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開催日：2020年8月5日（水）
神情協事務局

2020年度 定時社員総会開催
毎年6月に開催される定時社員総会。
今年は新型コロナ感染拡大の影響で8月
に延期され、横浜ベイシェラトンホテル
＆タワーズの清流の間で開催された。定
員200名以上の会場入り口には、感染対
策として消毒液が置かれ、テーブルと椅
子は十分な間隔を取って配置されてい
た。そこに着席したのはマスクをした協
会役員等、わずか34名であった。
異様な状況の中、定刻通り、加藤事務局長の司会進行で総会
がスタート。まず、常山会長より次のような挨拶があった。
「神情協34年の歴史の中で、IT業界が右肩下がりになった
のはバブル崩壊とリーマンショック。どちらも1年から1年半後
に影響が出始めて2年間ほど続いた。新型コロナの影響はいつ
頃出て、いつ頃まで続くのか予測ができないという不安もある
が、このような状況下でも運用できるシステム関連の仕事が出
てくるのではないか、AI、クラウド、IoTなどの新しい技術が
たくさんあるので、もしかしたら予測よりも早く終息するので
はないかという淡い期待がある。その淡い期待が現実となり、
来年はこれまで通り200名を超える会員企業にお集まりいただ

き、社員総会が開催できるよう祈念す
る」。そして、正会員296社、委任状提
出184社、出席会員数34社、総数218社
と過半数で規定通り総会は成立、常山会
長が議長に選任され、審議が始まった。
加藤事務局長より、日本経済とIT業界の
動向に続き、2019年度の委員会活動に
ついての報告があった。続いて、2019
年度の決算報告の後、2名の役員の退
任と、1名の新任について紹介があり、すべての議案は異議な
く、満場一致で原案どおり、承認可決された。講演会も各表彰
式も行われない異例づくしの総会は、わずか30分で終了した。

ものづくり×ICT連携フォーラムinかわさき
川崎市工業団体連合会（工団連）との合同主催（川崎市・
公益財団法人川崎市産業振興財団の共催）で開催している本
フォーラムも今回で５回目となり、参加者数はZoomでの参加
者も含め86名が集まり盛会となった。
常山会長からの開催挨拶では、この時期だからこそ感染症対
策を万全にした上で、本フォーラムを開催するという熱い思い
が伝わってきた。その後、
「コロナ禍で採用広がる
I T化働き方改革」と題し
たパネルディスカッション
を工団連会員企業とICT企
業で行い、それぞれの立場
からICT活用の現状や課題

第57回神情協ビジネスフォーラム
第57回神情協ビジネスフォーラムがホテルプラムで、神
情協とJIETの共催で開催された。また、新型コロナウイルス
の感染拡大も懸念しZoomによる参加も合わせ神情協58名、
JIET25名、ゲスト4名の合計87名で執り行われた。
神情協の常山会長、JIETの南出理事長の挨拶により第一
部が始まり、商談は、人材育成コンサルタンツ、アイルミッ
ション、クラウドプロダクション、結婚相談所Enishell、マ
ジックソフトウエア・ジャパン、ネオジャパン、Ruby開発の
全7社による発表が行われた。続いての第2部懇親会は、初め
ての試みで着席形式での実施となった。新規会員、ゲストの
紹介が行われる中、結婚相談所Enishellの「IT男子が人気」
に反応が大きく「独身」のアピールが多くあった。すべての

2020/11/20

開催日：2020年9月24日（木）
川崎市交流委員会

を出し合い、コロナ禍を乗り越えていく方法を模索しあった。
工団連会員企業は以前からICTを活用して生産性向上への取り
組みや働き方改革を積極的に行う姿勢、ICT企業はコロナ禍の中
で、AI技術を活用した食品ロス削減アプリや健康観察アプリを世
の中に提供していくといった姿勢が見え、とても印象深かった。
最後に、各社ともウィズコロナの時代をアクセルとブレーキの
バランスをどのようにとって、どう乗り越えていくかの展望を語
りあった。例年より短縮版のフォーラムであったが、この時代を
どう過ごしていくかを考えさせられる有意義な時間であった。
今回はフォーラム終了後の懇親会は中止となってしまった
が、ウィズコロナの時代を乗り越え、神情協と工団連のより一
層の連携強化が期待される。
株式会社ソフテム 仲尾次 倫
開催日：2020年7月16日（木）
企業経営委員会

プログラム終了後は名刺交換の場となったが、いろいろな意味で
「出会い」を求めたフォーラムになったのではないかと思う。
株式会社アクロイト 田村孝章

開催日：2020年7月2日（木）
労働福利委員会

第１回労働福利委員会セミナー
「緊急開催『雇用調整助成金』手続き超実践セミナー」をテー
マに社会保険労務士法人ソフィア横浜人事サポート代表の島本た
か子氏をお招きして講演いただいた。労働福利セミナーとしては
初となるWeb開催での試みであったが、今回の雇用調整助成金
制度は新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う特例措置で、非常にタイムリーなセミ
ナーテーマということもあり、多くの経営
者、経理担当者が参加された。
序盤は島本氏から雇用調整助成金の種類
や、支給額の算出方法を紹介していただい
た。中盤以降は雇用保険加入の有無や事業
規模などによって異なる、さまざまな申請
方法のご紹介から実際に雇用調整助成金を
申請するまでの流れの説明、そして今後、

第2回労働福利委員会セミナー
「ハラスメント〜起きたときどうする？」をテーマに日本産
業カウンセラー協会神奈川支部認定講師の小川悦代氏をお招き
してご講演いただいた。
まずグループワークでハラスメントの種類をあげ、職場でのハ
ラスメントとは言葉や表情、態度で尊厳を傷つける、人を支配した
い、自分は正しい、権利を争うなどハラスメントに対する理解を深
めた｡企業にとってのハラスメントは影響が
大きく、働くことへのモチベーションに大き
く関わってくるため、対策を取って活性化し
て環境づくりを行っていく必要性があること
を感じた。また6月より施行された労働施策
総合推進法の改正により事業主に防止措置を
講じることが義務付けられた。
ハラスメントが起きた場合のこころが

雇用調整助成金制度の支給要件に変更があった場合などに行う
べき最新情報の収集方法を紹介いただいた。雇用調整助成金に
関する基本情報の紹介だけでなく、多くの申請者が抱くであろ
う疑問への対処や申請の際に気をつけることなど、実際の申請
サポート経験から得た貴重な情報まで教示い
ただき、有意義な時間となった。
IT業界は他の業界に比べてまだ新型コロナ
ウイルス感染症に対する影響が少ないように
思えるが、今後感染症長期化に伴う危機が訪
れたとしても、このセミナーでの経験を活か
し、雇用調整助成金などの国の助成制度をう
まく活用して乗り越えていきたい。
株式会社ソフテム 常山広夢
開催日：2020年9月4日（金）
労働福利委員会

まえとして、放置はし
ないこと、本人との面
談、事実関係の確認な
ど相談者と行為者への
対応を検討しフォロー
を行っていくことで再発防止を心がけることと、秘密厳守で本
人の安全を確保し担当者の選任を行っていくこと、会社として
は担当者の育成や相談窓口の整備、時と場合によっては労働局
への相談も選択肢のひとつとしてあげられる。
起きる前に防止できるのが一番望ましいと思うが、起きてし
まった際の対処や再発防止策、不利益の回復、関係改善を講
じ、働きやすい職場環境作りなど、改めて色々と考えさせられ
る良い機会となった。
株式会社データープロセスサービス 石川充俊

「大学向けSE講座」協会内講師情報交換会
神情協事務局会議室で「大学向けSE講座」講師情報交換会が開
催された。今回は新型コロナ感染防止を図るため、インターネッ
トを使ったWeb会議と合わせ、講師35名が参加して行われた。
会議の冒頭、小川名委員長より新型コロナ禍にあり、全ての
SE講座をWeb授業で行う方針を伝え、IT業界に夢を持って貰う
内容で引き続き講師活動への理解と協力をお願いした。
続いて、新たにSE講座講師に任命された6名の紹介、そして前期
Web講座で実施した中央大学の各講師から実施報告が行われた。
実施報告では「学生の顔が見えず、リアクションが解らな
い」「ウケを狙ったが反応が無くやり難かった」「チャットを

第58回神情協ビジネスフォーラム
第58回ビジネスフォーラムは、神情協の単独開催として横浜市
内のホテルプラムで開催された。コロナ禍での会合開催ともあり、
ホテルプラム社協力の元、「密」や「飛沫感染」を防止すべく参
加者はリアルとZoomの併用、入口での検温と記録、アルコール
消毒、マスク着用義務、
登壇席への飛沫防止板設
置、換気対策、着席式の
コース料理など、想定し
得る可能な限りの対策の
もと、会場参加55名、
Zoom参加6名の合計61名
の参加で実施された。

開催日：2020年9月17日（木）
SE講座特別委員会

使った質疑応答が良かった」などの感想があがった。また、学
生から多くの質問、高評価の感想なども寄せられ、関心の高い
SE講座を行うことができた。
その後、中央大学の斎藤教授から、大学側から見た「Webに
よるSE講座」の報告をしていただいた。今回のSE講座は平均
85名の学生が受講する人気講座となり、学生から「大変勉強に
なった」「IT業界に就職したい」などの声が多く寄せられ、高
い評価と同時に神情協への謝辞があり、和気あいあいの中、有
意義な情報交換会となった。
テクノスクエア株式会社 渡部雄三
開催日：2020年10月15日（木）
企業経営委員会

第1部は、常山会長からの挨拶の後、5社の企業プレゼン（株式
会社ネットフォレスト、結婚相談所Enishell、株式会社テクノブ
レーン、株式会社インカレ―ジ、株式会社データープロセスサービ
ス／株式会社エンベックスエデュケーション）、2委員会（横浜市
交流委員会、技術委員会）からの発表順で進行し、参加者はそれぞ
れのプレゼン内容に興味深く、真剣に聞き入っていた。
第2部は、恒例の守屋委員長による新入会員紹介。今回2社加
盟のひとつは会場元である「ホテルプラム」で、賛助会員となっ
たという紹介があった。飲食、観光、ホテル業などがコロナで大
ダメージを受けている中、神情協がこの様な業種との協業を図る
ことにより、地域貢献にもつながると感じた会合であった。
株式会社HOKUTO 石村龍二

「新型コロナウイルス」に関する影響調査 結果
神奈川県情報サービス産業協会
広報委員会 委員長 福井二郎
実施年月

2020年9月

正会員数

295社

回答社数

135社

回答率

45.8％

下記の通りの回答であった。4月の緊急事態宣言発令から半年、アンケート回答した会員企業の4割
が売上高等に関して前年通り達成できた、全体の7割以上は対前年を10％程度割り込んだ形で終了し
た結果のようだ。
ただ、11月〜今年度3月末まででは、不安視する企業も多く見られ、様子見する企業が多い。採用に
関しても、例年通りが半分。このコロナ禍中で全産業的にはIT業全般は良かった数字と思える。
また、今後のKIA活動には、成長型企業やコロナ禍を上手く乗り切った企業の紹介や事例、助成金・
補助金などの情報共有、オンライン型でのセミナー等の開催などの期待が寄せられた。
今後もすぐにコロナ禍が終息するとは思えない現状であり、様子を見ながら広報委員会では皆さまへ
のアンケートを取りながら、お知らせをしたいと思う。
＊このたびは早急のご案内に対し、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
1. 年商は？（単位＝万円）

2. 全従業員数は？

8.9％

4.4％

3.0％

5.2％
25.2％

23.7％

49.6％

51.9％

17.0％
11.1％
■500,00 万円未満
■1,000,00 万円未満
■3,000,00 万円未満

■10,000,00 万円未満
■10,000,00 万円以上

3. 2020 年 4 月から 9 月（見込み）までの 6 か月間では、
売上高に影響はありますか？
6.7％

4.4％

■1,000 人未満
■1,000 人以上

4. 2020 年 10 月から 12 月までの３か月間の売上高への
影響の見込みは？
5.9％

10.4％
15.6％

42.2％

31.1％
■前年どおり達成できた
■前年を 10％程度下回ると見込んでいる
■前年を 20％程度下回ると見込んでいる

■前年を 30％程度以上下回ると見込んでいる
■前年を上回ると見込んでいる

16.3％
33.3％

4.4％
14.1％

25.9％
■前年どおりと見込んでいる
■前年を 10％程度下回ると見込んでいる
■前年を 20％程度下回ると見込んでいる

12.6％

35.6％

35.6％

5. 2021 年 1 月から 2021 年 3 月までの３か月間の売上高への
影響の見込みは？？

5.9％

■50 人未満
■100 人未満
■300 未満

■年を 30％程度以上下回ると見込んでいる
■年を上回ると見込んでいる
■見通しがわからない

■前年どおりと見込んでいる
■前年を 10％程度下回ると見込んでいる
■前年を 20％程度下回ると見込んでいる

■前年を 30％程度以上下回ると見込んでいる
■前年を上回ると見込んでいる

6. システム開発の需要が顕著に減少した業種にチェックしてください（複数回答）

50
49
45
40
35
31

30

27

25
20
16

15

15

17

17
10

10
6

5

5

2

分類不能の産業

公務

サービス業

8. 請負契約の技術者の在宅勤務について、
将来はどのようにしますか？

12.6％

28.9％

14.8％

■原則として出社だが本人の裁量で
■在宅勤務はしていない

9. 在宅勤務の増加に伴い、事務所の縮小などを
検討していますか？

7.4％

17.0％
29.6％

■ほぼ毎日在宅勤務
■週 1 日出社
■週 2-3 日出社

■原則として出社だが、本人若しくは部門長の裁量で在宅も可
■政府の要請がなければ在宅勤務は採用しない
■未定

10. 2021 年 3 月新卒採用の予定は？

6.7％

14.1％
4.4％

4.4％
2.2％
81.5％

9.6％

23.7％

28.1％

20.0％

■現状のまま
■縮小する予定
■検討中

医療・福祉

0

教育・学習支援業

娯楽業

生活関連サービス業

宿泊業・飲食サービス業

不動産業

8.1％

金融・保険業

卸売・小売業

運輸・郵便業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業

7. 請負契約の技術者の在宅勤務の割合はどの程度ですか？

■ほぼ毎日在宅勤務
■週 1 日出社
■週 2-3 日出社

5

1
製造業

建設業

0

漁業

農業・林業

0

0

11

9

17.0％

20.0％

■例年より増員しての採用を見込んでいる
■例年どおりの採用を見込んでいる
■例年より削減しての採用を見込んでいる

49.6％

■例年の半数以下の採用を見込んでいる
■2021 年 3 月の採用は行わない
■例年新卒採用は行っていない

ニューノーマルの働き方時代（在宅勤務・リモートワークなど）に関する座談会
このたび、広報委員会は、ニューノーマルの世
界を新たなスタートとして、企業と人の双方を幸
せにするための働き方の現状を披露したいという
思いのもと、エルテックス（社員数120人・派遣
比率0％、E社）、アルファメディア（社員数60
人・派遣比率50％、A社）、フューチャーネット
ワークス（社員数30人・派遣比率25％、F社）の
3社の経営者に集まっていただき、座談会を開催
した。
司会：このコロナ禍で働き方が本格的に変革したか
と思われます。アンケートにもあった通り、在宅勤
務にしている企業が多くあります。緊急事態宣言時
点で、各社ではどうでしたか？
E社：2月には在宅勤務の準備を始めた。リモートア
クセス環境はあったが増強は必要だった。当社に常駐
している協力会社と在宅勤務を可能にする覚書を締結
し、貸与するノートPCを数十台発注した。当初は自
主的な在宅勤務だったが、4月6日の宣言で全社員を
在宅勤務にした。10名の新入社員もリモート研修と
したためメンタルサポートには気を使った。
A社：1月下旬のコロナのニュースを踏まえ、一部の
社員のみに適用していたフレックスタイムを全社員に
適用させ、時差出勤を推奨していった。その後感染拡
大に伴い、コアタイムのないスーパーフレックス制を
敷いた。宣言と同時に全社員在宅勤務。VPNの導入
なども早く、ひっ迫感なく凌げた。客先常駐をさせて
いる取引先には、在宅への移行をお願いした。
F社：部長以上の役席者は出勤した。そのほかは在
宅勤務。ただ、弊社はWe b案件が多いことや、営
業、制作、開発、サーバーなど一連した業務がメイ
ン。それによって、フットワークをうりにしていた
ので、全社員が在宅！というわけにはいかなかっ
た。宣言解除と同時に全社員出社要請をした。客
先常駐社員は客先の指示に従い月の7割はリモート
ワークとなり、現在も継続している。
司会：現在10月中旬です。現在の在宅比率は？
F社：現在全社員出社している。業務上必要不可欠
であるが、客先を含めてコミュニケーションや、ス
ピード感を持った対応ができる。
E社：宣言解除で原則出社としたが、出社は半数に満
たない状況が続いていた。10月に新卒が配属された
こともあって、出社する社員の方が多くなった。
A社：出社と在宅は3：7。今年1人の新卒がおり、そ
こは会社を知る、仕事を知る意味でも出社させた。

司会：完全に以前通り「出社」！「在宅」！などと振
り切れないところがあるかと思います。ただ現在の教
育課程（高校や大学）もオンライン授業と併用するよ
うな流れはあるかと思います。今後は？その課題点な
どもあるかと思いますが、お聞かせください。
A社：テレワークを継続しつつ、その在り方自体を
模索していくことと思う。テレワークが目的ではな
く、生産性を高めて物心両面が幸せとなってもらう
ことが目的。今回を一つの良いきっかけと考えてい
る。客先常駐の比率が高い会社は、社内で右左と方
針を打ち出しづらいのでは。メリット、デメリット
を把握しつつ、社員にも説明義務を果たしながら社
会に応じて対応するしかない。
F社：基本的に全社員出社。ただし、大手企業など
の常駐にはガイドラインがあり、そういうわけには
いかないでしょう。時代に応じた働き方などはある
べき姿だと思うが、在宅はコミュニケ―ション不足
などのデメリットがあるし、人としての生活も考え
たい。幸せの在り方も問われている。
E社：基本は出社だが、自宅に限らずリモートワー
クを上手に取り入れていくことになると思うが、そ
の比率は高くないだろう。会社の方が働きやすいと
いう職場環境も大切と考えており、オフィスの改装
に着手した。
司会：コミュニケーションや社員のモチベーション
をいかに高めるか？でしょうか。新型コロナウイル
スは、企業にも個人にも、いろいろな課題を与えて
くれました。様子見が当面多くなるかと思います
が、時代時代に合った働き方やライフワークも考え
る良い機会。KIAを通じて、各社での働き方に関す
る意見交換などを行っていきたいですね。
本日はありがとうございました。

アンケート・座談会を終えて
このたび、コロナ禍で各企業も働き方やライフ
ワーク、人生そのものの豊かさとは何か？など
と、悩みは尽きないことと思われます。

業環境（例えば書斎）をもっている社員は少ない
のではないでしょうか。
今回の「新型コロナウイルスに関する影響調

４月６日の緊急事態宣言を受けて、初めてコト

査」では、一括請負の技術者について、将来のリ

の重大さを感じさせられました。２月から客船で

モートワークは「未定」という回答を除くと「原

の感染がニュースに取り上げられ、タレントの志

則出社」が39％と多くを占めています。リモー

村けんさんが逝去するなど、まだまだ他人事と思

トワークの限界を感じている経営者は多いと思い

われていた中、生まれて初めての緊急事態宣言。

ます。コロナ収束後に出社を促進するには、ある

戦後生まれがほとんど現役の現在では衝撃的でし

程度の通勤時間をかけてでも、会社の方が働きや

た。そんな中、会社を営む身としては、会社の売

すく効率も良いと社員が思える職場環境も重要に

上や社員の状況など不安を余儀なくさせられたの

なってくるのではないでしょうか。

も、実態だったのではないでしょうか。

法整備が進めば、プログラマーを極めるような

さて、IT技術者の在宅勤務について、新聞紙上

ビジョンの方や、余もすれば「副業」など、ジョ

では「生産性が上がった」「満足度が高い」と

ブ型採用やフリーランスで、場所も時間も自由な

いった報道を見かけます。システム開発は、リ

仕事をする選択が増えると思われますが、キャリ

モートワークで対応しやすい仕事なので、通勤の

アアップとは自分の責任という覚悟が必須となり

ロスや就業時間の自由などのメリットは大きい。

ます。意見の中では、そのような生き方を選択し

一方で、提案や要件定義から始まる上流工程での

た50歳代の個人の方に、難易度の高い仕事をお

議論などリモートワークには向かない重要な場面

願いしており、その方の年収は1000万円を大き

が少なくありません。また、部下の指導教育にも

く超えていると聞きました。

対面が果たす役割は大きいでしょう。

会社も個人も、中途半端な姿勢でリモートワー

すべての資料はどんな媒体でも持ち出し禁止と

クに偏りすぎると良い結果を産まない気がしま

いう会社は多いと思いますので、リモートアクセ

す。今回を機に、5年後10年後を見据えた各社の

スで参照するしかありません。デュアルディスプ

「働き方」の変革元年としてほしいと思います。
（広報委員長

レイとしたいですが、仕事を意識した家庭での作

イノベーションの方法論「デザイン思考」を一通り実践して学ぶ

福井二郎）

開催日：2020年10月30日（金）
広報委員会

広報委員会は、このたび念願の対外事業として「デザイン

今後も広報委員会は、KIAWaveの発行のみならず、神情

思考」を一通り実践して学ぶと題したセミナーを開催した。

協の一助となる対外セミナーなどを開催したいと思う。引き

委員会メンバーを中心に13名が参加し、Zoomのみの講演

続き、皆さまの参加をお待ちしている。

（ワークショップ）を4時間半に渡り行なった。講師には、
デザイン思考の一人者となるRing Fishの中澤雄一郎氏を招
いて、「デザイン思考」を通じて、イノベーションのコツを
学ぶきっかけ作りとなった。
3班に分かれて自己紹介後、①共感、②問題定義、③アイ
デア、④プロトタイピングの４つの工程を「参加したくなる
会議とは？」をテーマに実演しながら、「デザイン思考」を
体験。新規プロジェクトや、何かを試す事業なども、実は
「早く安く、さっさと行なう！」がベースであることも再認
識させられた。新規プロジェクトなども、5人×３回の延べ
15人にユーザーテストを行い85％が良い点、アイデア点が
あればＧＯ！では・・という考え方も重要。答えのないもの
ではあるが、プロセスにおける新たな考え方を学べた機会で
あった。

株式会社エリアドライブ

福井二郎

■株式会社ケイアイエス

これまで少数精鋭で企業活動を営んできた

湘南平塚の株式会社ケイアイエスの木富社

が、今後は積極的に新卒を採用し、会社を支

長は、会社設立以前に在籍していた日産車

える次の世代の育成にも注力し始めている、

体・日産車体コンピュータサービス時代より

とコロナ時代でも前向きだ。客先常駐の社員

神情協の協会活動に貢献されており、環境宣

が多いが、会社行事も活発に行うなど、社員

言やエコールI T（川崎市、横浜市の雇用促

との会話も大切にしている。

進事業）等もその一部である。労働福利委員

会社理念は「顧客・社員・地域への愛を大

会ではフットサル大会などのサポート役を

切にします」。社名のケイアイは、社長の名

買って出るなど、現在でも積極的に貢献して

字由来でもあるが、恵愛だと話す木富社長か

いる。

らは、言葉通り携わる人々を大切にしようと

53歳の時に一念発起し株式会社ケイアイ

いう愛情を感じる。

エスを設立。得意分野は金融・生命保険、ま
た大手製造系メーカーとの直接取引など、シ
ステム開発・運用・コンサルティングなど幅

Tel：0463-24-9155

広い事業を展開している。

■関越ソフトウェア株式会社
関越ソフトウェア株式会社はその名の通り、

設 立：2002年4月1日
資本金：1,000万円
売上高：1.6億円
社員数：21名
住 所：神奈川県平塚市宝町12-1
麻生ビル202号
URL：http://www.ki-s.co.jp

を紹介することとする。
松田氏はかつて伊
勢丹に勤務、
その経験を活かし大妻女子

先代社長矢島徹雄氏の故郷、新潟にルーツを

大学などでマーケティングや販売に関し

持つ企業である。1985年にIT技術者の人材派

て教鞭をふるってきた教育のエキスパー

遣会社として従業員3名からスタート。本年で

トで、
自ら社員教育にも携わる。
異色の経

設立35周年を迎え、グループ会社を併せ、従業

歴を持つ松田氏は、
様々なシーンで社員一人ひと

ば協業していくことも視野に入れているという。

員数500名を超える企業へと大きく成長した。

りの声を聞き、
応えることを心がけてきた。
年2回

自身を磨き、輝きを増す関越ソフトウェア。そ

顧客をはじめ、関わる人との信頼関係から成

の懇親会では、
自ら社員にお酌して話を聞き、
そ

長を続ける関越ソフトウェアの企業理念は「人

の内容を会社の改善に役立て、
できないものに対

を大切にする企業」であること。人を磨き、人を

しては何故できないのか理由を伝えてきた。

の躍進はまだまだ続く。

育てることで企業も成長するという考えから、手

同社が考える今後の展望は、運用サポートか

設 立：1985年7月
資本金：5,000万円
売上高：2,240百万円（2018年度ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計）

厚い社員教育、継続的な資格手当、職能制度な

ら開発メインへの大幅な業務転換。
そのために

社員数：約550名（2019年4月ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計）

どが充実している。

技術力とマネジメント力の2つを備えた技術者

今回、
同社副社長の松田謹一氏にインタビュー

を育成していくことを目標としている。
また、業

をしたので、
同氏の言葉を借りて関越ソフトウェア

務提携に興味あるビジネス・パートナーがいれ

■株式会社テクノブレーン

しずつエンドユーザーも増やした。現在は無借

横浜市中区長者町に事務所を構える株式会

住

所：神奈川県川崎市中原区上新城2-8-19

矢島ビル2F
Tel：044-931-5018
URL：https://kanetsu-sw.jp/

金で、社員のスキルアップには余念がない。

社テクノブレーン。1993年に創業し28年目を

将来に向けた中長期計画では、現在の受託比

迎える。前職で一緒だったメンバー4名で、
「や

率1割を4割程度まで伸ばす方針を掲げ、2018年に

りたいことが実現できる会社」
「社員一人ひと

「テクノブレーンDevelopers' Lab」を開設し、社

りが活き活きと輝ける会社」を目指して創業し

名の由来でもある「テクノロジーでお客様のブレー

たが、当時はバブル崩壊の不景気真只中。江

ンになる」会社として更なる発展が期待される。

部社長を中心に創業メンバーは、必死に官公

今年70歳を迎えた江部社長は次の世代への

庁や民間の顧客に食い込み、社員を増やしな

バトンタッチに向け、来期からは専務取締役で

設

がら少しずつ軌道に乗せていった。しかし、業

あるご子息に権限と責任を委譲、経営の舵取り

務の内容はSESを中心としており、順調に伸び

を任せる。
「時代の変化、市場の変化に素早く

ていた売上もリーマンショックにより大幅にダ

対応できるようアンテナを高く張り、様々な業

ウン。その反省を踏まえ、受託開発型の企業を

種とI T技術の連携を模索しながらやっていっ

資本金等：2,000万円
売上高：４億5,000万円
社員数：63名
住 所：神奈川県横浜市中区長者町5-85

目指して人事評価制度の見直しやRubyを中心

てほしい」と話す。今後は益々経営者の力量が

とした受託開発、自社製品開発に注力して、少

試されると厳しい表情を隠さない。

立：1993年1月5日

三共横浜ビル10F
Tel：045-242-7351
URL：https://www.tbn.co.jp

開催日：2020年9月15日（火）
産学連携委員会

情報系専門学校との情報交換会
「2020年度情報系専門学校との情報交換会」がホテルプ

勝山産学連携理事の進行のもと、各専門学校より「新型コ

ラム横浜で専門学校17校18名、神情協会員47社56名が参

ロナウイルスが就職活動に与えた影響」を中心に説明が行わ

加し開催された。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の

れた。多くの専門学校からは「学内説明会の相次ぐ中止」や

影響を考慮し、会場参加とWeb参加による初のハイブリッ

「就職活動の開始遅延」などにより内定率が例年よりも伸
び悩んでいるという意見が出た一方、

ド型情報交換会となった。
常山会長より、例年とは採用・就職

「Web面接の環境を持たない学生への

活動が様変わりしている状態だが、

対応」や「今後の学内説明会の実施方

より良い採用・就職活動につながるよ

法」など「対面とWebの両立」につい

うな情報交換会にしたいとの挨拶があ

て意見交換が行われた。

り、富樫産学連携委員長からは新型コ

第2部の懇親会は中止となり、学校

ロナウイルスの影響で中止となった

と企業、直接の情報交換には至らな

「学生ITコンテスト」、「合同企業説

かったが、今後さらなる産学連携強化

明会」を、来年度以降も取り組んでい

が期待される場となった。
アークシステム株式会社

くと説明があった。

塩原英介

が神情協・会員様へ
お届けする４つのメリット
◆１年未満での成婚をサポート

出会いから結婚までを具体的にアドバイス。
プロフィール写真撮影の同行はもちろんのことファッションア
ドバイス（買い物同行）もいたします。
結婚後のライフデザインサポートもお任せください！

◆トライアルプランをラインナップ

２ヵ月間限定プランで、結婚相談所を体験していただけます。
ご負担いただく費用は月会費とプロフィール写真代のみ。
気軽るに活動をはじめられて結婚相談所の良さを実感いただけ
ます。

◆日本最大級の会員数を誇る

全国約64,000名の会員が在籍。出会いの数が圧倒的に多く、
それ以外にも他の仲人連盟との連携で連盟を超えたご縁もお繋
ぎします。

◆『人間力』が身に付きます

的確なアドバイスであなたの苦手なジャンルを克服するサポー
トをいたします。マナーが身につく他、コミュニケーション技
術も向上し婚活だけではなく、仕事や人間関係にも良い影響を
もたらします。

♥婚活市場でＩＴ男子が人気の理由♥
ITリテラシーが高くて真面目で優しい、職場に女性が少ない
イメージがあり、忙しい業種ため浮気の心配が低い
コロナ禍で、とくに機械操作に弱い女性からのIT男子への好感度
はUP↑♪このチャンスを逃すのはもったいない！
☆脳は何か新しいことをスタートするのが苦手、きっかけを与え
てあげれば動きます！今動いたアナタをサポートします♪☆

ご入会スタートダッシュ特典プレゼント！(総額１万円相当)
※ご入会・カウンセリングをご希望の方の活動内容については、個人情報
となるため、ご本人の許可なく協会や所属企業様への開示はいたしません

【お問い合わせは直接こちらへ♪】
〒253-0021
神奈川県茅ケ崎市浜竹２－２－46
代表カウンセラー：草間 裕美（クサマ ヒロミ）
TEL. 080-4122-1715
E-mail：kusama-h@enishell.jp
営業時間：08:00〜19:00 定休日/不定休
https://enishell.jp/

今後、賛助会員様の紹介記事を掲載していきます。掲載を希望される賛助会員様は事務局までご連絡ください。

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社TRONS
横浜市中区不老町
代表 前田 悠佐
https://trons.co.jp/
TEL 045-263-8346
業務 システム開発、アプリケーション開発
■正会員
コアフューテック株式会社
川崎市中原区新丸子東
代表 松本 正己
http://corefutec.co.jp
TEL 044-430-5501
業務 ソフトウェアテスト・ソフトウェア開発
■正会員
株式会社トラスコム

横浜市中区吉田町
代表 奥園 孝二
https://trascom.jp
TEL 045-315-7706
業務 ソサポートセンター事業、ネッ
トワーク設計・構築
■正会員
株式会社エクス
東京都千代田区神田司町
代表 高橋 清
http://www.ex-s.co.jp
TEL 03-5207-2803
業務 組込みソフトウェア開発・ハー
ドウェア開発
■正会員
メトロホールディングス株式会社

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

東京都世田谷区宮坂
代表 國清 芳雄
TEL 03-3429-7721
業務 コンピュータに関連する制作、
販売並びに賃貸
不動産の賃貸、売買、管理
経営全般の指導、管理
■特別賛助会員
一般社団法人 神奈川ニュービジネス協議会
横浜市中区北仲通
代表 吉原 直樹
https://k-nbc.jp/
TEL 045-274-8682
業務 神奈川県地域において、ベン
チャー・ニュービジネスを展開ないし
は目指している起業家、企業経営者等

の支援・涵養、相互の啓発・連携の促
進、経営強化、調査研究及び情報提
供、広報、提言。
■賛助会員
学校法人石川学園横浜デザイン学院
横浜市西区中央
代表 池田 俊一
http://www.ydc.ac.jp
TEL 045-323-0300
業務 新専修学校（専門課程・高等過程）
■賛助会員
ホテルプラム横浜（国際興産株式会社）
横浜市西区北幸
代表 平山 浩義
TEL 045-314-3111
業務 ホテル業

