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＜社会福祉法人練馬区社会福祉事業団について＞
社会福祉法人練馬区社会福祉事業団は、東京都・練
馬区内で高齢者のデイサービスセンターや特別養護
老人ホーム、居宅介護支援事業所などを運営してい
ます。練馬区の出資により1992年10月に設立。2003
年度からは、
自治体からの補助を受けずに独立採算
で事業活動を続けており、計47事業を19事業所で実
施しています。職員数は878名（正規335名、非正規
543名、2011年4月現在）、2010年度の事業活動収支
差額は約1.1億円。

「クライアント PC のシンクライアント化に伴い、 これまで以上に
ファイルサーバへデータが集中。 限られた人員で、 ひっ迫したス
トレージを効率的に運用できた決め手は、 ファイル軽量化でした」

社会福祉法人練馬区社会福祉事業団では、情報シス
テム担当者が1人しかおらず予算も限られているため
運用負荷のかかる製品を導入したり、高価なストレー
ジを追加するといった対応ができませんでした。
この
課題を解決するために採用されたのが「NXPowerL i t eファイル サ ー バ エディション」で す。同 事 業 団
鈴木 良明氏に詳しく伺いました。
写真左：事務局 総務課 総務主査 鈴木 良明氏
写真中央：弊社X-ディビジョン ディビジョンマネー
ジャーの菅沼、右：弊社X-ディビジョン 営業部の亀谷。
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さまざまな対策を実施するも現場の協力
と管理者による作業だけでは、解決が図
れないという結論に。
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