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若⼿エンジニアの
グローバル化に向けた国内クリエイティブ研修

2021
実施報告

会期︓2021年11⽉〜2022年1⽉
協⼒︓
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1．研修概要
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1. エンジニアとしての知識を学び、経験を積む
2. ⽇常と離れた空間で発想⼒を⾼める
3. 社外の⼈たちと交流し、様々な考え⽅に触れる

1-1．研修目的
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1-2．全体スケジュール
日程 会場 内容
11⽉4日（木）
15:00〜16:30

Online オリエンテーション

12⽉1日（水）
13:00〜15:30

Online 英語によるランサムウェアセミナー
グループ分け発表

12⽉8日（水）
〜12⽉10日（⾦）

現地 袋井市研修（現地）

1⽉26日（水）
14:45〜17:00

現地＋
Online

アイデアソン成果発表会
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2．オリエンテーション
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2-1-1．オリエンテーション１

時間 内容 登壇

15:00〜15:05 委員⻑挨拶 小瀬 充 技術委員⻑（ラネクシー）
15:05〜15:25 研修概要・スケジュール説明 SAJ事務局
15:25〜15:55 袋井市のご紹介（テーマ） 小柳津 和彦様／藤田佳三様（袋井市）
15:55〜16:25 参加者自己紹介（2~3分） 受講生14名
16:25〜16:28 スケジュール・質問 SAJ事務局
16:28〜16:30 壮⾏挨拶 笹岡 賢⼆郎（SAJ専務理事）

会期︓11⽉4日（木）15:00〜16:30（Online）
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2-1-2．アイデアソンテーマ
1．小笠原運動総合公園（エコパ）
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2．浅羽海岸

袋井市防潮堤整備状況のドローン映像【R3撮影】
袋井市公式インスタグラム

2-1-2．アイデアソンテーマ
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3．原野谷川
2-1-2．アイデアソンテーマ
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委員長挨拶 袋井市のご紹介

2-1-2．オリエンテーション１の様子

オリエンテーションの様子テーマ発表

概要説明

参加者自己紹介
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2-2-1．オリエンテーション２

時間 内容 登壇
13:00〜13:05 受講にあたっての留意点・講師紹介 SAJ事務局
13:05〜14:50 ランサムウェアセミナー（英語） Joshua Paul Ignacio様（トレンドマイク

ロ）
Willand Osabel様（トレンドマイクロ）
Junard Alcala様（トレンドマイクロ）

14:45〜15:00 袋井市研修案内
アイデアソングループ分け発表

SAJ事務局

15:00〜15:20 グループメンバー自己紹介
グループ名・アイデアソンテーマ等検
討

受講生14名

15:20〜15:30 研修全体質問・集合時間&場所連絡 SAJ事務局

会期︓12⽉1日（水）13:00〜15:30（Online）
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2-2-2．アイデアソングループ分け
グループ GroupA GroupB GroupC GroupD

1 村岡 将伍
（コスモ・コンピューティン
グシステム）

⻄⽥ 優希
（インテリジェントウェイ
ブ）

藤村 雄基
（トレンドマイクロ）

⽥中 晴
（インテリジェントウェイ
ブ）

2 山野 嘉久
（さくらインターネット）

岡本 直也
（さくらインターネット）

大橋 翔太
（日本事務器）

楠元 淳也
（大和コンピューター）

3 筆脇 豊
（大和コンピューター）

三明 康隆
（大和コンピューター）

澤畑 圭佑
（フォーラムエイト）

⻄尾 彬
（トレンドマイクロ）

4 山本 彩乃
（ラネクシー）

嶋﨑 藍
（ラネクシー）

袋井市 清水 裕亮
（袋井市役所 企画政策課）

⽴⽯ 札世
（袋井市役所ICT政策課）

大場 春佳
（静岡理⼯科大学大学院）
土岐 賢介
（袋井市⺠代表）

⾼柳 徹
（経済産業省 DX室）
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2-2-3．オリエンテーション２アンケート
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14%

講演内容はいかがでしたか︖

参考になった
普通
参考にならなかった
よくわからなかった
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22%

0…

21%

講師の説明はいかがでしたか︖

わかりやすかった
普通
わかりづらかった
よくわからなかった
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7%

投影資料はいかがでしたか︖

わかりやすかった
普通
わかりづらかった
よくわからなかった
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英語はどの程度理解できましたか︖（1~10段階）
理解度(高)

 英語が分からず、講師の⽅のお話をほぼ理解することが
出来ませんでした。投影資料は⾒やすく、英語を調べな
がら、今何について話をしているのかが分かりました。

 画面共有していただいたスライドの表現が解りやすかっ
たです。スピーカーの発話も聞き取りやすかった。たび
たびアンケートでの振り返りがあったのも良かったです。

 ランサムウェア分析に使用できる各ツールの使い⽅、ま
た、どのように各ツールを組み合わせて使うか、実際の
使用⽅法を交えながら説明いただき分かりやすかったで
す。実際業務で使ったことのあるツールも含まれており、
とても興味深い内容でした。
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2-2-4．オリエンテーション２セミナー風景

セミナーの様子 グループAメンバー紹介 グループBメンバー紹介

セミナーQ&Aの様子 グループCメンバー紹介 グループDメンバー紹介
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3．袋井市研修
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⽇程 時間 内容
12⽉8日 13:00 掛川駅集合

13:15 小笠⼭総合運動公園エコパ 着
→施設⾒学・施設概要紹介と現状の課題

15:00頃 親水地域・浅羽海岸
→周辺散策・現状の課題

16:00頃 袋井市役所︓袋井市⻑表敬訪問
17:30頃 ヤマハリゾート北の丸 着
18:30 夕食・休憩

12⽉8日（水）︓アイデアソンテーマの会場を視察
3-1．研修⾏程
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⽇程 時間 内容
12⽉9日 ~09:30 自由時間／社内報告等ワーケーションタイム

09:30 出発
10:00 エコパスタジアム着
10:00〜12:00 データサイエンス研修

講師︓水野 信也 ⽒（静岡理⼯科大学 教授）
https://www.sist.ac.jp/teacher/1271.html

12:00〜13:00 休憩
13:00〜17:30 アイデアソン

講師︓市川 博之 ⽒（東京造形大学 特任教授）
http://ichi-den.sakura.ne.jp/wp/

17:30〜 終了・移動
18:30 夕食・グループワーク

12⽉9日（木）︓データサイエンス＋アイデアソン
3-1．研修⾏程
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⽇程 時間 内容
12⽉10日 ~10:00 自由時間／社内報告等ワーケーションタイム

10:00〜12:00 アイデアソン
12:00〜13:00 休憩
13:00〜16:00 アイデアソン
16:00〜16:30 中間発表／1チーム5分程度
16:30〜17:00 片付け・出発

17:30 掛川駅着

12⽉10日（⾦）アイデアソン・中間発表

3-1．研修⾏程
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3-2．袋井市研修の様子

1日目︓現地観察 1日目︓市⻑表敬訪問 2日目︓データサイエンス研修

2日目︓アイデアソン 3日目︓アイデアソン 3日目︓中間発表
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3-3．袋井市研修後のアンケート

71%

29%

現地研修全体の感想

大変良かった
良かった
普通
あまり良くなかった
よくわからなかった

• 短期間の研修だったものの、座学だけではなくフィールドワークの時間も十分取っていただき、とても内容の濃い研修だったと感じました。
• 普段使わない頭を使い、また社外の⼈とグループワークを⾏い刺激になりました。また普段、SEや営業の⽅と作業することはあっても⾏政関

係の⼈と作業することはないので、袋井市の職員の⽅と同じ班で作業できたのもよかったです。
• 普段の業務はマルチタスクな感じなので、3日間で何かに集中する時間が貴重でした。
• データマイニングの段階であれば実業務で⾏ったり、個⼈的に⾏ったことがありましたが、その⼀歩踏み込んだ段階であるデータサイエンス

の講習は非常にためになりました。特に課題解決のためのサイクルの作成が必要というところが印象に残っており、やりっぱなしではいけな
いのだと痛感しました。

• 「技術的に考えて無理そうだと、アイデアを出すことを躊躇しないでください。」という市川さんの⾔葉に背中を押され、たくさん発⾔する
ことが出来ました。年齢や、職歴に差はありましたが、良い話し合いをしながら進められたと感じています。

50%
43%

7%

データサイエンス講義

とても良かった
良かった
普通
あまり良くなかった
よくわからなかった

64%

36%

アイデアソン研修の感想

とても良かった
良かった
普通
あまり良くなかった
よくわからなかった
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4．成果発表会
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【日時】2022年 1⽉26日（水）14:45〜17:00
【会場】⼭王健保会館会議室・オンライン

発表時間︓1チームあたり15分／質疑5分 計20分

【各賞】
• 技術委員会賞（副賞︓グルメギフト︓3万円分）
• 袋井市⻑賞賞（副賞︓クラウンメロン・北の丸ギフトセット

提供︓袋井市）
• 技術委員⻑賞（副賞︓グルメギフト︓5万円分）

4-1．日時・概要
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賞 審査担当 内容

技術委員会賞 技術委員／受講者上席
／講師／袋井市

独創性／有用性／実現性／適合性について、各項目5
点・合計20点満点で採点。
プレゼン後にGoogleフォーム（事前送付済）に点数を
⼊⼒。
全グループ発表後、Googleフォームの内容を確認の上
送信。
採点⼈数から各項目の平均点を算出のうえ合計し、⼀番
得点の高いチームに授与。

袋井市⻑賞 市川 博之 様
（アイデアソン講師）

チームワークが最も優れているグループに授与

技術委員⻑賞 全員 本日の参加者全員（受講生含む）による投票で決定。
最も「投資」したいと思うアイデアに投票し、最も得票
を得たグループに授与

4-2．審査基準・審査⽅法
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4-3．成果発表会スケジュール
時間 内容 登壇
14:45〜14:50 開会挨拶 小瀬 充 技術委員⻑
14:50〜14:55 袋井市⻑ご挨拶 大場 規之 袋井市⻑
14:55〜15:05 本研修概要について SAJ事務局
15:05〜15:25 グループＢ【Team 袋井ホライゾン】 岡本・嶋﨑・⻄田・三明・⽴⽯
15:25〜15:45 グループＡ【ふくシェア】 筆脇・村岡・⼭野・⼭本・清水
15:45〜16:05 グループＤ【ぬくもり袋井】 楠元・田中・⻄尾・高柳
16:05〜16:25 グループＣ【SOOFT】 大橋・澤畑・藤村・大場・土岐
16:25〜16:35 休憩
16:35〜16:45 結果発表・表彰
16:45〜16:50 全体記念撮影
16:50〜16:55 アイデアソン講師総評 市川 博之 様
16:55〜16:57 袋井市ご挨拶 小柳津 和彦様
16:57〜17:00 謝辞・ご挨拶 中村 憲司 技術副委員⻑
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4-4．アイデアソングループ・登壇順
順 時間 グループ名 メンバー
1 15:05〜15:25 GroupB

【袋井ホライゾン】
⻄田 優希（インテリジェントウェイブ）
岡本 直也（さくらインターネット）
三明 康隆（大和コンピューター）
嶋﨑 藍（ラネクシー）
⽴⽯ 札世（袋井市役所）

2 15:25〜15:45 GroupA
【ふくシェア】

村岡 将伍（コスモ・コンピューティングシステム）
⼭野 嘉久（さくらインターネット）
筆脇 豊（大和コンピューター）
⼭本 彩乃 （ラネクシー）
清水 裕亮（袋井市役所）

3 15:45〜16:05 GroupD
【ぬくもり袋井】

田中 晴（インテリジェントウェイブ）
楠元 淳也（大和コンピューター）
⻄尾 彬（トレンドマイクロ）
高柳 徹（経済産業省／袋井市役所）

4 16:05〜16:25 GroupC
【SOOFT】

藤村 雄基（トレンドマイクロ）
大橋 翔太（日本事務器）
澤畑 圭佑（フォーラムエイト）
大場 春佳（静岡理⼯科大学大学院）
土岐 賢介（袋井市在住（大和コンピューター））
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袋井ホライゾン（グループB）
• ⻄田 優希（インテリジェントウェイブ）
• 岡本 直也（さくらインターネット）
• 三明 康隆（大和コンピューター）
• 嶋﨑 藍（ラネクシー）

＜袋井市サポートメンバー＞
• ⽴⽯ 札世（袋井市役所） 上席からのQ&A

4-5．プレゼンテーション１
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ふくシェア（グループA）
• 村岡 将伍（コスモ・コンピューティングシステ

ム）
• ⼭野 嘉久（さくらインターネット）
• 筆脇 豊（大和コンピューター）
• ⼭本 彩乃 （ラネクシー）

＜袋井市サポートメンバー＞
• 清水 裕亮（袋井市役所）

上席からのQ&A

4-5．プレゼンテーション２



- 28 -© SAJ2021

ぬくもり袋井（グループD）
• 田中 晴（インテリジェントウェイブ）
• 楠元 淳也（大和コンピューター）
• ⻄尾 彬（トレンドマイクロ）

＜袋井市サポートメンバー＞
• 高柳 徹（経済産業省

（袋井市役所））
上席からのQ&A

4-5．プレゼンテーション３
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SOOFT（グループC）
• 藤村 雄基（トレンドマイクロ）
• 大橋 翔太（日本事務器）
• 澤畑 圭佑（フォーラムエイト）

＜袋井市サポートメンバー＞
• 大場 春佳（静岡理⼯科大学）
• 土岐 賢介（大和コンピュー

ター（袋井））
上席からのQ&A

4-5．プレゼンテーション４
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5．結果発表
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技術委員会賞 （副賞︓グルメギフト券3万円分）

グループC「SOOFT」
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袋井市⻑賞（副賞︓クラウンメロン＋北の丸ギフトセット）

グループD「ぬくもり袋井」
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技術委員⻑賞（副賞︓グルメギフト券5万円分）

グループC「SOOFT」
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ご挨拶・総評

小瀬充技術委員⻑ 開会挨拶 大場規之袋井市⻑ご挨拶 研修概要説明

講師︓市川 博之様 総評 袋井市 小柳津和彦様ご挨拶 中村副委員⻑ 謝辞
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参加者記念撮影
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受講者アンケート

感想
チームとして共同でなにかを作り上げる経験、特に⾏政の⽅と作業する経験は貴重でした。また実際の現場を視察して、新たなアイデ
アを生み出すということは社内では経験しづらいので、良い機会でした。
自分にはなかった考え⽅に触れることができ、何かについてのアイデアを練るときは周囲の⼈からコメントをもらうことは大切だと思
いました。
普段のエンジニア業務では関わることがほぼ無いビジネスプラン/モデルの検討から検討する体験ができた

研修を社内の同僚等に勧めたいか
課題ドリブンの思考や、経営的な目線をつける良いキッカケになったので、是非おすすめしたい

普段業務をしているだけではできない経験ができ、今後の業務に少なからず役⽴つ部分がある

同年代の他社の⼈と関わり、仕事の話とかその他いろいろな話をできる機会を持つことは貴重だと感じる
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上席アンケート

テクニカルな事ばかりでなく実際にデータ分析や問題解決⼿法（トリーズの９画面法など）を体験出来たのは良いかと思います。

技術⼒を高めることだけでなく、技術を活用して新しい価値を生み出す、という⼀段上の視点を持たせて頂く良いきっかけになったことと思い
ます。
チームとして様々なアイデアを出して、大⼈数の前でプレゼンするという機会は若⼿には中々ないので、それを体験できる事は非常に成⻑に繋
がるかと思います。
⺠間からくる要件や課題に対する受託開発やサービス提供ではなく、官からの課題や要望をどう解決させるのかは非常に良い体験だったと思い
ますし、日本の地域創生の足がかりにもなるのではないかと思いました。
アイデアソンのような外部研修の場は、他者と交流して自⾝の知識や経験の不足を知る、上⼿く発表できずに練習する、それらが全て前向きに
⾏われ、社内では体験できない「上⼿く恥をかける」機会です。 ぜひ社員にそういった貴重な機会に触れ、成⻑につなげて欲しいと思います。
同じ年代のメンバーと協働して社会課題を検討する機会は早々無いと思いますので、大変貴重な機会をありがとうございました。
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成果報告会の様子（Youtube）

https://youtu.be/x1r3GzlT4cs



- 39 -© SAJ2021

ありがとうございました︕

若⼿エンジニアのグローバル化に向けた
クリエイティブ研修2021

成果発表会


