
 

 そういった中、今まで当たり前であった仕事への取り組み方を見直し、環境の変化に

応じた取り組み方に変革しなくてはならない事態に直面しております。とりわけＩＣＴの

分野では、DX、AI、5G、IoT などの技術を活用し、この局面を乗り越えていく取り組み

が進んできております。 

 山口県においては「ＩＣＴ人材の不足、ＤＸ推進人材の不足」等の課題が顕著に

なっており、自社だけで推進していくことは厳しい状況だと思っております。 

そこで、当協会としては会員の皆さまのご協力のもと、受託事業「データサイエンティスト

育成講座 2022」や「テレワーク及びクラウド導入・定着支援及び導入支援補助業務」

等へ取り組むことで、県内におけるＤＸ推進人材の育成、ＤＸ環境導入に向けた検討

促進を図っていきたいと思っております。 

 上記にとどまらず、各種後援や協賛事業、最新の情報提供活動により、山口県の

経済活動をより活性化させていきたいと考えており、会員の皆様においても積極的なご参

加をいただき、より良い協会に発展させていくためのご提言をお願いしたいと考えておりま

す。 

結びに、暑い日が続きますが、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、ご挨拶とさせて頂きます。 

副会長  増野  勝利  

ＮＴＴ西日本（株）  

山口支店  副支店長  
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開催イベント報告 

第５２回通常総会・記念講演会開催 

    

盛夏の候 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。 

 新型コロナウイルス感染症については、６月までは

新規陽性者数が減少傾向でありましたが、7月に入り

急激な増加に転じており、予断を許さない状況となっ

てきております。 

また、その影響により半導体不足などで通信機器

価格の高騰や、提供ができない等の事態にも発展し

てきております。 

５月１７日（火）、山口グランドホテルとオンライン会議にて、第５２回通常総会を開催いたしました。参加者２７名（内正会員２２

名、内議決権行使６名）で、各議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・決議されました。 

総会終了後、情報通信月間じぎょうの記念講演会として、中国総合通信局情報通信部情報通信連携推進課 課長 佐々木氏、中国

経済産業局 地域経済部 製造・情報産業課 課長 平山氏に２０２２年度の施策についてご講演いただき、富士フイルムビジネスイノベー

ションジャパン 山口支社 営業一部 ソリューション営業グループ長 藤井氏にテレワークの推進についてご講演いただきました。 

行 事 予 定 

（８月１日現在） 

会員加入状況 

（８月１日現在） 

正 会 員 ３１社 

賛助会員 ２１社 

会員募集中！！ 
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会員を募集しています。 

当協会の活動にご賛同

いただける方は、以下のホ

ームページからお申込みく

ださい。よろしくお願いいた

します。 



 

 
データサイエンス講座開催 

 

やまぐち高校生データサイエンティスト育成講座開催 

 

事務局からのお知らせ 

テレワーク・クラウド導入・定着支援補助業務実施中 

 

昨年度に引き続き、今年度も当事業を受託することができ、今年度は昨年度と同様の

基礎講座に加え、より高度な内容のステップアップ講座も開催することになりました。 

講座の第１回目となる開講式及び第１回ハンズオンセミナーを、基礎講座は７月２

４日（日）に山口市のＫＤＤＩ維新ホールにおいて、県内高校生２３名（うち３名

オンライン）にご参加いただき、開催しました。今回は講師の方に会場までお越しいただ

き、トラブルやプログラムのエラーなど即座に対応していただけたことで、充実した講座となり

ました。 

ステップアップ講座は７月３１日（日）にＫＤＤＩ維新ホール内の Megriba

（メグリバ）において、県内高校生５名、教員１名にご参加いただき、開催いたしま

した。 

こちらも講師の方にお越しいただき、生徒は昨年度の受講生がほとんどのため、和気

あいあいとした雰囲気の中、新しい技術の習得に熱心に受講されていしました。 

山口大学による「データサイエンス講座」が今年度も開催されています。今年度はマスター講座に１６名が受講されています。 

この講座について、情産協は補助金交付事業とケーススタディ・共同研究に係る事務を県から委託されています。 

今年度も（公財）やまぐち産業振興財団よりテレワーク及びクラウドサービス導入支援の補助業務を受託いたしました。現在、１３社の会

員様にご対応いただいております。当事業について、ご興味のある方は事務局までご連絡ください。 

また、補助金が今年度も募集されております。昨年度より条件が緩和されていますので、クラウドサービスの導入をご検討されている会員様

はぜひご活用ください。また、お客様にもご紹介をお願いいたします。 

 
クラウドサービス導入支援補助金 

・対象者 ： 県内に主たる事務所を有する中小企業者 

・対象経費 ： クラウドサービス利用料（月額リース料）、初期導入費用 （製品及び機器等の購入費は除く） 

・対象サービス ： セキュリティ対策がなされており、利便性向上や作業効率化、  信頼性向上、情報共有等につながるサービスであること 

・補助金額 ： 補助率１／２以内、補助上限１５万円 

・事業期間 ： 交付決定日から令和５年２月末 

 

テレワーク及びクラウドサービス導入・定着支援技術者派遣 

協会への割当数 ：１００者以上、派遣回数約６００回（現在申込者数約１３０者） 



 

会員企業紹介 わが社を紹介します 

株式会社ハイテックシステムズ 

 

 

 

  

株式会社ニュージャパンナレッジ 

 

“新”会員企業紹介 わが社を紹介します 

株式会社ネットケアサービス 萩テクニカルセンター 

  

 当社は 1987 年に設立し、現在では CAC グループの一員として大手企業の

システム受託開発をはじめ、福祉用具貸与事業所向けパッケージ製品の販売及

びカスタマイズ等のサービスを提供しています。 

大手企業の受託開発は親会社との協働によりニアショア開発センターとして創

業以来 35年以上の実績があります。 

また、福祉用具貸与事業所向けのパッケージについては、2000年の介護保険

法の施行に伴い、2001 年より自社パッケージとして販売を開始しました。2016

年には新製品としてクラウドにも対応した「福祉用具トータル管理システム（ケアレ

ンツ）」の販売を開始、旧製品と合せ北海道～沖縄まで全国規模での導入実績

となっています。コールセンターも自社運営しており、商談～納品～保守サポートま

でワンストップでサービスを提供しています。 

■代表者 代表取締役  金子 竜二      ■事業内容 

■所在地 山口県萩市椿東 2290-1     ・ネットワーク構築/保守/運用支援  

■T E L  0838-21-7108            ・ネットワークトラブル解析 

■F A X  0838-21-7191            ・サーバ構築 

■U R L  https://www.e-care3.net/   ・システム開発 

当社は、大阪を本社として、半導体など「ものづくり日本」の技術と経済を担ってきた製造業や、様々な企業のミッションクリティカルなインフラネ

ットワークの設計・構築・運用・保守およびソフトウェア開発を、ワンストップで手がけてまいりました。 

そして平成 29年、当社は明治維新胎動の地である山口県萩市に萩テクニカルセンターをオープンさせました。 

このセンターでは、地元高等学校などとの協力による ICT分野に係る若い人材の育成や、サテライトオフィスの開設支援、東京や大阪などの

都心部からのクラウド化、オンライン化、ビデオ化による業務の移管を通じてローカル地域の活性化や変革に積極的に取り組み始めています。 

 厳暑の候 会員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び

申し上げます。 

平素より格別のご高配を賜りまして、心よりお礼申し上げます。 

さて、２０２２年１月より運用が開始されましたＬＩＮＥミニアプリ

「ぶちうま！アプリ」、ご利用になられていますでしょうか。登録者数も約２

万人に近くなり、県民の方が利用されることを想定して開発する苦労も

ありますが、利用者が増えるたびに開発者は喜んでおります。 

これからもより使いやすく、より親しみやすいシステム開発に取り組んで参ります。 

盛夏の疲れが出やすい時期ですので、くれぐれもご自愛ください。 



 

 
“新”会員企業紹介 わが社を紹介します 

株式会社プレサス 

  

株式会社スワークス 

  

株式会社ローカルラボ 

 

当社は、県内全域を対象に、Microsoft 365・Google Workspace・kintone・モバイルデバイス管理（MDM）の導入、運用、サポート

を積極的に行っております。 

担当 SE が 4名在籍しており、小規模事業者様から中小企業様まで幅広く対応が可能です。 

お客様から安心してお任せいただけるよう社内教育の充実や、実績を多く積むことで、スキルアップを図っております。 

皆様のところで、これらのサービスの導入をご検討されている企業様がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒にご提案で同行させていただければと思い

ます。 

そのほか、ＰＣやタブレットの大量キッティングサービスも実施しております。ドメインコントローラの構築からＰＣへのイメージ展開、モバイルデバ

イス管理（ＭＤＭ）の導入といったことに対応しておりますので、ぜひ弊社をご活用いただければと思います。協業のお声がけお待ちしておりま

す。 

代表取締役 村田 良輔 

山口市出身。九州大学法学部出身、国の設置する中小企業の経営相談所「山口県よろず支

援拠点」に 6年間勤務、多数の中小企業支援実績を持つ。 

ウェブコンサルティングを中心に、ウェブ制作・ネットショップ制作、DX支援などを行う。最近では

「Shopify」というプラットフォームを構築・カスタマイズした、本格的な独自ネットショップの制作、ネットモ

ールへの出店サポート、求人対策コンサルティングを含んだウェブ制作などの依頼が多い。 

IT顧問化協会に所属し、中小企業の DX支援も積極的に行っている。 



 

202２.８.1 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  周南公立大学 

 (株)アート電子  (株)トクヤマ情報サービス 

 (株)unlimited  岩谷産業(株)山口支店 

   365y(株) 

    
    

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 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)ローカルラボ   

 アールコンサルティング(株)   

 (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   

 (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   

 (株)etika   


