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「たいまつ」とは

毎月開催される理事会の報告を中心に、協会のトピックスについて月報として協会担当者様へお届けするものです。

バックナンバーを含めて協会ホームページの「広報」及び当月号は「神情協会報」に掲載しておりますので、Ｗｅｂ上で

も閲覧頂けます。協会ホームページＵＲＬ https://www.kia.or.jp

（広報委員会）

■ダーツ交流会開催のご案内

女性活躍ダイバーシティ委員会では、会員企業の従業員(特に独身)の懇親の場の提供を目的に、食事をしな

がら楽しめる「ダーツ交流会」を下記の通り企画しました。

金曜日の夜、仕事が終わってからの開催となりますので、お誘い併せの上、お気軽にご参加ください。初心

者大歓迎です! 多数のご参加をお待ちしております。

なお、参加希望の際は、10 月 6 日(金)までにお申込みください。

■日  時   10 月 13 日(金) 19 時 00 分～21 時 00 分 ※受付は 18 時 30 分から開始します。

■会  場   ベノア横浜店 ダーツバーBENOA ※横浜駅西口から徒歩 5 分程度

横浜市西区北幸 2-2-1 ハマボールイアス 7Ｆ http://www.benoa.jp/yokohama/

■内  容   ・ブュフェ形式のお食事と飲み放題をご用意しています

・ダーツ 2 ゲームを実施予定です。

なお、成績上位の方には素敵な賞品をご用意しております!

■定  員   神情協会員企業の従業員(独身歓迎!) 80 名 ※定員になり次第受付を終了いたします。

■参 加 費   男性：3,500 円／名 女性：3,000 円／名

※後日、お申し込み担当者宛にご請求書を発送致しますので、指定口座までお振込み下さい。

※お申込み締切り後のキャンセルの際は、キャンセル料が発生する場合がございますので、

予めご了承下さい。なお、代理の方の出席は可能です。

■お申込み   参加希望の際は、10 月 6 日(金)までに、下記のアドレスからお申込み下さい。なお、会員

ID/PW の入力は今回不要となっております。

https://www.kia.or.jp/event/5582/book_form.php

■29 年度実践型人材養成システム制度改定説明会開催のご案内

下記のとおり、実践型人材養成システム制度改定についての説明会を開催いたします。

今回の改定では、助成率の上乗せがさらに手厚くなりました。本制度を活用して、来春採用予定の社員教育

にご活用頂ければと存じます。

現在、本制度をご利用の企業はもちろん、未導入の企業には、その優位性をご確認頂き、導入検討の一助に

なれば幸です。是非、人事責任者及びご担当者の方にご出席頂きたくご案内申し上げます。

なお、当制度の適用は神奈川県下に本社が所在する企業が対象となります。説明会に参加希望の際は、10 月

12 日までにお申し込み下さい。
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■日  時   10 月 19 日(木) 14 時 00 分～16 時 00 分

■会  場   神情協事務局 会議室

横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-5 タクエー横浜西口ビル 7F TEL 045-316-2244

https://www.kia.or.jp/association/office.php

■内  容   1.平成 29 年度改定のポイント

1)労働生産性を向上させた事業所は助成金が割り増しされます。

2)接遇・マナー講習(Off-JT)なども助成対象となりました。(Off-JT 全体の半分以下)

2.「特定分野認定実習併用職業訓練」の助成内容

3.「特定分野認定実習併用職業訓練」事例と助成金額

■講  師   横浜商工会議所 神奈川県地域ジョブ・カードサポートセンター

■定  員   20 名

■参 加 費   無料

■補  足   実践型人材養成システム（実習併用職業訓練）とは･･･

新規学校卒業者を中心とした、企業現場の中核的人材育成を目的とする厚生労働大臣認定訓

練で、これまで多くの会員企業様にご活用して頂いております。

■申し込み   10 月 12 日(木)までに、下記のアドレスからお申し込み下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5590/book_form.php

■首都圏情報団体合同ビジネス交流会 2017 開催のご案内

下記の通り、一般社団法人 東京都情報産業協会（IIT）ならびに公益社団法人千葉県情報サービス産業協会

（CHISA）の共催による標記交流会を開催致します。これは、東京、千葉、神奈川、埼玉、山梨、福島の 6 つの

情報産業団体の会員企業が参加して開催するものです。

今年はサブタイトルに示すようにテクノロジーの進化を視野に入れたビジネス交流会とし、特別講演会と出

展企業によるプレゼンテーション及び交流商談会を行います。会員企業の皆様にとってチャネルを拡大する絶

好の機会かと存じます。是非、多数の会員企業様にご参加頂きたくお願い申し上げます。

参加希望の際は、10 月 5 日(木)までに神情協事務局宛にお申込み下さい。

■日  時   10 月 20 日（金）13 時 00 分～18 時 30 分

■会  場   如水会館 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 TEL:03-3261-1101

https://www.kaikan.co.jp/josui/aboutus/access.html

■内  容   1)開会挨拶(13：00～13：05)

2)特別講演会(13：20～14：20)

テーマ：The world’s most valuable resource 

～ヤフーにおけるデータ利活用によるサービスの事例

講 師：弁護士 海賀 裕史 氏 ヤフー株式会社

コーポレートインテリジェンス本部政策企画部主幹・弁護士

3)プレゼンテーション(14：30～16：49)

4)交流商談会(17：00～18：30) 会場内にデモブースを設置。立食形式による飲食交流。

■参 加 費   講演会、プレゼンテーション見学：無料

交流商談会：5,000 円／人 （出展企業は 1 名無料）

※後日、神情協事務局より請求書をお送り致します。

※10 月 16 日以降のキャンセルは参加費を頂戴致しますので了承ください。

https://www.kia.or.jp/association/office.php
https://www.kia.or.jp/event/5590/book_form.php
https://www.kaikan.co.jp/josui/aboutus/access.html
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■定  員   神情協会員枠 20 名を予定 ※定員を超えた段階で受付を終了させていただきます。

■お申込み   参加希望の際は、10 月 5 日(木)までに下記アドレスよりお申し込み下さい。

https://www.kia.or.jp/event/5587/book_form.php

■第 48 回神情協ビジネスフォーラム開催のご案内

平成 29 年度第 3 回（通算第 48 回）となります、神情協ビジネスフォーラムを下記の通り開催いたしますの

でご案内申し上げます。

今回のフォーラムは、「さがみはら IT 協同組合※」様と「NPO 法人ソフトウェア振興会※」様との共催で開

催いたします。多数のビジネスパートナーとの会合を企画し、「沢山かつ新しい“仲間”をみつけるために垣

根を越えた交流を行う」というスローガンを掲げての開催です。是非、ビジネスチャンス拡大の場として当ビ

ジネスフォーラムをご活用下さい。

つきましては、参加者を募集いたします。ご参加頂ける際は、指定のアドレスから 10 月 19 日（木)までにお

申し込み下さい。なお今回の会場は、町田となり、開催時間も従来とは大幅に異なっておりますので、ご参加

の際はご注意ください。

■日  時   10 月 26 日（木） 商談会:15 時 00 分～16 時 40 分／懇親会:16 時 50 分～18 時 20 分

※商談会の進行によって、懇親会の開催時間が繰り上がる可能性がございます。ご了承くだ

さい。

■会  場   ㈱町田新産業創造センター 町田市中町 1-4-2 https://mbda.jp/access/

商談会:イベントスペース(1F)／懇親会:レストラン PEDALADA(1F)

■商談発表   1)株式会社アナザーウェア（KIA）

【テーマ】明日から AI を活用しよう！あなたの会社も AI 始めませんか？

【内 容】・AI をすぐに始められる 3 分講座

・提案案件に AI 機能を入れよう！ＡＩを語れるＳＥを目指す

2)株式会社オープンストリーム（KIA) 

    【テーマ】引き合い案件紹介、製品紹介、会社紹介

【内 容】会社の紹介をさせて頂き、最新の請負案件の情報とエンジニア募集要項を説明さ

せて頂きます。最後に当社製品の「Biz/Browser」と「ねこもに」を紹介させて頂

きます。

「Biz/Browser」 https://www.opst.co.jp/bizbrowser/product/

「ねこもに」 https://nekomoni.com/

3)株式会社キャロットシステムズ（さがみはら IT 協同組合）

【テーマ】会社紹介、案件紹介、製品紹介

        【内 容】会社事業概略説明、得意技術の紹介、FAQ 機能付き不動産管理用見積りシステム

の募集、防犯カメラシステム、Wifi カメラシステムのご紹介

http://www.carrotsys.co.jp http://www.alterplus.jp/

4)クオリティソフト株式会社（KIA)

【テーマ】ISM CloudOne のご紹介

【内 容】IT 資産管理＆エンドポイントセキュリティ対策ソリューション「ISM CloudOne」

についてご紹介させていただきます。https://ismcloudone.com/

5)ＪＢＣＣ株式会社（KIA)

【テーマ】システム開発の品質向上と超高速開発～Xupper と GeneXus によるアジャイル開

発～ご紹介

https://www.kia.or.jp/event/5587/book_form.php
https://mbda.jp/access/
https://www.opst.co.jp/bizbrowser/product/
https://nekomoni.com/
http://www.carrotsys.co.jp
http://www.alterplus.jp/
https://ismcloudone.com/
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【内 容】IT 部門が経営に貢献するには、事業部門のニーズを正しく把握し、高品質・スピ

ーディな対応が求められています。そうした中で、その解決策として注目されて

いるのが超高速開発ツールです。本セッションでは、Xupper を利用した上流工程

の品質向上と GeneXus による超高速開発をご紹介いたします。

http://www.xupper.com/

6)株式会社 ソフィックス（KIA)

【テーマ】操作パネル画像認識システム『SOFIXCAN Ω Eye』」の製品紹介・活用方法の案内

【内 容】ネットワークに繋がらない古い機械にカメラを取り付け、画像認識によって機械

の状態を解析し、結果をネットワークに上げる事で古い機械の IoT 化を実現する

製品について発表いたします。

http://www.sofix.co.jp/products/sofixcan_omega/sofixcan_omega_eye.html

7)ソフトウェア振興会

【テーマ】NPO 法人ソフトウェア振興会および株式会社エム・エム・エスのご紹介

8)ネットチャート株式会社（KIA) 

【テーマ】会社紹介・IntraGuardian2～不正端末接続防止ソリューション～の紹介

【内 容】「IntraGuardian2⁺ （イントラガーディアンツー・プラス）」は、持込み端末を

はじめとした許可されていない機器が社内ネットワークへ接続されることを防止

する対策を低コスト・短期間で実現します。https://intraguardian.jp/

9)株式会社ネットフォレスト（KIA) 

【テーマ】動画制作サービスのご紹介

【内 容】情報があふれる時代に、より効率よく、より印象強く相手に伝える方法を、Web 制

作プロモーションを交え、「動画制作サービス」でご提案させて頂きます。

10)株式会社ハイスポット（さがみはら IT 協同組合）

【テーマ】会社紹介、案件紹介、製品紹介

【内 容】会社の技術領域、主要なお客様のご紹介、システム基盤（インフラ系）の協力会

社の募集、AVN 開発の協力会社の募集、倉庫管理システムのご紹介

http://hispot.co.jp http://home.easytowork.jp/

11)株式会社ファーストステージ（KIA)

【テーマ】製品紹介：My3 健康経営の紹介

【内 容】求人に有利に働く、経産省の『健康経営優良法人認定』。その認定のための、申

請業務～仕組みづくり～改善継続までを、トータルに提供する弊社サービス“My3

健康経営”の紹介 https://first-stage.ne.jp/products_pack/

■懇 親 会   商談会終了次第、レストラン「PEDALADA」に移動いただき懇親会を実施します。

※開始時間は 16 時 50 分を予定しておりますが、参加者の方の移動が完了次第開催いたしま

すので、ご了承ください。

※お食事をしながら自由にご歓談いただきます。着席ブッフェ形式・立食形式のいずれかに

なります。（参加人数によって変更いたします）

■参 加 費   フォーラム：無料  懇親会：5 千円／名

※後日請求書をお送りします。

※10 月 20 日（金）以後のキャンセルの場合は、参加費の請求をさせていただきます。

■共催団体   1)さがみはら IT 協同組合 https://www.sagamihara-it.or.jp/

相模原市を事業の拠点とする、中小零細 IT 企業が、変化する時代に対応するめの新たな

「協働(CO-Action)協栄(Co-Prosperity)」を運営方針とした組織です。

組合員 10 社 賛助会員 22 社

http://www.xupper.com/
http://www.sofix.co.jp/products/sofixcan_omega/sofixcan_omega_eye.html
https://intraguardian.jp/
http://hispot.co.jp
http://home.easytowork.jp/
https://first
https://www.sagamihara
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2)NPO 法人ソフトウェア振興会 http://www.massi.gr.jp/

ソフトウェア事業の啓発向上と地域の産業における情報活動 全般の振興および社会福祉

の増進に寄与することを目的とし 平成 12 年 4 月に設立された団体です。会員 27 社

■申し込み   参加希望の際は、下記アドレスより 10 月 19 日（木）までにお申し込みください。

https://www.kia.or.jp/event/5391/book_form.php

■教育研修講座のご案内

受講希望の際は、各講座の締切日までに指定のアドレスからお申し込み下さい。なお、受講料につきまして

は、請求書を発送いたしますので、指定口座にお振込み下さい。また、申し込み締め切り後のキャンセルは、

受講料を全額ご負担いいただくこととなりますので、予めご了承下さい。代理出席は可能です。

開講日 講座名 募集締切

11月1日(水) JavaScript入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5401.html
10月17日(火)

11月1日(水) アプリケーション開発者のためのデータベース構築入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5402.html
10月17日(火)

11月13日(月)

～14日(火)
仮想化入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5435.html
10月27日(金)

11月14日(火) 仕事の質を高めるための「プロジェクトマネジメントの基本」講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5408.html
10月30日(月)

11月15日(水) 業界に詳しくなろう！【介護業界】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5409.html
10月31日(火)

11月17日(金) 2時間で解る IoT入門セミナー

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5410.html
11月2日(木)

11月20日(月)
“自分がした方が早い”という呪縛から逃れるための「任せる技術」強化法講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5411.html
11月2日(木)

11月21日(火) Oracle入門講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5412.html
11月6日(月)

11月24日(金) 業界に詳しくなろう！【医療業界】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5417.html
11月9日(木)

11月27日(月) 提案力育成講座（管理職版）【顧客要望に応えるための提案力を向上する】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5419.html
11月10日(金)

11月28日(火) データ分析のためのPython(初級編)活用講座

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5423.html
11月13日(月)

11月29日(水)
中堅社員ステップアップ講座Ⅰ【解のない時代の｢考える力｣＆｢行動力｣向上】

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5422.html
11月14日(火)

11月30日(木) 業務効率化のためのVBA活用講座(初級編)

https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5420.html
11月15日(水)

http://www.massi.gr.jp/
https://www.kia.or.jp/event/5391/book_for
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5401.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5402.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5435.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5408.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5409.html
https://www
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5411.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5412.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5417.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5419.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5423.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5422.html
https://www.kia.or.jp/MAKE_JIMU/doc/event_detail/5420.html
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■平成 29 年 9 月度書面理事会報告

書面にて開催された理事会において、下記のとおり承認可決されましたのでご報告します。

決 議 事 項

第一号議案 入会申し込み承認の件

   正会員 2 社の入会について承認可決されました。これにより 9 月度理事会時点の会員数は、正会員 299

社、賛助会員 45 社、合計 344 社となりました。

協 議 事 項

1．第 11 回神情協クリスマスパーティ開催について

本田理事より、12 月 12 日(火)、渋谷駅近くのレストラン NOS OGR(ノスオルグ)において、日本情報技術

取引所(JIET)との共催で第 11 回神情協クリスマスパーティを開催したい旨提案があり、議長がこれを諮

ったところ異議なく承認可決された。想定参加人数は各団体 70 名、参加費は 5000 円とする。

2．第 10 回神情協実業団対抗ゴルフ選手権大会開催について

前田事務局長より、11 月 30 日(木)、レイクウッドクラブにおいて第 10 回神情協実業団対抗ゴルフ選手

権大会を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。募集人員は 6 組

48 名、コンペ参加費用は 5000 円とする。

3．神奈川県私立大学就職研究会(県就研)との第 20 回情報交換会開催について

富樫常務理事より、11 月 15 日(水)、クイーズフォーラム E 会議室において神奈川県私立大学就職研究

会(県就研)との第 20 回情報交換会を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認

可決された。参加定員は情報交換会 50 名、懇親会 80 名、会費 5000 円とする。

4．外国人留学生限定合同企業説明会開催について

富樫常務理事より、12 月 13 日(水)、産業貿易センタービルにおいて外国人留学生限定合同企業説明会

を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。告知は日本貿易振興機

構（JETRO）等に協力を依頼する。また、外国人を雇用希望の神情協会員会社 4～6 社に参加して欲しい。

なお、本件については、理事会終了後 JETRO より会場の使用が不可となったとの連絡があったことから、

開催日、会場が変更なります。

5．第 3 回労働福利委員会セミナー開催について

板橋常務理事より、12 月 8 日(金)、かながわ中小企業センタービル 14 階ホールにおいて第 3 回労働福

利委員会セミナーを開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。テー

マは、「これからのストレスチェックのあり方～職場の健康づくりの助成金・職場環境や社員の不調に有

効な資格～」とし、日本産業カウンセラー協会 神奈川支部 支部長 粟田愼太郎氏に講演いただく。

6．労働福利委員会特別セミナー開催について

板橋常務理事より、11 月 6 日(月)、神情協事務局会議室において労働福利委員会特別セミナーを開催し

たい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。テーマは「企業に求められる社

員の健康管理とリスク対策～最新情報と実践的施策～」とし、労働福利委員会メンバーであるコントレア

ワークス代表の清水雄介氏と株式会社インカレージ取締役の至田勝紀氏に講演いただく。

7．第 12 回横浜 IT フォーラム 2017 開催について

高橋常務理事より、11 月 21 日(火)、横浜情報文化センター6 階ホールにおいて第 12 回横浜 IT フォーラ

ム 2017 を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。テーマは「AI の

最新動向と KSF（Key Success Factors／成功への鍵」とし、NTT コミュニケーション株式会社の工藤潤

一氏、アクセンチュア株式会社の保科学世氏、横浜市の江口洋人氏に講演いただく。
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8．男性社員による座談会開催について

平野理事より、11 月 17 日(金)、神情協事務局会議室において男性社員による座談会を開催したい旨提

案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。対象は子育て経験者や現在子育て中の既

婚の男性社員とする

9．移動理事会（12 月度）＆役員忘年会開催について

内藤専務理事より、12 月 21 日(木)～22 日(金）、ニューウェルティ湯河原において移動理事会（12 月

度）＆役員忘年会を開催したい旨提案があり、議長がこれを諮ったところ異議なく承認可決された。対象

は理事会メンバー及び名誉会長、顧問、副委員長、事務局とする。また、22 日は希望者によりゴルフコン

ペを開催する。

報 告 事 項

1．事務局報告

   内藤専務理事より、1) 後援名義使用許可について、2) 委員会対抗・会員紹介キャンペーン進捗状況、

3) 10 月神情協スケジュールについて報告があった。

■事務局報告

9 月にご入会頂きました新入会員をご紹介します。どうぞ宜しくお願い致します。

区分 会社名 代表者名 所在地

正会員 株式会社アイオライト 代表取締役 柴田  健
231-0007

横浜市中区弁天通 2-25 関内キャピタルビル 604

正会員 ナレッジビーンズ株式会社 代表取締役 河西 賢二
224-0001

横浜市都筑区中川 1-4-1 ハウスクエア 4F

(敬称略)

■10 月の活動日程

月日 曜 イベント名称 会場

10 月 2 日 月 IT コンテスト 2017 学生相談会 事務局会議室

10月 3日 火 Java オブジェクト指向入門講座 事務局会議室

10月 4日 水 ゲーム開発初心者のためのUnity 入門講座 KENスクール横浜校

10月 5日 木
新任管理職養成講座 事務局会議室

産学連携委員会宿泊研修会 伊豆さくら山荘

第 9回フットサル大会キャプテン会議&抽選会 かながわ労働プラザ第 3 会議室

10 月 10日 火 第 4回技術委員会&県立産業技術総合研究所見学会 神奈川県立産業技術総合研究所

10 月 11日 水 第 5回 SEハンドブック検討会 事務局会議室

10月 12日 木
C#オブジェクト指向入門講座 事務局会議室

首都圏情報団体協議会 メトロエリアゴルフ会 相模原ゴルフクラブ
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月日 曜 イベント名称 会場

10 月 13日 金

教育研修委員会第一分科会打ち合わせ 事務局会議室

2時間で解る IoT 入門セミナー 事務局会議室

ダーツ交流会 ベノア横浜店

10 月 16日 月 要件定義に必要なスキル育成シリーズ講座【資料作成スキル編】 事務局会議室

10月 19日 木 29 年度実践型人材養成システム制度改定説明会 事務局会議室

10月 20日 金
上級管理者（部長職クラス）基礎講座 事務局会議室

首都圏情報団体合同ビジネス交流会 2017 如水会館

10 月 21日 土 第 9回フットサル大会 かもめパーク

10 月 23日 月 IT コンテスト 2017 1 次審査会 事務局会議室

10月 24日 火
業界に詳しくなろう！講座【製薬業界】 事務局会議室

神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会 レンブランドゴルフ倶楽部

10 月 25日 水 SEのためのチームビルディング講座 事務局会議室

10月 26日 木

要件定義に必要なスキル育成シリーズ講座【ヒアリングスキル編】 事務局会議室

10月度正副会長会議&10 月度理事会
町田新産業創造センター

第 48 回神情協ビジネスフォーラム

10 月 27日 金
IT プロジェクトマネジメント実践講座【失敗事例から学ぶ】 事務局会議室

広報委員会宿泊研修会 箱根天成園

10月 30日 月 IT コンテスト 2017 2 次合同審査会 事務局会議室

10月 31日 火 業界に詳しくなろう！講座【金融業界】 事務局会議室

「たいまつ」についてお問い合わせ先

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 事務局

TEL 045-316-2244    FAX 045-316-2246
E-mail kia@kia.or.jp  URL https://www.kia.or.jp


