
http://www.premier-s.co.jp/
TEL 045-900-0250
業務 総合保険代理店
■賛助会員
税理士法人ほはば
東京都千代田区麹町
代表 前田 興二
http://www.hohaba.com
TEL 03-6261-5805
業務 税務代理、税務書類の作成及び税
務相談に関する事務

