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開催日：平成29年10月13日（金）
女性活躍ダイバーシティ委員会

ダーツ交流会
10月13日（金）19時より、ダーツバーベノア横浜店で、

者の方も十分に楽しんでいた!

女性活躍ダイバーシティ委員会主催の「ダーツ交流会」を開

ゲームは、2人1組で「カウントアップ」(点を単純に加算

催した。参加者は72名。当日は、ダーツの得意な方も初心

していくシンプルなゲーム)を行い、成績上位の方々に、会
員企業より提供いただいたギフトカードやヒーター、
L'OCCITANEセットやワインなど、素敵な賞品が贈呈
された。

船釣り大会
梅雨も明けた７月22日（土）、毎年恒例の船釣り大会を平
塚の船宿「庄三郎丸」で開催した。心配した雨に降られるこ
ともなく、予定どおり朝７時半に全員集合して、開会式ス
タート。
常山会長の挨拶と、労働福利委員会の担当から注意事項や
ルール説明があり、いざ船へ。
自前の竿やリールを持ち込んでいる腕自慢の太公望から、
レンタルの道具で挑む船釣り初めての人まで、参加者はさま
ざまだ。
船宿さんから「釣り方」のレクチャーも受け、準備万端。
女性４名を含む54名が、3艘の釣り船に分乗して相模灘に船
を出した。狙うは「アジ」、できれば、大物×3尾！釣り物
は、誰でも気軽に楽しめる
「アジ」だが、釣った数で
はなく「3尾の合計重量」を
競う大会なので、大物を釣
り上げる幸運を手にできる
か？が勝負の分かれ目にな
る。
爽やかな夏空が広がる晴
天のもと心地よい風に吹か
れて過ごす船上の時間は、
それだけでも贅沢な気はす
るが、頑張って釣ろう！と
竿を出す。平塚沖で1投目。
ちっちゃい。唐揚げにする
のにちょうどよいサイズ
だ。大磯沖に移動。サイズ
アップ。塩焼きにするのに

開催日：平成29年7月22日（土）
労働福利委員会

手ごろな型だな。さらに二宮沖に移動。これなら、タタキも
ナメロウも追加だ。食べて一番美味しいのは、これくらいの
サイズなんだよね。
ぽつぽつ釣りながら、大物が当たらない負け惜しみを言っ
ているうちに、タイムアップ。
午後１時過ぎに帰港して検量となった。
みごと大アジを釣り上げたのは、、、1位：株式会社Ｃ
ＩＪの渋谷紀成氏、2位：株式会社ＣＩＪの山村周平氏、3
位：ハイライズ株式会社の平岡卓也氏、4位：常山広夢氏、
5位：ネットチャート株式会社の丹野文徳氏 という結果
だった。
アジの他、カイワリ、ホウボウ、ウマズラハギや真鯛を
釣った人も。みなさん、海の幸を堪能されたことでしょう。
ちなみに、今回入賞された５名の方の内3名は、船宿のレン
タル竿だったそうです。
来年はあなたに！幸運の女神がほほ笑むかも。ご参加お待
ちしております。
株式会社ＣＩＪ 大和田 勝

開催日：平成29年8月25日（金）
企業経営委員会 若手経営者研究会

ディナークルーズパーティー
平成29年8月25日

横浜港大

さん橋埠頭から出航するロイヤ
ルウイング号のカトレア、ラベ
ンダーで、115名の参加者によ
りディナークルーズパーティー
が開催された。
当日は天候にも恵まれ、定刻
通り日の入り直後の18時半に出
港。メイン会場のカトレアで華
やかな雰囲気の中、常山会長の挨拶、前山副会長の乾杯によ
り開会した。ビュッフェスタイルでの豪華な料理や飲み物が
並び、クラリネットとピアノの生演奏が行われた後、今回の
目玉企画である企業対抗TVゲーム大会が行われた。

会、21時半に着岸し解散となった。

ゲームはレーシングゲームで、各社1名ずつ合計20名がエ

メイン会場のカトレアではゲーム大会で盛り上がり、ラベ

ントリーし、4名1組でのトーナメント方式により競い合っ

ンダーではテーブル席で落ち着いたひと時。コンセプトの異

た。操作方法の手ほどきを受ける初心者から腕に覚えのある

なるそれぞれの会場で楽しく過ごしていただけたのではない

強者まで、様々な方が参加され、各組とも白熱した戦いと

かと思う。
ノックスデータ株式会社

なった。150インチのスクリーンに映し出されるゲームは迫

砂見

学

力満点で、皆の応援にも熱が入り大いに盛り上がった。
一方、ラベンダーではテーブルに着席してクルーズの醍醐
味である横浜の夜景を満喫しつつ、美味しい食事を楽しみな
がら楽しいひと時を過ごした。また、ラベンダー後方のサン
デッキ及び屋上のサンデッキでは、夜風にあたりながら和や
かに談笑する方々も見受けられた。
ゲーム大会参加者には全員に参加賞が配られ、表彰式では
決勝に進出した成績優秀者に豪華商品が授与された。結果は
１位：ノックスデータ関氏、２位：ゼロワン森氏、３位：
エーアイネット・テクノロジ吉実氏、４位：デジタルコム早
坂氏。興奮冷めやらぬ中、中山副会長の締めの挨拶により閉
開催日：平成29年7月29日（土）
労働福利委員会

第2回首都圏3団体フットサル大会頂上戦
平成29年7月29日（土）フットボールコミュニティ市川浦

試合は、予選リーグは3団体のそれぞれ3チームが3ブロッ

安で、第2回首都圏3団体フットサル大会頂上戦が開催され

クに分かれ試合を行い、1・2・3位を決め、決勝リーグで各

た。この大会は、東京都情報産業協会、千葉県情報サービス

ブロックでの順位ごとに試合を行い、優勝、準優勝等を決

産業協会及び神情協。それぞれの団体が開催しているフット

める。昨年神情協チームは、予選リーグで各ブロック1位と

サル大会上位3チームの頂上戦という形で試合を行い、全9

なり、優勝から3位まで独占となったが、本年は、A・Bブ

チームで優勝争いをするということで昨年から交流も含め、

ロックでは1位だが、Cブロックで2位となり、上位独占と

実施している。

はならなかった。試合は、それぞれ選抜チームであることか

神情協からは、第8回フットサル大会での上位3チーム、
日立INSソフトウェア、NTTデータフォース、東計電算の
チームが出場した。

ら、迫力のある良い試合が見られた。
結果として、神情協では、優勝：NTTデータフォース、
準優勝：日立INSソフトウェア、5位：東計電算となった。
来年は、神情協が幹事団体を担当することから、閉会式で
の挨拶を労働福利委員会の板橋委員長が行い、第2回大会は
無事終了した。

開催日：平成29年7月19日（水）
企業経営委員会

第47回神情協ビジネスフォーラム
「垣根を越えた交流」をテーマとする電子機器開発企業の
コンソーシアム「EMS-JP」との協賛で2017年7月19日AP
横浜西口で首記フォーラムが開催された。中山エーアイネッ
ト・テクノロジ社長の軽妙な司会で始まりEMS-JP/KIA両者
を合わせて8社の発表があったが、ソフトウェア屋とは一味
違う職人気質のハードウェア屋の説明に感心することしきり
であった。
懇親会はホテルキャメロットジャパンの桃花苑で行われ約
70名が参加した。EMS-JPの会員代表の乾杯でいつもなが
らに和気あいあいの会がスタートした。中程に守屋企業経営
委員会委員長から恒例の新入会員紹介があり、多くの皆さ

んから「業界団
体としては大変
に風通しの良い
仲良しの会であ
る」との評価を
いただいた。こ
れは会長以下役
員の皆様の人柄
と事務局の方々
の日頃の努力の賜であると確信している。
ただ、一部の初参加の方から「ビジネスフォーラム」と銘
打っている割には若干物足りない所があったとの貴重なご意
見もいただいた。確かに、今回は懇親会が着席スタイルで
あった事もあり、名刺交換等の時間が若干少なかったのでは
ないかと反省している。
いずれにしろ、楽しく仲良く且つビジネスにつながる
フォーラムであったことには間違いがなく、特にEMS-JPの
方々とお知り合いになれた事は今後の展開の上でも大変に貴
重な機会であった。
ネクスト・セキュリティ株式会社 志垣信人

M＆Aセミナー「ITソフトウェア業界の事業承継、M＆A事情」
6月20日（火）午後４時から神情協会議室で「M＆Aセミ
ナー」が開催された。
株式会社日本M＆Aセンター、営業本部業界再編部上席課
長 瀬谷裕介氏を招き、M＆A件数が6年連続で増加、過去
最高を更新し続けるITソフトウェア業界における、M＆A・
事業承継環境について具体的な事例を交えてお話いただい
た。（同氏は熊田前副会長からのご紹介）
年間約2600件のM＆A件数の内IT業界は622件と最大。
後継者問題、好景気と人手不足、技術革新・進歩が活発化の
理由とのこと。
合併、買収、のっとり・・・と少々マイナスイメージのあ
るM＆Aだが、講演では普通は合併せず、社名・所在地・取
引先・従業員もそのまま、売り手は黒字企業で、ビジネス上
の結婚である、と言う言葉。最後のプレゼンビデオでは譲渡
企業の社長（安堵する父）への娘からの手紙が紹介され、涙

開催日：平成29年6月20日（火）
企業経営委員会

のハッピーエンドで締めくくられた。
費用、期間、複数事例についても紹介も頂き、M＆Aに対
してのイメージを変える90分間であった。
事業承継でお悩みの社長。一案です。検討されてはいか
がでしょうか。
株式会社エーアイネット・テクノロジ 中山泰秀

開催日：平成29年7月25日（火）
企業経営委員会

海外進出セミナー
神情協会議室で「海外進出セミナー」が開催された。

億人に対して6.2億人の人口、生産拠点であると同時に巨大

常山会長紹介の、ジェトロ海外調査部アジア大洋州課課長

マーケットにもなりつつある。

代理 藤江秀樹氏、株式会社エム・ソフト取締役会長 小暮恭
一氏、BEAT BRAINS代表 森忍氏を講師にお招きし1時間
45分の興味ある講演をいただいた。
それぞれ「ASEAN諸国の経済概況」「東南アジア進出IT
企業の実例（タイ）」「ベトナムITオ
フショア開発事情2017年度版」と題
して得意分野、体験談、現地へ常駐し
た方でなければ知り得ない面白いお話
を伺った。
ASEAN各国の経済力、人件費、ま
た国民性、ビジネスでの注意点など、
アジア全てが成長過程にあり、EU4.9

大きな可能性があり、リスク回避を考慮しながらトップ自
らが進めるべきとのこと。
ただし、本当に海外に行くべきか？何故海外に行くべき
か？は再考しよう。
本件については、ジェトロ横浜から
無料で全面支援いただけるそうだ。
皆様、ご検討されてはいかがです
か！
株式会社エーアイネット・テクノロジ
中山泰秀

開催日：平成29年7月19日（水）
企業経営委員会

第2回労働福利委員会セミナー
平成29年6月23日（金）、第2回労働福利委員会セミナーが開
催された。テーマは、『有期労働契約の注意点』について、講
師は、小島勇祐法律事務所の小島弁護士。
内容は3つに分かれていて、①無期転
換ルールの概要、②無期転換ルールへの
対応策、③無期転換社員が発生する前に
やっておくべきこと、であった。
無期転換ルールとは、平成25年4月1
日以降に有期労働契約が開始された有期
労働者が、通算5年を超えて更新された
場合、対象の労働者からの申し出によって自動的に無期雇用へ
転換できるというルール。恥ずかしながら私はこの改正を知ら
なかったが、各所で対応に追われそうだ。
契約期間の上限を5年に設定するという方法もあるが、正当
な理由がない場合は、雇い止めが無効になるケースもある。
また、仕事に空白期間があれば、空白前の通算年数がリセッ
トされるクーリングオフ制度もあるが、現実的に連続した仕事

に従事してもらっ
ている場合には現
実的ではない。
就業規則につい
ても見直しは必須
だ。有期雇用の社
員が無期雇用にな
ることによって、
当該社員に定年が適用されない、などということも考えられ
る。
①無期転換社員用の就業規則を新たに作成するか、②有期契
約社員の就業規則を見直すか、どちらかが必要だが、②の方法
は混乱を招く恐れがあるので、①を強くお勧めします、と小島
先生は仰っていた。
無期転換は労使ともにメリットもあるが、定着するために
は、さまざまな整備が必要そうだ。
株式会社アイキャル 北村志穂

第11回女性活躍セミナー『美しくしなやかにしたたかに〜働く私を支えているもの〜』
平成29年7月13日（木）16時より、神情協会議室で「第11回
女性活躍セミナー」が開催された。富士通株式会社の田中かつ
ゑ氏を講師にお招きし、『美しくしなやかにしたたかに〜働く
私を支えているもの〜』をテーマにお話を伺った。
講演では、2人の子
ども（それと6匹の
猫、30匹のメダカ）を
育てながら、田中さん
はどのような考え方や
意識を持って働き、事
業本部長にまでなった
のか、ということをお
話していただいた。
勉強になるお話をたくさんしていただいた中で、私が特に強
く印象に残った3点についてまとめる。
1つ目は「好奇心」である。新しいことに挑戦するチャンス
があったとき、「何故自分がやらねばいけないのか？」など思
わず、好奇心を持つのが良い。全てが自分のスキルになり、仕
事を通じて仲間も増える。好奇心を持って前向きに取り組むこ
とで己の成長になるということだ。
2つ目は「バランスよく、メリハリを持つ」である。仕事を

蔑ろにしてはいけないし、無理をしすぎて体を壊してしまって
もいけない。無理せず、しかし怠けないことが大事。周りの
方々のフォローあってこその仕事。自身で公私交えて優先順位
をつけ、皆支え合って仕事をするということだ。
3つ目は「子育ては自身の成長」ということである。子を育
てることは、上司となり部下を育てる訓練にもなるというお話
に、子を育てながら働くイメージを持つことができた。
全体を通して、多面的に考えること・上手くバランスをとる
ことが大切であるということを感じた。相手に同調するしなや
かさ、多面性というしたたかさを武器に、社会で活躍する人材
になっていきたい。
株式会社データープロセスサービス 石川由依

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会
7月20日「ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による
座談会」が開催された。平成21年から始まったこの座談会も
今回で9回目となった。23名の女性たちに集まっていただき、
ワールドカフェスタイルを取り入れ、「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つを主要テーマとし、その他多様なテー
マについて意見交換・情報交換がなされた。具体的に
は、「ワーキングネームとしての旧姓の使用」「在宅
勤務とその課題」「小学生児童を持つ家庭の夏休みの
ケア」「2人目の出産のタイミング」「子育ても（母
の）キャリア」「母の敵は“女”」等々、興味深い問
題提起や意見交換が行われた。毎年例外なくこの座談

開催日：平成29年7月13日（木）
女性活躍ダイバーシティ委員会

開催日：平成29年7月20日（水）
女性活躍ダイバーシティ委員会

会の熱気・活気には驚くとともに元気をいただいている。ベス
ト・ワーキング・ウーマン表彰の受賞者のみなさんということ
では意識が高いということもあるだろうが、各社にこのように
意識の高い女性の皆さんがいると、働く人の多様性、働き方の
多様性は確実に推進されていくのではないか
という思いを新たにした。
株式会社フルハウス 平野雅義

「女性が活躍するための課題解決出張セミナー」（横浜市中小企業女性活躍推進事業）
9月15日（金）16時から神情協会議室で、「女性が活躍する
ための課題解決出張セミナー」（横浜市中小企業女性活躍推進
事業）が開催された。「女性が働きやすい職場をつくること
で、誰もが働きやすい職場になる」をテーマに、同業他社の
「女性活躍」の取り組み事例・ロールモデルのご紹介というこ
とで、株式会社ＡＤＣＥＥの代表取締役 上田義明氏と現在取
り組んでいる制度について同社に勤務している女性社員にお越
しいただき、お話を伺った。
印象に残ったのは、「子育てや介護に専念するための退職な
ら仕方ない。でも働きたいという思いがあるなら、一緒に働き
続けられる方法を考えよう」という言葉だ。同社では一緒に働
き続けるための方法を制度に導入し運用している。在宅勤務も
積極的に導入しており取得率も高い。在宅勤務に関しては参加
者からも質問が挙がるなど注目されていた。在宅勤務やモバイ
ル勤務等を導入するにあたっては、使用するパソコンや回線の
問題、勤怠管理の問題など多岐にわたり、また取引先等の了承
が必要で、セキュリティ管理の厳しい業種ほど導入が困難と
なっている場合が多い。今回の事例ではエンドユーザーが取引
先等の場合が多く、比較的導入が容易である様だ。また、半休
制度もあり午前・午後ではなく、1日のうち4時間の休暇。4時

間は連続していなくても可（好きなように時間設定ができる）
という柔軟な制度となっており、実際に制度を活用している女
性社員からも小学校ＰＴＡや保護者会等の集まりに安心して参
加できると好評を得ている。
今回のセミナーを通じて、企業規模によっては制度導入まで
時間が掛かるなど柔軟性に欠けてしまうこともあるが、女性が
長く働き続けるためには実際に使用する社員が使いやすく取得
しやすい職場環境がなければ、制度が整っても取得率も上がら
ず絵に描いた餅となってしまうと改めて感じた。
今後は女性活躍のみならず介護問題等も懸念されるため、男
女問わず仕事とプライベートの両立ができ、皆がイキイキと働
き続けられる職場環
境づくりを期待し、
自らも女性活躍ダイ
バーシティ委員の一
員として行動したい
と感じた。
株式会社アイネット
平良友香

第2回ものづくり×ICT連携フォーラム(川崎）
平成29年9月28日、第2回ものづくり×ICT連携フォーラム
（川崎）が川崎商工会議所で開催された。本フォーラムは神情
協、川崎市工業団体連合会（工団連）
、川崎市、公益財団法人川
崎市産業振興財団が共同で主催し、参加人数は130名を超えた。
冒頭の常山会長、矢野会長、三浦副市長の開催挨拶からは、
異業種連携の大切さと川崎に対する熱い思いが伝わってきた。
その後、基調講演として日本アイ・ビー・エム株式会社小池
氏よりIoTの解説、ICTと異業種との連携の可能性についてわ
かりやすく解説していただいた。
現在進行中のワー
キンググループ（か
わさきI o Tビジネス
共創ラボ）からの活
動報告もあり、その
システム、アプリの
仕上がりが、今後が
とても楽しみであっ
た。

親子わくわく味の素工場見学会

体験記

私は、8月10日に味の素工場見学に行ってきました。当日
は、「ほんだしコース」で「シアター見学」、「かつおぶしけず
り体験」、
「おにぎり試食」という流れでした。
まず、うまみ体験館に着く前に、パンダの足あとをたどって
いきました。ツアーが始まると、最初にシアターを見ました。
360度見ることができたり、空に上がるときに風がふいたりし
て、とてもわかりやすかったです。
工場にはバスで移動しました。作業員の
人たちが工場内を移動するときは専用の自
転車で移動することにおどろきました。
工場につくと、かつおぶしをつくる体
験をしました。少し難しかったけれど、
けずってみたかったので、よかったで
す。そしてカツオの泳ぐ速さを映像で見

開催日：平成29年9月15日（金）
女性活躍ダイバーシティ委員会

開催日：平成29年9月28日（木）
川崎市交流委員会

最後のパネル
ディスカッション
ではI C T企業とも
のづくり企業に加
え、農業企業も参
加し、それぞれの
目線から活発な議
論が繰り広げら
れた。その結果、今後の課題を共有し理解を深めるに至り、
フォーラムは終了した。
フォーラム終了後には、三浦副市長、畠山委員長の挨拶で懇
親会が始まり、先程の張り詰めた雰囲気から一転、頬を赤らめ
笑い声が聞こえるリラックスした雰囲気となった。
異業種同士が協力することにより抱えている課題も解決に至
る、また企業の発展にもつながり、互いに成長する。本フォー
ラムへの参加は初めてであったが、異業種連携の可能性を実感
できる充実した時間となった。
株式会社エス・イー・プロジェクト 福井周平
開催日：平成29年8月10日（木）
川崎市交流委員会

ると、ものすごく速いことがわかりました。人間と比べてみて
も、あっとう的に速く、おどろきました。
最後にほんだしでにぎった、1口おにぎりを食べて、すごく
おいしかったです。みそ汁は、味の素を入れるのと入れないの
では、味が違い、入れたときの方が、何倍もおいしかったで
す。プレゼントは、いろいろなものをもらったので、料理をし
て食べようと思いました。
いつもは、ただスーパーでみかけるもの
でしたが、「うま味」というのが分かった
ので、これからは食事に入れて食べようと
思いました。味の素の良さを知ることがで
きて、とても良い経験になりました。
鈴与シンワート株式会社 田高正のお子さん
田高梨奈

開催日：平成29年9月29日（金）
産学連携委員会

情報系専門学校との情報交換会

勝山産学連携理事の進行のもと、各専門学校より「IT業
界への就職状況」、「内々定からの承諾期間と学校側の承諾後
の指導」、「神情協への要望・意見」を中心に意見交換が行わ
れた。今年度の就職活動については多くの専門学校から「例
年よりも内定が出る時期が早まった」という意見が出た一
方、準備が足りていない状況で苦労なく就職できた学生に対
し入社後の先行きを不安視する声も上がった。
また神情協に対して、専門学生への業界理解を深める活動
とともに、若年層（高校生）や先生方、父母にも業界の魅力
を伝えてほしいという要望・意見があげられた。神情協会員
平成29年9月29日に情報系専門学校と神情協との情報交
換会が横浜APビル会議室で専門学校14校22名、神情協会員
は昨年以上の53社80名の参加を得て開催された。

側は協力的な企業が多く、今後さらに産学連携強化を期待さ
れる場となった。
株式会社ティーエスアールパブリック

畑

美和子

常山会長から今期採用の充足と今後のよりよい採用・就職
活動につながるような情報交換会にしたいと挨拶があり、富
樫産学連携委員長からIT就職フェア―、学生ITコンテスト
など産学連携の取り組みについて説明があった。

「大学向けSE講座」講師情報交換会

開催日：平成29年9月14日（木）
SE講座特別委員会

平成29年9月14日(木)神情協事務局会議室で「大学向け

その後、ホテルキャメロットジャパンに会場を移し懇親会

SE講座」講師情報交換会が開催された。今年度からSE講座

が行われ、若手講師とベテラン講師の親交を深め、和気あい

特別委員会は、委員長に小川名剛彦常務理事が就任、副委員

あいの中、有意義な情報交換会となった。

長に渡部雄三が就任し、心機一転新体制で委員会活動に取り
組んでいる。
講師情報交換会では冒頭、新任の小川名委員長より、SE
講座で企業と学校のパイプを築き、直接SEの仕事を学生に
伝えて来たことでIT業界のイメージが徐々に向上、多くの
学生が就職しつつあり、引き続き講師活動への理解と協力の
お願いがあった。
SE講座は2004年以来14年目に入り講師陣も新旧交代、
若手講師が増え40名体制となり、今回は29名の講師で情報
交換会を行った。各講師が得意とする“業界の話”を中心に
講師活動を紹介、「若手社員を同伴現状紹介」、「業界ビデオ
活用」、「女性活躍視点」、「インターンシップ活用法」、「会
話ゲーム活用」、「未来志向」、「海外の視点」、「SEの品格」、
「キャリア志向」など、大変勉強になる面白い話が沢山あっ
た。

テクノスクエア株式会社

渡部雄三

■NTTテクノクロス株式会社
"2020に向けてICTを活かしたサービスを
展開し高付加価値あるものを生み出す"
この目 的 の も と に N T T ソフトウェア、
NTTアイティが合併し、NTTアドバンステ
クノロジーから音響・映像事業を譲り受け、
2017年4月に誕生した。
新たなスタートを切った同社はオフィス空
間の「交流」を重視、複数拠点に分散していた
開発系社員をみなとみらい地区に受け入れるス
ペースを設けた最先端のオフィスを構築。受付
ではコミュニケーションロボットSOTA君がお
出迎え。訪れるお客様にとっては一番に同社の
技術力に触れる場であり、話題に出したくなる
ロボットのおもてなしである。
社内共有スペースではバランスチェア等を
配置し自然と運動する機会、社員同士のコ
ミュニケーションを増やす仕掛けが数多くち

■株式会社コーエイシステム
昨年30周年を迎えた株式会社コーエイシス
テムは、日本工営グループの電力用制御システ
ムの開発・保守業務を担当することを目的にス
タートしたシステム開発会社。現在は、グループ
以外のお客の仕事が6割程度となり、グループ
会社以外の業務では通信制御、自動運転など
を中心に行っている。
本社は麹町にあるが、神奈川県に多くの技術
者が常駐している。技術者である社員の多くは
客先常駐が多いため、新入社員の歓迎会、忘年
会と年2回の方針説明会などで社員の結束を
強めている。昨年の30周年記念には、品川プリ
ンスホテルで社員向けのイベントを行い結束
力を高めた。
リーマンショックでは経営数字が悪くなり社
員一丸となって制度改革を行ったり、取引先の

■株式会社メトロ
1971年に日本初のファシリティマネジメント
を目指し、株式会社メトロの前身となる株式会
社ファシリティマネージメントを國清芳雄氏が
創業した。
1987年に関連会社を合併、社名を現在の株
式会社メトロに変更。今年で47年目を迎える。
現在は二代目社長國清康之氏が指揮を執って
いる。山手線の新駅計画のある品川と田町の
間に本社／田町ソフト開発センターを構え、静
岡県沼津市に沼津ソフト開発センターを自社ビ
ルで構える。
同社は3つのコアとなる事業を展開してい
る。1つ目はお客様の立場で調査・設計から開
発・検証・運用・保守までのソフトウェアのライ
フサイクル全域で最適なサービスを提供し最
大限の満足をいただくことを目的とする「ソフ
トウェア開発」、2つ目は企業の事業を支える

りばめられている。
希望するお客様にはオフィスツアーという
形で公開・体験していただき商談にも貢献し
ている。
印象深いのは、社内イベントなどの社員同
士を知るための媒体はあえて掲示板に新聞を
掲載している点である。社員が掲示板前に立
ち止まり自然に会話が生まれる。情報伝達の
初心を忘れない姿勢と、温かみのある工夫に
感銘を受けた。今後の事業展開としては3つ
の柱がある。①世界トップレベルの最先端研
究所を活用すること。②研究所の技術を市場
へ持ち込み、現場からのフィードバックを活
かしより良いものを探求すること。③統合に
よる各々の技術を組み合わせ、豊かな未来社
会を実現すること。
ほかにも在宅ワークを実践で試みるなど働
き方改革に取り組む姿勢が印象深い。

拡大を行い現在のようなバランスを築き上げ
てきた。社員約120名は真面目な技術者で、グ
ループの経営理念である
「誠意をもってことに
あたり、技術を軸に社会に貢献する」を体言し
ている。
今後の技術の注力は、現存する技術を深め、
プロジェクトマネージメント力を向上し、通信制
御、
自動運転制御などグループ以外の事業領域
も拡大していくこと。そのためにも中途採用、新
卒など難しくなっている採用にも力を入れ、戦力
強化を図っていく。
また、
今年新たに部門を新設
し、新規事業の開拓にも力を入れているという。
25年前に日本工営株式会社から出向した渡
邊社長は社長として今期4年目、15.6名からス
タートした株式会社コーエイシステムの過去か
ら現在までを見て、
まさに
「やるべきこと」
を実行
してきているように感じた。

多種多様な業務システムや組込ソフト開発、社
会インフラなどの制御システムなど事業を支援
する「ビジネスソリューション」、3つ目は企業
内情報の利活用を目的としたデータの整備、こ
れらノウハウを活かしたデータクレンジングや
名寄せのサービスとデータを守るセキュリティ
ソリューションを提供する「データ＆セキュリ
ティ」である。
また、様々なパートナー企業やエンド顧客と
良好な関係を継続的に続けており、高い信頼
性を保っていることも強みだ。
10年前、めまぐるしく変化する時代において
プロフェッショナル集団として、あらゆるステー
クホルダーの期待を超える感動を生み出す会
社であり続けるために、企業理念「ヒューリス
テッィック」に経営理念「感動」を加えた。現在
も個々の社員がメトロイズム（メトロらしさ）を
模索し、100年企業を目指して躍進中である。

設 立：2017年4月1日
資本金：5億円
売上高：32,243百円（2017年3月期）
社員数：1,736名(2017年4月1日現在)
住 所：東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 17階
Tel：03-5782-7000（代）
URL：https://www.ntt-tx.co.jp/

設 立：1986年10月1日
資本金：9,000万円
売上高：1,215百万円
社員数：114名
住 所：東京都千代田区麹町4-2
Tel：03-5215-6630
URL：https://www.koeisystem.co.jp/

設

立：1971年7月10日

資本金等：3億262万1千円
売上高：4,513百万円
社員数：442人（2017年6月末現在）
住 所：東京都港区芝浦4-6-8
住友不動産田町ファーストビル9F
Tel：03-5484-1020
URL：http://www.metro.co.jp/

かながわ仕事・技能体験フェスタ2017に出展

開催日：平成29年7月22日（土）､₂₃日（日）
神情協事務局

平成29年7月22日（土）、23日（日）の2日間、パシフィコ
横浜展示ホールBで、「かながわ仕事・技能体験フェスタ
2017」が開催された。
このイベントは、神奈川県職業能力開発協会が平成25年度
から厚生労働省委託「若年技能者人材育成支援等事業」として
実施しており、主に小中学校の生徒等を対象に、技能・技術へ
の興味や職業に対する理解と関心を深めてもらうための参加・
体験型イベントで、熟練技能者の魅力をアピールすることによ
り職業観や将来の目標のヒントとし、普段の生活では体験する
ことが出来ないような技能や技術等、ものづくりの素晴らしさ
を一貫して体験できる。
神情協としては今回が2
回目の出展であり、産業能
率大学の協力により「こど
も向けプログラミング体
験」（子ども向けプログラ
ミング言語「Scratch（ス
クラッチ）」を使い、プロ

「鐵馬 ハーレーダビッドソン」

人生を大きく変えたハーレーとの出会いは、今から13年前。
国産バイクに乗っていた私は、車検を通すためバイク屋
へ向かった。主にカスタムハーレーを扱っているバイク屋
だったこともあり、社長が「1台いいハーレーあるよ、ど
んなものか試乗だけしてみたら」と軽く声をかけてくれた。
その試乗がバイクライフを大きく変える瞬間となる。国産
バイクでは味わえない1,340cc Vツインエンジンの叩き
出す鼓動にやられ、試乗を終えた私はすぐにその場で購入
決定。
最初に購入したハーレーは、1995年式EVOヘリテイジ。
ボディはレアな純正イエローカラーで美しい鐵馬（てつ
ば）だった。このハーレーが来てから、生活そのものが大
きく変わり、ハーレー中心の生活が始まる。乗った人間に
しか分からないが、ハーレーに
乗り換えた人間は誰しもが口に
する「人生が変わる」と。
1代目ハーレーに乗って5年が
過ぎたある日、古いハーレーに興
味が湧いていた頃で、バイク屋の

グラム作りの楽しさを体験
してもらう）コーナーを開
設した。
当日は10時の開場とと
もに親子連れの方々が一斉
に入場し、体験したい目的のコーナーに殺到した。
神情協のコーナーは1回の体験時間30分で定員16名とし、1
日6回、2日間で192名に体験させる。前年の経験から多くの
体験希望者が来ることを予想し、申込多数の場合は抽選により
人選する形とした。
2020年にプログラミング教育が小学校で義務化されること
もあり、今回も予想通り多くの子どもたちが殺到、2日間12回
とも満席という結果で終わった。主催者からの発表では、本イ
ベントの2日間の来場者数は、25600人と昨年にも増した人数
であった。
子ども達に直接指導していただいた産業能率大学24名の学
生・OBの方々及び指導の北川教授には感謝いたします。

社長から「アメリカからパ
ンヘッドのエンジンだけ輸
入したよ」とつぶやかれた。
「パンヘッド」という響き
に惹かれ、そしてオリジナ
ルハーレーという魅力に一瞬で取りつかれたのだ。ビンテー
ジバイクの試練は聞かされていたが決断は早かった。
乗り換えを決断し、カスタム構想から製作まで約1年をか
け完成した鐵馬が、現在のハーレー「トレイシー」である。
1952年式FLパンヘッドのエンジンだけの状態から、そ
れ以外のパーツ全てを自らセレクトし造り上げた世界に1台
の赤く熱いカスタムハーレー。
仲間意識の強いハーレー界に入り13年が過ぎたが、たく
さんの仲間もでき、最大のイベントでは約1万台以上のハー
レーが集まり、身分関係なく同じ時間を共有する。このシ
ンプルな人間交流もハーレーブランドの醍醐味だろう。
トレイシーは65年前のエンジンだけにトラブルもあ
るが、それ以上に人生を楽しませてくれる最高の愛馬だ。
「人馬一体」という言葉どおり、一生をかけてトレイシー
と共に、これからも時代を走り続けることが楽しみでなら
ない。
株式会社 TWO MOON 福田朋宏

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社NTQジャパン
横浜市中区新港
代表 小川 義輝
http://jp.ntq-solution.com.vn/
TEL 045-228-9010
業務 ・アウトソーシングサービス（オ
フショア開発、システム統合、クラウド
ベースソフト開発、アプリケーションシス
テム開発等）
・高度研究開発（R&D ）
■正会員
ウィザース・システム株式会社
平塚市代官町
代表 葛西 淳也

http://withearth-system.com/
TEL 0463-24-0855
業務 【ソフトウェア開発】システムに関
するコンサルティング、工場。プラント系
自動制御・監視システム開発
■正会員
株式会社アイオライト
横浜市中区弁天通
代表 柴田 健
http://www.iolite.co.jp
TEL 045-479-5811
業務 情報サービス業（IT&Software）
コンピュータに関するコンサルティン
グ業務
■正会員

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

ナレッジビーンズ株式会社
横浜市都筑区中川
代表 河西 堅二
http://www.knowledgebeans.co.jp
TEL 045-532-5411
業務 ソフト開発・アプリ開発
■正会員
株式会社ジャパンプランニング
横浜市戸塚区平戸
代表 阿部 正路
http://www.kk-jp.co.jp
TEL 045-824-0045
業務 組込みソフトウェア開発
■正会員
協栄企画システム株式会社

東京都品川区西品川
代表 佐藤 大資
http://www.kyouei-kikaku.com
TEL 03-6417-0208
業務 ソフトウェア・ハードウェア開発
■正会員
クオリティソフト株式会社
和歌山県西牟婁郡白浜町中
代表 浦 聖治
http://www.qualitysoft.com
TEL 0739-45-1001
業務 パッケージソフトウェアとクラ
ウドサービス及びアプライアンス製品
の開発及び販売業務

