束 2mm

公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会

リアルタイム管理の実現 シフト管理の充実

JUST FITな WEB勤怠管理システム

選べる2つのタイプ

TEL 03-5963-7281
（代） FAX 03-5963-7287
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「埼玉県への情報化推進に関する提言」
の回答を受ける
学校と企業の就職交流会開催
埼玉大学提携講座「情報と職業」
彩の国ビジネスアリーナ２０１４開催迫る
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タイ・バンコク

ミャンマー・ヤンゴン
ミャンマー連邦共和国（ミャンマーれんぽうきょうわこく）、通称ミャンマー
は、東南アジアに位置する共和制国家。1989年までの名称はビルマ。インド
シナ半島西部に位置し、北東に中華人民共和国、東にラオス、南東にタイ、
西にバングラデシュ、北西にインドと国境を接する。首都はネピドー（旧首
都はヤンゴン）。多民族国家でありビルマ族（人口の6割）の他、主なものと
して、カレン族、カチン族、カヤー族、ラカイン族、チン族、モン族、ヤカイン
族、シャン族の少数民族がある。
（ミャンマー - Wikipediaより）

＜ヤンゴンの街並み＞

＜ワットアルンからの眺望＞

タイ王国（タイおうこく）、通称タイは、東南ア
ジアに位置する立憲君主制国家。東にカンボ
ジア、北にラオス、西にミャンマーとアンダマン
海があり、南はタイランド湾とマレーシアであ
る。国土はインドシナ半島の中央部とマレー半
島の北部に位置する。首都はバンコク。日本は
タイにとって最大の貿易額と投資額、援 助額
を持ち、日産自動車やホンダ、トヨタ、いすゞ、
日野自動車などの自動車関連企業の多くが進
出している他、空調メーカーであるダイキンと
いった家電メーカーなども多く進出し、国内市
場への供給を行っている他、関税特典がある
ASEAN諸国内への輸出拠点として活用して
いる。
（タイ王国 - Wikipediaより）

＜チャオプラヤー川のほとりに建つワット・アルン＞

＜アウンサン邸＞

＜シュエダゴォン・バゴタ＞

＜王宮＞

＜ワット・プラ・ケオ＞

＜ワット・ポー＞

＜シュエボード・バゴタ＞

＜チャイップンパゴダ・四面仏像＞
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写真集・歌集・句集・画集・小説・自分史・エッセイなど

あなただけの

〒336-0021 さいたま市南区別所3−1−10 1冊を創ります
0120・161092 http://www.kanto-t.co.jp
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学校と企業の就職交流会
日時：2013年10月3日(木)
第一部：15時〜17時
場所：大宮サンパレス
平成 25 年 10 月３

第二部：17時〜18時30分

意見交換の概要を以下に記述します。

日、大宮サンパレス
にて毎年恒例となり
ました「学校と企業

＜小川会長挨拶＞

＜司会 坂口氏（左）、関口氏（右）＞

（１）学校から企業への質問

の就職交流会」が開

ＩＴ業界の動向と雇用状況について

催されました。

ＩＴ業界と一言で言っても、ゲーム業界・技術

学校から 19 校 26

者の人材派遣業・システム開発業・通信業など多

名、 企 業 か ら 20 社

岐にわたる。その中でシステム開発業については、

29 名 が 参 加 し、 活

最近は前年に比べ上向き傾向である。特に、上向

発な意見交換が行わ

きの景況感から医療系の電子カルテや地域連携、

れました。

流通業（EDI）など民需系が活発で、プロジェク

当日は情報交換会

トをマネジメントできるスキルを持った人材を必

と交流会の２部構成

要としている。公共系はマイナンバーの導入によ

で行われ、第一部の

り今年度から大きな商談を期待していたが、現実

情報交換会では埼玉

的には来年度からの模様。

県内（近郊含む）の

以上のことから、市場規模も今後も更に伸びる

大学と会員企業により、採用に関する積極的で前向

余地があり、来年度以降も業界全体では今年度以

きな意見交換が行われました。第２部の立食パー

上の採用活動が行われると考えている。

ティーでは埼玉県労働局の代田雅彦局長をお迎えし、
埼玉県の雇用情勢や大学生に関する就職支援等に関
するお話を頂き、和やかな雰囲気の中で活発な交流
が図られました。

2013 年の採用実績と 2014 年の採用予定数に
ついて
今年は６名入社。来年度は 10 名の予定のとこ

情報交換会はパシフィックシステム㈱関口氏、

ろ現在７名内定であり採用活動継続中。学内での

AGS ㈱坂口氏の司会により、小川会長の挨拶に

説明会にて多くの学生と接したため、応募者数は

よって開会しました。

昨年度より増えている。

小川会長からは、職業人として仕事をすることで

今年は 10 名入社。来年度も 10 名の予定のとこ

技術やノウハウを積み上げ自分の価値を高めること

ろ現在８名内定であり採用活動継続中。大手企業

の大切さや、そのような場を提供することが企業側

の採用活動から２ヶ月遅れて本格的な採用活動を

の経営者として大事であることを話されました。

始めた。昨年に比べ学内で行う説明会の出席者数

岩嵜副会長からは 17 年間続いている当交流会の
歴史と、このところの景況感から来るＩＴ業界への

は増えているが、会社説明会に出席する学生の人
数は少ない。

期待の高まりから優秀な人材を地元のＩＴ業界へ送
り出して頂けるよう、活発な意見交換による有意義
な交流会としたい旨、お願い頂きました。

採用活動において、どのチャネルを重視してい
るのか（ナビサイト、学内説明会など）

続いて、出席された学校・企業の順に自己紹介を

就職サイトはエントリーのインフラとして使用

行い、事前アンケートに寄せられた質問を基にした

している。会社の事を良く知って貰いたいため、

意見交換に移りました。

学内をはじめとした説明会を重視している。

"
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中国をはじめとした東南アジアの留学生の採用

いる。

について
当業界では文系の学生の場合、入管で許可が下
りない。ＩＴ系を学んでいることが条件。
推薦制度（学校推薦、教授推薦、教授推薦な

心（性格、長所や短所）
・技（資格）・体（体力、
忍耐力、協調性）の中で、一つ二つ掘り下げて記
入するように指導している。

（３）企業と学校への共通質問
2016 年３月卒業予定者の就職活動について

ど）や、有償による長期のインターンシップにつ
いて
推薦制度は利用していないため、自由応募と特
に差は設けていない。
長期によるインターンシップは制度としては有

【企業側回答】想定している採用スケジュールにつ
いて
大企業では影響が無いかも知れないが、それ以
外の企業で優秀な学生を採用するには大変な問題。

効だが、個人情報をはじめとした機密情報を取扱

年末までには内定式を行いたいため、各大学側と

う当業界では、Ｐマークの認定や発注者側の理解

もより良い関係を保ちたい。

などもあり、困難。

（２）企業から学校への質問
2014 年３月卒業予定の学生の内定状況と前年
との比較について
全体で６割程度の内定率。業界別では建設業界

就職サイトを活用したエントリーのため、必然
的に３月１日開始になる。内定者教育の期間も重
視するため内定式は現状通り 10 月１日に行いた
い。選考期間は短くなるが、広報活動については
先行して行い、多くの学生に当社の事を知っても
らいたい。

の内定状況が良く７割程度。メーカー系の内定は
６割程度、情報産業は５割程度で平年よりも低い。
何れも各企業の状況が良くなっている影響か、求
人数は昨年より多い。

【学校側の回答】就職指導のスケジュールについて
企業側がどのように採用活動を行うのか、待っ
ている状態。学内でのガイダンス、業界研究セミ

就職希望者ではなく卒業予定者数に占める割合

ナーは早めに手を打ちたい。現在は企業側の説明

で３割弱の内定率。もともと学科の特徴から秋以

会が春休みに集中しているが、今後は授業に対す

降が就職活動の本番であるが、昨年に比べて回復

る影響もあるため週末の開催など考慮して頂きた

傾向にある。

い。

５割近い内定率。この中には、これから本格的

学生への就職指導のスケジュールは現状通り。

に始まる医療系や保育・幼稚園などの教育系の学

春休みの活動が困難なため、３年次終了までに必

生も母数に混じっている。昨年との違いは求人数

要な単位を取るように指導する。現在は１月末か

が 1.5 倍程度になったことと、昨年は医療系を

２月に学内で合同説明会を行っているが、今後は

含めて５割だったが今年はＩＴ系や一般企業が増

どの時期に実施すれば良いか検討中。企業側が、

えて内定率が５割。

３月や４月の合同説明会の開催に応じて頂けるの

求人数は昨年に比べ４割程度の増加。ＩＴ系が
多く、一般系、事務系、デザイン系は昨年並み。

かお聞きしたい。
⇒ （企業側回答） 特に問題はなく、４月開催で

昨年の同時期は４割程度の内定率だったが、今年

も参加させて頂く。

は５割弱。ＩＴ系は４月から活動しており８割近

理系の学生は８月が卒業研究のピークであり、

くの内定率。
（SE コースなどではほぼ 100%）

８月以降が採用選考になることで後期の授業への
影響が懸念される。現２年生にはガイダンスを通

エントリーシートの書き方（アピールポイン
ト）の指導について
成功体験だけでなく、失敗により何を学んだか
を記入し等身大の自分を表現するように指導して

じて意識付けを行っている。
現状通りを想定（６月にガイダンス、８月にイ
ンターンシップ）。学内の合同説明会の開催時期
については今後検討して行く。
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＜学校側＞

＜企業側＞

学校と企業との就職交流会
（学校側）
アルスコンピュータ専門学校 就職部

適職開発室
坪井 満
進路アドバイザー
廿楽

AGS ㈱

一男

斉藤

代表取締役社長

小川 修一

人事部

野澤

部長

等
幸治

石原 清彦

学生支援課
大澤
就職支援室長代理

AGS プロサービス㈱

代表取締役社長

田沼

耕三

エレクス㈱

課長

長島

美奈子

宏平

乕谷 早織

相原 勝利
次長

角田 勝政

キャリア支援センター
琴野 実
センター長
キャリアセンター 和井田 慎吾

㈱シークエンス
システム・アナライズ㈱
蓼科情報㈱

光一

キャリアセンター
高塚
事務部就職支援課課長

美保子

代表取締役

根岸

営業第２部部長

榊原 雅夫

克利

部長

吉原 和弘

主任

吉田 友美絵

代表取締役社長

深澤

執行役員

志村 博史

キャリアセンター
雷
事務部 部長

聖学院大学

管理部部長

𠮷野 曠男

上武大学 高崎キャンパス 就職課長
駿河台大学

藤澤 秀昭

人事部

埼玉県立中央高等技術専門校 主任職業訓練指導員 植野 隆
十文字学園女子大学

（敬称略）

代表取締役社長

エグゼクティブ
AGS システムアドバイザリー㈱
コンサルタント

就職課

埼玉コンピュータ＆
医療事務専門学校

㈱アイネット

総務部総務課広報室
渉外担当シニアマ 富田 均
ネージャー

埼玉県立川口高等技術専門校 主任
埼玉工業大学

（企業側）

（敬称略）

課長補佐 斎藤 力

国立大学法人 埼玉大学 参事役

参加者名簿

陽平

山崎 範夫
時

夢

㈱デマンドアンドコミュニケーションズ 代表取締役社長

松島 勲

㈱ティー・アイ・シー

小河原 清治

キャリアサポート課長 鈴木 隆

代表取締役社長
採用・教育担当

安藤

採用・教育担当

名生 忍

勉

キャリアサポート
寺嶋 健一
課担当課長

ティーエスサービス㈱

代表取締役社長

岩嵜 正

日研システム㈱

代表取締役社長

水鳥 晴夫

大東文化大学

東松山キャリア支援課課長 酒井

㈱日東テクノブレーン

中央情報専門学校

進路指導主事

東京工科大学

参与

代表取締役会長

鈴木 真澄

パシフィックシステム㈱ 総務部人材 GM

樋口 健二

島田 誠治

ぶぎんシステムサービス㈱ 取締役社長

内野
東京電機大学

理工学部 事務部 主事

東洋大学
獨協大学
日本工学院

専門学校

敏雅

市川 直洋

國分 茂雄

㈱フジコミュニケーション 代表取締役社長

高木

㈱フジミック埼玉

翔太

川越事務部教学課 課長 前田

孝

キャリアセンター 次長 関口

武司

キャリアサポート職員 長瀬

豊

キャリアサポート
日本工学院八王子専門学校
桒名 瞳
センター
学生支援部就職支援課 塩入

日本工業大学
明星大学

"

平木
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修
康博

栗原 恒司
小澤

隆博
代表取締役社長

雪乃

山﨑 喜久男
田中 勉
清水 義明

三田電子ケイサン㈱

取締役会長

（公益社）
事務局長
埼玉県情報サービス産業協会

橋本

ヒデ子

内田

陽一
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ビジネス交流会 開催
平成 25 年７月 10 日（水）午後に、大宮ソニック
シティ会議室にてビジネス交流会を実施いたしまし

ビジネス部会

ブコンサルタント

加藤

清水

秀昭

智巳様よりご講演いただ

きました。
現在、新聞やテレビでも頻繁に報道されている情

た。
冒頭、新部会長に就任されたミツイワ株式会社の

報漏洩だけではなく、いろいろな種類で多発してい

矢吹執行役員よりご挨拶並びに開会の辞をいただき

るセキュリティ事件に対して、ラック社としてどの

ました。

ように解析し、対応策を立て、実際の対策を行って

交流会は、先ず会員企業の３社より自社の製品・

いるかのお話に、普段は人ごとのように聞き流して

サービスをご紹介いただきました。講演内容は以下

いた自分の不見識が大変なことを引き起こしてしま

の通りです。

う可能性がある、という認識を新たにしました。

① セキュリティリスクと運用コストを同時に削
減するクラウド型「リスク管理サービス」
②

特に、ラック社に調査を依頼すると、社内のコン
ピュータのほぼ 100％が何らかのウィルスに感染

ミツイワ株式会社 様

しているという状況には驚くばかりでした。また、

企業向けネットワークカメラ映像管理ソリュー

海外からの攻撃についても標的になるととんでもな

ション「AGS」クラウドα Secure NVR

いことになること。ネットバンキングでも、利用者

ＡＧＳ株式会社 様

のパソコンが既にウィルス感染しており、知らぬ間

③ たった３分でここまで出来る次世代超高速ア

に取引が行われ、銀行が非難されることがあるが実

ＣＳＳクレセント株式会社 様

は銀行が被害者であることなど、セキュリティの最

各社とも最近の技術動向を取り入れたクラウドや

前線で活躍されている講師から『今起きているこ

モバイルの活用方法、開発ツールについての講演で

と』を生の声で聞き、ご出席の皆さんは自社の防衛

あり、ソフトウェア関連企業の進む方向の一端を垣

について思いを巡らせたのではと推測した次第です。

間見ることになり、聴講された皆さんの興味も引い

講師の話し方も非常に面白く皆さん聞き入ってい

プリ開発

ました。また、ラック社のセキュリティの中核を担

たのではないかと思います。
休憩をはさみ、当日の目玉となる講演を、
『事件
事故事例を題材にした「セキュリティ事件とモニ
タリング」と「モニタリングサイクル」
』と題して、

う執務室が映画などに出てきそうな近未来の設備
だったことも関心を引いていました。
交流会終了後の懇親会につきましても講師の方を

長年に渡りセキュリティ関連に取り組んできた株式

中心に今後の事業展開などの話題で大いに盛り上が

会社ラック

りましたことを報告させていただきます。

セキュリティ事業本部

エグゼクティ
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78

"#

部会

修
教育研

25年度上半期研修会開催
25年
年度
年度上半期研修会開
年度上半期研修会開催
度上半期研修会開催
度
度上
上
上半期研
半期
期研修会開
期研
研修
修会開
修会開催
修会
会開催

上半期研修会として「日常作業の効率化」研修を大
宮情報文化センターにて開催致しました。
「事務担当者のための Excel 2010 マクロ／ VBA
研修」を９月 13 日（１日研修）開催致しました。
この研修は、Excel で行う作業を自動化するマクロ
機能の学習とマクロの機能を利用することで、プログ
ラムを書くことなく作業を自動化し、さらにマクロを
作成した際に自動生成される VBA との関係について
学び記録したマクロを編集して汎用性のある処理の自
動化する方法を学びます
参加者は 16 名、午前９時 30 分〜午後５時まで講義と実践が行われ、参加者アンケートでは知らなかった
機能を学習出来、業務に生かしより事務効率向上が目指せる等の意見が多く見られました。
「事務担当者のための Excel2010 VBA プログラミング実践研修」を 10 月８日（１日研修）参加者 10 名
にて開催。
Excel VBA を業務に活用するためのプログラミング要素や基本文法について、講義データを及び実習を
通して学習します。

下半期研修
○「アプリケーションテストの基本と実践」経験２年〜５年
開 催 日

10 月 16 日（水）〜 17 日（木）２日間

開催場所

埼玉職業訓練支援センター研修室

○「プロジェクトマネージメントの基本から問題解決まで」経験２年〜５年
開 催 日

10 月 24 日（木）〜 25 日（金）２日間

開催場所

埼玉職業訓練支援センター研修室

○「ソフトウエア品質確保の基本と実践」 経験２年〜５年

"#
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開 催 日

12 月９日（月）〜 10 日（火）２日間

開催場所

埼玉職業訓練支援センター研修室

「埼玉県内 16 大学合同企業説明会」に参画

当協会は埼玉県大学就職問題協議会主催「埼玉県内
16 大学合同企業説明会」に協賛団体として昨年に引き
続き参画致しました。
この合同企業説明会は県内 16 大学の 4 年生および大
学院 2 年生で、就職活動中の学生就職支援事業として
実施され、地元埼玉県内の企業を中心として採用活動継
続中の企業とのマッチングを図ることを目的としていま
す。
開催は８月９日、ホテルブリランテ武蔵野で 49 社の
参加企業と 422 名の学生との面談が行われ、当協会か
らは 11 社が参加し多数の学生との面談が行われました。
当日は午後１時〜午後４時 30 分まで 25 分間で１ローテーションとして面談を実施、６ローテーショ
ン開催され、参加各企業の説明場には多数の学生が詰めかけ質疑・応答があり、企業の就職担当者も優
秀な学生の獲得に向け、熱の籠った企業内容の説明を行っていました。
今回の合同企業説明会で一人でも多くの学生が就職出来、希望に燃えた社会人になれることは我が国
の繁栄持続の礎となります。
今後とも積極的に学生の就職支援を行い、IT 企業が優秀な学生を獲得し、更なる業界の発展を期し
たくご支援をお願い致します。
【埼玉県大学就職問題協議会加盟 16 大学名】
跡見学園女子大学、埼玉学園大学、埼玉工業大学、城西大学、女子栄養大学、駿河台大学
聖学院大学、大東文化大学、東京国際大学、東京電機大学、獨協大学、日本工業大学
文教大学、文京学院大学、ものつくり大学、立正大学
【協賛団体・企業】
公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会、株式会社埼玉りそな銀行、埼玉中小企業家同友会
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第１８回
チャリティゴルフコンペ開催
恒例の第 18 回チャリティゴルフコン
ペが高麗川カントリークラブで開催され
ました。
当日の集合時間は激しい雨に見舞われ、
開催が危ぶまれましたが、スタート時に
は雨も小降りとなり、10 組 36 名の参加
者が集い、ＯＵＴ５組／ＩＮ５組に分か
れてのスタートとなりました。
スタート１組、２組目は雨のため・緊
張？のためか打球は右に左に打ち分けて
いましたが、悲喜こもごものスコアーは
別として、皆さん大いにプレーを楽しみながら親睦を深めていました。
競技は新ペリア方式で行われ、表彰式では田沼専務理事が優勝者を発表すると盛大な拍手が湧き各賞
の授与が行われました。
当日は寄付金のための罰打ルールが設けられ、罰打ルールが適用されない皆さんを含め多くの善意が
寄せられました。
チャリティで集まりました寄付金は社会貢献団体に寄贈致します。
会員の皆様から多数の賞品を頂き、本紙上を持ちまして厚く御礼申し上げます。
ＡＵＴ

ＩＮ

グロス

優 勝

大澤 吉勝

氏 ㈱蓼科情報

４４

３９

８３

準優勝

原田

氏 三田電子ケイサン㈱

４２

４５

８７

３ 位

細川 芳雄

氏 ミツイワ㈱

４２

４４

８６

薫

個人情報保護対応

電子帳票アウトソーシング支援ソフトウェア

SecureImageConverter2

御社のイメージファイルは 安 全 ですか？
不安なことがありましたら御相談ください
画像マスキング

弊社取り扱い製品の一部

・情報セキュリティ機能搭載イメージエントリーシステム EM2013
※仮想化＋シンクライアント対応
・クラウド対応イメージエントリーシステム ES2012
・暗号化ソフトウェア OmegaCrypt2008
・アウトソーシング支援ソフトウェア SecureImageConverter2
※カラー帳票認識機能搭載
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〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-9-8
電話 03-5645-1561 FAX 03-5645-1563
http://www.hatsucoh.co.jp
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Ｅメール info＠sdc-inc.co.jp
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http://www.sdc-inc.co.jp/
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公益社団法人として、地域経済振興、情報高度化に向
けて積極的な活動を推進しております。新たなステップ
に向けて仲間を募集しております。
会員企業並びに関連団体の皆様のご協力をよろしくお
願いいたします。
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至上尾

宮原駅
カンセイ

至川越

日進駅

至大宮

高崎線

埼京線・川越線
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ソフトウェア
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