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　第27回通常総会は、群馬県産業経済部商政
課次長岡庭博隆様を来賓に迎え、群馬県勤労
福祉センター第３会議室にて開催されまし
た。すべての議案について、出席会員35名
（内書面による出席者８名）の審議により、
全会一致をもって承認可決されました。ま
た、会長をはじめ、新役員も選任されまし
た。審議・決議・報告された議案は次のとお
りです。
【決議事項】
第１号議案　平成27年度事業報告承認の件
第２号議案　平成27年度決算報告承認の件
第３号議案　役員選任の件

【報告事項】
第４号議案　平成28年度事業計画報告の件
第５号議案　平成28年度収支予算報告の件

第27回通常総会開催
平成28年６月29日（水）

就任のご挨拶就任のご挨拶

　平成28年６月の総会におきまして、理事の皆様方にご推薦を頂き、
会長に就任致しました松下でございます。よろしくお願い申し上げま
す。
　20数年前、これから伸びる産業は何かの問いに、ある著名な経済学
者がバイオテクノロジー（遺伝子工学）、スペーステクノロジー（宇
宙工学）、そしてＣＡＤ・ＣＡＭ（広義のコンピュータ技術）の３分
野であると指摘していました。正に社会はその通りの方向で発展して
いると思われます。
　情報サービス業に身を置く我々も、その面で社会の発展に寄与して
いると考えますと、多少の誇らしい気持ちを抱くと同時に責任の重大
さも感じる次第です。会社の正しい発展は税源の拡充、雇用の確保等

の観点からも社会の要請ですが、会社の発展のためにも、社員の健全な成長が不可欠なもので
す。社員は会社を支える存在であると同時に、社会を構成する一員でもあります。最近とみに謂
われるダイバーシティー、女性の活用、一億総活躍、介護離職の防止等を別の切り口で捉える
と、ワークライフバランスの力強い推進に他ならないと思われます。
　群馬県情報サービス産業協会では、これまでも社員の成長を促すという観点で、フォーラム、
セミナー、及び技術者研修の開催等に注力してきましたし、これからも推進していきたいと思い
ます。会員企業の皆様と議論を深め、協会事業を通じて、業界の地位の向上に努めて参る所存で
す。秋山前会長にお寄せいただきましたものと同様の御支援、御協力をお願い申し上げ、会長就
任の挨拶とさせて頂きます。

会長
 ㈱ジーシーシー　代表取締役社長　　松下　弘明

　この度、副会長に就任いたしました高崎共同計算センターの真塩です。
　まだＧＩＳＡでの経験も浅く、至らぬ点もあるかと存じますが、これからも
よろしくお願いいたします。
　さて、私が初めて理事を拝命した平成26年頃を振り返ると、各業界において
クラウドの導入事例がようやく出揃った時期で、ビッグデータやＩＯＴは、そ
の定義が盛んに議論されている段階に過ぎず、ＡＩという略語に至っては、ア
ドビのイラストレータを思い浮かべる方が圧倒的な主流でありました。それか
ら２年。私たちを取り巻く環境は急速に変化しています。時代の激流にうまく

乗って行けるよう、会員の皆様と共に挑戦して参りたいと思います。

副会長
 ㈱高崎共同計算センター　取締役　　真塩　仁志 
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　このたびＧＩＳＡの理事就任と共に、副会長を拝命致しましたサンデン
システムエンジニアリング㈱の瀬下（セジモ）と申します。ＧＩＳＡの活
動経験も乏しく不慣れではありますが、皆様のご協力、ご支援を頂き、一
生懸命務めさせていただく所存です。よろしくお願いいたします。
　昨今、AIやIoT等々のＩＴキーワードが一般のメディアでも日々飛び
交っており、それらの活用の巧拙が企業等の生き残りを左右する時代に
入ってきています。 このようなデジタルビジネス革命の時代において、
ＩＴ業界への期待は益々高まっており、総ての産業の基盤としてその役

割りも大きく変化しています。
　このような環境の中で、情報化フォーラムを中心に地に足付いた活動を通じ、会員各社様の発
展と共に、地域の皆様の期待に応えられるよう行動していく所存です。
何卒よろしくお願い申し上げます。

新理事・副会長
 株式会社　サンデンシステムエンジニアリング㈱　　代表取締役　　瀬下　文彦

　この度、理事に就任致しましたシステム・アルファの広山でございます。前
任者に引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。
　弊社としてはＧＩＳＡに入会以来、新人教育や人材育成研修など、地元群馬
で開催される機会として大変有意義に参加させて頂いております。また、その
他活動においても貴重な機会として捉えております。今回の新理事就任につき
ましては「地元とＧＩＳＡ」「会員とＧＩＳＡ」の繋がりを大切にしながら、
ＧＩＳＡ設立の趣旨である地元群馬の情報通信産業の高度化や健全な発展、そ
して基盤整備に大変微力ながら努力する所存でございます。業界情報を常に収
集し、ＧＩＳＡでなくては出来ない事・しなくてはならない事・期待されている事を考え、会員
同士の切磋琢磨や協調協力を推進して参ります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

新理事
 株式会社　システム・アルファ㈱　　専務取締役　　広山　　悟

　このたび、新理事に就任いたしました㈱ナブアシストの久保田です。歴
代役員の皆様が、協会発展に尽力されてきた慣習にならい任務を全うした
いと思います。
　世の中をますます便利にする仕組み「IOT」の時代が到来しました。日常
生活の便利さだけではなく、センシング技術を用いた農工業の生産活動、
スマートデバイスを活用したヘルスケア分野やサービス業、ワーキングス
タイルの革新など様々な場面で、今までとは違う便利さや進歩を目にする
ようになりました。マンガや空想の世界にあった便利さが、現実の世界で

も起ころうとしています。これは、IOT社会の基盤を支える情報サービス産業界の重要性を示す
とともに、群馬県の産業・地域社会の発展に貢献する当協会の活動への期待の高まりを示すこと
と考えます。 微力ではありますが、会員皆様のご指導をいただき、協会活動に力を尽くしてま
いります。どうぞよろしくお願いいたします。

新理事
 株式会社　㈱ナブアシスト　　常務執行役員　　久保田典男

　このたび新監事に就任いたしました、ぐんぎんシステムサービスの小林
でございます。
　前任者同様にお引立賜りますようお願いいたします。
　インターネット利用をはじめとするＩＣＴの利活用は、過去10年間で大
幅に進展し、今後、インターネットにつながるモノ（ＩｏＴ）の数が爆発
的に拡大する見込みであり、同時にセキュリティーへの要求レベルも急速
に高まってきております。情報サービス産業における技術進歩は目を見張
るものがあり、業界横断的な情報共有や人材育成支援など、当協会の果た
す役割は一層大きくなっていると考えます。
　この業界に入りまだ日は浅く微力ではありますが、会員皆様のご指導ご鞭撻をいただき、協会
活動や監事としての役割に力を尽くしてまいる所存ですので、よろしくお願いいたします。

新監事
 ぐんぎんシステムサービス株式会社　　代表取締役社長　　小林　啓介
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研　修　名 日　　程 対　象　者 受講料
（会員）

受講料
（非会員）

プレゼンテーション 9月13日㈫9:30-17:00
   14日㈬9:30-16:30

プレゼンテーションスキルの向上
を目指す社員向け 20,000 30,000

リーダー候補・リーダーのため
のチームワーク向上

9月27日㈫9:30-17:00
　 28日㈬9:30-16:30

リーダー候補およびリーダーに
なって５年目くらいまでの方 20,000 30,000

ファシリテーション 10月3日㈪9:30-17:00
　　4日㈫9:30-16:30

会議運営の向上を目指す中堅技術
者やリーダー 20,000 30,000

課題解決力向上 11月24日㈭9:30-17:00
　　25日㈮9:30-16:30

課題解決に関心のある社員向け 20,000 30,000

課長・係長マネジメント向上 12月2日㈮9:30-17:00
課長職、係長職および同等レベル
のリーダー 10,000 16,000

（レビュー技術）
ソフトウェア・エンジニアリング

10月20日㈭9:30-17:00
　　21日㈮9:30-16:30

システム開発の品質向上のため、
レビュー技術の習得を希望するプ
ログラマーやＳＥ

10,000 16,000

（テスト設計）
ソフトウェア・エンジニアリング

11月10日㈭9:30-17:00
　　11日㈮9:30-16:30

システム開発の品質向上のため、
テスト手法の習得を希望するプロ
グラマーやＳＥ

10,000 16,000

プロジェクト管理技法修得（基礎） 9月8日㈭9:30-17:00
　 9日㈮9:30-16:30

システム開発の初級サブリーダー・
近々にリーダー職に付く開発担当
者・経験は豊富だが基礎理論の補強
を希望するリーダー

10,000 16,000

プロジェクト管理技法修得（実践） 10月27日㈭9:30-17:00
　　28日㈮9:30-16:30

プロジェクト管理基礎編の知識を
持ち、より実践的な管理技法（リ
スク管理、モチベーション理論）
を習得したい方

10,000 16,000

☆　先着順にて現在受付中（すでに締切講座もあります）。問い合わせは、事務局（027-226-7165）までお願いします。

※ 定評ある講師による良質の研修を、安価で地元で受けられることで、例年人気が高く、欠かせない研修となっていま
す。システム開発の現場で必要とされ、即時適用できる優先度の高いソフトウェアエンジニアリング研修は、より確
実なスキル習得を目指して、レビュー・テスト技法の２講座があります。マネジメント研修では、プレゼン・チーム
ワーク・課題解決力といったビジネス上必須の基礎的スキルに、今年度は、ファシリテーションと階層別研修も追加
しました。非会員の方も、ぜひこの機会にＧＩＳＡの研修を体験してみてください。

事　業　名 概　　　要 日　　程 場　　所
総務部会　◇部会長　青木　規夫　（㈱日東システム開発 代表取締役社長）
　　　　　◇担　当　富岡　一雄　（㈱両毛システムズ）

視察研修 東芝スマートコミュニティセンター視察研修 平成28年10月6日㈭
14:00～18:00

ラゾーナ川崎
東芝ビル

新春講演会 経営者セミナー 平成29年1月26日㈭
16:00～17:25

前橋テルサ
けやきの間 ８Ｆ

賀詞交歓会 行政・関係機関・学校・報道関係者を交え、会員の親睦
交流

平成29年1月26㈭
17:30～           

前橋テルサ
つつじの間９Ｆ

ＧＩＳＡ合同
新入社員研修会

同業他社との交流も含め、各社の基礎教育を支援・補
強・側面強化を行う。同業種に就職した同世代の若者が
一同に会する圧巻の研修。

平成29年4月20日㈭
・21日㈮

県勤労福祉センター
第１・２会議室

フォーラム部会　◇部会長　瀬下　文彦　（サンデンシステムエンジニアリング㈱　代表取締役）
　　　　　　　　◇担　当　根岸　康之　（サンデンシステムエンジニアリング㈱）

第25回ぐんま情報化
フォーラム

テーマ　社会を変える “IoT活用”
講演テーマ　「ＮＥＣの考えるIoT時代の産業イノベーション」
講師　日本電気株式会社 執行役員
エンタープライズビジネスユニット担当　松下　裕氏 

10月25日㈫
13:40-15:30

前橋テルサ
２Ｆホール

ビジネス部会　◇部会長　松下　弘明　（㈱ジーシーシー 代表取締役社長）
　　　　　　　◇担　当　下田　玲子　（㈱ジーシーシー）

ビジネスセミナー
テーマ「職場におけるメンタルヘルスへの支援」～不調
予防や復職支援のあり方～
講師　日本保健医療大学　保健医療学科　教授　関根　正氏

9月15日㈭
14:30～16:00

県勤労福祉センター
第３会議室

就職情報交換会 県内及び近県学校の就職指導担当者との情報交換会 11月9日㈭
14:00～16:00

ビエント高崎
602研修室

≪興味のある部会がありましたら、お問い合わせはＧＩＳＡ事務局　小笠原まで≫

教育技術部会 ◇部会長　秋山　力（㈱両毛システムズ 代表取締役社長） ◇担当　松本　裕（㈱両毛システムズ）

人材育成研修のご案内人材育成研修のご案内　　会場：群馬県勤労福祉センター第３会議室会場：群馬県勤労福祉センター第３会議室　　☆掲載は日程順ではありません。☆掲載は日程順ではありません。

これからの協会事業（担当部会別）これからの協会事業（担当部会別）　　☆一部終了または変更の場合があります。☆一部終了または変更の場合があります。
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　社会を変える“IoT活用” 

　　入場無料

　　◇平成28年10月25日（水）13：40～15：30

　　◇前橋テルサ　２Ｆ　テルサホール

【講　師】　日本電気株式会社　執行役員　

 　 エンタープライズビジネスユニット担当  松下　裕 氏
【テーマ】　

「ＮＥＣの考えるIoT時代の産業イノベーション」

　ぐんま情報化フォーラムは、国の情報化月間に合わせて実施するもので、県内情報サービス産
業の振興を図り、地域経済、社会の発展に寄与することを目的としています。さて、第25回を迎
えました、本年のぐんま情報化フォーラムテーマは、「社会を変える“IoT活用”」です。ＮＥＣ
の考えるIoT時代の産業イノベーションについてご紹介いただきます。当日参加も受け付けてお
りますので、多くの方のご参加をお待ちしております。

◇　一般の方や学生の参加も自由です。お問い合わせは下記まで。
◇　一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会  事務局　前橋市南町2-50-1　轟ビル302号
　　　　　　　　　ＴＥＬ：027-226-7165　ＦＡＸ：027-226-7164　
　　　　　　　　　Ｅ-Ｍail：gisa@sunfield.ne.jp

就職情報交換会ご案内　≪就職・採用環境は常に変化しています≫

　ビジネス部会では群馬県内及び近県の大学、高専、短大、専門学校の就職指導者と各社採用担

当者を対象に今年度で14回目になります就職情報交換会を実施します。

●開催日　平成28年11月９日（水）　　●会場　ビエント高崎　６０２研修室　（ ＪＲ高崎問屋

町駅西口下車徒歩５分 ）

　※　詳細は、ＧＩＳＡ事務局からのご案内にてご確認ください。

ＧＩＳＡ新規会員募集
　入会は、随時受け付けております。会員の皆様、未加入の関係企業がありましたら、ご紹介いただ
きますようお願い致します。また、協会の活動に賛同又は興味をもたれた方は、事務局までお問い合
わせください。
一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会　事務局　
〒371-0805　　前橋市南町2-50-1　轟ビル302号　
TEL　027-226-7165　FAX　027-226-7164
Ｅmail　gisa@sunfi eld.ne.jp　ＵＲＬ　http://www.sunfi eld.ne.jp/gisa/

第25回ぐんま情報化フォーラム
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　今年度も、各社の堅調な採用により、16

社91名の新人の参加をいただき、ビジネス
シミュレーション研修（疑似体験）を実施
しました。各チームを旅行代理店で企業向
けの社内旅行を企画するグループと仮定
し、さまざまな場面を実際に体験し、改善
点の検討と練習を行い、最後には、プレゼ
ンテーションで競いました。競合他社同期
の混成チームは、ほどよい緊張感の中、コ
ミュニケーションをとり、協力し合い、お
互いが刺激を受け、自社研修ではなかな

か得ることのできない、企業を超えたチームワークから生まれる連帯感、前向きなライバル心
等々、貴重なこの体験は、ＧＩＳＡ新人研修の醍醐味です。チーム活動の重要性を体感し、新人
自ら気づきを得る効果の高い研修であったと感じました。平成29年度も既に日程が決定しており
ます。各社のご予定に組み入れていただきますようよろしくお願いいたします。

平成29年度ＧＩＳＡ合同新入社員研修日程決まる

期　　日 　  平成29年４月20日(木)・21日(金)　　　　 　　

場　　所   　群馬県勤労福祉センター 第１・２会議室　　　

※　　会員の皆様には、詳細をメールにて後日ご案内します。 

平成29年度ＧＩＳＡ合同新入社員研修日程決まる

期　　日 　  平成29年４月20日(木)・21日(金)　　　　 　

場　　所   　群馬県勤労福祉センター 第１・２会議室　　

※　　会員の皆様には、詳細をメールにて後日ご案内します。
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①　群馬銀行本支店内で使用している電子掲示板、電子メール、勤怠管理等のグルー

プウェアアプリケーション開発を行っています。

②　趣味は美術館巡りです。特にルネサンス期の絵が好きで、そのような展覧会に

よく行きます。現在予定されている展覧会に行きたいものが多いため、全てに行

くことができるか心配です。

③　自分が関わったアプリケーションが実際に本番稼働したことです。群馬銀行内

の多くの人が使用するアプリケーション開発に関わることができ、とても嬉しく

感じました。自分の仕事が多くの人に関わることは緊張しますが、それだけ人の役に立てていることに大きなやりがい

と責任を感じています。

④　周囲の人を助けられる存在になることです。現在は銀行業務知識や開発技術が未熟なため、開発やテストの最中に壁

にぶつかってしまうことが頻繁にあります。そのようなとき、問題の解決を優しく丁寧に助けてくださる先輩方に感謝

や憧れの気持ちがあり、また、私もそのようになりたいと強く感じています。そこで、まずは基本的な知識や技術をしっ

かりと自分のものにすることを目指し、そして更に上の実力をつけて行きたいと思います。

●ぐんぎんシステムサービス株式会社　金融システム部　第１課　五十嵐彩乃　　　　 

①　私が所属する部署のお客様は、ガス会社様です。現在、私は「エネルギーの見

える化」を形にした、GiosPortal（ポータルサイト）の導入業務を行っています。

本稼働に向けてお客様と打ち合わせを行い、本稼働後サポートをしていきます。

初めてのことがたくさんなので、一つ一つ教わりながら覚えています。

②　趣味は、バドミントンです。中学生の頃から続けていて、現在は週に１回のペー

スで楽しみながらやっています。相手が予想もしない球を打てたときが、バドミ

ントンをやっていて一番楽しいときです。今でも、高校時代に一緒に部活動をし

ていたメンバーとは、連絡を取り合い、とても大切な友人です。

③　お客様のご要望を受け、自身での対応も難しく苦戦しながらも、お客様への対

応ができたときとてもうれしかったです。さらに「ありがとうございます。」と言われたときに、自然と笑顔になって

います。

④　仕事をやらせていただいている中で、自ら積極的に動くことで、たくさんのことを学び吸収していきます。ひとり

で出来ることを増やし、結果お客様へ素早い対応ができるようになります。積極的に行動していくことを忘れずに頑

張ります。

我が社の

●株式会社　両毛システムズ　エネルギー事業部　ガスソリューション課　川原井麻美

●株式会社　クラフト　システム部税グループ　髙橋　朋之　　　　　　　　　　　　 
①　公共市区町村向け税システムの開発・維持管理グループに配属され、

プログラミング、動作検証等の作業を行っています。業務知識がない

と検証ができないためその習得にも励んでおり、思っていたより幅広

い専門知識が必要と感じています。

②　高校までは柔道をやっており、大学では自転車通学だったのでその

ままサイクリングが好きになり休日は都内から房総とか埼玉の西部方

面まで足をのばしました。目的を決めずにマウンテンバイクを走らせ、

いろんな景色を見ることが好きです。自転車で山を登り、雄大な自然の風景を肌で感じたいと思っています。

③　担当プロジェクトの一員としてほんの一部分ですが自分が関与したシステムをお客様に使用していただき、正常に

動作したことがうれしくほっとしました。

④　社会に役立つ存在になることです。一時は公務員を目指していましたが、専攻した工学系を活かしシステムエンジ

ニア職に就きました。今は技術も知識も未熟で先輩方にサポートされて業務を行っていますが、公共系のシステムを

とおして一日でも早く社会や地域住民に貢献できるよう努めていきたいと考えています。

　　　　フレッシュさん　　　　フレッシュさん
①現在の仕事の内容　②趣味(特技)　③入社後一番うれしかったこと　④今後の抱負(夢)



 ☆会員情報（敬称略）

　日産車体コンピュータ
サービス株式会社は、1987
年１月に日産車体株式会社
の情報システム部門から分
離独立して設立した会社で
す。ソフトウェア開発、並び
に保守運用を行っており、
特に生産管理領域を得意と

しております。この度、群馬県での案件に携わることにな
り、群馬県情報サービス産業協会に入会させて頂くことと
なりました。ご指導・ご鞭撻の程、何卒よろしくお願いいた
します。

　４年に一度のスポーツの祭典、リオオリン
ピックが盛大に開幕、多くの興奮と感動を世界
中の人々に与え無事閉幕しました。日本史上過
去最多となるメダル獲得や霊長類最強の女と言
われた吉田沙織の敗戦、錦織圭のナダルを撃破
しての銅メダル、アメリカに先着した陸上
400mリレーの銀メダル、そして卓球男女の大
活躍。卓球福原選手やレスリング吉田選手のコ
メントに思わず涙しちゃいましたし、本当に毎
日が感涙と睡眠不足の日々でしたね。４年後の
2020年はいよいよ東京開催。世界中から日本
は注目されます。あらゆる業界に特需が期待さ
れるでしょう。そのためにも各々がより国際的
に、“Global”な企業として進んでいくことも必
要なのかもしれません。より“Global”になるこ
とでオリンピックの様に感涙を与えられる企業
になるよう皆様も企業力を高め、未来へと歩ん
で行きましょう！

降旗　崇

編 集 後 記

株式会社　東芝 北関東支店
支店長　郡　博敏　

㈱両毛インターネットデータセンター
代表取締役社長　北澤　直来

ぐんぎんシステムサービス㈱
代表取締役社長　小林　啓介

㈱両毛ビジネスサポート
代表取締役社長　荻野　研司

　AS400に特化した技術者集団として設立
しました。現在はAS400に拘らず、汎用機・
オープン系等で製造業向け生産管理・流通な
どを中心に業務コンサルから、お客様の立場
に立った提案・開発を行っており。 2015年
より事業拡大により群馬県に群馬支店を開
設地域密着であらゆるお客様と共に地域発
展に貢献をいたします。今後共皆様方の御指
導御鞭撻をいただけますよう心からお願い
申し上げます。


