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第30回通常総会開催 令和元年５月17日㈮

　第30回通常総会は、群馬県産業経済部商政課
課長諸田隆志様を来賓に迎え、群馬県勤労福祉
センター第３会議室において開催されました。
すべての議案について、出席会員37名（内書面
による出席者13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、理事会社の
代表者変更に伴う、新理事及び副会長も選任さ
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30年度事業報告承認の件
第２号議案　平成30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31年度（令和元年度）
　　　　　　事業計画報告の件
第５号議案　平成31年度（令和元年度）
　　　　　　収支予算報告の件

一般社団法人群馬県情報サービス産業協会役員
役　職 氏　名 会　　社　　名 会社役職

会　長 松下 弘明 ㈱ジーシーシー 代表取締役

副会長 荻野 研司 ㈱両毛システムズ 代表取締役

副会長 青木 規夫 ㈱日東システム開発 取締役

副会長 真塩 仁志 ㈱高崎共同計算センター 取締役

副会長 瀬下 文彦 サンデンシステムエンジニアリング㈱ 顧問

理　事 都丸 和俊 ㈱オオタヤ 代表取締役

理　事 木村 清高 ㈱群　電 代表取締役

理　事 降旗 榮二 ㈱前橋大気堂 代表取締役

理　事 阿久澤 公 荒瀬印刷㈱ 取締役

理　事 本島久仁倫 ㈱本島ビジネスセンター 代表取締役

理　事 阿部 賢一 日本電気㈱群馬支店 支店長

理　事 廣山　 悟 システム・アルファ㈱ 取締役

理　事 久保田典男 ㈱ナブアシスト 執行役員

理　事 富澤 幹夫 朝日印刷工業㈱ 取締役

理　事 上野　 豊 富士通㈱　群馬支店 支店長

監　事 田島　 篤 ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役

監　事 嶋方 智之 電通システム㈱ 代表取締役

顧　問 松平 　緑 ㈱ジーシーシー 取締役

2019年８月現在（順不同・敬称略）
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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
た両毛システムズの荻野と申します。
　皆様のご協力、ご支援を賜り、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。
　今や情報産業を取り巻く環境を見ますと、AIやクラウドの
飛躍的な進歩やIoT社会の到来を見据えたサイバーセキュリ
ティー対策・各種規制緩和への提言など、当協会が取り組むべ
き課題も多く、大変微力ではありますが群馬県や経済産業省を
はじめ関係諸官庁のご指導、会員企業、事務局のご協力を仰ぎ
ながら、責務を果たしてまいりたいと思います。
　皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

　富士通㈱の上野と申します。本年４月に群馬支店長に着任し
前任者に引き続き理事に就任いたしました。前任者同様よろし
くお願い致します。
　さて、昨今「ＡＩ」「ＩｏＴ」「ＤＸ」などのキーワードが飛び交
いワード先行気味でしたが、実際のビジネスシーンにおいてこ
れらトレンドの技術が徐々に浸透して来ております。我々ＩＴ
に携わる者はトレンドの技術導入に目を奪われるのでは無く、
これら技術を活用し様々なビジネスシーンにおいて最適なソ
リューションを実現しユーザーへ貢献することが責務と考えて
おります。微力ではございますが、ＧＩＳＡの活動を通じ、ま
た会員の皆様のご指導、ご支援を賜り群馬県の発展に貢献出来
るよう尽力して行きますので、何卒よろしくお願い致します。

就任のご挨拶

新理事・新副会長

　㈱両毛システムズ　代表取締役副会長執行役員　荻野　研司　氏

新理事　富士通㈱　群馬支店支店長　上野　豊　氏

会員の会（会員部会）
　令和元年５月17日㈮、第30回通常総会終了後、「会員同士の交流をビジネスチャンスへ」を目的に、
情報交換の場として、今回で10回目となります「会員の会」を開催しました。終始和やかな打ち解けた
雰囲気のある会なので、新規入会や初参加の会員会社にも、より多くの方に参加していただきたいと
思います。

ＧＩＳＡ部会への参加を広く募集
　ＧＩＳＡは５つの部会で、各事業を企画運営しています。（各部会の担当事業紹介は５頁に掲載）
部会活動を円滑に進行するために、すべての部会において、年度途中ですがメンバーを新たに募集
します。全会員会社の部会支援をよろしくお願いいたします。ぜひ、他社の会員会社との交流や懇
親の場からビジネスチャンスを、また情報交換にご活用ください！会員各社からＧＩＳＡ部会活動
に一人でも多くの皆様が参加されますよう多数のご応募をお待ちしています。

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



第28回ぐんま情報化フォーラム 入場無料

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
～変わる暮らしとビジネス～

◇令和元年10月23日㈬ 14：30 ～ 16：20　◇前橋テルサ２Ｆ　テルサホール

「加速するデジタル化の潮流とそれを支える IT技術」
講演テーマ

講　師 NECソリューションイノベータ株式会社 

執行役員常務 中村 慎二 氏
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　ぐんま情報化フォーラムは、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28回を迎えました、本年のぐんま情報化フォーラムは、「デ
ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）～変わる暮らしとビジネ
ス～」をテーマに、NECソリューションイノベータ㈱執行役員常
務中村慎二氏に、「加速するデジタル化の潮流とそれを支えるIT
技術」と題して、デジタルを活用したサービスが次々と生まれて
きている現在、私たちの仕事・暮らし・健康・レジャーなどをサ
ポートしてくれているＩＴ技術の最新動向や様々な事例のご紹介
と、その技術者育成の取り組みについて講演いただきます。
　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　Ｅmail　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17回目になります就職情報交換会を実施します。
開催日　令和元年11月22日㈮
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事務局からの案内にてご確認ください。

　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。
〒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@sunfield.ne.jp　ＵＲＬ　http://www.sunfield.ne.jp/gisa/

ＧＩＳＡ新規会員募集
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部会別協会事業　　　☆一部受付終了または変更の場合があります。

総務部会　部会長 青木 規夫（㈱日東システム開発 取締役会長）　担当 富岡 一雄（㈱両毛システムズ）

新春講演会 経営者セミナー　
　講師　ファームドゥグループ代表　岩井　雅之氏

令和２年１月27日㈪
15:30 ～ 17:00

前橋テルサ
けやきの間8Ｆ

賀詞交歓会 行政・関係機関・報道等関係者を交え、協会会員間の
親睦交流

令和２年１月27日㈪
17:10 ～

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。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

令和２年４月16日㈭
・17日㈮

県勤労福祉センター
第1・2会議室他

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
Ⅰ

テーマ　調整中
講　師　調整中　　　 10月２日㈬ 県勤労福祉センター

第３会議室
ビジネスセミナー
Ⅱ

テーマ　調整中
講　師　調整中　　　 11月（調整中） 県勤労福祉センター

第４会議室

就職情報交換会 県内及び近県大学等の就職指導担当者との情報交換会 11月22日㈮
14:00 ～ 16:00

ビエント高崎
602研修室

教育技術部会　部会長 荻野 研司（㈱両毛システムズ 代表取締役 副会長執行役員）　担当 松本 裕（㈱両毛システムズ）

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	 ☆掲載は日程順ではありません。
◆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。今年度のマネジメン
ト研修では、業務効率向上のための時間管理と新人フォローアップを追加しました。ぜひこの機会にＧＩＳＡの研修を体験してみてください。

【※は生産性向上支援訓練委託事業】　

研修名 日　程 対象者 受講料
（会員）

受講料
（非会員）

新人フォローアップ研修 11月27日㈬９:30 ～ 17:00 今年度新入社員向け 10,000 −

プレゼンテーション研修 ９月19日㈭９:30 ～ 17:00
20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

※業務効率向上のための
　時間管理研修

９月26日㈭９:30 ～ 17:00
27日㈮９:30 ～ 16:30 時間管理を必要と感じている方々 5,400 −

課長・係長
マネジメント向上研修

11月７日㈭９:30 ～ 17:00
８日㈮９:30 ～ 16:30

課長職、係長職および同等レベルのリー
ダー 20,000 30,000

（レビュー技術）
ソフトウェア・エンジニアリング

10月29日㈫９:30 ～ 17:00
30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

20,000 30,000

（テスト設計）
ソフトウェア・エンジニアリング

11月19日㈫９:30 ～ 17:00
20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Ｓ
Ｅ

20,000 30,000

※プロジェクト管理（基礎） ９月12日㈭９:30 ～ 17:00
13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

5,400 −

※プロジェクト管理（実践） 10月３日㈭９:30 ～ 17:00
４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

5,400 −

☆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）小笠原までお願いします。

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㈱ 顧問）　担当 鈴木 誠（サンデンシステムエンジニアリング㈱）

第28回ぐんま
情報化フォーラム

テーマ　
　 「デジタルトランスフォーメーション（DX）～変わる

暮らしとビジネス～」
講演テーマ
　「加速するデジタル化の潮流とそれを支えるIT技術」
講師　NECソリューションイノベータ株式会社
　　　執行役員常務中村慎二氏

10月23日㈬
14:30 ～ 16:20

前橋テルサ
2Ｆホール

会員部会　部会長 真塩 仁志（㈱高崎共同計算センター 取締役）　担当 黒澤 大 （㈱高崎共同計算センター）

会員交流 2019GISAゴルフコンペ 10月11日㈮ 赤城ゴルフ倶楽部

視察研修 第９回JapanITWeek秋 10月25日㈮ 幕張メッセ
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　ＧＩＳＡ新人研修は、県内同業種の新人達が
一堂に会するという新人にとっては、貴重な体
験であり、研修の醍醐味でもあります。14年目
を迎えた今年度は、諸事情により、昨年の半数
54名の参加となりました。落ち着いた雰囲気の
中、他社の新人とチームを組んでのプロジェク
ト実践演習の設定テーマは、「群馬県の地域活
性化イベントの提案」でした。取引先とのアポ
イントの取得や、上司への報告、企画提案、プ
レゼンテーション等々、各ミッションともに、グループ対抗のシミュレーション研修を通して、大い

に刺激を受けあっていた様子が、達成感ととも
に終了後のアンケートからも読み取れました。
　プレゼンテーション実習時には、参加企業の
代表者や担当者にも見学をいただきました。
　本研修に関心をお持ちくださる企業の皆様、
来年度の日程も既に決定しておりますので、下
記にご案内いたします。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。

企業を超えた同期との緊張と刺激の２日間
ＧＩＳＡ合同新入社員研修

平成31年４月18日㈭～ 19日㈮

令和２年度ＧＩＳＡ合同新入社員研修日程決まる

期日　令和２年４月16日㈭・17日㈮
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。
　※　お問い合わせはＧＩＳＡ事務局まで。
　　　☎　027-226-7165
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我が社の さんフレッシュ
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）

①	　金融システム部受託課の情報基盤チームに配属されて、群馬銀行の
情報系システムの開発とATMの受入テストを行っています。
②	　趣味は、ジムで筋トレとランニングをすることです。デスクワーク
が多いので健康のために始めたのですが、今では筋トレの魅力に惹か
れて足繁く通っています。目標は、自分の体重と同じ重さのバーベル
を持ち上げることです。
③	　自分の関わったATMの案件が、実際にリリースされたことです。
多くのお客様が利用するATMの仕事は責任重大ですが、その分やり
がいもあり、この仕事に関われたことを嬉しく思います。
④	　先輩方から安心して仕事を任せてもらえるような人になりたいです。今の私は、銀行の知識もプログラムの
専門知識もまだまだ未熟です。わからないことは、先輩方が丁寧に教えてくださいます。しかし、１日でも早
く戦力になりたいと思っています。まずは、仕事に丁寧に取り組み、資格試験の勉強も進めていきます。少し
ずつできることを増やして、お客様や会社に貢献したいと考えています。

ぐんぎんシステムサービス株式会社

金融システム部　受託課　田部井　大晟

「肉体派エンジニア」

①	　特定のお客様向けの工事原価管理システムの開発に携わっていま
す。
②	　趣味は、筋トレです。週２、３回ジムに通っています。仕事終わり
や、休日の昼間などに行っており、最近は深夜に行くこともあります。
好きな筋肉の部位は大円筋です。
③	　入社後一番うれしかったことは、初めて、一つのシステムを自分が
作れたことです。研修で、ライセンスを管理するシステムを作成しま
したが、最初はなかなかうまく動かず、エラーを起こし大変でしたが、
エラーを地道になくしていき、最終的に自分の想定通りの動きをして
システムが出来上がったときは感動しました。
④	　今後の抱負は、頼る側から頼られる側になることです。現在は、知識やスキルが乏しく先輩方に頼ることが
多々ありますが、いつまでも頼ってばかりだと先輩方や今後入社してくる新入社員に笑われてしまうため、しっ
かりと経験を積んでいきたいと思います。

リード株式会社

開発第一本部　佐藤　敏弘

「人生は賭け事」

①	　現在は、販売に関わるシステムの開発作業に携わっています。その
中でも、軽減税率対応や新機能の追加作業を中心に行っています。知
識や技術はまだまだ未熟ですので、日々先輩社員から助言を頂きなが
ら開発を進めています。
②	　趣味はサッカー観戦です。特に欧州サッカーが好きで、移籍情報や
試合情報を毎日チェックしています。もちろん国内サッカーも好きで、
休日はスタジアムまで行ってサポーターの方々に混ざって試合観戦を
しています。試合会場で販売しているスタジアムグルメを色々食べる
のも毎回の楽しみになっています。
③	　研修を終えてすぐに入ったプロジェクトで、小さいながらも開発全般を任され、不安や戸惑いもある中で組
んだプログラムが設計通りに動いた瞬間が一番嬉しかったです。また開発作業のみではなく、納品作業まで携
わることができたこともとても良い経験となりました。今後も日々精進していけるように努力していきたいです。
④	　知識と技術をいち早く身につけ、もっと多くの仕事に取り組みたいと考えています。まだ分からないことが
多いので、先輩社員や同期に助けてもらいながら日々の業務に取り組みたいです。

株式会社プランニング

企画開発部 1課　三川　淳

「未来志向のグローバル人」



集編 後 記
　中々梅雨明けしなかった今年。しかし明けた途端、手のひら返したように灼熱の夏がやってきました。
　今年も熱い甲子園大会が熱戦を繰り広げました。毎年甲子園ネタで申し訳ありませんが、心温まるエピソードがあり、
皆さんに知っていただきたくて書かせていただきました。８月13日の第２試合。石川・星稜高校対京都・立命館宇治高
校との試合。初回宇治高校攻撃時、あるテーマソングが甲子園に鳴り響きました。その曲は、「DREAM　SOLISTER」。
宇治を舞台にした京都アニメーション作品、響けユーフォニアムのオープニングテーマ。京都アニメーションと言えば、
35名もの方がお亡くなりになった放火事件が７月にあった会社で、同じ宇治市にあります。今回、立命館宇治高校吹奏
楽部の皆さんがわずか数日の練習でこの曲を見事に甲子園に響かせました。物語自体も、吹奏楽部が全国大会出場、金賞
受賞を目指して皆で励まし合い、取り組んでいく姿を描いたものですが、同じ宇治、吹奏楽といった点に共感し、この甲
子園での試合に臨んだそうです。５対０、宇治高校劣勢の６回の攻撃時、スタンドから再びこの曲が流れました。そこか
ら一挙に劣勢を跳ね返し、２点差まで詰め寄りました。試合自体は負けてしまいましたが、皆が宇治の、京都アニメーショ
ンへの応援・励ましに心を打たれた瞬間でもありました。我々は音楽・スポーツ・芸術など様々なものを通じて励まし合
うことができることを証明したこの試合。被害に遭われた会社・被害者の方々・御家族へ少しでも励ましになればという
思いに私は最大級の賛辞を送りたいと思います。� 降旗　崇

代表者変更
富士通㈱　群馬支店　　　　　　　支店長　上野　豊
㈱東芝　関信越支社　　　　　　　支社長　樫尾竜哉
サンデンシステムエンジニアリング㈱　

　　　　　　　　　　　代表取締役　鈴木　誠
㈱両毛システムズ　　　　代表取締役社長　北澤直来

社名変更（旧社名）
㈱プロコード（㈱トムスシステム）10月1日付

代表取締役社長　阿部文明

協　会　だ　よ　り

―ぐんぎんSDGs私募債による寄付贈呈式―
システム・アルファ㈱　代表取締役　廣山武雄氏
８月５日㈪、母校、県立渋川高校が2020年に創立
100周年を迎えるのを記念して、タブレットを寄贈

会員情報（新・敬称略）


