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新年のご挨拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

「アウトリーチ型 情報系就職懇談会」開催 
    

我々情報産業としては、一致団結となってＤＸ推進を側面からサポートし、デジタル化による更

なる生産性の向上や、サービスの向上を目指さなければなりません。そして、山口県の経済産業発

展、ひいては日本産業経済の発展に寄与していかなければなりません。 

国、県を挙げてＤＸ推進による産業構造の変革を目指しているところですが、昨年、会員の皆様

にご回答頂いたアンケートを集約して提言書を作成致しました。武波会長、吉本専務理事のお２人

により、その提言書を山口県商工労働部長に提出させていただきました。 

今後のデジタル推進を行うべく、積極的に意見交換、提案を行うことで合意しております。積極

的に進めていくためには、会員皆様のさらなるご協力が必要です。どうぞよろしくお願い致しま

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。 

明けましておめでとうございます。 

今年もどうぞよろしくお願い致します。 

新年早々、暗い話ではございますが、一旦収束しつつあっ

た新型コロナウイルス感染症が昨年11月よりまた増加傾向に

あり、第8波に入ったと報道されています。 

そうした中、世界ではウクライナ侵攻の収束が見通せず、

一方国内では円安とあわせたインフレ、それに加えて税金・

社会保険料などの負担額も増加し、これらが原因で経済悪化

の一途を辿っています。 

いつかは底が来ると思いますが、一刻でも早い経済復活の

為に、ＤＸ推進による製造業を中心とした社会構造変革が必

要不可欠です。 

行事予定 

2.14(火) 

県内進学・就職魅

力発信フェア 

2.17(金) 

第１９３回理事会 

セミナー 

賀詞交歓会 

4 月下旬 第１９４回理事会 

5.12(金) 第５３回通常総会 

  

  

会員加入状況 

（１月１日現在） 

正 会 員 ３４社 

賛助会員 ２１社 

会員募集中！！ 

山口情産協ニュース 

１１月２２日（火）山口コアカレッジ、１１月２５日（金）ＹＩＣ情報ビジネス専門学校において、６社の会員企業様にご参加いただ

き、情報系に特化した就職懇談会を開催いたしました。 

ここ数年は新型コロナウィルス感染症の影響で、オンラインやハイブリッドでの開催をしておりましたが、今年度は講演会形式ではあり

ますが、基本的に会員企業様に学校までお越しいただいて、開催いたしました。 

ご参加いただきました会員企業様には、お忙しいところありがとうございました。参加した学生にとって、選択肢の幅が広がったことと

思います。 

来年度は、企業と学生が交流できる場を設け、より充実した内容にしたいと思っております。 

 

← 山口コアカレッジでの様子 ← ＹＩＣ情報ビジネス専門学校での様子 

ＹＩＩＡ 開催イベント報告 

（一社）山口県情報産業協会  
副会長 郷田 宏    

（株）ピージーシステム       

 代表取締役会長  

（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 
(有)トラステック内 

TEL/FAX：0836-35-0528 

E-mail：yiiajim@yiia.org 
URL：https://www.yiia.org/ 



 

 

の発表がグループごとにありました。当日は、講師の方に再度お越しいただき、また、ステップアップ講座の受講生であり、昨年度の基礎

講座の受講生でもあった高校生にメンターとして、今年度の受講生にアドバイスをしてもらいました。 

Day4は、オンラインでの開催で、各グループの当日までのコンペ結果と、その経緯を発表されました。 

 ステップアップ講座はどちらも、オンラインでの開催でしたが、day2 では、雑談なども交えながら画像分類コンペに向けて、個人ワー

クをしつつ、質問するなどして各自の研究を進めていました。Day3 は最終回で、課題と個人の研究成果を発表されました。学校の課題に

忙しく、なかなか時間が取れない中、最後の３日ほどの駆け込みで実験をされたようですが、完成度の高い資料を作成されていました。 

「やまぐち高校生データサイエンティスト育成講座」開催 
   

県への提言について 

 

その他（後援・共催行事、会議出席等ご報告） 
   

 

 株式会社 unlimited 
   

 基礎講座を9/11(日)、11/3(木・祝)、12/18(日)、基礎講座よ

り高度な内容のステップアップ講座を9/18(日)、12/28(水)に開

催いたしましした。 

基礎講座は、Pythonの基礎(day2)とＪリーグの観客動員数を予

測し、コンペでその精度を競うためのグループワーク(day3,4)を

行いました。Day3では、山口市のＫＤＤＩ維新ホールに集合して

行い、グループの紹介と事前にＪリーグについて調べておいたこ

とや、当日、観客動員数に影響する項目について話し合ったこと

9 月１５日 

 ＹＩＣ事業実施委員会（オンライン） 

１０月～ 

 やまぐち未来のしごとフェスタ（オンライン出展） 

１０月４日 

 インボイスセミナー(共催)（於: (有)トラステック社内及びオンライン） 

１０月５日～７日 

 モノづくりフェア 2022（於:マリンメッセ福岡） 

１１月８日、１５日 

 商工業振興対策審議会（山口コアカレッジ 片岡様ご出席） 

１１月８日 

 ＹＩＣ事業実施委員会（オンライン） 

１１月２１日 

 山口県ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ協議会（オンライン） 

 

会員のご紹介 

過日、会員の皆様にご協力いただきましたアンケート内容をまとめ、山口県への提言書を

県商工労働部長の小関様に会長よりお渡ししました。 

終始和やかに会談を行ない、部長からも積極的にご質問があり、現在は全ての部署でデジ

タルに関して施策を行っているが、必ずしも上手く行っていない面がある。今後も意見や提

案を行なってもらいたいとのことで、定期的に意見交換することをお約束いただきました。 

今後も県内の情報化に貢献できるようご提案できるよう努めてまいりますので、ご協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

新会員 

■ 代表者 代表取締役 橘 貴督      

■ 所在地 山口県周南市桜木 1-1-32     

■ T E L 0834-34-8530         

■ F A X 0834-34-8535         

■ U R L https://unlmtd.co.jp/      

当社は、同族中小企業を IT 技術で支え、「経営に機動力を！」をモットーに事業に取り組んでいます。 

これまでは、地元大企業の請負・派遣業務が大半を占めていましたが、これからは、同族中小企業向けのクラウドサービスを中心に、多

くのことにチャレンジしていきたいと思っています。 

また、新しい技術にも挑戦しつつ、同族中小企業の仲間と共に発展していくことを願っています。 

 ■ 事業内容 

・粗利管理クラウドソフト「uconnect」サービス 

・中小企業向け DX 推進 

・地域情報サイト「まいぷれ周南」運営 

・ホームペ−ジ制作サービス「WEBlue」 



 

 
株式会社フォリウム 山口オーグメンテーションセンター 

   

ＲＰＡテクノロジーズ株式会社 広島オフィス 
   

 山口学芸大学・山口芸術短期大学 
   

  
 
 
 
 

当社は、山口県山口市と青森県八戸市にある拠点から、専門性・習熟性の高い各種 BPO サービスを約 400 人体制で提供し、クラ

イアント企業さまのビジネス拡張に貢献しています。山口オーグメンテーションセンターには、インターネットリサーチのオペレー

ション業務を中心に約 60 人が在籍しています。 

2022年、新たにローコード開発に特化したチームを立ち上げました。お客さまの抱える課題やご要望にお応えできるよう、より一

層のサービス強化と体制拡大に努めてまいります。 

■代表取締役 CEO 三好浩和 ■所在地 山口市小郡高砂町 2-7 朝日生命小郡ビル 1F 

■TEL 083-976-0803 ■URL https://www.folium.co.jp/ 

新会員 

■責任者   小山 拓也  

■所在地 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町 1-7 

         アスティ広島京橋ビルディング 1F  

■ＴＥＬ  03-5157-6370  

■ＦＡＸ  03-3592-1004  

■ＵＲＬ  https://rpa-technologies.com/  

■事業内容  

・RPA、AI を活用した情報処理サービス業 、 

 コンサルタント業務 

 

・BizRobo!を活用した新規事業開発・推進 

RPA テクノロジーズは、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）/Digital Labor（仮想

知的労働者）のベーステクノロジーを提供している企業です。 

 

主力製品である「BizRobo!」は、ホワイトカラーの生産性を革新する、ソフトウェアロボットの導

入・運用を支援するデジタルレイバープラットフォームです。弊社は「ロボット」と「IT」によって、

ホワイトカラーをルーティンワークから解放し、企業を始め社会全体の生産性向上を図り、未来の働き

方を変えていきます。 

 

特に、弊社では国内各地方での DX推進を目的とした「LX（ローカルトランスフォーメーション）」

という造語をミッションに掲げ、全国各地の中堅・中小企業や市町村役場などでの BizRobo!導入を支

援してきました。この取り組みの中で、より地域に根ざした“地産地消型”の RPA 活用を行い、生産性

向上や新規事業の創出、DX 人材育成に取り組むために 2022 年 7 月に広島オフィスを設立しました。 

 

今後とも、山口県内での RPA に関する啓蒙活動や、地域の DX を担う人材育成のための採用を強化

し、人口減少・少子高齢化の解決や、産業活力・地域活力・人材活力の創造といった県全体で取り組む

チャレンジプランの実現に尽力できるよう、積極的に活動を続けてまいります。 

新会員 

新年、明けましておめでとうございます。山口県情報産業協会の会員企業等の皆様方には

日頃よりお世話になっています。山口学芸大学・山口芸術短期大学も数年前より会員として

参加させて頂いています。 

山口学芸大学は令和 4 年度から、山口大学、山口県立大学との連携で地域活性化人材育成

事業（SPARC）に参画しています。文系の DX人材を育てるのが 3大学の目標ですが、本大

学は教員養成の大学でもあり、「将来の DX 推進に貢献できる人材を育てる教員養成」を目

指しています。情報通信技術を手段とし、顧客起点の価値創造のためのビジネスモデル変革

が DX の本質だと考えますが、6 年間の SPARC 事業を通して、地域社会との連携・共創を

推進したいと考えています。 

なお、本大学独自の取り組みとして、本大学の「デザインスタジオ・みらい」から 2023

年のカレンダー「ほんとうの暦 2023」を発行しています。大村印刷に出版頂いた大学グッ

ズとしてのカレンダーは売り切れましたが、PDF 版を以下の本大学 HP に掲載していますの

で、ご活用いただけると幸いです。新暦と旧暦の長所を取り入れた暦となっています。 
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202３.１.1 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 

 ネクスドア(株)   

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  岩谷産業(株)山口支店 

 (株)unlimited  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   

 (株)フォリウム   

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   

県外   ＲＰＡテクノロジーズ(株) 


