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30周年記念イベント

サマークルーズパーティー開催

開催日：平成28年8月6日（土）
企業経営委員会、30周年事業特別委員会

横浜大桟橋より出航するロイヤルウイ

では、元劇団四季の人たちで構成されている、みゅーまるに

ング号を貸し切って、サマークルーズパーティーが開催さ

よる子供向けショー・大人向けショー、そして、マジシャ

れた。神情協30周年記念式典イベントの一環で、社員の家

ン・ハヤブサによるマジックが披露された。みゅーまるの子

族参加型で、ロイヤルウイング号の通常のクルーズ2回分を

供向けイベントは、ジブリシリーズを参加した子供達と一緒

貸し切り、快晴の夏空のもと約2時間30分の豪勢な横浜港ク

に合唱しながら踊り、大人向けショーでは、元ミュージカル

ルーズとなった。

で活躍されていた歌声で、アダルトな方々の心を鷲づかみに

平成28年8月6日

当日は、出航場所の大桟橋にて、アロハ・ヨコハマという

した。

ハワイフェスティバルが行われており、クルーズ前のひとと

マジシャン・ハヤブサのマジックはテーブルが浮いたり、

きをハワイアン気分に浸りながら、大人257人、子供58人

切り取ったトランプの一部が想像もできない場所から発見さ

計315人の乗船となった。

れたりと、マジックなのか？超能力なのか？参加者は一様

クルーズ中は、デッキに出れば生ビールが振る舞われ、潮
騒を浴びながらのほろ酔い気分を楽しむことでできた。船内

に、きつねにつままれたような表情を浮かべながらも大盛り
上がりとなった。
2時間30分と言う通常ではあり得ない大航海もあっと言う
間に過ぎ、美しい夕焼け雲が空を流れる中、船は着岸となっ
たが、家族で参加された方々の笑顔と、子供達の楽しそうな
声を思い出すと、この企画に参加してつくづく良かったと思
う。次の40周年、50周年には、今回参加された子供達は、
是非、神情協の一員として参加して頂ければ本当に嬉しく思
います。
アドバンスドプランニング株式会社

今井一範

第2回

開催日：平成28年6月24日（金）
労働福利委員会

労働福利委員会セミナー

第2回労働福利委員会セミナーが去る6月24日（金）川崎
市産業振興会館9階会議室で開催された。
冒頭、板橋委員長の挨拶があり、今後会社の事業資金等の
財務状況等を気にしていかなければならない等、切実な問題
を投げ掛けセミナーが始まった。
講師は、労働福利委員会メンバーである島本たか子氏（ソ
フィア横浜社労士事務所代表）、テーマは「改正労働者派遣
法実践編：改正のポイント及び派遣事業新規許可申請の実
務」と称し、会場は満席の状態
で100名弱の盛況で終了した。

を交え、またキャリアアップ形成には計画的にしっかりとし

内容は具体的事例を上げ、特

た手引きが必要だとか、流石に商売としているだけあって重

定派遣事業の場合に申請から

要なポイントを噛み砕いて丁寧に話してくれた。

許可証の受領まで2〜3ヶ月だ

最後は、質問時間も無い程白熱していたが、アンケート形

が、その間問合せや書類修正等

式で質問を含め、労働福利委員会がアンケートを一旦預かり

があり更に月単位で処理される

整理して此処に返すなど、粋な計らい等、貴重な半日を経験

ので事業開始まで含めると半年

させて頂いた。
NTTソフトウェア株式会社

位の準備期間が必要等の裏事情

第10回女性活躍セミナー「組織で“稼ぐ"女性社員を育てる」
7月15日（金）16時より、神情協会議室にて「第10回女性

桜井政男

開催日：平成28年7月15日（金）
女性活躍委員会

ている女性は、どのように感じているのだろうか？

活躍セミナー」が開催された。株式会社スマーディー 代表

意外にも、自分に自信が持てないと感じている女性が多い

取締役の小早川昭子氏、日本女子経営大学院にて女性リー

そうだ。そのような不安や管理職としての意識付けなど、メ

ダーをサポートするメンターとしてご活躍の佐久間まさよ氏

ンタル面でのケアを行なう専門機関として、「日本女子経営

をお招きして、【組織で“稼ぐ"女性社員を育てる】をテー

大学院」がある。こちらの学校で行なっている、メンタリ

マにお話を伺った。

ングの内容をケースごとに紹介する場面では、参加者（34

講演では、女性の活躍推進が中々進まない理由として、

名）の方々も熱心に耳を傾けていた。

『会社の慣行や仕事を任せる上司の女性に対する偏見、女性

女性社員の育成や、管理職登用の推進に苦慮されている企

が補佐的で稼が

業にとっては、とても参考になる講演であったのではないだ

ない位置づけに

ろうか。

おかれてしまっ

このセミナーを機に、会員企業の中でも女性社員の育成が

ている。』と
いったことを挙

益々推進され、女性の活躍の場が広がることを期待するとと
. . . . . . . . . .
もに、わたし自身は、女性活躍委員会の一員として会員企業

げられた。

の女性を応援し、【さらなる輝き】の一助となれるような活

では、既に管
理職に登用され

動をしていきたいと思った。
株式会社富士テクノソリューションズ

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会
平成28年7月25日ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受
賞者による座談会が神情協会議室で女性活躍委員会により開
催された。
『結婚、出産後の女性雇用について』『私のキャリアプラ
ン』『会社に求めること』の3つを主なテーマとして、32名
が6つのグループに分かれて意見交換を行った。各自女性と
しての立場から、家庭での役割と仕事のバランスのとり方
や、実際の状況や体験を交えた意見が飛び交った。
座談会で出た意見は最後にチームごと発表があり、制限が
ある中での働き方や、実際に行われている働き方の事例など
を交えた多様な意見が紹介されていた。女性の活用方法につ
いて会社として・現場として・女性として・母親として等、
立場を考慮した柔軟な意見が多く見受けられたように思う。
女性が働き続けるということは、様々な面で課題が多く、

田中桂子

開催日：平成28年7月25日（月）
女性活躍委員会

取り組んでいる企業も多い。このような、現場で活躍する女
性たちの意見を今後の取り組みに役立てていただきたい
株式会社ティー・エム・シー

ハーン真里奈

開催日：平成28年7月21日（木）
企業経営委員会

第43回神情協ビジネスフォーラム開催
第43回目のビジネスフォーラムが、

神情協の常山会長からは、会員数が333社となったとの報

IBMユーザー研究会との共催で「沢山かつ新しい仲間をみ

告と、積極的に異業種との交流を深めWinWinの関係を築き

つけるために垣根を越えた交流を行う」というスローガンを

常に最先端を目指すとの挨拶があった。IBMユーザー研究

掲げて横浜国際ホテル 2F 相模の間にて開催された。

会大西会長による、ユーザーによるユーザーの為の会であ

平成28年7月21日

当日の天気は、梅雨明けの声も遅れ、甲子園を目指す地区
予選を戦う高校球児も休息するという、雨天の中41社

64

り、今回を有意義な会にしたいとの挨拶で商談会が始まっ
た。
神情協より3社、IBMユーザー研究会より4社のプレゼン

名の参加者となった。

が行われた。各社の発表がとてもよくまとめられていて、最
終的に終了も1分の遅れも無く終了した。
引き続き第2部の懇親会では、IBMユーザー研究会の中野
様より、「垣根を越えた交流を行う」スローガンに感銘を受
け参加したとの挨拶と乾杯により始まり、後半には、神情協
とIBMユーザー研究会各々の新加入企業の紹介、ゲスト参
加者の紹介が行われ、神情協の各委員会より、近々の30周
年のイベントのお知らせ等の発表が行われた。
神情協の内藤専務理事より、平成20年と同じ会員333社
になり今後も増えることを期待と閉めの挨拶により終了し
た。
株式会社日本インテリジェントビジネス

開催日：平成28年9月8日（木）
川崎市交流委員会

ものづくり・ICT連携フォーラム（川崎）
9月8日川崎商工会議所にて、川崎市工業団体連合会（工

萩原一成

策方針についてご講演いただいた。

団連）との合同主催（川崎市・公益財団法人川崎市産業振

第二部では、ICT企業（神情協会員）とものづくり企業

興財団の共催）により100名を超える参加者で盛会に行われ

（工団連会員）を中心にパネルディスカッションが行わ

た。

れ、それぞれの立場から現状や課題を出し合い、どんな連

本フォーラムは、ICT産業とものづくり産業との連携を図
ると共に、IoTなどに代表されるような新たな産業活性化を

携が図れるのかを
模索し合った。

図り、中小製造業がICT化で業務効率化や品質向上で競争力

終了後の懇親会

強化に繋がることを目的としており冒頭常山会長より「会員

では、福田川崎市

企業はソフト開発ができても今後はハードウェア開発が必要

長も挨拶に駆けつ

となる。その壁を破るためにもものづくり企業との連携は必

け本フォーラムの

要」と挨拶。続いて工団連矢野会長も「ものづくりを取り巻

成功と今後の連携

く環境は厳しく、ICT化は必要」と応じていた。

促進について期待

第一部では、「中小企業の競争力強化に向けたIoT活用促
進について」と題して関東経済産業局情報政策課長の濱田豊
氏より、実際に取り組んでいる中小企業の事例報告や国の政

情報系専門学校との情報交換会開催

を込めた。今回のフォーラムを機に神情協と工団連のさら
なる連携強化が期待される。
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（金）
産学連携委員会

2016年9月30日に神情協と情報系専門学校との情報交換

げによる影響について「学生側の対応はあまり変わらない」

会が横浜APビル会議室において専門学校15校21名、神情協

「企業の判断が早かったので期間的には早く終わった」との

会員は51社66名の参加を得て開催された。

意見が多かったが、大学と少しずれた形で動くので、期間を

常山会長から協会30周年イベントとして開催される学

ずらした合説や選考機会を設けて欲しいと言った意見もあっ

生ITコンテスト、小川名産学連携委員長よりIT就職フェア

た。また、学校によっては学生のIT離れ（保護者や教師が

等、産学連携の取り組

IT業界を理解できていないため、高校時点での進路選択の

みについて説明があっ

際に含まれにくい）を懸念する声も上がった。

た。

以前より課題となっている業界のイメージ問題も含め、若

富樫産学連携担当理

年層への対応も検討して欲しいという要望や総務省統計局の

事による進行により会

データなど、公的資料の活用による対応の提案など、幅広い

議が始まりまった。

議論が展開され大変有意義な会議となった。

各専門学校からは、
選考開始4カ月繰り下

株式会社アナザーウェア

福島由美子

第8回フットサル大会

開催日：平成28年10月1日（土）
労働福利委員会

今回は会場を変え横浜市泉区にある神奈川県施設「かもめパー
ク」で59チームが参加し30周年記念事業の一環として開催された。
スタッフが集合する時間はかなりの雨模様で開催が危ぶまれた
が、開始時間になると雨も止み、選手には丁度いい天候となり、9時
30分に熱き戦いが始まった。例年に比べスムーズな試合の流れで、
終了時間がいつもより早く明るいうちに解散できた事は選手の皆さ
まからも嬉しい一言を頂いた。30周年記念として抽選で30社の選手全員にプレゼントが配られた。

【結果】1位：日立INSソフトウェア株式会社

2位：NTTデータフォース株式会社

3位：株式会社東計電算

【優勝】日立INSソフトウェア株式会社
これまでベスト16位であったが今回は優勝 !! その勝因をきいたと
ころ一言「気合だ！」と語るキャプテン矢澤さん。
2年前にアイネットさんとのPK戦ではずしたもじゃもじゃ君（馬場
さん）が今回は2点も決め勝利の男神となり、MVPに輝いた。
メンバーは男性ばかり12名で開発者がほとんど。（女性募集中！）
大会2回目からフル出場しているキャプテンの願いは「来年連覇する
ためにもぜひ応援に来てほしい」皆さん応援に行きましょう!

【準優勝】

NTTデータフォース株式会社

今回は2週間に1回の割合で練習を重ね、その成果が結果になっ
たようである。2年前に決勝戦でアイネットさんに負け悔しい思い
と今年は絶対に勝つという強い思いが練習の回数を重ねる事になっ
た。ちょっと練習のし過ぎも・・・今回の決勝戦で課題がみえてき
た。既に前向きに来年の事を考えているキャプテン藤田さん。
メンバーは20人SEの方ばかり、明るく前向きで議論も多いメ
ンバーだから来年こそはという意気込みが感じられた。

神情協船釣り大会
毎年恒例の船釣り大会を、7月23日（土）平塚港釣り宿「庄三郎丸」にて開催
した。当日の参加者は60名、うち、女性4名、小学生1名。朝7時30分に集合
し、釣り方のレクチャーを船宿の方からしていただき、担当の労働福利委員会か
ら注意事項や表彰基準等を説明し、3艘の船に分乗し出港した。
本日の釣り物は「アジ」。天気は、曇り時々晴れ、風もなく絶好の釣り日和。
船は平塚沖へ、船頭の「始めてください」の合図で釣り針は海中へ吸い込まれて
いった。暫くすると竿先が「ピク」とあたりが、リールを急いで巻き上げた。海
上に上がってきた魚を見ると「サバ」、それも小さい、といったことが何度も。
そうこうしているうちに「アジ」が釣れたとの声も聞かれた。帰港時間は14時と
いうことで、船は魚探で魚の群れを探しながら茅ヶ崎沖へも移動しながら釣り大
会は進められた。
アジ以外にも、ヒラメやアマダイなども釣れ、船酔いする人もなく、無事帰港し、い
よいよ検量だ。今回はアジ3匹の重さで勝負、釣り人は、秤の前に列になり検量。第1
位は、株式会社シンクタンクオブジャパンの小山博司さん、1.35Kg。第2位は株式会社
CIJの松尾俊博さん、1.26Kg。第3位は株式会社第一コンピュータサービスの松樹悠太
郎さん、1.17Kg。という結果でした。
来年も船釣り大会を予定します。女性の参加も増えてきましたので、ぜひ貴女も参加
してみては。

開催日：平成28年7月23日（土）
労働福利委員会

親子夏休みわくわく工場見学会・JAL〜SKY MUSEUM〜
私は8月25日にJAL工場見学に行ってきました。当日は、
JALメンテナンスセンターの見学用スペースにある「展示エ
リア」と「航空教室」を体験し、最後にJAL整備工場にある
「格納庫」を見学する流れでした。
まず、施設に入るのにIDパスというのを首から下げて入
りました。飛行機の安全を守るうえで不審者が入ってこない
ようにするためということに驚きました。
最初の展示エリアで、私は妹と一緒にJALのCAさんの制
服を着て写真を撮りました。写真を撮っている時私はいつ
も飛行機でお仕事をしているCAさんを見てカッコいいなと
思っていたので、その制服を着る事ができて良かったです。
航空教室では、JALの元パイロットである教官の方が話し
てくださいました。一番印象に残ったのは飛行機が目的地
への距離の長さ
によって、飛ぶ
高さを変えてい
るのに驚きまし
た。
最後の格納庫
見学の所では、
いろいろな沢山

の機械が使われていて、JALの整備士の方々が手作業でここ
まで大きい部分をメンテナンスしているのを見てすごいなと
思いました。また、格納庫のすぐ近くでは飛行機の着陸を間
近で見る事ができ、飛行機の音がとても大きな音を出してい
たので驚きました。
いつも空港に行くとチケットを買ったり、飛行機に乗った
り、ごはんを食べたりするだけで、飛行機のことを知る機会
はありませんでした。今回のJAL工場見学に行って私の知ら
ない飛行機の事や空港の事が知れたのと、ふだん入れない場
所に入る事ができてとても良い経験になりました。
株式会社アプリコット 家族 小学5年 畠山莉奈
開催日：平成28年10月4日（火）
川崎市交流委員会

施設見学会（川崎競馬場編）
去る10月4日（火）に川崎市交流委員会主催の施設見学会
（川崎競馬場）を開催しました。例年定例会議を行った後に
競馬場へ移動していましたが、今回は馬場を見下ろす来賓室
で会議を実施しました。
会議後、横浜市交流委員会等のメンバーも合流。総勢32
名で馬券を購入し固唾を呑んで？レースの行方を見守ってい
ました。
馬場の広い中庭
には遊具や売店が
あり家族連れも遊
んでいます。
競馬をやらない
人達も楽しめるス
ペースになってい
るので行ったこと

のない方は是非出掛けてみてはどうでしょうか？
さて今回のメインは川崎市主催、神情協、データープロセ
スサービス協賛の川崎競馬冠レースです。
「神奈川県情報サービス産業協会30周年賞 おかげさま
で創業43年 川崎のI T企業 株式会社データープロセス
サービス杯」弊社（データープロセスサービス）の創業43
周年に掛けて「4,3」の枠番、馬番を購入された方々も沢山
いました。第9レース、19:05発走！
レース開始後に上がっていた歓声でしたが。徐々にため息
に変わって残念な結果となりました。それでも何人かは当て
た方がいたりして参加された人は最終レースまで楽しい時間
を過ごすことが出来ました。今年最後の川崎市交流委員会の
イベントでしたが、来年の開催が今から楽しみです。
株式会社データープロセスサービス 鈴木達志

ANIA全国大会、秋田県で開催「地産飛翔ICTで考えよう地方創生・地方から世界へ」
全国地域情報産業団体連合会（ANIA）の全国大会が 9月
15日（木）〜16日（金）に秋田県秋田市の秋田キャッスルホ
テルで開催された。大会は県内外および韓国から約240名
が参加され、神情協からは16名の方々が参加した。式典で
は、大会主催県の一般社団法人秋田県
情報産業協会の江畑佳明会長、ANIA長
谷川亘会長が挨拶し、来賓として経済
産業省藤岡伸嘉室長、総務省向井裕之
部長が挨拶された。基調講演では「街
づくりにおけるI C Tの利活用〜総務省
ICT街づくり推進会議の取組みを中心に
〜」をテーマに住友商事株式会社の岡
素之相談役の講演が行われた。その後
に、リレートーク「地産飛翔 地方か

開催日：平成28年8月25日（木）
川崎市交流委員会

開催日：平成28年9月15日（木）〜16日（金）
神情協事務局

ら世界へ！」いうテーマにて、ICTを活用した地方創生につ
いて討論が行われた。
リレートーク後に会場ホテル前のにぎわい広場にて、秋田
名物竿灯（かんとう）の実演が行われ、勇壮な演技に参加者
一同驚嘆した。懇親会では、なまはげ
による勇壮な和太鼓の演奏が行われ、
秋田の食や酒で懇親を深めた。
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
秋田大会は閉幕した。なお、来年度は
11月9日（木）〜10日（金）長崎県で開催
される。

富士通沼津工場・アサヒビール神奈川工場見学研修

開催日：平成28年9月1日（木）
教育研修委員会

当日は晴天。混乱も無く、定刻を待たず出発。バスの中で
は、杉之間副会長からの挨拶。30周年記念事業という話の中、
「今日は勉強ですから」という一言が笑いを誘った。そして今
西委員長からは「怪我も無く、事故も無く過ごしましょう」と
の一言。
ややバスの中に眠気が...といったところで、持地第四分科会
会長の考案の脱出ゲームが盛上り、朝が早くて眠かった方達の
頭は瞬く間にフル回転となった。（大好評！）
早く着いた富士通沼津工場では、その分じっくりと見学をさ
せてもらった。もともとは茶畑でディズニーランドよりも広い
敷地に緑化率80%という沼津工場は、インダストリアルパーク
を目指し、IBM互換機のメインフレーム生産を主にスタート。
現在は、R&D拠点として企業内開発環境を提供するクラウドセ
ンターや品質保証のための環境試験センター、ICTを活用した農業「秋彩」、社員教育、技術継承のための展示などなど多彩だ。
当時のリレー式コンピュータFACOM128Bの動作デモは圧巻で、動きはコンピュータというよりも機械そのもの。紙テープを
読み込み、がちゃがちゃと。メモリは驚愕の13K（bit）。単位が歴史を物語っていた。
そして、AR技術を使ったナレッジともいうべき各インフラの保全管理の現場を見学。タブレット越しにARマーカーと呼ばれる
マーカーを見ると、そこには過去の点検内容や申送り事項の表示、そして部品交換マニュアルまで、ありとあらゆる情報が閲覧で
き、また、点検情報の入力のみならず、気がついた点をタブレットの写真画像上に手書き記入して登録など、情報のインプットも
文字情報だけではなく、手書きを施した画像といった視覚情報までもが登録可能と、かなり画期的なものであった。中でもリモー
ト機能が素晴らしく、リモート端末とタブレットが連携し、タブレットを通して視覚を共有し、文字や音声による会話を実現し、
リモート先からも点検・修理といった作業をその場にいるように効率よく実施する事が可能だ。驚きは、アウトソーシングでコス
トダウンというのは過去の話で、内製化してキャッシュアウトを抑制というキャッチになっていたのである。
アサヒビール神奈川工場では言わずもがな、ビールの試飲で全てを理解するのであった。
最後に、帰路のバスで原田副会長からの一言。「有意義な見学会でした」。旅行代理店の方、運転手さんの名前は忘れ、唯一ガ
イドの桃華（ももか）ちゃんの「食べ物の桃（もも）」と言う名前だけは覚えていた副会長であった（笑）。
株式会社ショウナンソフトウェア 齋藤和義

「かながわ

しごと・技能体験フェスタ2016」に出展

平成28年7月30日（土）、31日（日）パシフィコ横浜展示
ホールにおいて、「かながわ しごと・技能体験フェスタ
2016」が開催された。このイベントは今年が4回目で神奈
川県職業能力開発協会（職能協）が主催し、県内の技能士会
や名工会、ものづくり団体、技術学校等、50を超える団体
等が小・中学生に対し、仕事や技能を実際に体験してもらう
イベントだ。
今回、職能協から「IT関係で何か出展できないか」とい
う依頼があった。対象が小・中学生ということなので、なに
を体験してもらうか悩んだが、夢絵コンテストの表彰式のと
きに産能大学の方が、子供の絵をパソコンで動かして見せて
いたことを思い出し、NPOこどもネットミュージアムや産
能大学に相談をし、協力いただけることになり、今回出展を
することができた。
体験名は「プログラミングで生き物作り」。子供向けプロ
グラミング言語「Scratch（スクラッチ）」を使って、どこ
にもいない生き物を作りプログラムで動かす体験で、時間は

開催日：平成28年7月30日
（土）、31日（日）
神情協事務局

60分。1回あたり12名、1日4回行い、2日間で96名の子供
たちに体験してもらうイベントとした。
当日は10時開場だったが、その前から何百人という親子
が列を作って待っていた。開場とともに、目的のイベント
ブースに向かって一目散。私たちのブースには来るのか心配
していたが、開場20分で1日分の予約（48名）が埋まってし
まった。翌日は、午後から来る方の体験ができないというク
レームもあり、回毎に先着順で受付を行ったが、開始1時間
前には行列ができ、1回あたり、12名しか体験できないこと
から、参加者を整理するのに苦労した。
進行は、産能大学の教授や学生に、
「Scratch
（スクラッチ）
」
の動かし方などを子供たちにレクチャーしていただいた。
家庭でもパソコンに慣れ親しんでいる子も多く、短時間の
うちに素晴らしい作品をつくる子供たちもいて、小学校でプ
ログラミング教育を導入するとの報道もあることから、親の
関心も高く感じられた。
今回は、2日間の来場者数2万8千人という中で、ほんの一
部の方しか体験できなかったが、大変良い経験となった。
神情協事務局 内藤由夫

■朝日ソフトウェア開発株式会社
川崎の本社と仙台事業所で事業を展開さ
れている朝日ソフトウェア開発株式会社
（A S D）の信夫他人也（しのぶ たにや）
社長に、同社の37年を振り返っていただい
た。
山形出身の信夫社長が、30歳で朝日ソフ
トウェア開発株式会社を設立。昭和54年
（1979年）のことだ。企業経営という夢を
現実化し、社員と家族、また役員の幸せを願
い、小規模でも地域社会への貢献ができる会
社でありたいとスタートした。
創業後の何年かは社員の採用に苦労し、体
制が整ってきたらバブル崩壊で大幅な受注減
になった。ずっと後の平成23年（2011年）
には東日本大震災が仙台事業所を襲い、物的
被害に加えて経済の混乱が1年以上続き、経
営に大きな打撃となった。

■株式会社コムスタッフ
データエントリーの
トータルサービス企業へ

そんな苦労話から始まったが、給与明細を
一人ひとりに手渡しながら社員の声を聴き、
定期的に社員旅行やバーベキュー大会でリフ
レッシュ。そして、働く人に元気がでる「あ
りたい姿」をビジョンに経営計画を策定す
る。そんな姿勢の信夫社長と社員が一丸と
なって、これらの試練を乗り越えてこられた
のだろう。
本社では証券や損保関連システム、仙台事
業所では医療関連のシステム開発が多い同社
だが、これからは、よりノウハウが蓄積され
競争力のある医療を全社的に対応し、医事会
計、電子カルテ、オーダリング、看護や給食
などの部門システムと幅を広げていきたい。
創業40周年を視野に、新しい経営体制の
構築が始まった。「あきらめない、頼りにな
る技術者集団」を目指すASD。新体制での
飛躍にも期待したい。

設 立：1979年7月
資本金：2,000万円
売上高：3.2億円（2016年6月期）
社員数：35名（2016年10月現在）
住 所：川崎市川崎区東田町8番地
パレール三井ビル15階
Tel：044-222-1771/Fax：044-422-1780
URL：http://www.asdweb.co.jp/

レセプト入力業務を中心にコツコツとやってき

い等社会的な条件は厳しくなってきているが、

た。IoTや電子化の促進、
さらには派遣法やマイ

ルールを厳守した上で
『柔軟な対応』
を心掛け

ナンバー等の行政指導などの制約の中、
「入力

ていきたい。迅速かつ柔軟な対応こそがうちの
売りでもある。システムだけでは解決できず、人

1965年に永妻邦基会長が創業して、現在は

業界で如何に生き残るか？」
と絶えず悩みは尽

2代目の永妻邦彦社長が指揮を執り51年目を

きない。
しかし、
「お客様のネットワークや、
この

の手を介する必要のあるBPOサービスを出来

迎えるコムスタッフ。特にレセプト
（診療報酬請

業界独特の譲り合いの精神で助けられたことも

る限り行っていきたい」
と語っていた。デジタル

求明細書）入力をメインに活動してきた。永妻

多かった」
という。

時代と騒がれる昨今、
アナログの力もフルに活

社長は平成16年ユニスタッフ
（渋谷本社・日本

現在、3名のシステム要員を派遣しているが、 用した企業に期待したい。

ユニシスとコムスタッフの合弁）に入社して、

それ以外は「BPO業務（キャンペーン事務局代

平成22年に現在のコムスタッフへ、平成24年

行業務やアンケートデータ入力業務など）」に

に社長に就任。前職の日本ユニシスからエント

力をいれている。永妻社長は「今年から大手企

リー業界に飛び込むとともに、健康保険組合や

業などの事務局代行業務の受注などで、明るい

各種官公庁などの電子化の煽りを受け、出足か

兆しが見えている。ハガキの整理・入力など、是

ら
「大変な業界に来てしまったなあ」
と感じてい

非とも神情協各社様にもご利用いただきたい」

たという。

と話す。

そんな永妻社長も
「振り返れば、
ここ十数年は

■株式会社エターナルサイエンス
J R南武線武蔵小杉駅北口から多摩川に向
かって程なく歩いたところに本社を構える株式
会社エターナルサイエンスを訪れた。
現在ではマンションやオフィスが立ち並び、
「住みたい町4位」の好立地である。
同社は昭和50年3月、現在の取締役会長の
齋藤邦彦氏が立ち上げ、リーマンショック後の
不況が尾を引く中で平成23年に桑原勤氏が代
表取締役社長に就任。
創業当時は主に大手メーカーからの作業を
中心に制御系を強みとしていたが、現在は業務
系アプリケーションの開発が大半を占めてい
る。受託作業が中心で社員の7割が社内で開発
を行っている。
45期という目処には自社の独立した事業を
持ちたいと熱く桑原氏は語る。その熱意は社員
を動かし、若手が率先して「Pepper」の開発

今後のビジョンは、
「個人情報の管理、取り扱

を行なっている。興味を持つ事が人を成長させ
るのだ。若手社員が主体性をもって取り組む姿
勢は会社全体に活気を生み出している。
桑原氏は社員のさらなる育成にも注力してい
る。積極性に溢れた若手社員を新入社員のメン
ターに任命し、対話による気づきと助言により
新入社員の自発的・自律的な発達を促す。社員
同士の繋がりをより強いものへと変えていく。
また、社員からの異動の希望、会社に対す
る要望や提案などを定期的に吸い上げる場を
設ける、社員の座席を固定せずにプロジェクト
毎にまとめる等、社内の風通を良くする工夫を
行っている。
桑原氏が社員に日頃伝えているのが、
「時間
を大切に」と「楽しく生きる」である。
シンプルな言葉なだけに意味合いは深い。
二つの言葉が同社のテーマとして感じ取ること
が出来るインタビューだった。

設 立：1965年11月
資本金：1,000万円
売上高：約1億円（2015年度）
社員数：23名（非常勤含む）
住 所：横浜市中区海岸通4-23
マリンビル5階
Tel：045-671-5446
URL：http://www.y-comstaff.com

設 立：1975年3月
資本金：4,000万円
売上高：3億1800万円（2016年6月度）
社員数：47名（2016年9月現在）
住 所：川崎市中原区新丸子東2丁目925-8
武蔵小杉三枝ビル2・3・4F
Tel：044-434-3611
URL：http://www.eternal.co.jp/

「山と写真に魅せられて」
海育ちの私が山に興味を持つとは学生時代には考えられ
ませんでした。元々自然の中で遊ぶのは好きでしたが、た
ぶん、初めて山に登った時のあの
爽快感が忘れられないのだと思い
ます。今もまだ経験も浅く知識も
ありませんが、山に登り、写真を
撮るのが私の楽しみです。
きっかけは同僚の一言でした。
「富士山に一緒にいってみよう
か」。山の知識がない自分にとっ
ては本当に未知の世界に足を踏み
入れる気持ちでした。
その時、初めて登った富士山か
らの満点の星空、御来光は今まで

第6回

に見たどんな景色よりも印象に
残るものでした。
どんな山でも頂上にたどり着
いた時の昂揚感と達成感は、普
段感じられない特別なものに思えます。そして、山の頂上
から広がる絶景は登ってきた疲れを癒してくれる最高のご
褒美です。たまに天気が悪くて真っ白なんてこともありま
すが、それも登山の楽しみと思っています。どの山に登っ
てもそれぞれの楽しみが待っていますし、同じ山を何度
登っても季節によって違う顔を見せてくれます。そして下
山してゆっくり飲むビールも最高です。
思い返せば山登りが楽しいと言っておきながら、実のと
ころ本当の楽しみは、一緒に登った仲間とその時間を共有
して飲む一杯のビールなのかもしれませんね。
TERAPOC株式会社 寺島秀雄
開催日：平成28年10月14日（金）
企業経営委員会

委員会対抗ゴルフコンペ

第6回となる神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会が10月

神情協

14日（金）に、富士小山ゴルフクラブで開催された。当日の

順

位

天候は曇りで朝は肌寒い陽気だったが、ゴルフには最適な天

優

勝

気であった。今年も新規参加者が加わり総勢61名、参加企

準優勝

業数50社がコンペに参加し、所属する委員会の優勝を目指
し大会に挑んだ。
栄えある優勝は、委員会対抗戦では初優勝となる「労働福
利委員会」、準優勝は、「広報委員会」で、4連覇が懸かっ
ていた企業経営委員会は、3位という結果だった。
優勝した労働福利委員会の板橋哲也委員長は、「これま

委員会対抗ゴルフコンペ

委員会、ブロック名

結果表

ネット合計（上位4名）

労働福利委員会

291

広報委員会

294

3位

企業経営委員会

295

4位

技術委員会

300

5位

川崎・横浜合同交流委員会

303

6位

女性活躍委員会

304

6位

産学連携委員会

304

8位

教育研修委員会

307

9位

正副会長ブロック

322

で、委員会対抗戦ではグロス部門では1位を獲得しながら

個人の部では、株式会社エーアイネット・テクノロジーの

も、中々優勝できず悔しい思いをしてきた。今回優勝できて

中山泰秀社長がネット71.0のスコアで優勝。ベスグロは78

とても嬉しい」と話されておりました。（労働福利のグロス

で株式会社アイネットの梶本繁昌社長が優勝された。

部門の優勝は2連覇）

競技後は、恒例のパーティーで表彰式が行われたが、サプ
ライズ景品として、会場となった富士小山ゴルフクラブよ
り、4名無料招待券を2組分頂いたほか、株式会社ティー・
エム・シーより差し入れ景品が3つ入り、急遽新しい賞を作
るハプニング等もあって、とても盛り上がった。全体的にも
参加者全員が楽しめたという印象が強い大会だった。
株式会社ティー・エム・シー

千葉直樹

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社イマジン
横浜市西区北幸
代表 實石 正昭
http://www.kk-imagine.com
TEL 045-317-2855
業務 ソフトウェア開発、化粧品通販
■正会員
株式会社NTC
川崎市多摩区中野島
代表 和田 賢太郎
http://www.ntc.co.jp

TEL 050-9003-1046
業務 ソフトウェア開発・保守、ソ
リューションサービス提供
■正会員
インフォメーションサービスフォース株式会社
東京都新宿区西新宿
代表 小澤 勝
http://www.isforce.jp
TEL 03-5332-6831
業務 情報技術コンサルティング
■正会員
株式会社オープンストリーム
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東京都新宿区西新宿
代表 吉原 和彦
http://www.opst.co.jp
TEL 03-4589-8800
業務 グラウドサービス及びネット
サービスプラットフォームの開発
パッケージソフトウェア製品の企画・
開発・販売
■正会員
株式会社GFD
横浜市神奈川区金港町
代表 横溝 芳郎

http://www.gf-design.jp
TEL 045-440-0327
業務 システムインテグレーション、
技術者派遣、教育研修
■正会員
株式会社リンク
東京都港区赤坂
代表 岡田 元治
http://www.link.co.jp
TEL 03-5785-0555
業務 ホスティングサービス、クラウ
ド型テレフォニーサービス、農系

