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第29回軟式野球大会最終戦
いせはらサンシャイン・スタジアムで決勝戦と3位決定戦
が行われた。試合当日は風も穏やかな秋晴れの中、白熱した
試合が行われた。
決勝戦 日本電気 神奈川支社 vs シンポー情報システム
決勝戦は大会4連覇を含む、過去7度の優勝を誇るシン
ポー情報システム（以下シンポー）と過去5回優勝の日本電
気神奈川支社（以下日本電気）の今大会屈指の好カード。直
近では第26回大会決勝戦で対戦し、シンポーが優勝した。
日本電気はリベンジなるか、果たして・・・
試合は初回から動く。1回表、日本電気の攻撃。1アウト
二，三塁と先制のチャンスに、シンポーの
ピッチャーが主軸を連続三振で切り抜け無
失点に抑えた。対するシンポーは、その裏
の攻撃で2アウト一、二塁から5番打者が走
者一掃のスリーベースを放ち2点を先制。
明暗分かれる立ち上がりとなった。
反撃したい日本電気だが、2回表もノー
アウトでランナーを出しながらも要所を抑
えられ得点につながらない。逆にシンポー
は2回裏にも1点を追加し3対0とする。よ

第3回労働福利委員会セミナー
かながわ中小企業センタービルで「第3回労働福利セミ
ナー」が開催された。
一般社団法人日本産業カウンセラー協会神奈川支部長の粟
竹慎太郎氏を講師にお招きし、『これからのストレスチェッ
クのあり方』をテーマにお話を伺った。
最近では多くの企業で「メンタルヘルス対策」を実施して
はいるものの、依然としてメンタルヘルス不調が原因で退職
した者の数は多く、一度休職すると職場への復帰はかなり難
しいのが現状。
問題点として、研修受講時はみな元気なために受講者は自
分には関係がないと思っている、カウンセリングそのものに
対する誤解や偏見がある、上司は余裕がなくてラインケアが
できない、などが挙げられる。
これまでのメンタルヘルス対策をより効果的な方法に変え
ていくための対策として、
①セルフケア、ラインケアによる対応 ⇒ 戦略的、積極型
のメンタルヘルス対策へ
②問題発生対処型 ⇒ 事前保守型へ
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開催日：2017年11月25日（土）
労働福利委員会

うやく日本電気
は、3回表2アウ
ト二塁からタイム
リーヒットで1点
を返し3対1とする
も、シンポーは攻
撃の手を緩めず、
その裏に2点あ
げ、さらに5回裏
に2点追加し、7対
1と試合を決定づけた。
日本電気は2番手ピッチャーがシンポーの
強力打線を無失点に抑え反撃を待つも、大量
リードに守られたシンポーのピッチャーは、
安定のピッチングで日本電気に付け入るすき
を許さず、そのまま完投し7対1でシンポーが
勝利し、大会8度目の優勝を飾った。
大会MVPは1失点完投勝利と活躍したシン
ポー情報システムのピッチャー森田光陽選手
が選ばれた。
また、昨年優勝のアイネットと同3位の新明
和ソフトテクノロジとの3位決定戦は手に汗握
る好ゲームとなり、新明和ソフトテクノロジが3対2でサヨ
ナラ勝ちを収め3位となった。
最後に中山いその副会長からハイレベルの戦いを繰り広げ
た両チームに対し、感動と感謝の念を伝え、第29回大会は
閉幕となった。
株式会社アルファ・ウェーブ 大指 一郎
開催日：2017年12月8日（金）
労働福利委員会

③知識を与えて自分で対処 ⇒ 車検のように定期的に面談
をして早期発見・早期対処。
今やメンタルヘルス対策は、企業経営にとって熟慮すべき
大きな課題であり、働く方の自分自身の課題でもある。すべ
ての人がこの課題にさらに真剣に取り組む必要があり、今後
は積極的な対応をしていく風潮を社会全体に浸透させていき
たい。
株式会社プレミアサポート 増木 新也

開催日：2018年１月19日（金）
神情協事務局

平成30年神情協賀詞交歓会
業界に追い風

に乗り遅れないようにAI技術のセミナーや技術教育をおこ

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズの「日輪の間」で行

なう。協会は今年も会員各社が元気で魅力ある企業となり地

政機関団体からの来賓をはじめ、関東近県の友好団体および

域経済に貢献できるような支援を積極的おこなっていく」と

会員など総勢470名が集まり盛大に開催された。冒頭に神情

力強く挨拶された。
また、来賓の祝辞は、経済産業省商務情報政策局情報産業

協常山勝彦会長が挨拶。
「今年もわが業界はIoTや第四次産業革命の追い風で拡大

課企画官の和泉憲明氏。「情報サービス産業の課題に対して

することは間違いない。一方で技術者採用については大手・

リカレント教育・コネクティックインダストリーズなどの政

中小とも厳しい状況。中小も今後はオフショアなどを視野に

策をパッケージにして推進し日本の製品・サービスの品質を

入れる必要があり協会としても手法セミナーやパイプ作りと

あげて世界に向かっていくという構想をトップダウンで進め

なるイベントを開催する方針。産学連携委員会の活動を通し

ている。業界が発展して日本経済をけん引することを祈念

て大学・専門学校、県や市と連携し会員企業の採用につなげ

し、かつ経済産業省はバックアップして

たい。採用に苦戦しつつも会員企業各社で働く社員数は確実

いくことをお誓申し上げる」と。

に増加しており不人気業界といわれたIT業界のイメージも

さらに多忙な公務の中駆けつけてくだ

よい方向に変化している。国が進める働き方改革を追い風に

さった黒岩祐治神奈川県知事は「数年前

労働環境の改善などをおこない、IT業界で働いてよかった

に比べ自動運転走行システムは当たり前

と言える業界づくりに努めていく。女性活躍に関しては神奈

のようになり、車も個人で持つ時代から

川の女性IT人財は確実に増えており、育児後の就業や経営

皆でシェアするなど、価値観がどんどん

幹部を目指すなど考え方にも変化がみられる。ベストワーキ

変わっている。時代の流れを見極めな

ングウーマン表彰や女性対象のセミナーをとおして会員企業

がら、取り残されないようにしないと

の女性社員が働きながら輝き続けたいと思う協会活動を推進

いけない。皆さんとしっかりと情報交

する。グローバル化対応では海外進出セミナー・海外企業と

換しながらこの革命の時代を乗り越え

の協業・提携

たいと考えている。」と話された。

セミナーなど

アトラクションでは中国山西省太原

を開催する。

市の雑技団出身のお二人による変面・

AI技術はさら

柔術滾杯（じゅうじゅつこんぱい）・

に広い分野で

椅子倒立で会場を沸かせた。中山いそ

の活用となっ

の副会長の締めの挨拶で、盛大な賀詞

ていく。神情

交歓会はお開きとなった。

協もその流れ

第12回横浜ITフォーラム 〜AIの最新動向とKSF（Key Success Factors／成功への道）〜

開催日：2017年11月21日（火）
横浜市交流委員会

「旦那の捨て方を…」、横浜市のごみ分別A Iが話題に

AIを活用したチャットポット「イーオのごみ分別案内」が

なっている昨今、12回目の横浜ITフォーラムは、過去最大

紹介された。旦那の捨て方は別として、ＡＩ活用でかなり細

の166名（懇親会70名）の参加者の中、横浜情文センター6

かな質問に対しての回答がAIにより用意されているようで

階ホールで開催された。48年前の今日は、インターネット

ある。使用しているAIは学習型ではなくシナリオ型だそう

記念日（インターネットの実験の始まった日）という話しか

だ。アクセンチュアの保科氏の話しで、“AIは疲れない”

ら、「AIによるデジタルトランスフォーメーション」と題

とあったが、横浜市としての一番のメリットは、営業時間外

して、NTTコミュニケーションズの工藤氏の講演が幕を明

に対応できることだそうだ。NTTドコモからのAI提供と、

けた。現在は第三次AIブームであり、AIは人の仕事を奪う

横浜市からのごみ分別データ提供の融合から完成された官民

のではなく、この先人口が減少することにより発生する生産

一体の本システムは、疲れを知らないAI活用のモデルケー

性の低下を、AI活用で向上させることが目的であることを

スとなるだろう。

強調された。
続いてアクセンチュアの保科氏の「AIの最新動向・事例
と今後の展望」と題し、第二部の講演が続けられたが、やは
りここでも人口減による労働力の低下問題を強調された。な
んでも我が日本は、GVA（粗付加価値）が先進国の中で最
下位だそうだ。しかしその半面、AI活用時の経済成長率は
相当高くなるはずと説明された。印象的な言葉で、“人は
疲れるがAIは疲れない”、当たり前だが全くその通りであ
る。またAI活用に重要なことは、良質なデータの提供であ
るとのことだ。
そして、最後に横浜市資源循環局の江口氏から、冒頭の

その後、場所を移して懇親会が行われ、AIについての活発
な情報交換の中、本ITフォーラムは盛況のまま幕を閉じた。
アドバンスドプランニング株式会社

今井

一範

開催日：2017年12月12日（火）
企業経営委員会

第11回クリスマスパーティー2017開催
寒気いよいよ厳しくなった12月、第11回クリスマスパー
ティーが開催された。
今回は、神奈川県情報サービス産業協会の企業経営委員
会と女性活躍ダイバーシティ委員会が日本情報技術取引所
（J I E T）青年委員会と合同で、神奈川を飛び出し渋谷「ノ
ス・オルグ」で、団体と地域の垣根を超えた有意義で楽しい
パーティーとなった。
暗転からの動画スタートの後、神情協常山会長とJIET酒井
理事長の挨拶、両団体の簡単な紹介、そしてついに乾杯でパー
ティースタート！
両団体は、集客にも力を入れ、噂を聞きつけた当日参加のゲ
ストも増えたのか、食事や飲み物が足りなくなるほど。当初予
定を大幅に超えた187人もの大集客だ。
受付時に配られた男性ブルー、女性ピンク（中には男性でも

「第7回委員会対抗ゴルフコンペ」
第7回となる神情協委員会対抗ゴルフ選手権大会がレンブラ
ントゴルフ倶楽部御殿場で開催された。前週より台風21号の
影響が心配されたが、当日の天候は曇り時々晴れ。朝は肌寒い
陽気だったが、絶好のゴルフ日和となった。
今年も新規参加者が加わり総勢64名、参加企業数51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「広報委員
会」。準優勝は、「産学連携委員会」、連覇が懸かっている
「労働福利委員会」は３位だった。
優勝した広報委員会は今回最も少ない５名での参加にも係わ
らず、全員の大活躍で優勝となった。また、労働福利委員会の
グロス部門の優勝は3連覇となった。
個人の部では、スパイスメディアの鷹觜（タカノハシ）美

第10回神情協実業団対抗ゴルフ大会
第10回神情協実業団対抗ゴルフ大会がレイクウッドゴルフ
クラブで行われた。
昨年は天候不良のため中止となってしまい、2年ぶりの開催
となった。
気候は肌寒く終日曇りだったが、初参加者も多く楽しいゴル
フコンペとなった。
今回は、これまでのようなノータッチ・完全ホールアウトと
いうガチンコ対決ではなく、OKパットあり、オール６インチ
OKというかなり緩めのルールで開催された。また、各社「ゴ
ルフの達人」で競われる中、紅一点「ティー・エム・シー」か
ら千葉理恵子さんが初参加し、見事ブービー賞を獲得した。
今回の優勝チームは本実業団対抗ゴルフ大会に初参加された
「鈴与シンワート」の北条丈巳さんと岩崎洋さんのチーム。

第48回神情協ビジネスフォーラム
第48回となるビジネスフォーラムは、長い歴史の中で初の
県外開催となった。今回は前山副会長、今井理事のお膝元、町
田市での開催。町田市？ ホントに県外？ 相模原の飛び地
とも言われ
る町田市。
電話番号は
04×、本
当 に 東 京
都？ 神奈
川県町田市
では？ い

ピンク）のパンフレッ
トに記載の番号をそれ
ぞれ探し出すカップリ
ングゲーム。会場内で
「あなたは、何番です
か？」「○番の人いま
せんか〜」と、それぞ
れに見知らぬ者同士の
交流のきかっけになっていた。
パーティー終盤には、各企業に協賛を募り、総数141個のプ
レゼント大抽選会で大いに盛り上がった。
神情協副会長・JIET神奈川副支部長前山氏による締めでお開
き。その後参加者たちは、渋谷の街に溶け込んでいったようだ。
株式会社日本インテリジェントビジネス 萩原 一成
開催日：2017年10月24日（火）
企業経営委員会

保子氏がグロス93ネッ
ト68.6のスコアで優勝
された。64名参加の大
コンペでの女性優勝は
お見事。あわせてベス
グロ女子の部も優勝。ベスグロ男子の部はスコア76でエイ・
シー・ティ板橋哲也氏が優勝された。
競技後は、恒例のパーティーと表彰式が行われた。今回は
主幹事の申込忘れによる欠場から始まり、代理幹事は表彰順
番を入れ替える演出（？）もあり、たくさんのハプニングと
たくさんの親睦とたくさんの出会いと思い出に残る楽しい委
員会対抗コンペとなった。
株式会社エーアイネット・テクノロジ 中山 泰秀
開催日：2017年11月30日（木）
企業経営委員会

ディフェンディング
チャンピオンの「アイ
ネット」は僅差で連続
優勝を阻まれ、準優勝
という結果となった。
３位は前回と同じ「富士テクノソリューションズ」。今回
も初参加の方々が大活躍したゴルフ大会となった。
パーティー会場では、初参加の方々を含め、それぞれの組
での珍プレー好プレーの話で盛り上がり、今回スコアの良
かった人も悪かった人も、みんな笑顔で楽しそうに話す姿が
印象的だった。
株式会社テイー・エム・シー 千葉 直樹
開催日：2017年10月26日（木）
企業経営委員会

えいえ東京都である。
私はまだ2度目の訪問だが活気のある街だ。新宿、横浜へも
30分程度で行ける利便性、沢山のIT企業が育っている。しか
し、町田住民は町田市内で生活するそうだ。ソフトウェア振興
会、さがみはらIT協同組合との共催により、10社からの発表
をいただいた。
自社製品の紹介、協業募集、AI、IoT、FA、新人採用と旬
な話題が満載、有意義な情報交換の場となった。そしてビジ
ネスフォーラム後の楽しい親睦会での名刺交換、2次会、3次
会・・・町田の夜は延々と続いた。
株式会社エーアイネット・テクノロジ 中山 泰秀

アプリケーションコンテスト表彰式＆第35回技術セミナー
横浜情報文化センターで第3回アプリケーションコンテスト
の表彰式が行われた。今年度のコンテストには10社11作品が
エントリーし、厳正な審査の結果、優秀賞３作品が選出され、
そのうち1作品が最優秀作品に選出された。また、特に優れた
アイデアや技術力で評価が高かった３作品が特別賞に選出され
た。これら各賞の受賞者には表彰状ならびに金一封が授与され
た。
今回はAIやIoTなど先端技術にチャレンジした完成度が高い
エントリーが多く、しかも12月７日に行われた審査会では製
作者自身がそれぞれの個性を出して強く印象に残るプレゼンを
行い審査は大いに難航した、とコンテストを主催する技術委員
会市川委員長は開会の辞で述べた。
表彰式後、最優秀賞、優秀賞に選出された３作品の製作者
チームによる作品発表が行われ、会場を沸かせるとともに会場
に集まった技術者たちの次に向けた闘志をかきたてていた。
◆最優秀賞
窓口混雑状況見える化アプリ「ならばぬ君」
荒井 陽介、他4名
シンポー情報システム株式会社
◆優秀賞
危険生物チェッカー
中村 隆之、他4名
ノックスデータ株式会社
ダンドリーキッチン
立見 哲也、他4名
株式会社メトロ
◆特別賞
かんたんストレスチェッカー
藤田 純一、他1名
株式会社アローズ・システムズ
至近距離周辺検索アプリ
宇南山 勇、他1名
株式会社ラピス
Rising Hand Counter（挙手カウントアプリ）
新倉 直明
株式会社アローズ・システムズ

アプリコンテ
スト表彰式に続
き「ロボットが
拓くビジネス
の可能性と技術
課題」をテーマ
に、お二人の講
師による技術セ
ミナーが開催さ
れた。
最初のご登壇
は株式会社ＭＡＮＯＩ企画代表取締役の岡本正行氏。しなやか
に動く複数のヒト型ロボットを見守りながら繰り出される絶妙
な語りは、自らをロボット業界の大道芸人と呼ぶとおりの講演
だった。AIやロボットなど今や一般化した言葉の意味を改め
て問い、日本が世界に発信する人型ロボット開発を支える方々
との交流を通して見えてくる最先端を鮮やかに浮き彫りにされ
た。
講演２は株式会社人工知能ロボット研究所 代表取締役 西村
揮一氏の講演が行われた。氏は一般社団法人二足歩行ロボット
協会の理事長でもあり、大資本の技術動向だけでなく、同協
会で2001年から開催しているロボットコンテスト（ROBOONE）参加者の技術力の高さもご紹介されるなど、マスコミ
報道からは得難い事例を動画により幅広くご説明いただいた。
特にセミナー参加企業の研究にも役立つ10万円ロボットシス
テムの要素技術の解説はご自身で選定された格安部品の値段ま
で示され、講演会後の懇親会でも興味を持った多くの技術者が
西村氏の周りを取り囲んで実際的なものづくりを話題に盛り上
がっていた。
株式会社ジェイエスピー 三浦 康弘

技術委員会工場見学【味の素冷凍食品 関東工場及びSUBARU 矢島工場】
今年が2回目となる工場見学を行った。この工場見学は、昨
今よく言われるIoT・ロボット・AIなどをキーワードに実際の
モノづくりの現場へ行って見てみる企画。当日は絶好の見学日
和の中、技術委員会のメンバーとその会社に所属する方々、事
務局合わせて16名の參加となった。
今年は味の素冷凍食品関東工場（以下、関東工場）・スバル
矢島工場（以下、矢島工場）の2か所を見学した。8:20に熊谷
駅に集合後、パンフレットを受取りチャーターしたバスで移
動。関東工場ではスライドを見ながら会社と工場の概要、味の
素冷凍食品の食の安全に対する取り組みなどの紹介があった。
工場は約950名が働いており、うち150名ほどが外国籍（15
か国）で、デザートのラインではほとんどが女性の方々だ。数
十種類のケーキを流しているので、まだまだ人手でやるべきと
ころも多い。また、あえて手工程を入れることで手作り感、高
級感を出すことも狙っているそうだ。
続いては餃子の製造ラインを見学した。ここでは単一製品の
生産になるのでほとんどの工程が機械化されている。食品を扱
う工場だけに内部は清潔に保たれ、異物混入が起きないように
作業者のキャップや絆創膏の扱いなどにも厳格なルールが遵守
されているだけでなく、最終工程ではX線写真を撮影・保存す
ることで、もしものときに対応できる仕組みとなっている。食
に関するモノづくりの厳しさを体感できた。見学後は試食があ
り、おなじみの餃子・焼売・チャーハンなどなど、冷凍ものと
思えない本格的な味を堪能させていただいた。

開催日：2018年1月31日（水）
技術委員会

開催日：2017年11月22日（水）
技術委員会

昼食後、矢島工場に伺った。ここではプレス工程から溶接工
程、組み立て工程、最終検査工程と自動車用鋼板から自動車の
誕生までの一連の流れを見学することができた。溶接工程はロ
ボットが大活躍。また組立工程では異なる車種がラインで流れ
てきても素早く正確に作業ができる各種工夫がなされていた。
工場に隣接しているビジターセンタで歴史と技術をテーマとし
た展示物を見学した。懐かしのスバル360から最新コンセプト
カーまでの車や安全技術、リサイクルの取組まで幅広い内容を
見学することができ有益な一日となった。
株式会社インフォマジック 市川 嘉美

第20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
横浜みなとみらいクイーンズフォーラムで、「第20回神奈川
県私立大学就職研究会（県就研）と神情協会員との情報交換
会」が開催され、県就研校19校（23名）、神情協58社（85
名）と神情協会員企業の参加が約３倍と売り手市場を象徴する
ものとなった。神情協常山会長より20年続いているこの活動
を継続し連携を深めていきたいとの説明があり、県就研岩瀬会
長からは昨今のインターンシップの在り方も含め情報交換をし
たいとのご挨拶があった。
意見交換会では、各大学より「内々定承諾期間」や「IT業
界のアピール方法」等についご意見をいただき「選考結果通知
は早くしてほしいが承諾期間は１カ月」又は「時期は６月以降
が望ましい」、「OB・OGの活用」など今後の採用活動にも

神情協

大変参考になる意
見があった。神情
協からは疑似面接
協力や若手社員に
よる業界セミナー
開催など産学連携
に関わる提案も
行った。懇親会で
は、神情協中溝副
会長の挨拶、県就研浅野氏の乾杯で始まり、第一部よりも多い
96名が参加、活発な意見交換が行われ盛況な会となった。
テクニカルジャパン株式会社 加藤 謙治

学生ITコンテスト最終選考・発表会

学生ITコンテストの最終選考・発表会が行われた。ビジネス企
画部門、ITプロダクト部門合わせて28件のエントリーがあり、
一次審査、二次審査を経た12組による最優秀賞を懸けた戦いが
繰り広げられた。神情協の審査委員には会長、担当副会長、産
学連携委員会、技術
委員会、教育研修委
員会、SE講座特別委
員会、広報委員会、
女性活躍ダイバーシ
ティ委員会から14名
が選定され、神奈川
県産業振興課、横浜

開催日：2017年11月28日（火）
産学連携委員会

市経済局、川崎市経済労働局の後援団体にもご参加いただき審査
にあたった。
特別賞に情報文化学園４名のチームによる「逆算アラーム」、
中央大学４名のチームによる「Hamafarm」の２作品が選ばれ、
優秀賞には専修大学・神奈川工科大学９名の合同チームによる
「まっぴん」が、東京農業大学の「はたけライブ」が最優秀作品
に選ばれた。この作品は「ライブ配信で農産物を売る全く新しい
農産物直売サービス」というテーマが斬新的であり、熱意の籠っ
た発表が評価された。コンテストを通じて、若者の柔軟な発想と
熱意が次の時代のIT業界を作り出していくことを確信した。
株式会社ユーズウェア 小川名剛彦

神情協海外視察研修旅行【ドイツ・ラトビア・リトアニア6日間】
今年度は、19名でドイツ・バルト三国（ラトビア・リトアニ
ア）の3カ国を教育研修委員会の海外研修旅行として訪ねた。
まず、ドイツ（ベルリン）では国家戦力プロジェクトとなって
いるインダストリー4.0（IoTやAIを用いることによる製造業の
革新）に関連した製品を扱っているBroadband World Forum
展示会に行った。ドイツの展示会会場の見た目は日本と同じで
はあるが、日本のように情報収集や交換ではなく即ビジネスと
して話をするらしく商談コーナが各ブースに設置されていた。
そのような中、会場をひとまわりすると手にはたくさんのカタ
ログやグッズを手にしていながら、最先端のIoT関連のネット
ワーク機器やソリューションにふれる事ができた。
展示会会場を後にし、ベルリン市内から少し離れた研究学
園都市となっているAdlershofにあるX-Visualと言う現地IT
企業に訪問した。X-V i s u a l社は2004年創業、従業員約10
名で年商約3億円のベンチャー企業である。社長のヴォルフ
ガング・ウェルシュチャー氏自ら会社説明をいただいた。
X-V isual社はプラント設計に使われていた高価なCADにか
わり、汎用的なドキュメント作成アプリケーションである
Microsoft
Visioにプラン
ト設計に必要
なアイテムを
アドオンとし
てC＃で開発
提供し発展し
てきた会社で
ある。社風は
アットホーム
な雰囲気で社

開催日：2017年11月15日（水）
産学連携委員会

開催日：2017年10月25日（水）〜30日（月）
教育研修委員会

長自ら料理し社員
との食事会を開催
したり、近隣の大
学生がプロジェク
トに参加している
とのこと。その
後、質疑応答で予
定の時間を1時間
オーバーするほど
盛り上がった。
ラトビア・リト
アニアではI Tイ
ンフラや活用を体感した。ラトビアはリーマンショックで人口
の海外流出、産業発展の低迷している事が起因しているのか
ITを感じる部分はなかったが隣のリトアニアでは通信速度も
速く、個人でもスマートフォンにバーコードリーダーを接続し
注文、レジシステムなどがあった。なお、ヨーロッパの通信回
線は日本と違いモバイル網は3G、地上ネットワークはxDSL
が主流とのことだった。
研修旅行の合間に1936年に開催したベルリンオリンピック
会場やベルリンの壁、バルト三国での絵本のような歴史ある建
物や教会を見ることができ、参加者にはヨーロッパのITと共に
歴史も感じることができた旅行になったと思う。しかし、帰国
時には皆、ソーセージ・キャベツ・ジャガイモはしばらく食べ
たくないと思ったのではないかと思うほど6日間食べ続けた。
株式会社データープロセスサービス 大西 雄一

外国人留学生向け合同企業就職説明会（神奈川ITジョブフェア）
クイーンズフォーラムE会議室で｢留学生・外国人限定神
奈川ITジョブフェア｣が開催された。日本のIT企業で働きた
い留学生・外国人を対象とした合同企業就職説明会として、
JETRO横浜の後援により実現した初めての試み。8社が参加
し、外国人参加者は34名（国籍はネパール・ベトナムなど）
であった。参加者は自己フォーム（訪問カード）を記入し、自
分の興味がある会社を回り、各社の説明を聞き、その後Q&A
のセッションもあった。各企業と外国人が、その場で次のス
テップである会社訪問（会社説明会や採用試験）の約束をして
いる場面も多く見受けられた。
私の地元インドネシアのジョブフェアと違い、来場外国人が
スーツを着て参加していることに驚いた。ITのことはまだ詳
しくないようですが、皆日本で働くためにチャレンジをしてい
ると思った。私も説明のために参加しましたが、ITに関する

開催日：2017年12月13日（水）
産学連携委員会

多くの質問で時間が
足りなくなるほど、
皆I Tに興味があるこ
とを感じることがで
きた。
このような外国人
向けのジョブフェア
はすごくよいことだ
と思う。ただし開催が12月だったため、すでに内定を持って
いる外国人が多くいた。開催時期を改めればもっと多くの外国
人が来場するのではないだろうか。来年も開催されることを期
待する。
株式会社ソフテム(川崎) アスリ・ブンガ・チンタミ

「感謝！あっという間の15年」
2018年3月末で退職いたします。
私が神情協に係わったのは、1991
年ころからと記憶しています。当
時、労務部会に所属しており、育児
休業法や男女雇用均等法に絡む調査
事業や神情協会員の賃金実態調査の
実施などを行いました。そのころ、
一緒に部会で活動していた前事務局
長の今井氏と知り合い、その縁で神
情協に入社することになりました。
私が神情協に入社（2003年4月）したときの会員数は
182社でした。その当時、東京にある日本ソフトウエア協
会（現：東京都情報産業協会）の会員数が200社を超えてお
り、そこに追いつけ、追い越せという気持ちで活動していた
ことを思い出します。お陰さまで現在では345社（2018年
1月時点）と地域（都道府県）にあるIT団体では、組織率全
国一の団体となりました。
神情協は、各種の事業などを行っていますが、私が一番思

い出に残るものとしては、神情協20周年に行った「ゆめま
つり20th」です。2007年3月4日（日）横浜港大桟橋ホール
で約3000名の方々が集まり、ぬいぐるみショーやマジック
ショー、大抽選会、世界の食べものを提供した飲食模擬店、
などなど、広い会場を使って楽しんだことでした。当日は、
天気にも恵まれ、室内のみでなく、屋外の広場でも楽しむこ
とが出来た最高の1日でした。また、毎年行っている地引網
大会やフットサル大会、船釣り大会などは、事業立ち上げに
関わってきたことから、印象に残っているイベントです。
事務局業務では、データの一本化を図るために、イベン
トなどの申し込みをホームページから行えるようにし、その
データを名簿作成、請求業務、債権管理といった一連のシス
テム化に作り上げ、事務局の業務効率化を図りました。
まだまだ思い出すことはありますが、これらのことが出来
たことは、神情協役員の方々や委員会の方々、会員の方々の
協力があったことで出来てきたと思っております。あっとい
う間の15年でしたが、本紙面を借りて、感謝申し上げます。
専務理事 内藤 由夫

「宜しくお願いいたします」
2017年の12月1日より神奈川県
情報サービス産業協会（以下、神情
協）に入社しました「加藤 明江」と
申します。
神情協との繋がりは軟式野球大会
で、前会社の野球部マネージャーを
やっていた関係で、2002年に事務
局の笹村さんより新たに「キャリア
レディス会（現：女性活躍ダイバー
シティ委員会）」という委員会が立ち上がるので入らないか
とのお誘いを受け、入ったのが始まりでした。また、前会社
では人事業務を担当していた関係で「労働福利委員会」へも
入りました。
それから、常山会長が団長として実施された「オーストラ
リア研修」に参加し、常山会長とは1か月違いの同級生でお
酒が大好きな方だということを知ることが出来ました。
常山会長とは運命の出会い？だったかもしれませんね。見

た目は私の方が絶対に若い？とは思いますが。。。
この16年間で2つの委員会・総会などを通じていろいろな
方と知り合うことが出来、私自身にとりまして貴重な財産と
なり本当に良かったと思っています。
学校卒業以来40年あまり勤めた会社を2017年11月30日
で定年退職しました。
再雇用制度を利用せずに退職することに多少の迷いもあり
ましたが、この「出会い」「縁」で神情協に入社することが
出来たと思っています。
出会えた皆様の一人ひとりに感謝ですね。本当にありがと
うございます。
今後は、今まで神情協を支えてくださった皆様のお話を聞
きつつ、自分なりに考え・行動し、少しでも会員企業の皆様
のお役に立てるよう精進してまいります。
今後とも会員の皆様のご協力、宜しくお願いいたします。
事務局長 加藤 明江

■株式会社エーアイネット・テクノロジ
2017年に26期目となったエーアイネッ
ト・テクノロジ（以下、AINet）は旧電電公
社D I P Sの仕事をしていた11名で設立され
た。今回お話を伺ったのは，創業社長の土屋
和雄氏から６年前にバトンを引き継いだ現社
長の中山泰秀氏だ。氏も創立メンバーの一人
とのことで、満を持しての登板だ。創業から
「顧客に恵まれ運が良かった」とさらりと
おっしゃる中山社長だが、就任以来、売上、
社員数を倍増したり、広島支店を開設した
り、当業界では数少ないと思われる営業系社
長の面目躍如といったところだ。
100名を超える社員数となった現在も、
80名を超える情報系有資格者がいるなど、
その技術志向の高さにも驚かされる。また福
利厚生面にも相当の力が入っているようで、
家族同伴での海外への社員旅行（？千万円の
経費！）を、既に10年の節目で２回も実施
しているとのこと。その他社内サークル活
動などへの会社支援も充実している。まさ

に同社キャッチフレーズ「『チームAINet』
は、未来を創造し、より楽しい今を実現しま
す。」そのもののようだ。
珍しいところでは、チェスプレーの山田弘
平氏とスポンサー契約をしていることだ。
山田氏はAINetの社員でもあり、国内唯一の
スポンサードチェスプレーヤーで、2017年
ジャパンオープンで優勝、チェスの世界では
将棋の羽生さん（趣味でチェスもやる）にも
勝つそうだ。
帰りがけに社内を見学させていただいた。
「基本は一括」とおっしゃる通り、社内で
80名強の方が作業をしている。凄いですね
と伺うと「（顧客との）歴史と信頼」と話
す。これが当たり前のようであり、また難し
いことでもある当業界のありよう、そこを上
手く回されてるお手本の一例を見せていただ
いた気がした。
最後に今後の抱負を伺うと、「次の５年後ま
でにはまた、売上社員数を倍にしたい」と。
キャッチフレーズの通り、社長業も楽しん

■ネットチャート株式会社

ターサービスは海外展開を来年予

「勇猛果敢」企業というイメージが脳裏に焼き

業の動向に確実に標準を合わせ

長、
村田取締役に話しを聴いた。

ながら前進する。

同社はネットワークインフラ構築事業を主

現在96名の社員が多様な技術

軸に1995年に創業、2006年にはIIJグループ

力で将来性あるソリューションを

に参画しエネルギッシュな事業展開の歴史を

生み出す。その動力は数多くの専

持つ。ネットワークインフラ事業では、
コンサル

門資格と同社の行動指針。
まずは「お客様の

ティングからI T基盤構築、ネットワーク工事、

立場に立つ」、そのためには専門資格を要し、

P C・サーバー移設などワンストップソリュー

個々がリーダシップを持ちプレゼン技術を磨

ションサービスを提供。その主軸からユーザー

くことだ。この思想こそが「インフラ構築のプ

ニーズに応じた事業展開へ取り組み、情報セ

ロフェショナル」へと導いていると強く感じた。

キュリティサービスやコンテナ型データセン

個々の行動力、決断力なしでは構築できない組

ター、長距離無線LANシステム、医療機関クラ

織作りである。

ウドサービスと幅広く展開している。データセン

敷地に「社訓 誠実・努力」と書かれた大き
な碑が佇む宮川製作所は、黒電話のベルやコ
イルなどのものづくり企業として1939年設立
された。
電電公社が民営化されたのを契機に、製造
から設計・ソフトウェア開発事業に本社業態を
シフト。現在は国内の関連会社、香港、中国な
どに製造拠点を移管し、組込系をはじめ、3G/
LTE、BLE、R FID応用プロダクツなどを中心
に、設計開発から、システムソリューション、機
器製造、運用保守までグループで請負ってい
る。電話部品製造でスタートした会社だけに、
各種AT MやK IOSK用のハンドセットは全国
生産数の7割を占めている。
特徴的なのは、社内フロアに一切仕切りがな
いこと。さまざまな部門の約70名が同じフロア
で仕事をする。プロジェクトを円滑に進めるに
はコミュニケーションが希薄になってはいけな

設 立：1991年７月
資本金：5,000万円
売上高：1,500百万円
社員数：105名
住 所：横浜市西区高島2-6-32
横浜東口ウィスポートビル３F
Tel：045-451-4311
URL：http://www.a-inet.jp/

定。AI技術などにも積極的で、IT産

ついている。そのイメージのままである楠本社

■株式会社宮川製作所

でおられるようで、また大いに勉強させられ
る企業訪問であった。

いとの思いからだ。それは宮川社長の姿勢にも
表れている。
宮川社長が4代目として就任したのは2003
年、35歳のとき。社員たちと年齢が近いことも
あり“話しやすい社長”として常に身近に接し、
不平不満も直接耳で聞く姿勢を貫いている。
挨拶を徹底し、元気の良さとコミュニケー
ションスキルの高さが社員の特長だ。チュー
ター制度の導入により中間社員が若い社員の
面倒をよく見るという。毎年開催される納涼会
では、社外勤務者を含む全社員が親睦を図る。
そのためメンタル面の問題とは無関係という。
神情協フットサル大会の上位入賞常連企業で
あることからも結びつきが伺われる。
本社敷地内に社員食堂がなくなった今でも、
昼食は仕出し弁当を半額で提供し、一堂に会し
て食べるなど、社員への誠実な思い・温かさは
創業当時から脈々と受け継がれているようだ。
2年後、創立80周年を迎える宮川製作所は、

設 立：2006年8月（創業 1995年6月）
資本金：5,500万円
売上高：31.3億円（2017年3月期）
社員数：96名（2017年12月現在）
住 所：横浜市港北区新横浜2-15-10
YS新横浜ビル 8階
Tel：045-476-1411
URL：https://www.ncj.co.jp/

誠実・努力をモットーにまもなく訪れるであろ
う100周年を目指し着実に歩を進めている。

設 立：1939年9月
資本金：1億円
売上高：約30億円（2016年12月現在）
社員数：約200名
住 所：神奈川県横浜市港北区樽町2-1-6
Tel：045-543-1150
URL：http://www.msk.co.jp/

全国地域情報産業団体連合会（ANIA）長崎大会
長崎市ホテルニュー長崎で、第39回全情連大会が開催され
た。本大会は、全国にある情報産業団体22団体が一同に会す
る全国大会で、今回は長崎県情報産業協会が担当した。当日
は、記念式典として担当団体およびANIA会長挨拶、経済産業
省、総務省からの代表挨拶と本年はANIA創立30周年というこ
とで「ANIA30年のあゆみ」を映像で紹介した。続いて、講演
ⅠとしてAandLive 代表取締役の高田明氏（ジャパネットタ
カダ創業者）から「夢持ち続け日々精進」、講演Ⅱとして長崎
総合科学大学教授のブライアン・バークガフニ氏（グラバー園

「悦楽のフィッシング、バーチカルジギング」
「バーチカルジギングとは？」
スポーツ・フィッシングとは、擬餌（ルアーやフライ）を
使った釣りのこと。
一般的に釣りのイメージと言うと、フィッシングベストを
着て長靴を履いたおじさんが、のんびりと浮きを見つめて魚
がかかるのを待つ、といったイメージかと思う。
スポーツ･フィッシングのジャンルでも、私はオフショア
のバーチカルジギングという釣法で魚と対峙している。オフ
ショア＝船で沖まで出て、鉄のルアー（ジグ、写真）を海底
まで落としてほぼ垂直に（バーチカル）しゃくりあげるため、
一般イメージと異なり、まさにスポーツ。習字の文鎮のよう
なジグは、潮流でかなり強力に流されるため、普通に持った
以上に重く、でもそこは擬餌のため、泳ぐがごとく動かさな
いと魚が見向きもしない。すなわち釣れないということにな
るので、潮流に負けないようにしゃくり続ける必要があるの
だ。
時には罰ゲームのように、終日汗だくでしゃくりあげノー
ヒットという日も少なくはなく、後日必ず筋肉痛になること
間違いなし。
「悦楽の２つの理由」
そんな苦行のようなバーチカルジギングではあるが、苦労
をしたからこそ、魚がバイトした瞬間のロッドのしなり、魚
の本能でラインを切ろう・逃げようとする複雑な動きに応対、
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教育研修委員会

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
アクセス株式会社
横浜市西区北幸
代表 松崎 弘嗣
https://www.axas-japan.co.jp/
TEL 045-326-2830
業務 1：システムインテグレーショ
ン事業
2：テクニカルサポート事業
■正会員
株式会社シスメトン
横浜市保土ヶ谷区狩場
代表 荒武 真也

http://cisumeton.com/
TEL 045-308-3188
業務 ITコンサルティング事業
SES事業
緑事業
■賛助会員
三上特許事務所
横浜市磯子区洋光台
代表 三上 結
TEL 045-515-7687
業務 特許、実用新案、商標、意匠の出
願、調査、相談
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神情協事務局

園長）から「長崎の『和華蘭』
文化に学ぶ」という演題で講演
した。
その後、懇親会があり長崎の
蛇踊りや中国の変面のパフォー
マンスが披露され、和気藹々の
中、大会は終了した。神情協か
らは正副会長を始め20名が参加
した。

水面に上がってきて魚種がわかった瞬間、船上に取り込んだ
安堵と達成感、喜びがひとしおになる。まさに悦楽の時間で
ある。
もうひとつの悦楽は、ジグの造形美。海の状況や対象魚に
よって、色、サイズ、形状などが異なり、しかし海の中で魚
のように動くわけなので、スマートで洗練されている。私の
前職の広告会社ではデザイナーなどのクリエイターの愛好者
も多く、はまる理由のひとつとしてジグのデザイン性の高さ
をあげている。
バーチカルジギングでは、カンパチ（写真）、ブリ、ヒラ
マサ、マグロ、タイ、サワラといった寿司ネタとしては高級
の部類に入る魚を釣ることができる。その他、ルアーのバリ
エーションでは、アジ、サバといった庶民的な魚や、アオリ
イカ、スルメイカなどのイカ類もターゲットになり、1年中
私を魅了し続けているのだ。
株式会社エルテックス 六角 健二
▼「様々な形状やカラーが美しい
ジグ」

▲「8kgのカンパチをゲット＠八丈島」

SEハンドブックは神情協が1992年に第1版を発行し、こ
の業界全体の技術力の向上のツールとしてだけでなく、地域
貢献の一環であるSE講座のテキストに使われており、2018
年（第9版）の改版となる。
今回の改版のポイントとして、マネジメント手法の部分を
大幅に見直した。SEに求められるマネジメントを、人材育
成やメンタルヘルス、リスクマネジメントなどに細かく分類
し、内容を刷新した。
また、関連知識としてディープラーニングなどの最新用語
の解説や、見積り手法、ニアショア、著作権などの解説、人
材育成に活用できるiコンピテンシディクショナリを追加し
た。そのほかの項目についても、全般的に現在の状況にあ
わせて事例や言葉遣いの見直しを
行っている。2月中旬より発売中。
（販売価格）
神情協会員
1冊1,300円（税込1,404円）
会員以外
1冊1,600円（税込1,728円）

