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明けましておめでとうございます
新年、明けましておめでと

2.7(金)

第１８０回理事会
ＡＩセミナー
賀詞交歓会

うございます。

きた当社も、この山口県情報

皆様におかれましてはつつ
がなく新しい年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。

5.15(金)

第５０回通常総会
第１８１回理事会

昨年、我が国は平成から令
和へと時代が大きく移り変わ
りました。国際情勢は米中、
欧州、アジアと世界のさまざ
まな国と地域で緊張が続いて
います。そして、地球温暖化
はスーパー台風を生み、この

会員加入状況
（１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。

近年その被害は甚大さを増し

ラダイムの転換期に差し掛
かっていると認めざるを得ま
せん。まさに「これまでに経
験したことのない」変化にど
う対応していくか、各社の経
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副会長 御木 諭
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営あるいは当業界の発展をど
のように導き、再構築してい
くかが問われる年となりま
す。

当協会ではこうした現実の問
題を冷静に分析しつつ、ミレニ

働き方改革はその根本的な

アル世代の新たな視点や新たな

解決の糸口だと考えます。特

発想を加えて、チャレンジして

大雨、南海トラフなど大地震

に我が国における生産性の低

いく必要があると考えておりま

発生の予測など、自然の脅威

さや無駄な業務プロセス、あ

す。

へ対する備えも重要な時代と

るいはライフワークバランス

なってきました。今年開催さ

の変革を果たすには意識の改

れる東京オリンピックではそ

革と徹底的なデジタル・トラ

の象徴的なマラソン競技が急

ンスフォーメションが求めら

転直下、札幌での開催に変更

れます。

の中では人類はまだまだひ弱
なものです。DX時代こそ、
大自然の存在を決して忘れて
はならないと思います。
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企業様も、おそらく大きなパ

たことのない」生命を脅かす

まじいものの、自然との闘い

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。

産業協会へご参加頂いている

ています。「過去に経験をし

されました。ITの進化はすさ

ご協力ください

さて、そのITを生業として

会員企業紹介

さらに当地の事業環境にお
いては、首都圏等大都市圏と
地方格差がより一層鮮明に浮
彫になっていくと予想しま
す。

皆様より忌憚のないご意見を
どんどん発信して頂きますよ
う、改めましてお願い申し上げ
る次第です。
最後になりましたが、皆さま
におかれまして幸多い 1 年とな
りますことを祈念致しまして、
年頭のご挨拶とさせて頂きま
す。

わが社の自慢を紹介します

有限会社美祢環境クリーン
■代表者
■所在地
■ＴＥＬ
■ＦＡＸ
■ＵＲＬ

大谷 龍夫
美祢市伊佐町伊佐２７６５番地９
０８３７－５３－１１８８
０８３７－５３－１１５５
https://www.minekc.com

■事業内容
・情報処理関連のシステム開発
・労働派遣業
・廃棄物の収集運搬業
・空家、家財、生前、遺品整理などの片づけ業

当社は山口県美祢市を中心に廃棄物処理業を営んでおります。社員は正社員やパート社員
を含めると現在２８名で活動しております。行政から委託を受けての一般廃棄物収集運搬や
リサイクル処理施設の管理運営、そして産業廃棄物の収集運搬を担っております。情報処理
事業では配食サービスのシステム開発、システム会社様へのサービス提供などを行っており
ます。
当社は「笑顔と貢献の追求」を企業理念としております。現在、創業１８年目を迎えてお
りますが、社会情勢の変化が著しい時代であるからこそ社員の自己成長を図りながらお客様
満足を追求し、仕事を通じて全社員の幸福の追求と社会の平和に貢献していきたいと思って
おります。

ＹＩＩＡ

開催イベント報告

「生産性向上実践セミナー」開催
大企業の働き方改革とはいえ、参加された
方の企業内でもできそうな内容であり、大変
参考になったと高評価をいただきました。

８月２３日（金）山口グランドホテルに
おいて、富士通(株)の方を講師にお招きし、
働き方改革を進めるうちに直面した問題や
課題の解決方法の事例をご紹介していただ
きました。

「モバイル活用事例セミナー」開催
９月１３日（金）、山口市 nirai365 におい
て、(株)ジェネコムの方を講師にお招きし、モ
バイルを活用してのスピーディーな顧客対応や
受注率の向上につながる事例をご紹介していた
だきました。

外出先から在庫の確認や、見積書の作
成ができれば、生産性の向上につながる
ツールとなり、ますます担当者のフット
ワークが軽くなると思いました。

「スポーツ大会」開催
９月２１日（土）山口南総合センターに
おいて、恒例のスポーツ大会を開催いたし
ました。１２社２３チーム１７２名の方に
ご参加いただきました。
今回は、例年の時期に会場が取れず、残
暑厳しい中での開催になるかと心配してお
りましたが、比較的涼しく、熱中症になら
上位チーム
優 勝
フレッツ・コラボ
準優勝
UIS テニス部森尾くん
３ 位
TJS ひとみチーム
中位チーム
優 勝
アイちゃん
下位チーム
優 勝
タンタカケンケン

れた方もおられず、けが人もなく、無事に終了
することができました。
それも皆様のご協力があってこそ。本当にあ
りがとうございました。来年度も多くの方のご
参加をお待ちしております。
ＮＴＴ フレッツ・コラボのみなさん

ＮＴＴ西日本（株）山口支店
(株)宇部情報システム
(株)トクヤマ情報サービス
(株)アイテックス
宇部情報システムのみなさん

(株)宇部情報システム

「アウトリーチ型 情報系就職懇談会」開催
１０月２９日（火）山口コアカレッジ、
１１月２０日（水）ＹＩＣビジネスアート
専門学校において、９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。

協会として、初めての試みであり、
手探りでの開催となりましたが、企業
様にはまた参加したいと思っていただ
くことができ、学生には役に立った、
興味のある企業が見つかったとの感想
も聞くことができました。

参加した学生については、まだ本格
的な就職活動前とあって、消極的な印
象でしたが、学生にとっては、県内企
業を知ることができ、担当の方と詳し
い内容を話す機会があったことと、自
分が通う学校での開催で緊張感が少し
和らいだのがよかったようです。

２０２０年２月に行われる「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
← 山口コアカレッジでの様子
参加し、会員企業様のアピールをして
まいりますので、ご活用いただければ
と思います。

← ＹＩＣビジネスアート専門学校での様子

「ペーパレス化セミナー」開催
１１月４日（金）山口市 mirai365 に
おいて、ドキュサイン・ジャパン(株)の
方を講師にお招きし、ペーパレス化で生
産性向上につながるセミナーを開催いた
しました。
作業が煩雑な契約の書類も電子署名・
電子印鑑を利用し、電子文書にすること

によって、作業が簡単になり、印紙代
も不要になるなど、多くのメリットが
あります。
セミナー終了後、具体的な話を聞き
たいという企業様もおられ、興味を
もっていただけました。

「クラウドＦＡＸセミナー」開催
１１月１５日（金）山口グランドホテル
において、(株)エディックワークスの方を
講師にお招きし、ＦＡＸでの受信・送信で
ありがちな作業の効率化、省力化について
ご講演いただきました。

その後、スマホで計器を撮影すれば
数値を読み取れる「hakaru.ai」のデ
モを行っていただきました。あいに
く、機器の接続ができず、見にくい状
況になりましたが、内容はご理解いた
だけたのではないかと思います。

「ロスが利益に変わるセミナー」開催
１２月１１日(水)山口市 mirai365 に
おいて、(株)トークの方を講師にお招き
し、今まで見えなかったロスを、見える
化によって生産現場の生産性を向上させ
る事例をご紹介いただきました。

センサーなどで分刻みのデータを取り、
そこからロスを見つけ、具体的な改善策を
考えることで、生産性向上につながり、利
益にもつながります。
また、現場の方の原価意識が重要である
との内容が印象的でした。

「スマートツール導入サポーター派遣制度」実施中
当事業は、山口県の事業を（公財）や
まぐち産業振興財団から委託を受けて実
施しております。
この制度は、会員企業様にサポーター
になっていただき、県内の中小企業から

のスマートツール導入のご相談に、アドバ
イスをしていただくものです。
１２月末日現在、８６件のお申し込みが
あり、７８件の派遣が終了しております。

１００社限定で、期限が２０２０年２月
１０日までですが、お客様ご訪問のツール
としてご活用をご希望される場合は、お早
めにご連絡ください。

その他（後援行事・会議出席等ご報告）
9 月２６日
県共済代理所連絡会
（於:山口商工会館）

１０月９日
山口県ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ協議会
みだし研修会
（於:山口県警察本部）
１０月１６日～１８日
モノづくりフェア 2019
（於:マリンメッセ福岡）

１０月２４、２５日
ＮＴＴコレクション
（於:福岡国際センター）

１１月１４日
アイテックスフェア
（於:徳山駅前図書館）

１０月２６日
サイエンスワールド 2018
（於:山口大学理学部）

１１月２９日
地域未来牽引企業山口サミット
（於:山口グランドホテル）

