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開催日：平成28年6月16日（木）
神情協事務局

平成28年度定時社員総会及び創立30周年記念行事
14時より横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズにて総会及び
創立30周年記念行事が開催された。

国地域情報団体連合会（ANIA）の長谷川会長から、ANIAの歴
史にふれ、神情協初代会長伏見氏等の尽力によりANIAが設立
し、今日がある旨の祝辞を頂いた。

講演会

今回は、N H K大相撲解説

者・近畿大学経営学部客員教
授の舞の海秀平氏による「可
能性への挑戦〜大相撲の伝統
とグローバル化〜」をテーマ
で講演をして頂いた。
テーマに沿って、ご自身の
経験された人生経験や相撲界

総会

総会は、常山会長による挨拶のあと、常山会長が議長に選

の裏話などのジョークを交えつつ終始笑いの渦に包まれるような

出され、正会員数287社、出席会員数 96社及び委任状提出67

講演をして頂き、その後の懇親会にも出席され、会場の参加者の

社、総数163社で総会は成立し、議案審議に移った。

盛り上がりが絶えなかった。

各議案に異議無く満場一致で原案通り承認され、滞りなく終
了した。

懇親会

懇親会は、始めに神情協元役員を代表し、池田名誉会長か

第１号議案

平成27年度

事業報告（案）承認の件

ら、30年の3分の1を会長として勤めてきた。30周年を迎え、

第２号議案

平成27年度

決算報告（案）承認の件

神情協元役員も招待頂き、盛大に開催できたことに感謝する

アプリケーションコンテスト優秀賞品発表

旨、挨拶した。

企業のPRや地域貢献、昨今流行しているハッカソン、アイ

次に、地元行政を代表し、中島正信副知事より、IT業界は重

デアソンの自社内開催のきっかけ、新たなノウハウや技術の習

要な産業である。今後も行政等に対して協力をお願いしたい

得などに利用頂ける場を提供することを目的にアプリケーショ

旨、挨拶した。

ンコンテストを開催しており、今回優秀賞を受賞した作品の発
表を行なった。

乾杯は、神情協現役員全員が舞台に上がり、熊田副会長の乾
杯の発声で懇親会は幕を開けた。

その中の最優秀賞を受賞した、島上輝久氏（株式会社CIJ）

懇親会には、神奈川県・横浜市・川崎市からの幹部の方々、

の「首都争奪クエスト」は総務省統計局がオープンデータとし

関係諸団体の方々、北海道から九州までのANIA会員の方々、

て公開している、都道府県県庁所在市の「品目別支出額」を使

神情協元役員の方々な

用したゲームは遊びながらにして、各都道府県が何に多く支出

ど、450名が参加され

しているかという特色が学習できるものとなっている。

た。

創立30周年記念式典

記念式典では、常山会長より、神情協は昭和62年4月に115

社で社団法人として設立、本年度で30周年となり、330社ま

最後に、杉之間副会
長の締めの挨拶で成功
裡に終了した。

で拡大した、これも諸先輩方のご指導、ご協力があってであ
り、感謝している旨、挨拶した。次に業界団体を代表して、全

大学向けSE講座講師認定書授与式
大学向けSE講座は、2004年に産能大学から始まり、その後、

講師は当初13名からスタートし、今年は、下記7名の方が認

文教大学、専修大学と年々SE講座実施校が拡大し13年目を迎

定され、認定書が常山会長から授与された。これで、途中の退

える2016年度は11大学にSE講座を開講する規模となった。SE

職者等を除き、合計52名が講師として活躍されている。

講座は、学生に情報サービス産業を正しく知っていただくとと
会社名

もに、SEの業務を神情協発刊の「SEハンドブック」を教材にし

氏

名

会社名

氏

名

て、第一線の技術者・経営者等から生の話しが聞ける、学生に
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とってはまたとない機会となっている。SE講座の講師は、会員
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各社から推薦され、SE講座講師認定審査会が面接を行い、神情
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協として認定した方を大学に派遣している。
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ベストワーキングウーマン表彰式
ベストワーキングウーマン表彰は、働く女性の意欲向上と働
き続ける励みとするとともに、その努力に対し謝意を表し、今
後ますます女性の活躍の場を増やしていくことを目的に平成18
年から行っており、今回が第10回となる。第1回から第10回ま
№
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方
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第41回神情協ビジネスフォーラム
「これっきりこれっきり♪、もう…これっきりですかぁ♪〜
ここは横須賀ぁ〜♪♪」
平成28年2月18日 第41回目のビジネスフォーラムは、場
所を潮風漂う横須賀に移して開催された。また今回は、長年横
須賀にて事業を展開されている株式会社ＴＭＣの千葉夫妻のご
尽力を賜り、三浦半島地区ビジネス異業種交流会、横須賀青年
八日会、公益社団法人横須賀法人会青年部会、横須賀商工会議
所女性会との共催が実現し、119人の参加により大変な盛会と
なった。
第一部の商談会では、神情協と今回共催の横須賀の団体と交
互に発表が行
われたが、横
須賀の団体の
発表は、横須
賀に根付いた
事業展開や、
軍港の町なら
ではのビジネ

第42回神情協ビジネスフォーラム
平成28年4月14日 第42回目のビジネスフォーラムは、日
本情報技術取引所（通称JIET）との共催となり、両団体から
99名が参加の中、AP横浜にて開催された。
第1部の講演会では、非営利一般社団法人安全衛生優良企業
マーク推進機構の木村誠理事長をお招きし、
「就活生は既に知っている、ホワイトマーク取得企業かそれ
とも・・」
〜安全と健康が求められる時間の選ばれる企業になる最善の
方法〜
という内容で講演を頂いた。昨今、ブラック企業の代表格と
言われたIT業界ではあるが、国が認めるホワイト企業を目指す
と言う内容で、変わらなければならない現状が説明され、参加
者一同、自社の状況を再確認されたのではないだろうか。

でで、61社250名の方
が受賞された。
今回は27社42名の方
が表彰された。

ワーキングマザー賞
小学生までのお子さんを
育てながら、仕事にも積
極的に取り組んでいる方
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NTTエレクトロニクステクノ㈱
㈱科学情報システムズ
㈱科学情報システムズ
シンポー情報システム㈱
㈱ネオジャパン
㈱ネオジャパン
㈱ラピス
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開催日：平成28年2月18日（木）
企業経営委員会

スモデルの発表があり、普段のフォーラムとは違った様相の中
で、IT業界に従事する神情協側としては、非常に新鮮な商談会
となった。
第二部の懇親会では、直々に吉田横須賀市長からご挨拶を賜
り、また加藤市議会議員からは、当日列席されていた神情協会
員との過去の懐かしいエピソードが紹介され、和やかな雰囲気
の中で懇親会の幕は開けた。そして、恒例の神情協の新入会員
の紹介、横須賀の団体のアピールタイムにて、懇親会は最高の
盛り上がりを迎える中、横須賀と言えばこの御方…小泉進次郎
衆議院議員の登場で一気にボルテージが最高潮へ。やはり人を
惹きつけるスピーチは圧巻で、参加者一
同、議員のお話しに釘付けとなった。も
はや、ビジネスフォーラムの横須賀開催
は、”これっきり♪“にならない、様相を
醸し出し、盛会のまま幕を閉じた。その
後はドブ板通りにて、第三部が開催され
たことは容易に想像がつくであろう。ここは横須賀ぁ〜♪♪
アドバンスドプランニング株式会社 今井一範
開催日：平成28年4月14日（木）
企業経営委員会

その後、通常の商談発表が行われ、KIA会員、JIET会員より
各社熱の篭ったプレゼンテーションが披露され、参加者一同ビ
ジネスチャンスを伺いながら、耳を傾けた。
第2部の懇親会は、ホテルキャメロットジャパンのレスト
ラン・スタビアーナに場所を移して開催された。KIA、JIET共
に、気心知れたIT業界の両団体であるため、懇親会も和気あい
あいに時は流れ、その中で、恒例の新入会員の紹介、アピール
タイムと推移し、最後に、南出健治JIET副理事長/南関東本部
長より締めの挨拶が行われ、盛況
のまま幕は閉じた。
アドバンスドプランニング株式会社
今井一範

横浜新都市ホールにて「神奈川IT就職フェア」開催される！

開催日：平成28年3月22日（火）
産学連携委員会

本年も、神奈川県情報サービス産業協会主催の神奈川IT就職フェア（合同企業説明会）
が横浜そごう9階新都市ホールにて開催された。
今年は、採用活動の解禁が6月へと前年よりも更に早まっていることもあり、学生動向が
気になるところであったが、54社出展、学生144名の来場者数となり、最高で30名／社と
いうブース訪問を頂いた。
来場された学生の方々には「IT志望」の方はもちろん、「いくつかの業界情報を入手し
よう」という方も来場され、出展各社は「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されていました。来年も「IT業界をよく知っていただく」「学生の生
の声を聞く」場として継続展開したい。
シンポー情報システム株式会社 青木康行

新入社員研修

技術見学会に参加して

開催日：平成28年5月13日（金）
教育研修委員会

NTTコース

NTT先端技術総合研究所の見学では、2つの研究について説明を受けました。
1つは光ファイバーの製造やそれを用いた通信方法・速度の向上について、もう1つは動
画や写真の撮影に用いる光の三原色をより多色で記録する技術です。
その中で特に興味を惹かれたのは、今よりも多く情報を送るための技術研究についてでし
た。見学を通じ、私が感銘を強く受けたのはNTT社が時代の先を行く技術研究をしている点
です。光通信が一般的に使われる前から基礎研究を進め、結果として世界に先駆けて光ファ
イバーを生産し世界をリードしてきたという点や、現在もマルチチャンネル技術など様々な
先進的な研究に取り組んでいる点が挙げられます。普段当たり前のように使っている光通信はこれまでの地道な研究を進めてきた結
果であることと、これから世の中のスタンダードになっていくであろう先端技術を学べた事はとても良い経験となりました。今回の
見学は、次世代に繋がる基礎研究や話題に対して積極的にアンテナを張り、勉強していこうと考える良いきっかけになりました 。
株式会社エルテックス 米山和樹

富士通コース

最新の技術や、様々な分野の研究を参考にさせていただいた中でも、富士通テクノロジーホールで見学した「コンピュータの歴史
を知る」ところで私自身、とても感銘を受けました。その中でも、1960年に開発されたリレー計算機ですが、論理素子を用いたリ
レーが一斉に音をたてて計算し始め、実際に稼働した瞬間は衝撃を受けました。以前、大型計算機を知っている方から、大きな音を
たてて計算を行う、という話を聞いたことがありましたが、実際に聞いてみた音から、コンピュータらしい精密な計算が行われてい
るのだと改めて感じられました。
株式会社アローズ・システムズ 浅野沙耶香
富士通では「ICTで持続可能な社会を目指す」をテーマに様々な物を最先端技術で開発していました。例えば、作業中に手を離さ
ずメモをとったりコマンドを入力したりできる指輪型ウェアラブルデバイスや、超音波振動を利用した触感パネルなどです。
詐欺などに引っかかりやすいか診断できるツールがあったのでやってみたが、なるほどなと思う判断基準がいくつかありました。
今回の見学を通して私は、安心安全で便利なものを作るだけではなく、人と人をつなぐというコミュニケーションの視点から物を
作る事も大切だと感じました。今後はコミュニケーションを意識して仕事に取り組んでいきたいです。
株式会社エヌ・エス・ピイ 石井健太郎
「ヒストリーゾーン」では、富士通が1945年から現在までの間に開発した技術について説明して頂きました。特に、1960年に開
発され、現在も動いている実用リレー式計算機FACOM138Aが印象に残りました。
私は、今回の見学会を通して、技術の移り変わりの早さを実感しました。
なぜなら、指輪型ウェアラブルデバイスなどの、数年前までは一般化されていなかった技術が、一般化一歩手前まで来ている事を
知ったからです。
また、現在時点での最新技術を知った事で、発想の幅を広げる事が出来ました。
今後は、高くなった発想力を仕事に活かし、今までにないシステムを開発できるようなSEになりたいと思います。
株式会社ティー・エス・アール 井口怜音
印象に残った技術は、顔の画像から脈を測定する技術です。現在は2人以上の表情を読み取ることができないようですが、将来的
には電車や空港に搭載し、具合の悪い方やテロを企てている人を捕捉するといったさらに広い使い方を考えていました。このことか
ら、自分の作った成果物に対して、「できたから終わり」ではなくそこから改良を加えてまた新しい価値を作り出す仕事をしたいで
す。最初はできることが少なくともそこで完成するまで努力し、完成し
たらもっと品質の高いもの人の役に立つものへと進化させていける仕事
ができたらいいと思いました。
株式会社シスミックインテグレーション 竹村祐紀

開催日：平成28年5月19日（木）
企業経営委員会

第3回神情協経営者座談会開催
平成28年5月19日 第3回目の経営者座談会が、神情協会議
室にて企業経営委員会と女性活躍委員会との合同により開催さ
れた。
今回のテーマは、「採用」「女性の管理職登用」「ホワイト
マーク認定」「未来企業への挑戦」の4つをそれぞれのグルー
プに別れ議論を行った。
24名プラス数名の飛び入りの経営者・経営者層が参加。
企業経営委員会の前山委員長の「議事録は取りません」の開
催挨拶によりスタート。本音で語れるように少しのアルコール
を頂戴しつつ議論が行われた。
資料を用意し熱意を持って話をする方、熱心に聴いて意見を
述べる方。
熱き議論は後半の各グループ長による各テーマ発表会のス
タート時間が少し遅れるほどであった。
各グループの発表会の際にも、意見が飛び交い運営からは、
「続きは懇親会で！」と抑えられることも。

総括として常山会長から
「自分の会社を良くしたい
人が集まった」「アレもコ
レもしなくてはならない、
けれども、それはチャンス
である！」と締めくくられ
た。
自分の会社を良くした
い、神情協を良くしたい、神奈川から日本を良くしたいと幕末
の志士の様な経営者が集った。
懇親会では、女性活躍委員会の千葉委員長の挨拶でスター
ト、引き続き熱き討論が行われた。
懇親会の締めは、企業経営委員会の守屋副委員長により締め
られたが、熱き志士たちは「開港の地・横浜」で引き続き議論
を交わした事であろう。
株式会社日本インテリジェントビジネス 萩原一成

平成27年度「大学向けSE講座実施大学とSE講座講師との情報交換会」

開催日：平成28年2月17日(水）
SE講座特別委員会

2月17日に開催された「情報交換会」は12年目を迎え、大学からは9大学18名、企業側(SE講座講師)23社26名の参加があった。
今までの授業の 実施方法や感想主体の話題から、授業に対する内容のアンケートを学生に取った結果について話題が移り、どの
様に学生に講座を理解させるか、講義の改善すべき方法や各大学で実施している内容について学生へのプレゼンのポイントを主体
に各大学の教授方が真剣にお話しされていた。こういう議論こそSE講座が学校にとって、社会と繋がる重要な知識源であるという
事が明確になってきたと実感した。
このSE講座は業界自体大きな変革期にある現在、SEハンドブックも改変され、
講座の内容も見直しを行い、出来る限り実践の現場に近い情報を学生に伝える役
割を担っており、転換期に生ずるIT人材要件の多様化などを見据えた時、IT企業が
求める人材の知識が、就活を行う学生の持っている知識・経験などと齟齬が生じ
ないよう、産学間で議論し合う事でより良い方向に向かう事であろう。
更には各大学で共通のアンケートを使い、この講座が社内の現状に合う様学生
のアンケートにも記されている講師の技術の向上が必要になると思われる。
株式会社 エヌ・エス・ピイ 小山 芳廣

第28回軟式野球大会第1回戦・敗者復活第1回戦開催について
第28回軟式野球大会は、27チームの参加により開催した。
今回の大会から、神奈川県情報サービス産業健康保険組合との
共催はせずに、神情協独自（ただし、前回参加した健保加盟の
みのチームは参加可）の大会となった。
また、前回大会で試みたベスト16が決定した時点で一堂に
会して試合が出来る場を設けたが、天候の関係で中止、日程の
関係で大会終了という結果になったことから、今回は大会ス
タート時点の第1回戦・敗者復活第1回戦を一堂に会して試合
が出来る場を設けた。
この第1回戦・敗者復活第1回戦は、2016年4月9日（土）、
平塚大神スポーツ広場の4コートで開催した。当日は、天候は
晴れであったが、前々日に雨が降ったことから、グランド状態
が悪く、4コート中、3コートに水溜りがあり、そのままでは
使用は難しい状態であることが当日判明、担当する労働福利委
員会メンバーとお願いしている審判8名で懸命に水溜りの水を
くみ出し、砂まきをするという重労働をすることとなった。
幸いにというか、当日18試合を予定していたが、間際に4
チームから辞退の連絡があり、実際は12試合ということで、

開催日：平成28年4月9日(土）
労働福利委員会

辞退チームの試合は午前中のため、2コートあれば大会は進め
られ、ようやく午後には全コートの使用が出来るようになっ
た。
各試合は予定通り進み、選手からは一堂に会して行われるの
は良いとの声が聞かれた。
本大会は、この後の第2回戦以降は、チーム毎に決められた
スケジュールにより、日産グリーンカップ方式で大会を進め、
最終の決勝戦・第3位決定戦は、10月22日（土）伊勢原球場
で行われる予定である。なお、試合結果及び進行状況は神情協
ホームページのイベン
トアルバム・野球大会
をご覧ください。
今回、いろいろな面
で問題があったことか
ら、来年の運営につい
てはどのようにするか
委員会で検討をしてい
くこととなった。

開催日：平成28年4月15日(金）
労働福利委員会

第１回労働福利委員会セミナー

4月15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「介護問題が企業を直撃する!?〜経営者が知っておくべ
き、これだけの理由」が開催された。
介護問題は多くの企業が直面しており、さらに今後増えることが避けられない課題である。
今回、一般社団法人介護相続／コンシェルジュの代表理事鬼塚眞子氏を講師に招き、鬼塚氏自らの介護の実体験を踏まえて、介
護問題への対応に関してご講演いただいた。
自己都合による休職・退職であれば、業務の引継ぎ期間もあるが、介護による休職・退職は、突然発生する可能性もあり、本人
も周りも十分な対応が取れないのが実情ではないだろうか。
介護を理由とした退職では、それを引き止める訳にもいかず、多くの経営者は悩まれていることと思われる。また、親が倒れた
際に「自分が面倒を見なきゃいけない」という思いは誰しも抱くに違いない。
そのような状況になっても、介護保険制度を活用することで、「仕事を続けながら、同居でなくても介護はできる」という内容
は驚くべきものであった。
今年から新設された介護支援取組助成金というものがあり、企業として介護問題に事前に備え、社員も予備知識を持つことがで
きるようなので、弊社では早々にそれらの活用に向けて取り組んでいきたい。
株式会社エーアイネット・テクノロジ

小川 周三

開催日：平成28年5月21日(土）
労働福利委員会

家族慰安地引網大会

風薫る雲ひとつない青空の下

江ノ島に800人が集う

5月21日江ノ島片瀬海岸にて30周年記念家族慰安地引網大
会が開催された。30周年記念特別イベントという事もあり、
例年より100人以上多くの参加となった。
前回はビールの完売が早く残念そうに帰られる姿もあり、
今回はビールサーバ20Lを25本、焼酎384缶を用意。最後に多
少残るくらいで参加者は大変ご満悦な様子であった。バーベ
キューでは参加を重ねる方々が、食材を持参しアレンジして楽
しまれていた。
特別イベントという事で「お子様宝探し」は参加者全員に賞
品が当たり、通常は実施しない大人達への抽選によるプレゼン
トを用意。１等は30,000円のカタログギフト！抽選で名前が
あがる度に外れた感嘆の声が大きく、残念
がる大人達の姿はまるで童心に帰られたか
のようで大変賑わっていた。
肝心の地引網は、子供たちが一生懸命引
き上げるが引き潮という事もあり2回とも
不漁に終わる。珍しく「エイ」が１匹「し
らす」が多少引っかかり、子袋に分け希望
者へ配布した。終了時間が過ぎても余韻を
楽しまれ、今回も社員の皆さまとそのご家
族の良い懇親の場となり盛大な特別イベン
トが無事終了した。

第1回首都圏3団体フットサル大会頂上戦開催について
2016年5月28日（土）スポーツコミュニティー市川浦安に
おいて、第1回首都圏3団体フットサル大会頂上戦が開催され
た。この大会は、首都圏情報団体の東京都情報産業協会、千
葉県情報サービス産業協会と神奈川県情報
サービス産業協会の各団体で行っている
フットサル大会の上位3チームが出場し、
その頂点を決定するということで、今回が
第1回という大会だ。
神情協からは、昨年の第7回大会での優
勝チーム株式会社アイネット、第2位チー
ム株式会社エフタイム、第3位チームのデ
ジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー株式会社は都合がつかず、ベスト8の

開催日：平成28年5月28日(土）
労働福利委員会

チームよりNTTデータフォース株式会社の3社が参加した。
試合はそれぞれABCの3ブロックに別れ、1ブロック3チーム
での予選リーグを行い、ブロックごとの1・2・3位で決勝リー
グという流れで行った。
神情協チームは、3チームともに各
ブロックの第1位となり、決勝リーグ
では、神情協3チームが、優勝を目指
し対戦することとなった。
結果は、優勝：株式会社アイネッ
ト、第2位：NT Tデータフォース株式
会社、第3位：株式会社エフタイムと
上位を独占した。来年も本頂上戦の開
催を予定している。

日程：平成28年6月2日(木)〜7日（火）
教育研修委員会神情協事務局

アジアICTツアーin台湾に参加して

平成28年6月2日（木）〜7日（火）に海外研修として台湾に行ってまいりました。参加者は15名。
台北→台南→高雄と台湾を縦断する工程で、時期的には梅雨入り前でしたが、突然のスコールや、35度超えの気温と、日本とは
かなり異なる風土の洗礼を受け、ある意味貴重な体験となりました。
本研修のメインとなる世界最大級ITトレンドショーの「COMPUTEX TAIPEI 2016」には2日目に参加し、今回のテーマである
「IoT」、「Business Solution」、「Startups」、「Gaming」を体験してきました。
台湾国内の小規模企業から世界的な大企業まで、所狭しとブースが設営されており、様々な自社製品の展示をしておりました。
中でも、特に目を引いたものは「Gaming」の「e-Sports」で、世界各地でPC関連メーカーを始めとした様々な企業がスポンサー
となっているプロチームやプロリーグが多数存在し、世界的に急成長をしてい
る業界だけあり、各企業のブースも製品も目を引く派手なデザインで、かなり
の人を集め、異様な盛り上がりを見せておりました。
また、「IoT」のブースもトレンドという事もあり、スマートフォンやタブ
レットだけでなく、カメラや腕時計など、プライベートからビジネスにまで応
用可能になるような多彩な機能を搭載した各種製品も多く見受けられました。
最先端技術の体験や、6日間における他国の文化交流により、普段では受け
る事ができないような非常に良い刺激を受けた研修旅行となりました。
株式会社ネットフォレスト

大森 浩太

開催日：平成28年3月14日（火）
技術委員会

アプリケーションコンテスト2015
2015年度は大成功、2016年度は30周年記念事業として、規模を拡大して開催！
アプリケーションコンテスト2015の表彰式が神情協事務局会議室にて行われた。

本コンテストは、技術委員会参加企業のPRや地域貢献、新たなノウハウや技術の習得などに利用可能な場を提供することを目
的に企画されたが、協会会員企業にもオープン参加を呼びかけ広く開催することとなった。2015年度のコンテストでは、オープ
ンデータをメインテーマとすることとし、昨年9月の説明会に始まり、約３ヶ月間の作品製作期間を経て、最終9点のエントリーか
ら、最優秀賞、優秀賞計3作品を選定し表彰をおこなった。
応募作品は、いずれも素晴らしいものであり、選考委員をおおいに悩ますことと
なったが、オープンデータを意外な形で利用した独創的なアイデアが決め手とな
り、「首都争奪クエスト」(CIJ降旗さん)が最優秀賞に、優秀賞は、「Bunbetsu」
(ディーインクリエイティブ平さん)、「ハピタ」(日立INSソフトウェア河村さん)が
選ばれ、常山会長より表彰状が授与された。表彰式後は会場を移し、簡単なパー
ティが開催され、受賞者同士や委員会メンバーと開発の苦労話などで大いに盛り上
がる中、お開きとなった。
2016年度は、30周年記念事業として規模を拡大して開催する予定で、より多くの
方の参加を期待したい。

株式会社インフォマジック

神情協30周年記念ゴルフコンペ

市川嘉美

開催日：平成28年5月27日（金）
企業経営委員会

神情協30周年記念ゴルフコンペが、歴史ある名門レイク
ウッドゴルフクラブで開催された。30周年記念ということで
今までに神情協でご活躍された方達も多数ご参加頂き、総勢
78名、20組のコンペとなった。

大変盛り上がる
大会となった。
プ レ イ 後 の
パーティでは、

今回は30周年記念特別ルールとして、ゴルフの腕前を競う

新旧会長による

クラスA、ゴルフに参加することを楽しむクラスS、女性ナン

挨拶での掛け合

バーワンを決めるクラスJの3つのグループに分かれ、新ぺリ

いや、過去の神情協の苦労話や笑い話が聞けるなど、貴重な交

アのハンデも上限なしという誰が優勝するかまったく予想で

流の場ともなり、積もる話も尽きない中無事に30周年記念ゴ

きないルールで

ルフコンペが終了した

開催された。各
クラスとも特別
ルールの影響
か、優勝の常連

日本ノアーズ株式会社

持地慶人

★各クラスの優勝は下記の皆様でした。(敬称：略）
成

績

会 社 名

氏

名

ネットスコア

達を抑え、いつ

クラスA優勝

(株)アローズ・システムズ

荒川

崇

69.8

ものコンペとは

クラスS優勝

(株)富士テクノソリューションズ

山口

雅数

71.8

クラスJ優勝

(株)アイキャル

藤崎

由賀利

74.0

違った方々が優
勝を勝ち取り、

■株式会社アトムシステム

人間性・コミュニケーションを第一と考え、

藤沢市に本社を置く株式会社アトムシステ

社員への投資も惜しまない。資格手当は複数

ム。1981年に創業し35年目を迎える。
データパンチから始まり、汎用機でのシステ
ム開発・制御系の開発へ、さらにオープン系
やJavaでの開発等へ他社よりも早く転換した。
現在では客先常駐型から一括請負、自社製品
やサービスの展開等、幅広く事業を展開して
いる。近年ではアジア市場をターゲットとし、
マレーシア・バングラデシュに拠点となる法人
を構えた。オフショア開発が目的ではなく、欧
州、東南アジア向けソフトウェア開発および現
地企業へのBPO、SEOサービス等を提供して
いる。社員の発案で毎週月曜日には管理職が
英語でスピーチ、若手社員を半年間バングラデ
シュへ駐在させる等、国際感覚を持つ社員の
育成にも力を注いでいる。

資格分を加算方式で支給、クラブ活動等も活
発だ。全社ミーティング後の二次会は会社が近
隣の数店と契約して飲み放題、食べ放題で解
放している。社員への還元と同時に地元藤沢
の飲食店にも貢献している。全社員が利用でき
る独自のコミュニケーションツールを利用し社
内情報や各種イベントの様子などを共有する
ことで、社外で活躍する社員の帰属意識を高め
ている。
「急成長しなくて良い。100年続く会社にし
たい。」今はそのための基盤づくりの時。社長
から役員へ、さらには管理職・社員へ権限を委
譲する事で「自ら考え・行動する社員」を育成
している。今後は現在の事業を継続しつつ、国
内外でのサービス主体の事業へシフトしてい

■株式会社ＮＳＰ

る会社だ。
さらに、若者の就業支援のための認定（ユー
スエール認定）企業として、県内では初となる
認定を取得している。
男女を問わず従業員の能力を活用し、働き
やすい職場を築き上げ、より一層「居心地の良
い・働き甲斐のある」会社になるべく取り組ん
でいる。
今後のビジョンを伺うと「お客様に最適なシ
ステムの開発と安定した運用はもちろん、お客
様のさらなる発展に向けた提案を積極的にで
きるビジネスパートナーを目指します。また、人
財の育成にもさらに充実させていきます」との
こと。
また、同社は神情協の産学連携、企業経営、
技術委員会など各委員会に参画している。

1978年7月に独立系ソフトハウスとして設
立。幅広い顧客に対して独自性の高いI Tサー
ビスを提 供する一方、1994年に日清オイリ
オグループの傘下に入り現在に至る。社名は
Navigation & Solutions For Progress）の略
称。
現在は日清オイリオグループのIT分野を担当
するユーザー企業でありながら、元来の独立
系として培われたノウハウも併せ持つという独
自の強みがある。
また、ここ十数年は従業員数も200名強で安
定し、社員の離職率の低さも魅力の一つ。特に
昨年度「横浜グッドバランス賞」を受賞、“ワー
ク･ライフ･バランス”を合言葉に、結婚・出産し
ても復帰できる、育児休業後は未就学児の間、
短時間勤務が可能など、女性に取って魅力のあ

■株式会社科学情報システムズ（略称SIS）
横浜ベイクオーターを突き抜けると目の前に
あるビルが当社で、エレベーターホールから見
える横浜の海は社風同様の開放感を醸し出し
ている。
はじめに、浜地社長より会社の歴史について
お話を伺った。1984年、東証2部上場の総合
建設会社の森組の出資を受け、日立ソフトウェ
アエンジニアリング（当時）の協力会社として、
技術・人材育成の全面的なバックアップを受け
て設立。金融・公共・産業・通信と幅広い分野
を中心としたソフトウェア開発事業に加え、ソ
リューション事業にも力を入れており、研究開
発、社員アイデア提案活動、プライム企業との
協同研究など、高付加価値の自社ソリューショ
ンサービスの創出に積極的に取り組んでいる。
創業以来、
「社員のための会社」であること

を掲げ、早期に発足した従業員持株会が、現在
は筆頭株主となっている。また、浜地社長は社
員1期生であり、他の経営陣も創業当時の社員
で構成されている。
人財教育にも力を入れており、
「基礎からの
勉強が大切」を合言葉に、月1回の土曜日を出
勤日とし技術力向上を図っている。情報処理資
格の取得率は94%と国内トップクラスとなって
いる。
IPAの「中小ITベンダー人材育成優秀賞」、
横浜市主催の「よこはまグッドバランス賞」、神
情協女性活躍委員会主催の「ベスト・ワーキン
グ・ウーマン」など積極的に推進するなど、社
員中心の会社と言う印象を得た。
浜地社長は、会社の成長のためには毎年1割
程度の新人を採用し確実に育てていきたい。そ
して、
「スマート社会の実現を担う企業」を目

く。細野社長の眼差しは湘南の海を越え、世界
へと向けられている。

設 立：1981年12月
資本金：1億1,680万円
売上高：16億
社員数：138名
住 所：藤沢市南藤沢5-9 朝日生命藤沢ビル8F
Tel：0466-29-1248
URL：http://www.atomsystem.co.jp/

設 立：1978年7月
資本金：2億3,300万円
売上高：約32億円（2015年度）
社員数：223名
住 所：横浜市中区桜木町一丁目1番地8
日石横浜ビル28階
Tel：045-650-1311
URL：http://www.nsp-ltd.co.jp

指して、技術、人財、組織すべてにおいて進化
を続けたいと熱く語られた。

設 立：1984年4月
資本金：6,000万円
売上高：29億6,846万円（2016年３月）
社員数：293名（2016年４月）
住 所：横浜市神奈川区金港町2-6 横浜ブラザビル
Tel：045-450-6311
URL：http://www.sisinc.co.jp/

私の趣味でもあり、生活の一部にもなっていること。それは
フルートを吹くことです。
フルートの魅力に取りつかれ、気付けばフルート歴20年経ち
ます。
フルートを始めたきっかけは、高校の吹奏楽部です。中学で
の吹奏楽部ではトロンボーンを吹いていたのですが、高校での
入部後、じゃんけんに負けて希望の少ないフルートに回された
ことがきっかけでした。
最初は音すら出ないし、楽譜もへ音記号からト音記号にな
り、とても四苦八苦していたのを思い出します。
16歳の時、両親に買ってもらった初めてのフルート。それは
もう嬉しくて、毎日のように吹いていました。その時の気持ち
は今でも忘れられません。
音が出るようになって一曲丸々吹ける
ようになった時は嬉しかった！
仕方なく吹き始めたフルートが、いつ
の間にかハマってしまっていました！
それからしばらくして、市民吹奏楽団
に入り10年以上活動していました。毎週
日曜日の練習、夏のコンクール、年一回
の定期演奏会など、たくさんの練習や本
番の中で揉まれて上達したのかな、と思
います。その時の仲間とは、今でも飲み

ながら昔話で盛り
上がっています
（笑）
今現在は、月
1回の個人レッス
ン、友人たちと結
成したアンサンブ
ルの活動を行って
います。レッスンでは、毎回先生にダメ出しをされてしまいま
すが、その悔しさから練習に励んでいます。今はモーツァルト
を練習中です。難しいですが、やりがいを感じています！その
先生との雑談もまた、楽しいひと時です。
アンサンブルでは、曲数も増えてきて、どこでお披露目しよ
うか目論見中です。
今吹いている2代目フルートは15年経つのですが、そろそろ
3代目フルートに買い替えたいな、と検討中。試奏して「これ
だ！」と思ったフルートは総銀で80万円！？コツコツ貯金して
から手に入れたいと思います・・。
最近は少人数で吹くことが多いので、また大人数で合奏した
いな、と思っています。一生吹き続けていけるように、体力づ
くりに練習に、楽しく前向きに頑張って続けていきたいです。
株式会社エフ・トレード 若山 知子

熊本地震へ義援金
神情協では、5月度理事会において熊本地震被災者に対す
る義援金寄付を承認し、神奈川新聞厚生文化事業団を通じ、
日本赤十字社に義援金200万円を贈りました。

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社ソフトウェアプロダクツ
横浜市港北区新横浜
代表 清野 朋春
http://www.swp-ltd.co.jp
TEL 045-477-5206
業務 ソフトウェアの受託開発及び派遣
■正会員
株式会社メディノス 横浜営業所
横浜市西区北幸
代表 山田 浩司
http://www.medinos.co.jp/
TEL 045-290-6166
業務 ソフトウェア・ハードウェア設計・開発
「ソフト」組込み・制御・アプリ
「ハード」電気・電子回路
■正会員
株式会社インフォマティクス
川崎市幸区大宮町
代表 三原 正一
http://www.informatix.co.jp/
TEL 044-520-0850
業務 ・コンピュータ利用におけるソフト
開発、およびこれに伴う調査、コンサル
ティング業務

・ソフトウェアパッケージの販売、システ
ムメンテナンスならびにユーザーサポート
■正会員
株式会社曙光システムズ
さいたま市浦和区
代表 田中 茂
http://www.daybreak-systems.com
TEL 048-815-8457
業務 ソフトウェア開発、ソフトウェア
保守を主たる業とする。
■正会員
株式会社フロンティアポート
横浜市港北区新横浜
代表 榎本 勝敏
http://www.fpcom.jp/
TEL 045-534-7591
業務 ソフトウェア開発、インフラ設
計・構築・運用が主な業務
■正会員
株式会社エス・イー・プロジェクト 川崎事業所
川崎市中原区宮内
代表 星 尚次
http://se-project.co.jp
TEL 044-755-6841
業務 コンピューターソフトウェア開発
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及び電気機器製造
■正会員
株式会社インフォテック・サーブ
東京都千代田区神田小川町
代表 木田 徳彦
http://www.infotech-s.co.jp
TEL 03-5289-9321
業務 情報技術教育教材及び講座の開発・提供
ソフトウェアの受託開発
■正会員
株式会社TWO MOON
東京都町田市原町田
代表 福田 朋宏
http://twomoon-inc.com/
TEL 042-785-5927
業務 多種多様のマニュアル制作、テクニ
カルライティング、DTP編集、技術翻訳、
テクニカルイラスト作成、印刷、海外マ
ニュアル、サービスマニュアルなど
■正会員
株式会社東洋システムサイエンス
横浜市西区高島
代表 福田 國光
http://www.toyo-sys.co.jp
TEL 045-451-3191

業務 コンピュータソフト開発・販売
■正会員
トライシステム株式会社
川崎市川崎区小川町
代表 柳島 靖正
http://www.trisystem.jp
TEL 044-246-7971
業務 ソフトウェア開発
■正会員
株式会社哲英
横浜市港北区新横浜
代表 矢野 英治
http://www.tetsuei-japan.co.jp
TEL 045-476-5112
業務 経営コンサルティング、システム開発、
ホームページ制作、ベトナムオフショア開発
■正会員
鈴与シンワート株式会社 クラウドサービス事業部
東京都港区芝
代表 岩崎 洋
http://www.shinwart.co.jp
TEL 03-5440-2800
業務 ・システムディベロップメント・ビ
ジネスプロセスアウトソーシング・データ
センター＆クラウドサービス

