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神情協創立30周年を迎える2017年！
賀詞交歓会はお祝いムードが重なり、華々

しい祝賀会となった。
1月13日横浜ベイシェラトンホテル＆タ

ワーズは、友好団体・行政機関などご来賓
および会員総勢400名の皆さまで埋め尽く
された。

神情協常山会長の挨拶では、4
月1日に30周年を迎えるにあた
り、神奈川のIT産業で働く人口が
全就業人口の5.6%であること、
横浜市川崎市では7%を超えてお
り、日本のIT産業の集積地となっ
ていることから、30年間IT産業
の認知度を高めるために努力され
た先輩方をあらためて再認識され
たこと。

創立30年を節目に神情協のあらたな動向について
は、女性活躍委員会がこれからの働き方改革を見据え
「女性活躍ダイバーシティ委員会」に名称変更するこ
と、教育研修事業ではSEハンドブックの刷新やIoT・人
口知能、ビッグデータなど革新的技術に対応していくこ
とを述べられた。

日本の未来を切り開く「第4次産業革命」を追い風に
IT産業は今年も成長していく、会員企業の皆さまに役立

つための協会活動を多く行っ
ていくことを力強く話され
た。

来賓のご挨拶では、経済産
業省の上松様、神奈川県知事
黒岩様からお言葉をいただい
た。上松様からは政府が掲げ
ている働き方改革では、非常
にITに期待をされているお

話をいただき、また「第4次産業革命」はパズワードの
ように広がっており、その中でもIoTに関しては北海道
から沖縄まで各地域でIoT相談推
進ラボをつくり新しいプロジェク
トを創出支援しておられ、協会と
の連携に非常に期待されておられ
た。

黒岩知事からは、今年の神奈川
のテーマ「スマイル神奈川」健康

で明るい神奈川についてと「ふるさと納税」についてお
話しいただいた。

アトラクションでは、「マジシャン・ハヤブサ」のマ
ジックショーが披露され、指名された原田副会長が宙に
浮いたり、理事の一人が消えてしまったり、ご来賓の方
が持つテーブルが浮いてしまったりと会場の皆さまは真
剣かつ不思議なまなざしで観賞されていた。

　マジシャンが各テーブルでトランプやお金のマジッ
クも披露され、ご来場の皆さまは例年になく楽しまれた
交歓会となった。

平成29年賀詞交歓会 開催日：平成29年1月13日（金）
広報委員会



平成28年11月11日（金）横浜みなとみらいクイーンズ

フォーラムに於いて、「第19回神奈川県私立大学就職研究

会（略：県就研）と神情協との情報交換会」が開催され、県

就研校22校34名、神情協会員50社52名と例年通りの参加

があった。神情協常山会長から就職活動は順調の様子だが、

まだ苦戦している企業は多い。神奈川県私立大学就職研究会

本橋会長（相模女子大学）から神情協との情報交換は有意義

な時間であり、得られた情報は就職指導に役立てたいとの挨

拶があった。

意見交換では採用時期変更について、就職活動を短期に終

了し勉強や卒業研修に集中できたなど良い話の反面、業界研

究不足、複数内定に対しての相談増加など悪い話も多く聞か

第11回の横浜ITフォーラムが神情協30周年記念事業とし

て開催された。今回は、「IoTを活用したビジネスモデルに

ついて考える」と銘打って、昨年から引き続きIoTをテーマ

に取り上げての開催となった。

基調講演では、日本政策投資銀行

　産業調査部課長の青木崇様より、

「IoTによる社会改革」というテーマ

にて講演が行われた。IoTって、何の

絵文字？から始まり、IoTについての

歴史、そして具体的な活用方法につい

てのお話しがされた。

その後、IoT活用の取り組み事例として、富士通株式会

社のグローバルマーケティング本部の島田順一様より、

「富士通のものづくりICTへの取り組み」をテーマに講演

されたが、その中で、富士通株式会社にて運営されている

TechShopTokyoが紹介された。

これは、ものづくりのために、匠のみが扱えた高価な工作

機械を、個人が容易に使用できることを目的としているとの

ことで、所有から利用へとクラウドコンピューティングと同

じ発想でオープンされている。都心の赤坂で木材や金属加工

が行え、アイデア

を形にすることが

容易に行える会員

制オープンアクセ

ス型DIY工房だそう

だ。DIY好きなら堪

らないのではない

かと思う。工房の

れた。またオワハラ、サイレントについては、昨年度より

減ってはいるが無くなってはいないと話した県就研校が多

かった。

インターンシップに関連した話題では熱い意見交換が行わ

れ活気ある情報交換会となった。

懇親会では、神情協熊田副会長の挨拶、県就研関東学院大

学新谷様の乾杯で始まり、名刺交換、活発な意見交換が行わ

れ情報交換会に引き続き大盛況に終わった。

今後も神情協会員の皆様、県就研各校の皆様の協力をお願

いしたい。

株式会社ISTソフトウェア　坂部　優

最年少会員は16歳の女子

高校生とのことだ。

引き続き、富士通株式

会 社 の も の づ く り プ ロ

モーション企画部の高鹿

様から、「つながる町工

場」をテーマに、中小企

業の垣根を越えて人と人

が繋がる場を提供しているIVI（一般社団法人インダストリ

アル・バリューチェーン・イニシアティブ）が紹介された。

IVIのワーキンググループの中で、実際の中小製造業の現場

の様子を、若干コミカルな動画で紹介されるなど、参加者の

関心を大いに引いた。3社共同で板金加工を受注する例など

は、つながる町工場の実態を知るいい機会になったのではな

いだろうか。

当日のフォーラムの参加者は153名となり、その後の懇

親会にも53名の方が参加され、30周年記念事業の横浜IT

フォーラムは盛会で幕を閉じた。

アドバンスドプランニング株式会社　今井　一範

第19回神奈川県私立大学就職研究会と神情協との情報交換会

第11回横浜ITフォーラム

開催日：平成28年11月11日（金）
産学連携委員会

開催日：平成28年11月8日（火）
横浜市交流委員会



第44回神情協ビジネスフォーラムがEMS-JP

との共催で開催された。EMS-JPは、高い開発技

術力を有した企業が集結した電子機器開発企業の

コンソーシアムで、ものづくりを得意とする集団

だ。

第一部の商談会はAP横浜の会議室で行われ、常

山神情協会長、岡EMS-JP事務局長の挨拶から商

談会の幕を開けたが、岡事務局長のEMS-JPに関

する紹介は、モノづくり最強チームを目指してい

る団体らしい、熱いメッセージとなった。その後

の各社の発表は、関西電子情報産業協同組合の組

合紹介から始まり、神情協側、EMS-JP側と交互

に行われた。そして、今回ゲスト参加の衆議院議

員の福田峰之様より、「ITの力で企業力アップ」

と題して、ITに精通している福田議員ならではの

お話しがあった。その中で、地域未来投資促進事業として、

生産性向上に向けたIT導入に対し、国から補助金として2/3

を助成すると言う追加補正予算のお話しをされた。全国に先

駆けての発表らしく、参加された企業は大いに得をすること

となった。

商談会の後は、ホテルキャメロットジャパンに場所を移し

て、第二部の懇親会が行われた。杉之間副会長の挨拶の後、

恒例の神情協の新入会員のご紹介、そしてEMS-JPから参加

されている企業の紹介があった。EMS-JPは、我々はモノづ

くり企業のグループではないチームだ！！！と言うフレーズ

通りの勢いのあるチーム紹介で、神情協側から参加された

方々も、大きな刺激を受けることとなった。その後、懇親会

にも参加して頂いた福田議員から、神奈川で〇〇億（あえて
このように表記しています）の助成金の獲得を促され、懇親

会は大きな盛り上がりの中、EMS-JPと神情協双方の会員で

ある株式会社HOKUTOの石村社長の締めの挨拶で幕を閉じ

た。

企業経営委員会主催のビジネスフォーラムは、これからも

活発に活動されている他団体との共催という形で行う予定

で、参加企業のビジネスチャンスを広げられるような有意義

なフォーラムを目指していきたい。

アドバンスドプランニング株式会社　今井　一範

第3回労働福利委員会セミナーが12月2日（金） 横浜AP

ビル4階会議室で開催された。

YSメンタルヘルス株式会社代表取締役社長の岡田基良氏

を講師に招き、「企業防衛・業績倍増を同時に実現するメン

タルヘルス対策」というテーマでご講演いただいた。

昨年12月からストレスチェック制度が施行され、国をあ

げてメンタルヘルス対策に取り組んでいる状況だが、現状の

ストレスチェックではメンタル不調者が名乗り出づらい、

また隠す人が多い

ことが問題となっ

ているようだ。ま

た、メンタルに問

題がなさそうな人

も密かに不調を抱

え、勤務していて

も本来あるべき生

産性を発揮できていないケース

を「プレゼンティズム」と呼ぶ

そうだが、これは病気による遅

刻や休職など業務に就けない

「アブセンティズム」よりも社

会に与える損失が大きいとのこ

と。

メンタル不調が表面化していない人をどうフォローしてい

くかが課題であると感じた。

そんな中、意識改革を行うことによって生産性向上とメン

タル不調の未然防止を同時に実現できるという意見はとても

興味深かった。具体的な方法としては「意識変換シート」を

使用するとのことで、使い方も学んだ。

お話しいただいた内容を基に、ストレスをいかにマネジメ

ントしていくかを考えていきたい。

株式会社計装エンジニアリング　長行司哲也

第44回神情協ビジネスフォーラム

第3回労働福利委員会セミナー「企業防衛・業績倍増を同時に実現するメンタルヘルス対策」

開催日：平成28年10月20日（木）
企業経営委員会

開催日：平成28年12月2日（金）
労働福利委員会



学生さんの新しい発想をビジネスに取り込んでいきたいとい

う思いでスタートをしてから今年の開催で3年目。今年はビジ

ネス企画部門20点、ITプロダクツ部門9点のエントリーがあ

り、その中から最終選考会には合計12作品が選定され、ICT

革命を予感させられるような、大変熱いコンテストとなった。

優秀賞は横浜医療情報専門学校生「助けてアヒルちゃん」〜

お風呂に出動〜、情報科学専門学校生「クラウドカウンター」

第34回技術セミナーは神情協30周年記念行事の一環とし

て横浜情報文化センターにて70名の参加にて２部構成で開

催された。

第１部は会員企業の企画力・技術力への挑戦と地域･社会

への貢献を目的としたアプリケーションコンテスト2016に

11点の作品応募があり、その中からオープンデータ部門・フ

リー部門で計5点の優秀賞が選定され、優秀作品の表彰式と

プレゼンテーションが行われた（優秀賞は別表のとおり）。

第２部は株式会社BCN谷畑

良胤様（週刊BCN編集委員）

より「オープンデータビジネス

展開の可能性」と題して講演い

ただいた。オープンデータ、

ビッグデータのビジネス活用は

今後大きく広がる分野であり、

有効となるAI技術は人間の能力

を超える（補う？）レベルへ発

展していて、日本ではICT政策

により推進されているという現

状を再認識することができた。今後、共通プラットフォーム

やデータ形式の標準化により急速な展開となるので、有効な

ビジネスモデルの見極めが重要とのアドバイスもいただけ

た。IT業界において非常に大きな期待と可能性を感じられ

た講演であった。

株式会社富士テクノソリューションズ　山口　雅数

の2作品が選ば

れ、そして最優

秀賞には情報科

学専門学校1年

生チームの「翻

訳カメラ」が選ばれた。現在の社会に対してタイムリーな作品

で、実用性・市場性・ニーズ性があり、さらにプレゼンテー

ションスキルも高くそれぞれ大変素晴らしい作品であった。

コンテスト全体の雰囲気も良く、質問TIMEでは別チームの

学生さんからアイデア提案が出る一幕もあり、学生にとっても

企業にとっても良い機会となった。

産学連携委員会として、今後も社会の発展につなげられるよ

うな活動を目指していきたい。

株式会社アイセル　草川　麗子

これからの社会の発展につながる新しい発想の作品が多く大盛況
横浜情報文化センターにて開催

学生ITコンテスト

第34回技術セミナー＆アプリケーションコンテスト2016表彰式

開催日：平成28年11月29日（火）
産学連携委員会

開催日：平成29年1月25日（水）
技術委員会

＜最優秀賞＞ 作品名 在籍会社 製作者

オープンデータ部門 副業の達人 株式会社メトロ 立見　哲也　氏

フリー部門 濱の坂道 株式会社ディーインクリエイティブ 工藤　奈々子　チーム

＜優秀賞＞ 作品名 在籍会社 製作者

オープンデータ部門 家族会議 株式会社CIJ 降籏　浩司　チーム

フリー部門
みなとをくらえ 株式会社アローズ・システムズ 新倉　直明　氏

書籍連想！BOOK２VEC シンポー情報システム株式会社 荒井　陽介　チーム



10月22日（土）、いせはらサンシャインスタジアムにおいて、第28回軟式野球大
会の最終戦が行われた。今回の大会は、参加チーム27チームで本年4月より開催して
おり、第三位決定戦、決勝戦の2試合を行った。

第三位決定戦は、NTTデータフォースと新明和ソフトテクノロジが対戦した。試
合は、1回の裏、新明和ソフトテクノロジが1点を先行するも、2回表にNTTデータ
フォースが1点を返し同点。3回には両者とも2点を加え、また同点。4回にNTTデー
タフォースが4点を加え、7対3とこのまま逃げ切るかに思えたが、5回、6回と新明和ソフトテクノロジが2点ずつ点を加え、また
また同点。試合時間も予定の時間を超え、勝敗はじゃんけんかと思えたが、7回裏に新明和ソフトテクノロジが1点を入れ、粘りの
勝利となった。

決勝戦は、アイネットとNTTソフトウェアが対戦した。両チームの守備も素晴らし
く、さすがは決勝戦と言える試合運びであった。試合は、3回にアイネットが1点を先取
し、両チームの投手のナイスピッチングで、後は両チームとも点が取れず、試合終了と
なった。試合後、わかったのだが両チームの投手は50歳を超えているそうだ！　優勝の
アイネットは、本大会の第1回で前身のフジコンサルトが優勝して以来、27年ぶりに栄
冠を手にした。

結果は、優勝：アイネット、準優勝：NTTソフトウェア、第三位：新明和ソフトテク
ノロジ、第四位：NTTデータフォース。

第10回「神情協大クリスマスパーティー2016」が、12

月13日にホテルキャメロットジャパンで開催された。

今回も昨年と同様に企業経営委員会・女性活躍委員会の2

委員会による合同開催で112名の参加者が集った。

常山会長による開会挨拶では、今年開催された30周年企

画などのお話もあり、クリスマスパーティーも開始からムー

ドが高まっていた。そして前山企業経営委員長と千葉女性活

躍委員長による乾杯の発声と同時にクラッカーでパーティー

が開始された。　

各テーブルでは

美味しい料理とお

酒 を 堪 能 し な が

ら、懇親を深める

様子が見受けられ

た。

毎年恒例企画と

なっている【カッ

プリングゲーム】。自分のパンフレットと同じ番号を探しな

がら、話しかけた方と交流を深めている姿もあり、和やかな

空気が流れていた。

また、もう一つの企画としてチーム対抗のクイズゲームを

開催。今年はクイズダービーではなく、5年ぶりに【ウルト

ラクイズ】が復活した。

株式会社情創の

富樫様、スパイス

メ デ ィ アの 鷹 觜

様の息の合った司

会のもと、神情協

30thにまつわる

問題や今年話題と

なったVRやアメ

リカ大統領選など

の問題が出題され、回答時には各チームから歓声や時には、

ため息も聞こえ、盛り上がりを見せた。

続いての【お楽しみ大抽選会】は、神情協加盟有志企業が

景品を持ち寄り、31社から78点の景品をお預かりし、豪華

な抽選会となった。くじ引きを担当するのは、幸運の女神 

株式会社メトロの鈴木絵里加様。女神に引き当てられた人た

ちはそれぞれ豪華な景品を受け取っていた。

【カップリングゲーム抽選会】ではそれぞれの相手を見つ

けたペア番号が呼ばれ、ディズニーペアチケットやワインな

どの豪華景品を受け取っていた。

今年もほぼすべてのペアが見つかり、コミュニケーション

を取れる良いきっかけになったと嬉しいお声もいただけた。

抽選会が終了すると大盛況の中、熊田副会長の閉会挨拶に

て幕を閉じた。

キャメロットの

美味しい料理と華

やかな会場で、出

会いと交流を楽し

める神情協のクリ

スマスパーティー

を毎年楽しみにし

ている人も多い。

来年度のクリスマスパーティーがどのような素晴らしいパー

ティーになるのか。今から待ち遠しい。

株式会社ティー・エム・シー　矢吹　秀文

第28回軟式野球大会最終戦

第10回「神情協大クリスマスパーティー2016」

日程：平成28年10月22日（土）
労働福利委員会

開催日：平成28年12月13日（火）
企業経営委員会・女性活躍委員会



10月21日（金）の19時より、ダーツバーベノア横浜店に

て、女性活躍委員会主催の「ダーツ交流会」を開催した。当日

は、若手を中心に約80名の方にご参加いただき、食事をしな

がらダーツを楽しんだ。

ダーツは2ゲーム行い、成績上位の方々には、会員企業より

ご提供いただいたプチダイヤのネックレスや日本酒、ワイン、

図書カードなど素敵な賞品が贈呈された。

【ダーツ優勝ペアのコメント】
株式会社イマジン　河野北斗さん
ダーツ大会という楽しいイベントを主催、企画していただき

誠にありがとうございます。

私はダーツ経験が少なく、不安を抱えながらの参加でした

が、チーム関係なく、皆様にアドバイス頂きながら楽しくプレ

イすることができました。

そこで ペアになった野川様にプレイで助けられ、場の空気

作りもしていただいて本当に楽しかったです。ただ、私のペア

の優勝は本当に奇跡だと考えます。

野川様はコンスタントに得点を稼いて頂いたので、足を引っ

張らないようにという思いで必死

でした。

私はたまたま真ん中に刺さった

のが何回も続いたので、運がよ

かったです。人生の運を全て使い

果たしてしまったと言っても過言

ではないかと思います。ダーツ大

会をきっかけに、私はダーツにハ

マり、週に２回程のペースで行くようになりました。新しい趣

味が誕生した瞬間でした。また、ダーツ大会のようなイベント

があった際には是非とも参加させていただけけたらと思ってお

りますので、何卒よろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

株式会社大洋システムテクノロジー　野川みき子さん
この度は当イベントに参加させて頂き、ありがとうございま

した。

弊社からはわたくし一人での出席でしたので始めは非常に緊

張しましたが、同世代の方々とダーツだけでなく食事と会話も

楽しむことが出来、花金にふさわしい楽しい時間を過ごさせて

いただきました。

ペアを組んでいただいた河野さん（株式会社イマジン）のお

陰で、まさかの優勝と言う華々しい経験もさせて頂き、大変嬉

しく思います。

千葉様始め、運営に携わられていた皆さまのご尽力あっての

ことと存じます。今後はわたくしも何かお力添えできればと思

います。

ありがとうございました。

2016年10月25日22時30分、羽田空港国際線ロビーに集

合。各自エミレーツ航空のカウンターにてチェックイン。真夜

中24時10分、一路ドバイに向け飛び発つ。神情協海外研修ス

ペイン・ドバイ視察団の出発だ。羽田界隈の夜景が美しい。離

陸して約11時間の飛行。ドバイで1時間半ほど休憩してバルセ

ロナ行きに乗り換える。ドバイの空港はやたらと広く乗換えが

大変だ。迷子が出ないよう注意して目的のゲート目指して進

む。

　ドバイ・バルセロナ間は約7時間。現地時間の昼過ぎバル

セロナに到着。着後バスに乗り換え、バルセロナの市内観光に

向かう。ここバルセロナには有名なサクラダ・ファミリア、大

聖堂、サンタ・マリア・デル・マル教会、ピカソ美術館など著

名な建物がそこかしこにあるが、時間の関係でピカソ美術館に

寄れなかったのは残念。街を一望できるグエル公園もカット。

2日目午前中はバルセロナの市内企業視察ということで、

「SIGMA」を訪問する。夕方、バルセロナを離れてマドリッ

ドに向かう。特急列車で約3時間の列車の旅。一頃に比べ車両

も良くなり快適な旅だった。マドリッドの中央駅「アトチャ

駅」が新しく建て直され、旧アトチャ駅が植物園に変身してい

るのに驚いた。

3日目、午前中は展

示会の見学。入場のた

めに登録を済ませ館内

に入る。

「In t e rna t i ona l 

T r a d e  F a i r  f o r 

t h e  E l e c t r i c a l 

a n d  E l e c t r o n i c s 

Industry」という展示

会でかなりの広さがあ

り、見て回るのに足が

棒。IT分野は少なく、

日本からの出展企業は

数社しか見当らなかった。展示会を見学して、午後はマドリッ

ド市内の視察。王宮、プラド美術館、マヨール広場、スペイン

広場など駆け足で回る。プラド美術館は何回訪れても圧巻だ。

4日目、今日はいよいよスペインを離れる日。午前中郊外の

トレドへ向かう。トレドは小さな田舎町だが、昔都でもあっ

た。300年を要して建てられたスペイン・カトリックの総本山

である大聖堂、サント・トメ教会は圧巻。トレドからマドリッ

ドの空港へ戻り、夜ドバイへ出立。

5日目、朝早くドバイ空港に到着。そのままドバイの市内観

光に。世界一高いパージュ・カリファの展望台から見る景色は

昨年と比べ建築中のビルの数が増えていた。ドバイのバイタリ

ティは凄い。ドバイは1泊で、多分物足りなかったのではない

だろうか。

6日目朝5時起床で、空港へ。深夜、羽田空港へ帰着。今回

は大きなトラブルも無く全員無事で帰着できたのは参加メン

バーの一致団結した賜物と感謝。

株式会社日本インテリジェントビジネス　萩原　成美

ダーツ交流会 開催日：平成28年10月21日（金）
女性活躍委員会

開催日：平成28年10月26日（水）〜31日（月）
教育研修委員会2016年度海外視察研修旅行【スペイン・ドバイ６日間】



神情協30周年として正副会長4名による座談会を開催し、神情
協の魅力そして今後について語っていただきました。

●神情協の魅力について
常山：神情協は委員会活動が充実している。委員会への参加は
楽しいだけでなく大変さもあるが新しい事を知ることも出来
る。協会に入るだけでなく委員会に入る事でメリットが生まれ
ると考えます。
熊田：他県と比べても委員会活動をこれだけ活発に行っている
のは神奈川ですね。
常山：熊田副会長が担当している産学連携と横浜市･川崎市交
流委員会、SE講座などがありますがどんなメリットがあると
感じていますか?
熊田：たとえば産学連携ではリクルートにつながる合同企業説
明会があり、また神奈川県私立大学就職研究会との意見交換会
では、各大学の先生方とつながりができるので採用面でのメ
リットが生まれる。学生側から見ても神情協加盟企業というこ
とで重みがあり、採用につながります。
原田：私が感じるメリットは、加盟している330社の中で従業
員1000人以上の大企業は数社あるがほとんどは中小企業。神
情協に加盟して大企業の方とのつながりを持つなど、さまざま
な企業文化を知ることが出来、また、単独の企業の中では知り
えないことを知る事が出来るので経営者としての勉強にもなり
ます。
常山：企業経営についても他の企業がどのように経営している
か聞くチャンスがありますね。それと委員会の中の活動は企業規
模に関わらず平等。それも神情協の良いところですね。
全員：（そのほかの委員会のメリットを挙げて頂いた。）

企業経営
委員会

フォーラムを通じ、ビジネスマッチングを実施。大手企業もパー
トナー探しを目的として参加している。他社の業態やその変遷・
手法などを知ることができる。

教育研修
委員会

さまざまな分野の教育（新人向け・言語教育・管理者向けなど
100講座ほど）があり費用も外部教育に比べ比較的安い。会社毎
に教育システムが充実しているところは少ないが、神情協の教育
を利用することで充実した教育が実施できる。委員会内に教育会
社もあるため内容・バリエーションとも充実している。

技術委員会
専門知識を学ぶことが出来る。アプリコンテストなどで技術力
UPを図る機会となる。

労働福利
委員会

活動を通して派遣法・雇用法の動きなどを共有できる。家族を含
めて参加できるイベントも盛況。最大で1000人ほど参加するイ
ベントもある。単独の企業ではなかなか難しいイベントを委員会
で運営している。

横浜・川崎市
交流委員会

行政と直接つながるメリットがある。特に現在は川崎･横浜市共
に活動が活発で協力体制が構築されつつある。

女性活躍
委員会

女性が就職しやすい業界であるがまだまだ女性管理職が少ないの
が実情、女性管理職登用の促進。女性が長く働き続けることを目
指した活動。女性自身や経営者への啓蒙・セミナーなども実施。
中でもベスト・ワーキング・ウーマン表彰は神情協独自の試み。
総会時に大勢の人の前で表彰されるので受賞した女性から喜びの
声を頂いている。

原田：今日の座談会にあたり会長挨拶や目的・基本方針など再
認識してきました。その中には理念が詠われています。企業と
同じで理念を引き継いでいくのが大切。「企業の永続的発展
と・・・」今後も各委員会でもそれを理解し、役割を考えて活
動してゆけば良いと感じます。
全員：異議なし！！

●神情協の今後について
熊田：情報サービス産業をいかに県内で広げるか。その活躍を
皆に知らせて、特に学生に情報サービス産業の役割・重要性を

知ってもらい今後のリクルート活動にもつなげていきたい。そ
れがSE講座の役割です。
常山：SE講座は2016年度は12大学でおこなっていますが、
あまり増やす必要性は感じません。講師にも予算にも制限があ
るので。
熊田：規模を増やす必要はないが、現在やっているところとは
続けるべきですね。採用にメリットがあります。
原田：これも神情協独自の活動ですよね。
常山：IT業界もソフト開発やデザイン等に縛られずに今後は
様々な形態に幅が広がっていきます。
熊田：そうですね。異業種とのコンタクトが重要になっていき
ます。
常山：製造業だがソフトウェアを使用した業態等も出てきますね。
原田：製造業もサービス化を視野に入れないと生き残れない時
代です。
熊田：神情協のビジネスフォーラムも最近では異業種を巻き込ん
だ開催となっていますね。今後もそれを継続していきましょう。
常山：神情協の会員はやはりソフト開発の会社が多く、ものづ
くりを行うパートナーが必要です。ハードウェアを作る企業と
のマッチング機会を設定するなどし、会員企業となっていただ
きたい。
熊田：IDECのような様々な業種が加盟する団体との交流も強
化したいです。
常山：現在、神情協と川崎工業団体の交流を行っていますが、
間に市や学の部分をもっと巻き込んで活性化したいです。
熊田：政府・行政とのつながりを持つともっと神情協のネームバ
リューがでる。今以上に目を向けていくべきではと考えています。
原田：神情協の会員が受けられる助成金等があるとなお良いで
すね。それが出来ると会員になるメリットが明確になります。
常山：自社製品を持つことは大事。それも売れる自社製品がで
きると会社の自由度が増すので、助成金を活用して成長する企
業が増えるとよいですね。技術者も営業も成長しますし。
常山：他の協会と合同で教育研修を行う等、やってみるのもお
もしろいと思います。ゴルフやフットサル等は交流を始めている
が教育でも交流すると他の協会がやっている内容も知れます。
杉之間：委員会活動については、あったらよいと思う委員会は
沢山あるが、新たなものを考えるのではなくゼロベースで考え
直して再構築するのがよいです。
熊田：現在の委員会でそれぞれ活動を広げるか考えてみること
が大事。女性活躍ダイバーシティ委員会（2017/3改名）もそ
の一つです。
常山：会員企業も「多様性の受容」を求められています。属性
や働く条件の違いを考慮して採用し定着させるために活動して
います。
杉之間：協会の理事を務めると神情協をより深く知る事が出来
る。多くの方に知る機会を得てほしいです。
常山：理事以外にも副委員長を増やすとその機会を作れます
ね。それにより委員会を活性化、そして今以上に神情協が会員
企業にとってメリットのあるものにしていきましょう。
全員：異議なし！！

[参加者]
　会長　　　常山　勝彦
　副会長　　杉之間伸男
　副会長　　原田久仁子
　副会長　　熊田　恒雄

神情協30周年特別企画　正副会長座談会



神情協  創立21年（2007年度）から30周　年（2016年度）までの出来事＆トピックス

2007年度（平成19年度）

2008年度（平成20年度）

2009年度（平成21年度）

2010年度（平成22年度）

2011年度（平成23年度）

2012年度（平成24年度）

2013年度（平成25年度）

2014年度（平成26年度）

2015年度（平成27年度）

2016年度（平成28年度）

クリスマスパーティ

メンタルタフネス教育
第１回フットサル大会

経営者向け中国視察研修 リクルート用DVD制作 第１回ベスト・ワーキング
・ウーマン表彰式

年度）

クリスマスパーティク

第１回ベスト・ワーキング
ウ マン表彰式

海外視察研修
「マレーシア・シンガポール」

海外視察研修
マレ シア シンガポ ル」

実業団ゴルフ選手権大会
（企業対抗） 「マ

実業団ゴルフ選手権大会
（企業対抗）

経営者向け中国視察研修 リ

メンタルタフネス教育 インターンシップ集合研修会インターンシップ集合研修会ーンシップ集合研修会イ
第１回フットサル大会ッ

技術セミナー
（テーマ：クラウドコンピューティング）

エコール IT かながわ事業

SE講座講師認定書授与式

KIA 労務メール相談
第21回軟式野球大会産業能率大学情報システム

実践演習
産業能率大学情報システムステム

実践演習実践演習

SE講座講師認定書授与式講 ３団体合同賀詞交歓会 ETロボコン2010参戦
（KIA チームバオバブ）

夢絵コンテスト審査風景
３団体合同賀詞交歓会 ETロボコン2010参戦ロ 2010 戦ETロボコン2010参戦戦

（KIA チ ムバオバブ）

新入社員研修・技術見学会 神情協として義援金300万贈る フェイスブックページ作成新入社員研修・技術見学会 神 和太鼓お披露目

委員会対抗ゴルフ大会

常山会長就任

家族慰安地引網大会

委員会対抗ゴルフ大会員委員会対抗ゴルフ大会大会抗ゴ

度）

家族慰安地引網大会

常山会長就任常山 ICT TOUR in ASIA

キャリアアップセミナー

KIA マスコットキャラクター
「kia ぽん」誕生

知的財産活用フォーラム
in かわさき

知的財産活用フォーラム知的財産活用フォーラ知知
i かわさき

懇親船つり大会

合同企業説明会

川崎競馬場施設見学

学生 IT コンテスト
親子夏休みわくわく
お菓子工場見学会

K親子夏休みわくわく
お菓子工場見学会

海外研修「ドバイ」海外研修「ドバイ」イ」ドバ
神情協サマーパーティ 神奈川県私立大学就職研究会

との情報交換会

平成28年度定時社員総会及び
創立30周年記念行事

アプリケーションコンテスト 30周年記念サマークルーズ かながわ仕事体験フェスタかながわ仕事体験フェスタか

30
周年
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知的財産活用フォーラム知的財産活用フォーラ知知
i かわさき

懇親船つり大会

合同企業説明会

川崎競馬場施設見学

学生 IT コンテスト
親子夏休みわくわく
お菓子工場見学会

K親子夏休みわくわく
お菓子工場見学会

海外研修「ドバイ」海外研修「ドバイ」イ」ドバ
神情協サマーパーティ 神奈川県私立大学就職研究会

との情報交換会

平成28年度定時社員総会及び
創立30周年記念行事

アプリケーションコンテスト 30周年記念サマークルーズ かながわ仕事体験フェスタかながわ仕事体験フェスタか

30
周年
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■「神情協、2つの自慢」
専務理事　内藤由夫

1つ目の自慢は、各都道府県にある情報関連団体で神情協は
会員数第1位、私が入社した平成15年は、180社程度でした
が、それから5年後の平成19年9月に300社を超え、その後、
リーマンショック等があっても300社を切ることがなく、現
在に至る。30周年目では、最高記録の337社（2017/2）ま
で達しました。
2つ目の自慢は、一般社団法人移行認可が神奈川県で第1番
目。法律により、社団（財団）法人は、一般か公益のいずれ
かに移行しなければならないと決められ、全国の法人が一斉
に大変な事務手続きをし、移行が進められた。その中で、神
情協は、平成23年1月、県内トップで「一般社団法人」とし
て認可された。
私の在籍期間に、これらの事務手続きを自ら行うことが出来
たことに感謝したい。

■「神情協の社会貢献事業（CSR）」
事務局長　前田光文

協会のCSR活動は多数有りますが、主なものとしては、10
周年記念事業で開始された夢絵コンテスト、さらにはエコー
ルIT、特殊学校への和太鼓の寄贈、そして2004年から開始
され現在も継続している大学向けSE講座があります。SE講
座は、就職を迎える学生に、IT業界の正しい理解と、大き
な夢をもって当業界を進路選択して欲しいという思いから実
施している事業です。2004年度に1大学から始まり、現在
までに実施してきた大学の数は14大学、2017年度は15校
目の大学が開設を予定しております。この間ＳＥ講座講師と
して認定されて、講座を実施いただいた方は、当時からの正
副会長を含めると100名近くの皆様にご尽力頂いております。
今後も各大学のニーズと、熱心な講師の皆様のご協力とそし
て最も重要なのが会員企業各社のご理解がないと実施出来な
い事業です。今後もご理解を頂きぜひＳＥ講座を継続して頂
ければ幸いです。個人的にはこの事業に携われたことを大変
うれしく感謝申上げます。

■「神情協創立30周年を迎えて」
事務局次長　笹村清美

就職情報誌の「職員募集」の記事の中に『お客様がお土産に
ケーキを持ってきてくれます!』とあり、それにひかれて応
募しました。採用後、お土産のケーキの部分は、編集者が適
当に入れた宣伝文だとわかりがっかりしたものです。そんな
ケーキに釣られて入社した私ですが、神情協の活動を支える
仕事はとてもやりがいのあるもので、気がつけば28年もこ
こにいます。
創立30周年を迎えた神情協は、会員数が当時の2倍以上とな
り、ここまで大きくなることができたのは、会員企業の皆様
のご尽力のおかげですが、その中に私の微力が含まれている
と思うととてもうれしく思います。神情協の10年後、20年
後が、今以上に大きく発展できるよう、お役に立てる間は全
力で頑張っていきたいと考えています。

■「神情協の歴史30年のうちの15年間を振り返って」
主任　甲田泰之

平成12年11月、今から15年前に事務局に入社したので、
30周年の半分から、神情協に携わることになりました。入
社時の会員企業数は176社、現在337社なので、150社増と
大幅に会員数は増加しました。さらに、会員さん同士の交流
も15年前にくらべても活発化していると思います。事務局
で、イベントを担当することも増えて、やりがいも増えてき
たと思います。こう
いったおおきな協会
になっていったのも、
先人の皆様と会員・
理事の皆様のご鞭撻
のおかげと思ってお
ります。今後も、協
会・この業界・各社
様の発展についてい
けるようにがんばっ
ていきます。

神情協創立30周年を振り返って　〜事務局より一言〜
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30
周年 　神情協役員推移（平成19年度〜平成28年度10年間）

一般社団法人（年度：当年6月〜翌年6月） 社団法人（年度：当年4月〜翌年3月）

お名前

第4期 第3期 第2期 第1期 第12期 第11期

平成28
年度

平成27
年度

平成26
年度

平成25
年度

平成24
年度

平成23
年度

平成22年度
（平成23年1月で切り替え）

平成21
年度

平成20
年度

平成19
年度

現

行

役

員

常山　勝彦 会長 会長 会長 会長 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

杉之間伸男 副会長 副会長 副会長 副会長 理事 理事 理事 理事 理事 常務理事 常務理事

原田久仁子 副会長 副会長 副会長 副会長 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

熊田　恒雄 副会長 副会長 副会長 副会長 理事

内藤　由夫 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事 専務理事

板橋　哲也 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 理事 理事

今西　行雄 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 理事 理事 理事

市川　嘉美 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

小川名剛彦 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

高橋　佑至 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

千葉理恵子 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

中山いその 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

畠山　英俊 常務理事 常務理事 常務理事 理事

前山　浩志 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

井手　興一 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

今井　一範 理事 理事

大指　一郎 理事 理事 理事 理事

大西　雄一 理事 理事 理事

梶本　繁昌 理事 理事 理事 理事

小山　芳廣 理事 理事 理事 理事 理事 理事

坂本　　淳 理事 理事 理事 理事

高見沢正己 理事 理事 理事 理事

富樫　和弘 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

中溝　正俊 理事 理事 理事 理事

平野　雅義 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

福井　二郎 理事 理事

本田　篤志 理事 理事

守屋　光博 理事 理事 理事

山田　健雄 理事 理事 理事

四辻　　実 理事 理事 理事

伊藤　壮介 監事 監事 監事

本田　博己 監事 監事 監事 監事 監事 監事 理事 理事 理事 理事 理事

歴

代

役

員

長興寺文夫 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

鈴木　　晶 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

生井　徳男 理事 理事

西岡　　豊 監事 監事

松尾　　洋 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

松尾　　明 理事

福山　文博 理事 理事 理事

石田　　哲 理事

田村　麻紀 理事 理事 理事 理事 理事

蕭　　敬如 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事

飯島　　雅 理事 理事 理事 理事 理事 理事

畠山笑美子 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

大西　寿郎 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

上野　昌之 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

犬飼　邦夫 理事 理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

森　　忠義 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長

野木　秀子 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長

冨澤　　清 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長

池田　典義 会長 会長 会長 会長 会長 会長 会長

林　　博昭 監事

宮浦　完次 理事 理事 理事 理事 監事 監事

片桐　敏雄 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事 常務理事

矢島　和弥 監事 監事 監事 理事 理事

泉　　龍司 監事 監事 監事 監事

吉川　　実 理事 理事 理事 理事 理事

早川　弘道 理事 理事

一木　康男 理事 理事

小泉　　順 理事 理事

佐藤　文雄 監事 監事

渋谷　正興 理事 理事

加瀬　信次 理事 理事

山下　行雄 常務理事 常務理事



新会員 I N F O R M A T I O N

神情協ホームページがリニューアルされました！！

開催日：平成28年12月17日（土）
専修大学ネットワーク情報学部より神情協SE講座に対して（学内呼称：システムエンジ
ニア論）、10年にわたる講座の開講に感謝し、永年協力感謝状を受賞した。

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
株式会社アクエスティ
横浜市港北区新横浜
代表  椛木　淳司
http://www.aquesti.co.jp
TEL 045-594-7010
業務  各種システム（工場およびビルの監
視システム、工場およびビルのエネルギー
管理システム）の設計・開発・調整作業
■正会員
株式会社ビジネスランド
川崎市川崎区砂子
代表  藤田　伸一
http://www.dps-net.co.jp/brd/
TEL 044-222-4441
業務  ソフトウェア受託開発
■正会員
エンジニアネット株式会社
東京都中央区新川 
代表  竹谷　重樹
http://engineernet.jp
TEL 03-5542-7730
業務  職業紹介　人材派遣
■正会員
日本電子エンジニアリング株式会社
横須賀市光の丘 
代表  髙橋　榮一

http://j-e-e.co.jp
TEL 046-839-4623
業務  各種ソフトウェア開発・プリント
基板の設計、製造
■正会員
株式会社ライトウェア
東京都豊島区西池袋 
代表  平野　線治
http://www.lightware.co.jp
TEL 03-5396-1433
業務  Webアプリケーションの受託開
発・パッケージソフトの販売・SES事業
■正会員
株式会社アイネックス
横浜市神奈川区鶴屋町 
代表  浜畑　方大
http://www.inex.co.jp
TEL 045-311-4951
業務  ソフトウェア開発
■正会員
ネクスト・セキュリティ株式会社
東京都品川区南品川 
代表  仲西　敏雄
http://next-security.jp/
TEL 03-5783-0702
業務  ITビジネスアドバイザリー、情報リ
スクマネージメント、ITセキュリティ事

業、マネージメント＆バリューサービス
■正会員
株式会社パルディアス
東京都渋谷区神宮前 
代表  小林　知
http://paldies.co.jp
TEL 03-6450-5063
業務  システム開発・導入及び運用にかか
わるコンサルティング事業、コンピュー
タ及び周辺機器の販売事業、パッケージ
ソフトの販売事業
■正会員
株式会社メガ・テクノロジー
東京都新宿区西新宿 
代表  佐久間　拓也
http://mgt-net.com/
TEL 03-5989-1481
業務  情報サービス業
■賛助会員
日本ヒューレット・パッカード株式会社
東京都江東区大島 
代表  板垣　剛
http://www.hpe.com/jp/ja/home.html
TEL 03-5749-8372
業務  コンピュータ、コンピューター周辺
機器、ソフトウェア製品の開発・製造・
輸入・販売・リース、ITサービス

■賛助会員
NTTコムマーケティング株式会社
神奈川営業所
横浜市西区北幸 
代表  藤井　徹也
http://www.nttcmk.com/
TEL 050-3816-9414
業務  NTTコミュニケーションズ商品の県
域における販売および販売パートナー向
け支援
■賛助会員
応研株式会社
東京都渋谷区代々木 
代表  原田　明治
http://www.ohken.co.jp/index.html
TEL 03-3299-0789
業務  基幹業務パッケージシステム「大臣
シリーズ」の開発・販売・保守・サポー
ト・導入指導
■賛助会員
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区丸の内 
代表  三宅　卓
http://www.nihon-ma.co.jp
TEL 03-5220-5454
業務  M&A仲介

30周年の節目にこれからの30年を目指してホームページも一新しました。
スマートフォンでも閲覧しやすいようになりました。ぜひご活用ください。

SE講座に対して、永年協力感謝状の受賞

神情協ホームページがリニューアルされました！！

　協会ご担当者の皆さまへお願い　
会員情報に「得意分野」が新規追加されました。管理
者画面から得意分野の登録をお願いいたします。
この機会に特長（旧コメント）などご一緒に登録され
るようおすすめします。（会員一覧で表示されます）
管理者画面マニュアルは会員ログイン後「管理メ
ニュー」の「操作マニュアル」からダウンロードして
ください。

【管理者メニュー】→
【キーワード・特長更新】
から登録できます

【管理者メニュー】→【得
意分野・事業分野更新】か
ら登録できます

PC版トップページ スマホ版トップページ


