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今後の行事予定 
 

 ８.２３(金) 
・第１７７回理事会 

・生産性向上セミナー 

９.１３(金) ・モバイル活用事例ｾﾐﾅｰ 

９.２１(土) ・スポーツ大会 

１０月予定 ・第１４回ゴルフコンペ 

１０.４(金) 
・電子署名による 

生産性向上セミナー 

１１.１５(金) 

・第１７８回理事会 

・リテールＡＩ、クラウドＦＡＸ

による生産性向上セミナー 

１２.１１（水） 
・ムダを利益に変える 

 生産性向上セミナー 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
   

事務局からのお知らせ ご参加ください 
   

  

厳しい暑さが続いており

ますが、皆様ますますご盛

栄のこととお喜び申し上げ

ます。 

昨年、経済産業省から発

表された「デジタルトランス

フォーメーションを推進する

ためのガイドライン」（通称：

DX 推進ガイドライン）が話

題になっています。日本企

業の多くがレガシーシステ

ムにおいて、メインフレーム

温存・中途半端なオープン

化（COBOL システムが残

存）・オンプレの単純クラウ

ド化（クラウドの利点を生か

せない）などの短期的対応

によって老朽化・複雑化・ブ

ラックボックス化してしま

い、結果的に技術的負債

を抱える状況になっていま

す。さらに、その保守運用

に IT 経費の 80％を費や

し、そのため戦略的な IT

投資ができないでいること

に、会員の皆様と協力して山

口県の情報産業の技術向上

とビジネス拡大に寄与して参

りたいと考えておりますので、

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。 

残暑厳しい折、会員の皆様

におかれましては、どうかくれ

ぐれもご自愛くださいますよう

お祈りいたしております。 

 
 

ご協力ください 
会員の皆様のご紹介を

させていただいており

ます。 

順番に原稿を依頼させ

ていただきますので、

ご協力のほど、よろし

くお願いいたします。 

（一社）山口県情報産業協会 

  会長 光長 宏恭 

（株）アイテックス 

  代表取締役社長 

を問題提起しています。DX

が進まなければ「2025 年に

は最大で年間 12 兆円の経

済損失が生じる可能性があ

る」と「2025 年の崖」を警告

しています。ユーザーはレ

ガシーシステムの運用から

離脱し、その運用経費を AI

や IoT といったデジタル技

術を活用した、新たなビジネ

ス戦略へ投資するようにな

るでしょう。これを受けて IT

業界は新たな技術への対

応として、人材育成・教育が

今まで以上に必要となりま

す。 

このような状況の中、山

口県情報産業協会におきま

しては、セミナー・研修・講

演会などを実施し最新の

ICT 動向や技術情報の提供

を行ってまいります。また会

員交流事業、協賛事業など

を通じ、会員相互の情報共

有・共創を実施するととも

今年度も、（公財）やまぐち産業振興財団様から委託を受け、山口県と財団主催のセミナー

の企画運営をすることになりました。 

ご都合のよい日時にぜひご参加ください。 

日程 テーマ 講師 開催場所  

8/23(金) 
富士通における働き方改革の

取組 
富士通 山口グランドホテル 終了 

9/13(金) 
社内システムをモバイル活用

した業務効率化 
ジェネコム mirai365 

受 付

中 

10/4(金) 
電子署名でペーパーワークを

減らし、ビジネスを成長させる 
DocuSign mirai365  

11/15(金) 

クラウドＦＡＸを活用した業務効

率向上 

エディック 

ワークス 
山口グランドホテル 

 

「hakaru.ai」の事例紹介 
ＧＭＯクラウド

株式会社 
 

12/11(水) 
今まで見えなかったロスが、利

益に変わる！ 
トーク mirai365  

2/7(金) 

ＡＩ/ＣｈａｔＢｏｔ(仮) 
FUJITSU 

ファミリ会 
山口グランドホテル 

 

次世代モビリティ・システムの

動向 
エモビア  

 

ものづくり×ＩＴ・デザイン活用研修 

会員加入状況 
（８月１日現在） 

正 会 員 ３０社 

賛助会員 １９社 

会員募集中！！ 

お知り合いの方に加入の呼

びかけやご紹介をお願いい

たします。 



 

 

 

 開催イベント報告 

賀詞交歓会・生産性向上セミナー開催 
   

ＲＰＡセミナー開催 

    

第４７回通常総会・記念講演会開催 
 
 
 

  

事務局からのお知らせ ご活用ください！ 

    

その他（後援行事・会議出席等ご報告） 

 

２月２１，２２日 

千葉県情報サービス産業協会来訪 

情報交換会 

（ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙにおいて） 

 

５月２０日 

 山口県ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ協議会出席 

 （山口県警察本部において） 

 

５月２３日 

 山口県中小企業団体中央会理事会 

出席（山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙにおいて） 

 

６月１０日 

 山口県中小企業団体中央会総会 

欠席（かめ福において） 

 

 ２月２５日（月）、２６日（火）、山口市

の mirai365 と周南市の徳山駅前賑

わい交流施設において、ＲＰＡセミナ

ーを開催いたしました。 

 

 講師として、日本ソフト開発（株）の

方にお越しいただき、定型業務の自

動化による生産向上のヒントを事

例とともにお話しいただきまし

た。 

 実際の使い方の説明もあり、自

社に取り入れられる業務につい

てイメージしやすい内容でした。 

 

５月１７日（金）、山口グランドホテルにおい

て、第４７回通常総会を開催いたしました。参

加者４１名(内正会員２２名 内、議決権委４

名)で、２０１８年度事業報告、決算報告、会

計監査報告、２０１９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長 野尻

氏、中国経済産業局情報・ヘルスケア産業担

当参事官 大倉氏による２０１９年度の施策に

ついて、ＮＴＴ西日本(株) 貝野氏による「IoT・

AI 分野での取り組み」について、をご講演い

ただきました。 

いずれかの講演が何かしらのビジネスチャ

ンスに結びつくことを期待しています。 

この制度は、IoT、AI、電子決済等の生産性向上ツールの導入を検討する中

小企業に対し、スマートツール導入サポーターを派遣し、導入に関わるアドバイ

スを行います。 

業務課題解決のためにスマートツールの導入を検討したい、業務の効率化・

省力化のための話を聞いてみたいとお考えの方、最新のコンピューター技術を使

って何ができるのか知りたい方などがおられましたら、当協会にご相談・ご紹介く

ださい。 

サポーター派遣の手順 

・事務局へメールまたはＦＡＸにてお申込みください。 

・事務局で当協会の会員からサポーターを選考します。 

・事務局から企業様にサポーター決定を連絡します。 

・企業様とサポーターで訪問日時を調整します。 

・企業様をサポーターが訪問します。 

ＩＣＴ人材育成のチャンスです。 

ＩｏＴ、ＡＩなどのスキル習得のための講座受講料

（半額・上限７８，０００円）を補助します。 

ＩｏＴ等の生産性向上ツールを活用できる人材を育

成するために、経済産業省認定の第四次産業革命

スキル習得講座をはじめ、データサイエンティスト育

成講座やＡＩエンジニア講座など受講してみたいと思

われる講座がありましたら、事務局までご相談くださ

い。 

企業様から複数名のお申し込みも可能です。 

社員教育にぜひ、ご活用ください。 

（一社）山口県情報産業協会 

 山口市道場門前１丁目３番１号 

          吾妻屋ビル３階 

TEL/FAX：083-928-1221 

E-mail：yiiajim@yiia.org 

URL：http://www.yiia.org/ 

 

２月８日（金）、山口グランドホテルにお

いて、３９名の方にご参加いただき、賀詞

交歓会を開催いたしました。 

今回のセミナーは、セキュリティ対策

の視点から、ＩＰＡの方に最新情報、弁護

士の立場から損害賠償対策、放送業界

のセキュリティ脅威対策、ＡＩで未知のセ

キュリティ脅威を感知するシステムにつ

いて、４名の方にご講演いただきました。 

最近では当たり前になってきたセキュ

リティ対策ですが、様々な視点からのお

話に、改めて対策への意識を高めてい

ただけたのではないでしょうか。 

また、任期満了に伴い、総会後の理事

会において以下の役員が選任されました。 

会長 (株)アイテックス 

 代表取締役社長 光長 宏恭 

副会長 (株)宇部情報システム 

 常務執行役員 品川 康彦 

副会長 林兼コンピューター(株) 

 代表取締役社長 御木 諭 

事務局長 合同会社ウェステイプロダクト 

 代表 今井 洋 

顧問 ファーストプラン 代表    掛川 俊一 

スマートツール導入サポーター派遣制度 山口県 IoT 活用人材育成支援事業 


