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新型コロナウイルス感染症は、落ち着きつつあったのも束の間、また、ここに来て変異株の拡大も相まっ
て、再び急拡大しております。これまで経験したことがない状況下で、皆様におかれましては、種々ご苦労
され、また、様々な取り組みをされていることと思います。
コロナ禍で、Ｗeb 会議や在宅勤務など、私たちの仕事と生活のスタイルは大きく変わりました。変えて行く
べきものが明確になり、また、変革の手段として ICT の重要性・期待度も高まっております。
会員の皆様と一致団結して、ICT の活用促進、DX 推進に取り組み山口県の情報産業の発展に寄与して
まいる所存です。3 名の副会長とともに、当年度の当会の運営を行ってまいります。引き続き、皆様のご
支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ワクチン接種が進んでおりますが、"with コロナ"の状況は今後も続きます。

会長 武波 伸夫
（ 株 ） 宇 部 情 報 シ ステ ム

夏の疲れがでるのもこれからと申します。どうぞご自愛のうえお過ごし下さい。

取締役副社長

残暑の候 会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと存じ上げます。
暑い日が続いています。5 度目の緊急事態宣言下、史上初めて 1 年延期された東京オリンピックが盛況のうち
にアスリート幕を閉じました。メダル総数５８個は史上最多。コロナ禍、アスリート達によって世界の人々に感動と
勇気を与えてくれたと思います。

副会長 御木 諭
林兼コンピューター（株）
代表取締役社長

さて、ＤＸ推進が叫ばれる中、当協会では山口県教育庁から「やまぐち高校生ＩＣＴコンテスト２０２１」プロジェクト
を受注、弊社がその企画運営をさせて頂いております。8 月 1 日(日)に第１回目のワークショップを開催いたしま
した。県内 9 校、１2 チームからなる高校生４７名が 3 拠点に集い、来年 2 月に行われるコンテストに向けてファ
シリテーターからアドバイスを受けました。ＴＶニュースでも報じられ、山口県の未来を担う若者たちが、“やまぐ
ち”から世界をかえるきっかけを模索していきます。詳しくは下記各種 URL よりご覧ください。
［WEB サイト］https://www.yamaguchi-ict.info
［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCUOELiFq38daCz_zdoF9N-Q
［Twitter］https://twitter.com/yamaguchiICTcon

暑い日が続いておりますが、会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
本年度より、副会長の要職を仰せつかりました。
前年からのコロナ禍による社会の変革が大きなものになろうとしております。山口県においては、知事をトップとす
るデジタル推進本部を設置し、DX の推進を図っておられます。IT 技術、AI 技術が社会変革に伴い大きく発展を
見込める情報産業界にとって大きなチャンスになるものと想像されます。微力ながら、会員の皆様と手を取り合っ
て、山口県の情報産業発展に尽力したいと考えておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
立秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことと心からお喜び申し上げ
ます。
平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

副会長 郷田 宏
（ 株 ） ピ ー ジ ー シ ス テム
代表取締役会長

さて、このたび山口県情報産業協会の理事会において副会長に選任されました。
非才の身には甚だ重く感じられる大任ですが、会員、役員の皆様方のご支援をいただいて責務を全うしたいと存
じますので、何卒ご協力とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

副会長 増野 勝利
ＮＴＴ西日本（株）
山口支店 副支店長

昨今、IoT や AI、ＤＸに代表される ICT は日々急速に進化をしておりますが、山口を取り巻く環境は「地域格差の
是正」・「労働人口減少への対処」等の多くの課題が顕在化しています。
そのような中、様々な山口の社会課題に対しＩCT の力で解決をしていき、山口にお住まいの皆さま、企業の皆さ
まを元気にしていけるような存在であり続けたいと考えております。
そのために、これからも通信を「つなぐ」「まもる」の使命を果たし続けると共に、今まで培ってきた技術や、地域密
着のサポート力をさらに強化し、情産協の皆さまとのコラボレーションを通じ、山口に新たな価値を提供してまいり
たいと考えておりますので何卒よろしくお願いします。
残暑厳しきおり、皆様方のご無事息災を心よりお祈りいたします。

開催イベント報告
第５１回通常総会・記念講演会開催
５月２８日（金）、山口グランドホテルとオンライン会議にて、第５１回通常総会を開催

新役員

いたしました。参加者３０名(内正会員２０名 内、議決権・委任７名)で、２０２０年度事業
報告、決算報告、会計監査報告、２０２１年度役員改選(案)、事業計画(案)、一般会計収
支予算書(案)について審議がなされ、いずれも特に意見・質問もなく承認されました。
総会終了後、情報通信月間事業の記念講演として中国総合通信局情報通信部 情
報通信連携推進課 課長 小土井氏、中国経済産業局地域経済部製造・情報産業課
課長 大倉氏による２０２１年度の施策について、ご講演いただきました。
また、任期満了に伴い、総会後の理事会において役員が選任されました。

会長 (株)宇部情報システム
副社長 武波 伸夫
副会長 林兼コンピューター(株)
代表取締役社長 御木 諭
副会長 ＮＴＴ西日本(株)山口支店
副支店長 増野 勝利
副会長 (株)ピージーシステム
代表取締役会長 郷田 宏
事務局長 (有)トラステック
代表取締役 吉本 秀

やまぐち高校生データサイエンティスト育成講座開催
７月２４日（土）、山口市のＫＤＤＩ維新ホールにおいて、県内高校生３８名、教員１１名が
参加し、開講式及び第１回ハンズオンセミナーを開催いたしました。
開講式では、ハンズオンセミナーを担当していただく株式会社 SIGNATE の齋藤社長よ
り山口県の高校生に向けたメッセージをいただきました。
ハンズオンセミナーでは、講師の方から説明を受け、実際にプログラムのコーディングを入力
しながら学びました。その際にエラーが出てしまうトラブルもあり、難しく感じた生徒もかなりいた
ようでした。
今は難しく感じていても、徐々におもしろさがわかってくると思うので、みなさんのこれからの反
応が楽しみです。

やまぐち高校生ＩＣＴ活用コンテストワークショップ開催
８月１日、「やまぐち 高校生 ICT 活用コンテスト」の参加者支援として行う、デザイン思考ワー
クショップ DAY1 を 開催 いたしました 。
メインファシリテーターは日本 アイ・ビー・エムの山田章一氏がつとめ、事業 アドバイザーの
JOIN083 北尾 CEO、山口大学 山口教授のご協力のもと、参加する 高校生たちの好奇心を刺
激する 1 日となりました 。
今後、 ワークショップ DAY2 を １０月 ３１日 に行い 、 来年２月のコンテスト最終審査会に続
きます 。

事務局からのお知らせ ご活用ください！
クラウドサービス導入支援 補助金

この補助金は、県内中小企業の柔軟な働き方や持続的発展の促進を図るため、テレワ

会員加入状況
（８月１日現在）
正 会 員 ２９社
賛 助 会 員 ２３社

ークやクラウドサービスの導入を目指す企業に対し、新たに、専門家の企業訪問による助
言・提案支援を行うとともに、クラウドサービス導入に係る経費補助の支援をするもので

会員募集中！！

す。
・補助対象経費・・・クラウドサービス利用料（月額リース料）
※セキュリティ対策がなされており、グループウェア機能を有している
サービス
・補助率
・・・1/2 以内
・事業期間
・補助上限額
・補助件数

・・・交付決定日から令和４年２月末まで
・・・15 万円
・・・500 件程度

（一社）山口県情報産業協会
宇部市松島町 17-3 ﾊｲｳｯﾄﾞﾋﾞﾙ 4F
(有)トラステック内
TEL/FAX：0836-38-0528
E-mail：yiiajim@yiia.org
URL：https://yiia.org/
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会員一覧

正会員
岩国市

賛助会員
(株)インフィニティ

光 市

山口システム開発(株)

日鉄ソリューションズ(株)山口システムセンター

下松市

(株)エム・アイ・シー

ＴＩＳ西日本(株)事業本部

山口ネットワークス(株)

周南市

山口市

(株)アイテックス

徳山大学

(株)アート電子

(株)トクヤマ情報サービス

(株)日立システムズ山口支店

日本電気(株)山口支店

(学)山口コア学園山口コアカレッジ

富士通 Japan(株)山口支社

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン
（株）山口支社
山口ケーブルビジョン（株）

(株)コア中四国カンパニー西日本 e-R&D センター

西日本電信電話(株)山口支店

(株)ニュージャパンナレッジ

(有)ＦｉｒｓｔＣｌａｓｓ

(株)ジャネックス

(学)YIC 学院 YIC ビジネスアート専門学校

ダイワボウ情報システム(株)山口支店

(株)モトクロス

(株)サンネット山口支店

(弁)牛見総合法律事務所

(株)ドコモ CS 中国山口支店

(株)エネルギア･コミュニケーションズ山口支店

(学)山口学芸大学・山口芸術短期大学

(株)プレサス

(株)ミライカメラ

(株)ローカルラボ

アールコンサルティング(株)

東京コンピュータサービス(株)山口支店

山口オフィス

岩谷産業(株)エネルギー山口支店
(株)スワークス

萩市
宇部市

(株)ネットケアサービス萩テクニカルセンター
(株)宇部情報システム

(株)エイム

防長商事(株)宇部支店
(株)常盤商会
(株)ピージーシステム
(有)トラステック
(株)アプト

山陽
小野田市
美祢市

山陽小野田市立山口東京理科大学
工学部電気工学科
(有)美祢環境クリーン
情報ネット(株)
(株)アネスティソフトウェア山口支店

下関市

林兼コンピューター(株)
ＧＭＯグローバルサイン･ホールディングス(株)
下関支社
(有)Ｃｅｌｅｓｔｉａｌｅ

(株)ハイテックシステムズ

