111

ǾǳǷǸɉȧ

KANAGAWA INFORMATION SERVICES INDUSTRY ASSOCIATION

開催日：2019年3月2日（土）
神情協事務局

かながわ夢絵コンテスト表彰式
小学生の子ども達より5,619点もの夢絵が集まった第23

雄輝さんが選ばれた。常山

回かながわ夢絵コンテスト表彰式が、そごう横浜店９階セン

会長より表彰状と副賞とし

タープラザで開催された。子どもらしい自由な発想と豊な想

て富士通株式会社神奈川支

像力で描かれた夢絵から

社よりFMVノートパソコン

は、たくさんの驚きと感

が授与された。また、「企

動、そして輝かしい未来へ

業サポーター賞」として、

の希望を感じることができ

会員企業よりたくさんの賞

た。全応募作品の中から最

が授与されていた。

最優秀賞「宇宙の水族館」

2019/7/26

も優れた作品に贈られる最

かながわ夢絵コンテスト

優秀賞には、タイトル「宇

は、テーマ「ぼくたち、わ

宙の水族館」横浜市立黒須

たしたちの未来の世界」、

田小学校６年山田埜生さ

応募対象者は神奈川県在住

んが選ばれ、続く優秀賞の

および在学の小学生、毎年

「神奈川県情報サービス産

６月初旬〜11月中旬までが

業協会賞」には、タイトル

応募期間とされている。会員企業の子ども達もぜひ応募され

「海底都市」相模原市立大

てみてはいかがでしょうか。

神奈川県情報サービス産業協会賞「海底都市」

野台中央小学校６年の高橋

家族慰安地引網大会

開催日：2019年5月18日（土）
労働福利委員会

今回は開催場所を三浦海岸に移し、朗らかな日差しの中、

も向け宝探しでは、笑顔で砂をかき分ける子、声を上げ真剣

水平線がきれいで風も穏やかな浜辺で、家族慰安地引網大会

な顔でサポートする保護者の皆さん。獲得した景品に大喜び

が開催された。ビールコーナーは大盛況で、最初に準備した

している子ども達がとても印象的だった。最後に地引網で獲

ビールはあっという間に底をつき、その後何度か追加し振る

れた魚をじゃんけん大会の勝者に配り閉会。家族で参加した

舞われた。テントでは、「やっぱり海辺で食べる肉とビール

仲間や酔って開放的になった仲間など、社内とは違う一面も

は最高」の声。焼きそばのいい匂いに誘われ、家族で美味し

見られ、親睦を深めるとても素晴らしい催しとなった。

そうに食べる姿。バーベキューも大いに盛り上がっていた。
地引網では合図とともにみんな一生懸命網を引き揚げ、大漁
とはいかなかったが大物が6尾ほど網にかかっていた。子ど

株式会社アイネット

杉田智康

開催日：2019年2月12日（火）
SE講座特別委員会

SE講座実施大学とSE講座講師との情報交換会
15年目を迎えたSE講座は、12大学で年間142コマの講

からは、「講義だけでは居

座を開講している。このような状況の中「大学向けSE講座

眠りも見受けられるので、

実施大学とSE講座講師との情報交換会」をコンベンション

学生と会話型で授業を進め

ルームAP横浜会議室で、大学から10校13名の先生と神情

ている」など講座に対する

協SE講師28名が参加して情報交換会を実施した。冒頭、中

工夫の話しもあり、有意義

溝副会長から激しく変化する情報社会に対応する人材育成の

な情報交換会となった。そ

一つとしてSE講座は欠かせない事業であり、今後も大学と

の後、ホテルキャメロット

連携して継続したいとの話しがあり、引き続きSE講座実施

ジャパンに会場を移し懇親

大学から受講学生数、講座の評価を含め、期待している内

会。常山会長から情報交換会の内容を有効に活用しSE講座を

容、要望などの報告があり、担当SE講師から授業の感想、

より良い講座にして行きたいとの挨拶があり、大学の先生と

コメントを発表して情報交換を行った。大学からは、毎回講

SE講師の方が親交を深め、和気あいあいのなか終了した。

師が代わることで情報システム開発現場の実状が聞ける、

テクノスクエア株式会社

渡部雄三

SEを職業とするかたの哲学が聞けるなど大変役立つ講座と
なっている。一方、講師の方々から同じ内
容の話があるとの学生の意見もあり、重要
技術に関する内容であることを学生に伝え
ているとの報告があった。神情協担当講師

開催日：2019年5月16日（木）
企業経営委員会

第6回経営者座談会
座談会は17時にスタートした。参加者は22名。テーマ別
に４つのグループに分かれて討議をし、その後、討議内容を
全体で共有した。グループごとの発表内容を要約して報告す
る。

の仕事を用意していくことも必要になりそうだ。神情協でも
取り組んでいただけるとありがたい。
４）生産効率向上視点と働き手の価値観の違いにおける働
き方改革とは：悩みがあると生産性は上がらない。コミュニ

１）ハラスメント：相手に不快感を与える行為が何でもハ

ケーションをはかることで価値観の差異を埋め、意欲をもっ

ラスメントとされてしまう風潮に違和感があるが、会社とし

て働いてもらうことが大切。ときには時間を忘れて取り組む

てハラスメントの定義や基準を理解し、ハラスメントに厳し

向上心も大切にしてほしい。

く臨む姿勢を示すことが大切。同じ行為・言動でもハラスメ
ントとされる場合とそうでない場合がある。過敏になり
すぎず、相手の人格を尊重しながらも指導は必要。
２）若手定着：入社して早いうち（１〜３年）に辞め
る社員も目立つようになってきている。神情協のイベン
トへの参加は定着に効果があるようだ。親の理解を得る
ことも若手社員の定着につながる。すべての社員に定着
してもらうことには無理がある。会社とベクトルが合う
人には残ってもらえるようにしていきたい。
３）中高年のモチベーション対策：いまの時代の中高
年とは45歳（あるいは50歳）以上と考える。中高年には
今でもモチベーションを高く維持してバリバリ働いてい
る人も多い。一方で部下を持てない人がいたり、技術面
で限界が来ていたり、受け入れ先が見つけにくいなどの
課題もある。一定の人については会社として技術者以外

社会保険労務士法人ソフィア横浜人事サポート 島本たか子

第52回神情協ビジネスフォーラム
第52回神情協ビジネスフォーラムが「I C T産業協同組
合」との共催で、ホテルノット横浜にて開催された。今回
のフォーラムは、124名という『過去最高の参加人数』でス

開催日：2019年2月21日（木）
企業経営委員会

ラムになったのではないかと思う。このイベントをきっかけ
に双方の団体企業がより発展することを期待している。
協栄企画システム株式会社

佐藤大資

タート。第1部商談会ではICT産業協同組合、KIAそれぞれの
会員企業 全13社が発表を行い、第2部懇親会では新入会員と
ゲスト紹介を交えながら、双方の団体の会員同士の交流・情
報交換が行われた。今回の共催は情報サービス分野で共通し
ていたため、より深いビジネスチャンスを模索できるフォー

「2019神奈川 IT 就職フェア」開催される

開催日：2019年3月19日（火）
産学連携委員会

毎年恒例となっている神情協主催の「神奈川IT就職フェ

また魅力を感じてもらい、お互いにとって良い結果を得られ

ア」(合同企業説明会)が、横浜そごう9階新都市ホールで開

ることに期待している。このような有効な場が今後の採用活

催された。今年は出展企業49社、学生211名の来場となっ

動にも活かされるよう、是非継続いただきたい。

た。当日は天候も良く、多数の来場を期待していたが、採用

株式会社ISTソフトウェア

坂部

優

の早期化の影響か期待ほど来場者数は
伸びない結果であった。しかし、会場
内では少しでも多くの情報を収集しよ
うと真剣な表情の学生が多く、昨年度
以上に活気づいていた。現に総延べ企
業訪問人数が821名と、来場者数に対
する比率は昨年度を上回った。本イベ
ントは企業側にとっては学生と向き合
える場として、学生にとっては企業の
人事担当者と直に向き合え、情報収集
の場として非常に有効と考える。この
場を通してICT業界への理解を深め、

第1回労働福利セミナー

開催日：2019年4月12日（金）
労働福利委員会

かながわ労働プラザで、LAW務総研 代表取締役 團 弘志

べきである。就業規則がきちんとしていないと、労働トラブ

氏を講師に招き、『企業防衛対策セミナー〜働き方改革を見

ルは解決できず、労使双方とも大変な労力を使うことにな

据えた労働トラブルの原因と未然防止対策〜』というテー

る。労働トラブルを未然に防ぐには、時代に合わせた就業規

マで講演があった。労働トラブルというのは以前

則を作成することである。私は経営者で

からあったが、その中身がここ数年で変化してい

はないが、社員から相談を受けることも

る、ということを具体的な事例から、とてもわか

多く、会社側の立場で説明を求められる

りやすく説明いただいた。今回は経営者側の視点

ので、とても参考になり、有意義なセミ

から、という話だったが、労働者がどんどん強く

ナーだった。このセミナーを活かし、今

なり、権利を主張するケースが増えているので、

後労働トラブルを発生させないように努

法律に則った対応が必要である。就業規則をきち

めていきたい。

んと整備し、また時代に合わせて変化させていく

株式会社アプリコット

曽根和茂

開催日：2019年6月20日(木）
神情協事務局

2019年度定時社員総会開催
令和最初となる2019年度定時社
員総会が、横浜ベイシェラトンホ
テル＆タワーズ4階の清流の間で開
催された。
社員総会に引き続き、ベスト
ワーキングウーマン表彰、SE講座
講師認定授与式が行われ、テレビ
でもおなじみの菊地幸夫弁護士の
講演を聴講。その後、5階の日輪の
間に会場を移し懇親会が開催され
た。
＜総会＞
常山会長より「IT業界に足を踏
み入れて40年、東京2020に向け
て新たなシステム化も進み、今が
一番よい時期なのではないか」と
の感想とともに、これまで好景気
の後に経験した大きな不況と、そ
れを乗り越えられた背景には必ず
キーワードがあることを紹介。今
後の景気減速を予測するも、A Iや5Gをはじめとする成長

定どおり総会は成立との報告のあ

キーワードを挙げ、

と、常山会長が議長に選出され、

乗り越える備えが必

審議が開始された。

要であり、また乗り

加藤事務局長より、世界情勢と

越えれば必ず復調す

日本経済およびIT業界の状況、そ

るとの挨拶があっ

して事務局の新体制の紹介から始

た。

まり、2018年度の各委員会の活

総会は、正会員数

動報告があった。また、2018年度決算報告、第6期理事お

299社、出席会員数

よび監事選任を審議。すべての議案は異議なく満場一致で原

103社、委任状提出

案どおり承認可決された。

74社、総数177社と
過半数であるため規

第６期
協会役職
会

役員名簿（＊新任）
氏

長 常山

名

会

社

名

担当委員会

協会役職

会

社

名

担当委員会

企業経営委員会、技術委員会、
女性活躍ダイバーシティ委員会

同

本田

篤志

(株)セカンド･ウェーブ

企業経営委員会 副委員長

同

持地

慶人

日本ノアーズ(株)

教育研修委員会 副委員長

(株)フューチャーネットワークス

労働福利委員会、広報委員会、
横浜市・川崎市交流委員会

同

齋藤

和義 (株)ショウナンソフトウェア

同

勝山

研人

(株)ソフテム（横浜）

産学連携委員会 副委員長

中溝

正俊 シンポー情報システム(株)

教育研修委員会、産学連携委員会、
SE講座特別委員会

同

市川

嘉美

(株)インフォマジック

技術委員会 副委員長

同

高見沢正己

(株)CIJ

技術委員会 副委員長

常務理事 守屋

光博 ピー・アイ・スクエア(株)

企業経営委員会 委員長

同

三浦 康弘＊ (株)ジェイエスピー

技術委員会 副委員長

教育研修委員会 委員長
（川崎市交流委員会副委員長兼務）

同

大指

一郎

(株)アルファ・ウェーブ

労働福利委員会 副委員長

同

戸高

秀和

ニューテック(株)

労働福利委員会 副委員長

産学連携委員会 委員長

同

鷹觜美保子

(有)スパイスメディア

広報委員会 副委員長

アドバンスドプランニング(株) 横浜市交流委員会 副委員長

中山いその

同

理

(株)データープロセスサービス

泰秀

(株)エーアイネット・テクノロジ 企業経営委員会 副委員長

浩志 デジタルコム(株)

同

事 中山

名

全般

副会長 前山

理

氏

勝彦 (株)ソフテム(川崎）

同

大西

雄一

同

富樫

和弘 (株)情創

同

山口 雅数＊ (株)富士テクノソリューションズ

技術委員会 委員長

同

今井

一範

同

板橋

哲也 (株)エイ・シー・ティ

労働福利委員会 委員長

同

増田

洋一 (株)第一コンピュータサービス

同

福井

二郎 (株)エリアドライブ

広報委員会 委員長

同

高橋

佑至 (株)ネットフォレスト

横浜市交流委員会 委員長

同

坂本

淳

同

畠山

英俊 (株)アプリコット

川崎市交流委員会 委員長

同

千葉理恵子 (株)ティー・エム・シー

女性活躍ダイバーシティ委員会 委員長

同

平野

雅義

同

小川名剛彦 (株)ユーズウェア

SE講座特別委員会 委員長
（産学連携委員会 副委員長兼務）

事 坂井

満 (株)アイネット

企業経営委員会 副委員長

監

事 岡野
同

本田

浩
博己

教育研修委員会 副委員長

川崎市交流委員会 副委員長

(株)メビウス

女性活躍ダイバーシティ委員会
副委員長

(株)フルハウス

女性活躍ダイバーシティ委員会
副委員長

東芝情報システム(株)

－

(株)エフネット

－

（敬称略、協会役職、委員会、氏名五十音順）

■第13回ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者
【貢

献

賞】

（社名五十音順、敬称略）

勤続が長く会社に貢献してこられた方
会 社 名
㈱アーク情報システム
㈱HTKエンジニアリング
シンポー情報システム㈱
㈱セントラルシステムズ
日産車体コンピュータサービス㈱

氏
名
勝山佳代子
石塚 康子
野村 歩実
玉井
瞳
落合 利佳

【キャリアアップ賞】
キャリアアップして、現在、係長相当及び役職となられている方
＜ベストワーキングウーマン表彰＞
さまざまな課題に意欲的に取り組み、女性活躍の場を広
げ、飛躍的に活動しているワーキングウーマン38名が表彰
された。
＜SE講座講師認定授与式＞
新たにSE講座講師7名を認定した。学生たちがIT業界に
興味をもつような講演、活動を期待したい。
＜講演会＞
テレビでもおなじみの菊地幸夫弁護士より
「出会いの人生から学んだこと」をテーマに
講演いただいた。
弁護士としてご活躍される中、自治体の顧
問弁護士として年に数千件の無料法律相談を
受けるそうだが、最も多く3割を占めるのは
相続関連で、その内容や調停の事例をわかり
やすく紹介いただいた。残念ながら遺言書が
元で親族争いになるケースがほとんどだと
か。また、遺言相続における事業承継の失敗
が、中小企業が廃業する理由として多いことも事例とともに
紹介くださった。
仕事柄、骨肉の争いを目
の当たりにしてきた菊地弁

会 社 名
㈱アーク情報システム
㈱アイネット
㈱NSP
㈱第一コンピュータサービス
㈱ティーエスアールパブリック
デジタルコム㈱
㈱プラザ・イー
㈱メタテクノ

氏
名
池田知香子
森
直美
井上真理子
橋本美紀子
畑 美和子
林
真樹
山下由佳理
宮本 陽子

【リーダーシップ賞】
現在、リーダーとして活躍中の方、または今後リーダーとし
て活躍が期待されている方
会 社 名
㈱NSP
NTTデータフォース㈱
㈱CIJ
㈱ソフテム
㈱第一コンピュータサービス
㈱ティー・エム・シー
日本データスキル㈱
日本データスキル㈱
㈱日本ビジネスエンジニアリング
㈱日本ビジネスエンジニアリング
㈱ネオジャパン
㈱富士通ワイエフシー
㈱ラピス
㈱YSLソリューション

氏
名
安山 優美
高橋
梢
高梨亜樹子
千葉真奈美
井上由布子
平田
碧
柴田 実央
水落佳代子
髙橋 香澄
遠藤麻里江
橘
由紀
中野 裕美
小澤 友里
牛木
希

護士は、「そうならないた

【ワーキングマザー賞】

めには普段からの人間関

現在、小学校までのお子さんを育てながら、仕事にも積極的

係、コミュニケーション、

に取り組んでいる方

絆が大切」と繰り返しおっ
しゃった。
そして、「3人の娘たちが
仲良くしている姿を見るのが何よりもうれしい」と目を細
め、父親としての姿も覗かせた。
＜懇親会＞
懇親会には、300名以上の方々が参加。中溝副会長の挨
拶、前山副会長の乾杯でスタート、中山副会長が締めを務
め、総会ならびに一連の行事は無事終了した。

会 社 名
㈱アイネット
NTTエレクトロニクステクノ㈱
NTTデータフォース㈱
㈱科学情報システムズ
㈱科学情報システムズ
㈱CIJ
シンポー情報システム㈱
㈱ティー・エス・アール
日産車体コンピュータサービス㈱
㈱富士通ワイエフシー
㈱メタテクノ

氏
名
松茂良 梢
丹波みづき
近江 浩野
大江紗有里
田辺
萌
伊藤
綾
秋山ゆり子
鈴木 賀世
高橋 有香
田谷 佳子
中村 綾乃

■SE講座講師認定者
会 社 名
㈱エフネット
㈱エルテックス
㈱湘南ビジネス
㈱セントラルシステムズ
㈱ソフテム（川崎）
㈱ティー・エム・シー
㈱ティー・エム・シー

氏
森井
飯高
金子
伊神
綿貫
千葉
矢吹

名
偉之
一光
雅人
尚道
理明
拓未
秀文
（敬称略）

開催日：2019年4月18日（木）
企業経営委員会

第53回神情協ビジネスフォーラム
平成最後の神情協ビジネスフォーラムが、ホテル・ザ・

われた。各代表の挨拶から、各

ノット横浜で開催された。「沢山かつ新しい“仲間”をみ

発表と熱が入り、第１部は少々

つけるために垣根を超えた交流を行う」のスローガンのも

時間を押すこととなったが、迅

と、日本情報技術取引所（JIET）との共催で、愛媛県情報

速な会場設営の後、第2部・懇

サービス産業協議会を迎え、まさに垣根を越えて神情協66

親会が同会場で開催された。飲

人、JIET33人、愛情協６人、他ゲスト３人の合計108人も

み物、食事を楽しみながら、改

の参加により盛会となった。神

めて発表内容の質問をする参加

情協 常山会長に始まり、JIET

者、さらに深い提案をする発表者など、交流が深められた。

南出副理事長、

懇親会終盤には、恒例の協会新加入企業の紹介、ゲス

愛情協 赤松会長

トの紹介

と各代表の挨拶

誘い発表・報告が行われた。第2部終了後は、暖かく

の後、商談会の

なってきた横浜の街でさらに交流が深まったことであ

スタート。第1

ろう。次回の開催は「令和」。新しい時代の最先端を

さらには、各委員会により近々事業へのお

進んでいきましょう。

発表は大忙しの常山会長が神情協の事業案内

株式会社日本インテリジェントビジネス

を、続いて各社の紹介・提案と全10発表が行

萩原一成

開催日：2019年5月28日（火）
企業経営委員会

第83回神情協ゴルフコンペ
令和初の神情協ゴルフコンペが平塚富士見カントリークラ

順

位

ブ大磯コースで開催された。優勝トロフィーには甲田氏発案

優

勝

会

社

名

参加者名

ネットスコア

ＮＴＴテクノクロス株式会社

桜井

政男

70.9

により「令和元年」の記念刻印が刻まれた。今回は第83回

準優勝

株式会社トマト

裵

漢泰

72.0

大会となり58名の参加となった。アウト8組イン7組に分か

第３位

ハイライズ株式会社

平岡

卓也

73.3

れてコンペを実施した。日本列島に早い夏日が続く中、時折
降る雨を除いては過ごしやすいゴルフ日和であり、コースコ
ンディションも変化する1日であったが、ベスグロ：79が3
名出るレベルの高い大会であった。そして優勝はベスグロの
一人ＮＴＴテクノクロスの桜井氏がネットでも第1位のみご
となスコアで総合優勝となった。次回2020年大会は5月第4
火曜に開催予定。
株式会社エーアイネット・テクノロジ

中山泰秀

第1回オープンセミナー

開催日：2019年6月11日（火）
技術委員会

令和最初となるオープンセミナーが20チーム、参加者59
名で開催された。今回はCTF（Capture The Flag：コン
ピュータセキュリティに関するさまざまな問題を解くことで
技量や知識を競う）を通じて、セキュリティの重要さを再
確認することができた。18:30開始のセミナーにもかかわら
ず、各チームの参加者は昼間の業務の疲れも見せず、全員が
技術者の顔で真剣に問題に取り組んだ。また、会場正面のス

クリーンには、各チームの得点がリアルタイムで表示され、
競技としての雰囲気も手伝い大いに盛り上がった。競技終了
後は講師のアルファ・ウェーブ柴山氏より問題の狙いと解説
をいただいた後、記念撮影を行い閉会となった。
株式会社インフォマジック

市川嘉美

■株式会社ディーアンドエーコンサルティング

に、仲間とともに冒険（Adventure）を続ける

D&A（ディーアンドエー）コンサルティング

ことを念頭にこの社名に決めた」と語るのは古

は2020年1月に創業30周年を迎える。富士

谷賢治社長だ。
「社員ひとりひとりが、豊かに

通および富士通関連企業、日本電気、キヤノ

幸せに生きていかなければいけないし、その基

ンI Tソリューションズといった、日本有数の企

盤の上にこそ健全な会社経営が成り立つ」とい

業が主要取引先で、ソフトウェア開発とインフ

う理念のもとに経営手腕を発揮し、創業30年

ラコンサルティング・設計・構築を主要サービ

を節目にシステムのワンストップサービスを完

スとして提供している。ひときわ印象的なのは

成させるとともに、新事業も考案中とのこと。

「D&A 」があしらわれた、エントランスホー

大半の社員が顧客先に常駐して仕事をするス

ルの洗練された社名サインボードだ。デザイン

タイル。そのため、社員の関係性を強める催し

会社かコンサルティングファームに思える高品

は盛んで、社員旅行やボーリング大会などを通

質のデザインで、企業サイトも同じトーン＆マ

じ社員の結束も固いという。順調な現業に加

ナーで展開しておりとても洒落ている。社名の

え、どのような新事業をオリンピックイヤーに

DとAは「ドリーム」
「アドベンチャー」の略。創

開始するのかが楽しみな、注目の会社である。

業の想いとして「夢（Dream）を実現するため

■株式会社アーク情報システム

大塚ビル５F
Tel：045-651-7470
URL：http://www.dacons.co.jp

ている。社員もディープラーニングの資格など

株式会社アーク情報システムは、常に時代

を取得し、社内の知識蓄積に積極的だ。そのほ

の最先端技術を取り入れ、成長し続けてきた。

かにも、A R・V R、ブロックチェーンや量子コン

オーダーでのソフトウェア開発が主流とのこと

ピュータなど、話題となる最新技術の研究開発

だが「大気・河川・海に関わる流体解析」
「地

も展開している。代表取締役社長の佐藤順一氏

盤解析や構造解析といった科学技術計算」
「各

は、ノウハウを持つことを重視し、自社内にて研

種画像・映像処理のソフトウェア開発」
「CAD」

究開発を行い、開発環境の設備、人財育成に力

「地図情報を応用したエンジニアリング系ソフ

を入れている。
「得意の技術を使って最先端の

トウェア開発」
「情報セキュリティソリューショ

ことを行っていきたい」という社員の真摯な言

ン」など、その技術力が活躍するフィールドの広

葉に、技術に対する飽くなき探究心、そして情熱

さに驚かされる。ノウハウの多さから大手企業

を感じる。最先端の技術を追い求め、業界を牽

からの信頼も厚く、創立32年目となる老舗ソフ

引する先駆者としての活躍に今後も注目してい

トウェア会社だが、安定した経営を実現してき

きたい。

た。近年では、これまでに培った解析技術に加
えA I関連の開発およびコンサルティングを行っ

■株式会社シンクメディア

設 立：1990年1月8日
資本金：5000万円
売上高：3億3800万円
社員数：40名
住 所：神奈川県横浜市中区桜木町３-７-２

設 立：1987年10月14日
資本金：3億600万円
売上高：16億8,300万円
社員数：133名
住 所：本社：東京都千代田区五番町4-2 東プレビル
横浜事業所：神奈川県横浜市港北区
新横浜3-22-17岩崎学園新横浜 2号館
Tel：本社：03-3234-9231
横浜事業所：045-471-2711
URL：https://www.ark-info-sys.co.jp/

が魅力のひとつだ。会社の理念は「完全性の

株式会社シンクメディアは、名古屋を拠点と

追求」。納得いくまで品質を追求し、持てる力

したオフコン中心のシステム開発会社として

を出し切る姿勢は今も会社の社是のようなメッ

「中部システムラボラトリー株式会社」を起業

セージとなっている。元々ハードウェアエンジ

した。その後首都圏に業務が集中しはじめたこ

ニアだった下谷代表は「知識と経験を新しい時

ともあり、川崎市に移転し、2001年から現在の

代に組み合わせたい」と語る。将来的な展望と

「株式会社シンクメディア」に社名変更。現・

して、ラズベリーパイなどの簡易OSを搭載した

代表取締役の下谷友孝氏はメンバーとして入

ボードの開発や、ソフトだけでなくハードも合

社したが、このころから代表を務めている。取

わせた事業分野の開拓を検討しているそうだ。

引先は製造業中心で特に電機メーカーだ。主

「客先常駐型なので社員が集まることが難し

力サービスはOracle EBSのアドオン設計・開

いが、今後は神情協の行事を上手く活用しなが

発で、受注・購買・物流・会計などの業務シス

ら、社内・社外とのコミュニケーションを増や

テムの上流工程から保守・運用に至るまで幅広

していければ」とのこと。下谷代表の仕事への

く担当している。社員各々が新規提案、改善提

熱意と社員への溢れる優しさが伝わる取材と

案を常に心がけていて、顧客に寄り添った対応

なった。

設 立：1983年2月24日
資本金：1200万円
売上高：非公開
社員数：4名
住 所：神奈川県川崎市高津区
URL：http://www.t-media.co.jp

川崎市交流委員会

「ものづくりの街」といわれていた川崎市における製造

インタビュー

業就労人口の減少やICT業界従事者の増加について説明さ

■川崎市との関わりについて

れた。その中で地域経済活性化に向けて川崎市が推進す

当委員会は、川崎市・川崎市産業振興財団・川崎市内諸

る「ものづくり・ICT連携促進事業」の立ち上げやこの事

団体と神情協会員企業とのビジネス交流の場の提供を主な

業における神情協の役割について評価をいただき、これを

目的とし活動している。近年では市が推進する「ICT産業

継続し具体的な成果に繋げてもらいたいと激励をいただ

連携促進事業」に業界団体として協力し、川崎市工業団体

いた。また、近年生産性向上や働き方改革が叫ばれてい

連合会と異業種交流フォーラムを共催。このイベントに、

るが、川崎市でも注力しており、その実現の過程でAI、

副市長時代から３年間関わり続けている川崎市産業振興財

ビッグデータ、IoTといったICTの力が必要不可欠。いか

団の三浦理事長にお話を

にして各業界がデジタル革新（デジタルトランスフォー

伺った。

メーション）に対応できるかが大きな課題となるので、神

冒頭、川崎市の業種別
就労人口推移や日本経

情協の積極的な対応や活躍に大きく期待を寄せているとの
ことであった。

済、世界の一人当たりの

最後に、今後の展望や将来に向けて伺ったところ、未来

G D Pなどが変化する中

を担う子どもたちにもICTの利活用やプログラミング教育

で、国際競争力の低下や

をしっかりするためにも、神情協の更なる活躍に期待して

労働生産性の伸び悩み、

いるとの言葉をいただいた。
株式会社アルファメディア

小湊宏之

神奈川県情報サービス産業健康保険組合 加入のご案内
神奈川県情報サービス産業健康保険組合は昭和56年に設立され、国に代わって健康保険に関するすべての事業を
行っている公法人です。神奈川県、東京都、千葉県、山梨県および静岡県内に所在する情報通信業の事業所を対象と
し、現在632社、67,435人が加入されています。（平成31年3末現在）
設立以来、安定した保険料率と手厚い健診等の保健事業を念頭に運営し、加入者の皆様がより健康な生活を送るこ
とができるよう様々なサポートを行っておりますので、この機会にぜひ加入をご検討ください。

加入のメリット
保険料負担が軽減できます

健診費用が軽減できます
・提携医療機関で窓口負担なしでご受診できます

保険料率（令和元年度）
被保険者
健康保険
介護保険

事業主

47.5/1,000 47.5/1,000
8.5/1,000

8.5/1,000

合計
95/1,000
17/1,000

・提携医療機関以外でも健診費用を補助します
福利厚生が充実します
・直営保養所を割安料金でご利用いただけます
・テーマパークなどの利用料を補助します

加入についてのお問い合わせはこちら
神奈川県情報サービス産業健康保険組合

TEL：045-314-1477㈹

URL：https://www.kjkenpo.or.jp

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社シーシー・ネットワーク
東京都千代田区神田
代表 大須賀 哲
https://www.ccnet.co.jp/
TEL 03-5289-9341
業務 情報技術教育サービス/コンサル
ティング・サービス/システム・インテ
グレーション/システム開発サービス/
システム保守サービス
■正会員
株式会社シンクロジック
横浜市西区みなとみらい
代表 島田 琢也
http://www.thinklogic.co.jp
TEL 045-227-6955
業務 ソフトエェア開発

■正会員
Nakaoka Partners合同会社
東京都品川区大崎
代表 中岡 敬行
TEL 03-6403-9860
業務 有料職業紹介業、ITコンサルティ
ング、海外事業支援
■正会員
株式会社ITSOL JAPAN
東京都千代田区神田
代表 グエン スアン ギア
http://itsol-japan.co.jp
TEL 050-6871-7659
業務 システム開発・SES・オフショ開発
■賛助会員
株式会社東海日動パートナーズTOKIO
神奈川支店

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

川崎市幸区堀川町
代表 古川 悟
https://www.tnp-tokio.co.jp/
TEL 044-201-7748
業務 損害保険代理店業、生命保険の募
集に関する業務
■賛助会員
公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会
埼玉県さいたま市南区
代表 石井 進
http://www.sisia.or.jp
TEL 048-844-5510
業務 産学官交流、IT技術の啓蒙普及、
IT人材の育成、会員企業のための福利
厚生、受注拡大活動、研修会、研究会
を通じて地域社会への貢献事業を行う
■賛助会員

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会
千葉市美浜区中瀬
代表 吉田 幸宏
http://www.chisa.gr.jp
TEL 043-212-2755
業務 情報サービス業団体
■賛助会員
株式会社Fusion One
東京都千代田区神田
代表 崔 光護
http;//www.i-fusionone.com
TEL 03-5809-8321
業務 ITスクール運営（神田ITスクー
ル）・システム開発・人材サービス

