
 

ICT に目を向けますと、引き続き、DX、AI、5G などが社会から関心を集めておりま

す。そして、それらを確実かつ安全に実行するための人材育成、高度なセキュリティ対策の

重要性が増し、また、ソリューションとして提供する私たちに対する期待も高まっておりま

す。 

そのような状況の中、当協会では、2021年は、受託事業（山口県データサイエンス

活用推進業務、やまぐち高校生データサイエンティスト育成講座、やまぐち高校生 ICT

活用コンテスト、テレワーク・クラウド導入支援、宇宙データ利用アイデアソン）、後援・協

賛事業、様々な情報提供の実施に加え、協会活動をより活性化するための検討を進め

ております。会員の皆様には、協会運営に対するご提言、事業への積極的な参加をよろ

しくお願いいたします。 

今年も引き続き、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、県内情報産業発展のため努⼒してまいりますので、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。 

最後になりましたが、会員企業様の益々のご発展と皆様のご健勝を祈念いたしまし

て、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

（一社）山口県情報産業協会  

  会長  武波  伸夫  

（株）宇部情報システム  

   取締役副社長  
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 １.１１(火) 
・情報系就職懇談会 

（山口コアカレッジ） 

 １.１４(金) 

・情報系就職懇談会 

(YIC情報ビジネス専門学

校) 

 ２.１５(火) 
・県内進学・仕事魅⼒発信

フェア 

 ２.１８(金) 
・第１８９回理事会 

・賀詞交歓会 

  

 

 

  

  

 

 
 

   

 

開催イベント報告 

やまぐち高校生データサイエンティスト育成講座開催 

 

会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎

えのこととお慶び申し上げます。 

2020年初から世界を揺るがしてきた新型コロナウ

イルス感染症は、未だ収束せず、私たちの生活、経済

に大きな影響を与えています。幸い、10 月の緊急事

態宣言解除後も新規感染者数が低い水準で推移し

ており、国内経済活動の再開が進んでいます。変異

株の感染動向、原料高や材料不足など不安要素は

ありますが、今後も、この回復傾向が続いて欲しいと思

います。 

行 事 予 定 

（１月１日現在） 

会員加入状況 

（１月１日現在） 

正 会 員 ３０社 

賛助会員 ２３社 

会員募集中！！ 

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 
 宇部市松島町１７番３号 
      ハイウッドビル４Ｆ 

TEL：0836-35-0528 
E-mail：info@yiia.org 
URL：https://www.yiia.org/ 

 

９月１８日（土）、１１月１４日（日）、１２月１９日（日）にハンズオンセミナーを開催

いたしました。コロナウイルス感染症の影響により、開催日の変更がたびたびありましたが、オンラインや

分散して集合するなどの対策をしながら開催できました。次回が最終回となり、2月１３日（日）

に開催予定です。 

協会からコンペの上位チームとオンデマンド講座をがんばった生徒に賞品を提供する予定です。 



 

 開催イベント報告 

やまぐち高校生ＩＣＴ活用コンテスト開催 

    

宇宙データ利用アイデアソン開催 

 

 

会員企業紹介 わが社・わが校を紹介します 

弁護士法人牛見総合法律事務所 

 

 

 

  

１０月２８日（木）、ＫＤＤＩ維新ホールにおいて、企業６名、学生

５名の方にご参加いただき、宇宙データ利用アイデアソン インプット講座を開

催いたしました。 

今回のアイデアソンは、デザイン思考、を意識した内容で、毎週木曜日に 3

回のワークショップを行い、１１月２５日（木）にＫＤＤＩ維新ホールでア

イデア発表会を行いました。参加者とアドバイザーでよかったアイデアに投票

し、最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞を決定し、ささやかではありますが、

参加賞とともに協会より賞品をお渡ししました。 

最新の技術を活用することで、生産性を向上させることができるということ

で、これからの活用が期待できる内容でした。 

■代表者 牛見 和博（弁護士・中小企業診断士） 1981 年山口県生まれ（40歳） 

■所在地 山口市中央５－２－３４セントラルビル 5階 

■Mail  info@ushimi-law.jp   ■ＵＲＬ https://www.ushimi-law.jp/ 

大阪で企業法務の経験と実績を積み、2013 年に山口市で開業しました。これまでに法人・個人あわせて 5000 件以上の相談が寄せられ、

弁護士 5名、臨床心理士 1名、スタッフ 10名、県下有数の規模に成長し、県内外の IT企業をはじめ、顧問先は 100 社を超えておりま

す。「日本中の人が弁護士にアクセスできて相談できるようにする」をビジョンに掲げ、経営者のみなさまの迅速な決断をサポートするとともに、従

業員のみなさま向けの法律相談サービスであるＥＡＰ（従業員支援プログラム）を全国に普及すべく活動しています。 

 10 月３１日（日）に第２回目のワークショップを開催いたしました。１１月１日（月）～１２月１２日（日）で作品を募集し、

１００点以上の応募がありました。これらの作品は事前審査が行われ、選抜された１０組程度が２月１２日（土）の最終審査に進

みます。 

最終審査に残った方に、協会から賞品（iPad Pro）を提供する予定です。 

大阪で企業法務の経験と実績を積み、2013 年に山口市で開業しま

した。これまでに法人・個人あわせて 5000 件以上の相談が寄せられ、

弁護士 5名、臨床心理士 1名、スタッフ 10名、県下有数の規模に成

長し、県内外の IT企業をはじめ、顧問先は 100 社を超えております。

「日本中の人が弁護士にアクセスできて相談できるようにする」をビジョンに

掲げ、経営者のみなさまの迅速な決断をサポートするとともに、従業員の

みなさま向けの法律相談サービスであるＥＡＰ（従業員支援プログラ

ム）を全国に普及すべく活動しています。 



 

会員企業紹介 わが社・わが校を紹介します 

徳山大学 

 

株式会社ジャネックス 

  

株式会社アート電子 

  

私たちジャネックスは高度な技術⼒と安全なデータセンターでお客様が必要とされるクラウドサービスをご提供いたします。 

地域社会の発展を目指し、ICT のあらゆる分野でお手伝いいたします。 

学 長：髙田 隆 

所在地：山口県周南市学園台 843-4-2 

ＴＥＬ：0834-28-0411 

ＵＲＬ：https://www.tokuyama-u.ac.jp/ 

 

徳山大学は 1971 年（昭和 46年）に、「公正な社会観と正しい倫

理観の確立を基に、知識とともに魂の教育を重視する大学」をこの地に作

るため、旧徳山市から土地及び建設費と経常経費の提供を受け、公設民営の大学として設立されました。 

それから半世紀、2022 年 4月には公立化および周南公立大学へ名称を変え、大学のミッションである「地域の持続的発展と価値創造のた

めの『成長エンジン』となる」こととともに、「地域に根差し、地域の問題を地域とともに解決し、地域に愛され、地域に信頼され、『地域に輝く大

学』となる」ことをビジョンとして今後とも邁進してまいります。 

■代表者 門馬 芳幸 

■所在地 周南市桜木１丁目２－２７ 

■ＴＥＬ ０８３４－２８－２４５０ 

■ＦＡＸ ０８３４－２８－６３３４ 

■ＵＲＬ https://art-ec.jp// 

■事業内容 

・電子部品、デバイス、電子回路製造業 

 システム制御機器  マイコン、パソコン応用製品 

 アナログ関連製品  プリント基板 

 回路設計、ソフトウェア開発 

・環境関連機器、医療福祉関連機器の販売及びメンテナンス 

当社は昭和５７年にプリント配線板の設計事業を主として周南市で創業いたしました。 

 現在は時代の変化とともに多様化したニーズに応えるべく、幅広い分野での設計実績と蓄積した技術

を駆使して、様々な業界へ開発のお手伝いと製品の提供を行っております。 

 また、次の１０年を見据え常にチャレンジを続けており、例えば IoT関連製品の開発において、ソフト

ウェアに対して豊富な知見をお持ちの情報産業協会の会員企業様と、ハードに対して知見を持つアート電

子といった立場で、相互協⼒のもと製品開発をしていきたいと考えています。 

 山口から世界へ、共に地域社会の発展を支えていきましょう。 



 

 会員企業紹介 わが社・わが校を紹介します 

TIS西日本株式会社 山口事業所 
    

東京コンピュータサービス株式会社 福岡支店 山口事業所 
    

    

事務局からのお知らせ 

「県内進学・仕事魅⼒発信フェア」参加予定 
    

 

 

■事業所長 横山 順一  

■所在地 山口県下松市大手町 2丁目 10番 29号 

■ＴＥＬ 0833-43-6470 

■ＦＡＸ 0833-43-5140 

■ＵＲＬ https://www.tis-w.co.jp/ 

■事業内容 

・システム開発（請負・派遣） 

・システム保守、運用 

・ソリューション提案 

・情報関連機器販売 

当社は福岡を本社とし山口(下松市)、広島、宮崎、長崎に事業所を開設しています。 

山口事業所は特に地場企業との繋がりが深く、地域のお客様に支えられて営業を続けてまいりました。 

当社は TIS インテックグループの一員として『IT で社会の願いを叶えよう』とのブランドメッセージの元、お客様のビジネスをより効率的に、ビジネ

スの成長を促進できるようなソリューションの提案を行っています。 

『一つ上へ、一つ先へ』をコーポレートスローガンとし、働き方改革にも積極的にとりくんでいます。 

在宅勤務制度の制定やフルリモート勤務への選択など、社会的リスクへの低減を含め、お客様のビジネスを止めない仕組みづくりにも注⼒して

います。 

これからもお客様の期待に応えられるよう、時代のニーズに合ったソリューション開発へのシフト・変革を遂げていきます。 

■代表者 代表取締役社長 髙山 芳之 

■所在地 山口県山口市小郡花園 1-12 第三小郡ビル 3F 

■ＴＥＬ 083-976-5911 

■ＦＡＸ 083-976-5761 

■ＵＲＬ https://www.tcs-ipnet.co.jp/ 

■事業内容 

・システムインテグレーションサービス 

・システムコンサルティング 

・各種ソフトウェア開発 

・その他コンピュータ関連事業 

当社は、社名にありますとおり「東京」にて 1971 年に創立、今年 50周年を迎えました。 

全国に 41拠点を有しており、山口県内には 2001 年に周南市、2007 年に山口市に事業所を開設しております。 

私たちはこの時代の中にあって、企業が抱えるシステム化、ネットワーク化など様々な IT のニーズに対し、創立以来積み上げてきた数々の実

績を基に常に最良のソリューションをご提供できるよう努めております。 

「我々は情報社会の明日を創造・建設し、世界経済の発展と人類社会の福祉向上に貢献する」を企業理念に掲げ、日々の行動に繋げ、

自らの未来を切り開くよう邁進しております。 

GO FORWARD TOGETHER. 未来へ、ともに。 

２０２２年２月１５日（火）に行われる「県内進学・仕事魅力発信フェア in やまぐち」の「仕事紹介ブース」に情産協

として参加し、会員企業様の仕事内容をはじめ、ＩＴ関連の仕事について、高校生にアピールをしてまいります。 
 

会員のみなさまへ 

仕事内容をアピールできるツールをご提供ください！！ 

パンフレット、パワーポイントによるスライドショーなどご提供いただければ、会場にて掲示させていただきます。 



 

2022.１.１現在 
 

会員一覧 
 

 
正会員 

 
賛助会員 

岩国市   (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 (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 

    
    

山口市 (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 

 (株)コア中四国カンパニー西日本 e-R&D センター 

 山口ケーブルビジョン（株）  東京コンピュータサービス(株)山口支店 

 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 情報ビジネス専門学校  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) 

 (株)ブロードリーフ  岩谷産業(株)エネルギー山口支店 

   (株)スワークス 

    
    

萩市   (株)ネットケアサービス萩テクニカルセンター 

    
    

宇部市 (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 

  山陽小野田市立山口東京理科大学 

工学部電気工学科 

    
    

美祢市 (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)  (株)ハイテックシステムズ 

 ＧＭＯグローバルサイン･ホールディングス(株) 

下関支社 

  

 (有)Ｃｅｌｅｓｔｉａｌｅ   


