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明けましておめでとうございます 

  

 私たちNTT西日本は、システムインテグレーション、法人向けひかりIP電話サービス、クラウドサー
ビス、観光Ｗｉ－Ｆｉなどの提供により、ＩＣＴの利活用による地域活性化に邁進いたします。 

 また昨年より、他事業者様へサービスを卸し、そのサービスとしてお客様へ提供する「コラボ光」を

開始しており、それを含めたビジネスパートナーとのアライアンスを拡大していく所存であり、地域企

業の皆様と一緒になって、新たな価値創造につなげていきたいと考えております。 

 今後も、山口エリアで地域に根ざして活動し、お客様のお役に立つ情報通信サービスを提供して

まいりますので、宜しくお願い申し上げます。 

 
行 事 予 定（日程確定） 

会員加入状況（１月１日現在）  

・正 会 員  ３５社     

・賛助会員   1９社      
    会員募集中！！ 

 お知り合いの同業者に加入の呼

び掛けやご紹介をお願い致します。 
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 会員企業紹介 我が社の自慢を紹介します 

 会員の皆様に役立つ会報作りを目
指し、会員の皆様方企業のご紹介を

行ってまいります。 

 会社名あいうえお順に原稿を依頼さ

せて頂きますので、ご協力の程、宜し

くお願い申し上げます。 

ご協力下さい 

１．１３ (水) 

  １４ (木) 

・産学連携ＩＴ人材育成 

 講座 (山口大学) 

１．２８ (木) 
・第６回クラウドコンピュー

ティング検定試験 

２．１４ (日 

･マイナンバー実務検定 

・情報セキュリティ管理士 

 認定試験  

・情報セキュリティ初級  

 認定試験 

・企業情報管理士 

 認定試験 

２．１９ (金) 

・第１６０回理事会 

･講演会 

･賀詞交歓会 

２．４（木） 

  ５（金） 

・第３回 

 プロジェクトリーダー研修 

２．２２（月） 

  ２３（火） 

・第２回 

   プロジェクトリーダー 

   フォロー研修 

 ■事業内容 

 国内電気通信事業における県内通信サービス、及びそれに関連する事業等 

 ■自社オリジナル商品 

 フレッツ光／法人向けひかりIP電話／フレッツＶＰＮワイド 

 ビジネスイーサ ワイド／クラウドサービス／ビジネス情報機器 等 

 皆様、明けましておめでとうございます。新たな年が始まるにあたり、ご挨拶申し上げます。 
当協会では自主事業（マイナンバー制度講習会など）、補助事業（山口県産業支援サービス業振

興事業）、受託事業、共催事業、後援・協賛事業を通じて会員相互の情報交換・技術交流を図り、人

材確保・育成支援のため県内情報産業活性化の役割を推進してまいりました。その結果、現在会員

数は正会員３５社（＋４）、賛助会員１９社（＋３）となっております。改めて当協会へのご協力・ご支援

にお礼申し上げます。 
ＩＴ業界の動向として近々ではマイナンバー制度への対応、ＩｏＴ・ロボット（人口知能）、ＯｐｅｎＤａｔ

ａ、消費税率アップ、２０４５年問題と話題は尽きない状況にあり、中央中心の動向ではありますが、シ

ステム要員不足の状況が続くなか、会員皆様も様々な対応をされていると思います。さて、２０１５年の

漢字として「安」が選ばれました。清水寺の森貫主は「ことしは命に対する不安があった年ですが、来

年は安心・安全な社会を作っていこうという皆さんの思いが、この字に表れているのではないかと思

います」と話していました。 
会員皆様も新たな「思い」で新年を迎えられたことと思います。協会としても新たな思いで各種事

業を通じて活性化を図ってまいりますので、今後とも当協会に対しまして、より一層のご協力・ご支援

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

最後に、会員各社のご活躍、会員・ご家族の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 



 晴天に恵まれた１０月３日 (土)、宇部カントリークラブ「江畑池コース」(某事務局長がスタート地

点でドライバーのシャフトを破損し保険で新品を購入できたコース)において１０社１３名の方にご

参加頂き、第７回ゴルフコンペを開催致しました。 

 優勝は(株)トクヤマ情報サービスの久戸瀬泰司様（ＮＥＴ７２．２）、準優勝は(株)日立製作所 景

山雅文様（ＮＥＴ７２．６）で、久戸瀬様はベスグロ賞もあわせて受賞されました。 

 またドラコン賞は、林兼コンピューター(株)の秋田昇様、ＮＴＴ西日本(株)伊藤隆司様、ニアピン

賞は、藤井会長と中央システム(株)村谷知也様が受賞されました。 

 その他の各賞につきましては、皆様方 (某事務局長)の名誉？の為に発表は控えさせて頂きま

す。 

 なお江畑池コースは、各コースに池やバンカーが多く皆様方？に不評を買いましたことから、次

回は阿知須コースにおいて４月に開催致します。皆様方の参加をお待ちしております。 

 カート道横でマムシを見ましたが、マムシはどこを咬むかご存知でしょうか。 

 答えは、スネーク：脛へ行く(笑)でした。 

 オペレータ研修 →  

    

                 

情報セキュリティ研修                                                    

        ↓                                                           

                        

      基本情報技術者研修  ↓                        

 

                       

 

 

 

 

 ＹＩＩＡ 開催イベント報告   山口県山口市小郡下郷2278番地5 

    株式会社エヌユーエス 西日本支店 内 

電話 /Faｘ ０８３ (９７３) ０５１１ Email  yiiajim@yiia.org/ 

URL http://www.yiia.org/ 

 ■コンタクトセンター検定試験オペレータ資格試験対策研修 

  研修日：７月２５日 (土) １日間 

  参加人数：１８名 

  講師：(株)日立システムズコンタクトセンタ事業部 大竹 直子 氏   

 ■基本情報技術者試験対策研修 

  研修日：８月２０日 (木)、２６日 (水)、２７日 (木) ３日間 

  参加人数：１８名 

  講師：山口コアカレッジ 安部 和幸 氏 

 ■情報セキュリティ管理士認定試験対策研修 

  研修日：１０月５日 (月) １日間 

  参加人数：１８名 

  講師：個人情報保護士会理事 岩田 修 氏 

（一社）山口県情報産業協会 

マイナンバー講習会 

平成２７年度産業支援サービス業振興事業 報告 

  加盟しておりますＡＮＩＡ〔（一社）全国地域情報産業団体連合会〕からのご紹介で、８月２１

日（金）山口グランドホテルにおいて、マイナンバー制度の基礎知識や実務上の諸対策などを

幅広くご理解頂くため、会員外の皆様にも広くご案内し講習会を開催致しました。 

  第１部を、『マイナンバー制度の概要について』 と題し、 内閣官房社会保障改革担当室

参事官補佐 勝見光夫氏。第２部に、『マイナンバーガイドライン入門』 と題し、特定個人情報

保護委員会事務局総務課監視・監督第1係長 高間佑樹氏にそれぞれ講師を務めて頂きまし

た。 

 マイナンバー制度の運用が迫る中、少し開催時期が遅いかと危惧しましたが、定員１００名を 

大きく上回るお申込みを頂き、会員企業様や市において開催される講習会をご案内するなど

して参加申込に対応致しました。 

 当日の参加者は９９名（申込１１４名）とこれまで開催の各種セミナーでは最多となりまして、何時もは机・椅子を減らして会場をゆったり設定し

て頂いておりましたが、今回は消防法に違反しないように通路も確保しつつ後方に補助席を設けるなどして対応致しました。 

 参加された皆様方は、制度運用が迫ってきたことから、自社で如何に対応しなければいけないかを聞き洩らさないように真剣に耳を傾けて

おられました。 参加された皆様方、大変お疲れさまでした。 

第７回ゴルフコンペ 



 ＹＩＩＡ 開催イベント報告 
  山口県山口市小郡下郷2278番地5 

    株式会社エヌユーエス 西日本支店 内 

電話 /Faｘ ０８３ (９７３) ０５１１ Email  yiiajim@yiia.org/ 

URL http://www.yiia.org/ 

（一社）山口県情報産業協会 

検定試験報告 

平成２７年度スポーツ大会 

  

  上位チーム 優  勝 ＵＩＳ－ジャッカル    (株)宇部情報システム 

          準優勝 久戸瀬チーム      (株)トクヤマ情報システム 

          ３  位 フレッツ・コラボ     西日本電信電話(株)山口支店 

 

  中位チーム 優 勝 ＮＳＳＯＬ－Ａ       新日鉄住金ソリューションズ(株) 

  下位チーム 優 勝 ＵＩＳ～ミシシッピー                                  ＵＩＳ－ジャッカル チーム 

                   アカミミガメ～ (株)宇部情報システム            

 １２月５日 (土) 山口市南総合スポーツセンターにおいて、情産協恒例のスポーツ大会

でありますソフトバレーボール大会を１３社２７チーム２００名の方々にご参加頂き、盛大に

開催致しました。 

 午前中は２７チームが６ブロックに分かれ、各ブロック内で２試合を実施し、予選順位を

争い午後からは予選の順位に基づき、上位トーナメント、中位トーナメント、下位トーナメン

トに分かれて順位を争いました。 

 今回の大会では、参加者の皆様の平素からの基礎体力の維持・向上？ができていたこ

と、昨年度優勝で今回お手伝いを頂いた (株) 宇部情報システム様の準備運動が功を奏

したことから、幸いなことにけが人が一人も出ず、安い掛け金のスポーツ保険であるにもか

かわらず保険代理店に手を煩わせることがなかったことが大きな成果でありましたが、

チーム名を呼び出す際、明らかに噛ませようとする意図のもとに命名された『ミシシッピ○

○○』 とか 『東京特許○○○』 があり、事務局(長) は非常に困惑致しました。 

 次回は、噛まないで済むようなチーム名を付けて頂きますようお願い致します。m(＿)m 

 

 (一財)全日本情報学習振興協会様より指定実施型検定試験の認可を受け、全国一斉試験で

ありますマイナンバー実務検定、情報セキュリティ管理士認定試験、情報セキュリティ初級認定

試験、企業情報管理士認定試験の４検定を実施することと致しました。 

 これまで同検定試験は、近隣では福岡や広島でしか受験できませんでしたが、情産協が山口

県内の実施母体になることで合意したことから、第１回目として１１月８日 (日)には、(学)山口コア

学園 山口コアカレッジ様においてマイナンバー実務検定３級２７名、 情報セキュリティ管理士

認定試験１６名のお申込みを頂き検定試験を実施致しました。 

 これまで会員企業社員の皆様方をはじめ県内企業の皆様方には、わざわざ他県まで貴重な

時間と交通費を割いて受験されていたのですが、今後は受験しやすくなり、社員の資格試験取

得スキルアップやお給料の反映に繋がり、企業の業績アップにも繋がるものと思います。 

第２回目は２月１４日 (日)に同じく (学)山口コア学園 山口コアカレッジ様において開催致しま

すので、社員の皆様方に受験を促して頂きますよう宜しくお願い致します。 

 なお、スキルアップの代表は資格取得と言われておりますが、資格マニアでは意味がありませ

ん。資格を如何に活かす事ができるかにかかっています。結果に繋がるスキルアップを目指して

頑張りましょう。 


