
2022年1月19日(水)長崎市内 「ホテルセントヒル長崎｣(長崎市筑後町
4番10号)に於いてNISA主催の｢令和4年 新春講演会｣を開催しました。 会
場の3階｢紫陽花の間｣において｢わが社の一押し発表｣､及び「特別講演｣を開
催しました。今回は､１月に入ってから県内の新型コロナウイルス(オミクロン株)感
染が急拡大したため、急遽､「産学官交流会(懇親会)｣を中止し､講演会のみ
を開催しました。主催者挨拶は、急用のため欠席した濵本浩邦会長の代理とし
て須藤英明副会長が行いました。

講演会の会場には、長崎県、長崎市の関係者､及び､当協会役員、事務
局、及び講師関係者､TV報道関係者､等､会場参加 34名､オンライン参加

69名の合計103名の皆様に参加して戴きました。
［講演会次第］
・15:00～15:05 主催者挨拶
・15:05～15:25 わが社の一押し発表(1)

システムファイブ㈱ 杉永 純平様
・15:30～15:55 わが社の一押し発表(2)

㈱アドミン 山口 知宏様
・16:00～17:30 特別講演

㈱ZMP 谷口 恒様

主催者挨拶 副会長 須藤 英明

2022年（令和 4年） 新春講演会 開催

2022年 新春講演会 「わが社の一押し」発表(1)

システムファイブ（株）杉永 純平様

SFKグループは、次の3社から構成されており､今年で30周年を迎えました。
・システムファイブ㈱・・・技術系システム開発
・SFKメディカル㈱・・・・医療系システム開発
・SFKエンジニアリング㈱・・・シニア技術者集団(若手の育成)

本講演では､「介護施設向けすいすいケア(IoTシステム)」の開発に至った
背景、現状やニーズ、システムの概要についてご紹介します。本システムは､
提供を開始して1年半になりますが､現在､県内で11施設に導入されていま
す。厚生労働省の調査では､2035年には､68万人の介護人員の不足が
予想されており､介護ロボットのニーズが益々高まっています。その中でも､ア
ンケートでは､介護施設の見守りシステムのニーズが 第1位に挙げられていま
す。「すいすいケア」は､保有するIoT技術の強みを生かして､センサーとカメラ
で居室の様子を確認し､不要な駆けつけを削減して、介護施設の業務効
率アップを実現できるように開発した見守りシステムです。

[演題] 『介護施設向 IoT システム（すいすいケア） 』
[講師] システムファイブ㈱ 杉永 純平様
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講演会会場（ホテルセントヒル長崎）３階 紫陽花の間



2022年 新春講演会 「わが社の一押し」発表（2）

2022年 新春講演会 「特別講演」

㈱ZMP 代表取締役 谷口 恒様

[演題] 『新規事業創出、AI、ロボティクスを活用した業界の
イノベーション』

[講師] 株式会社ZMP 代表取締役 谷口 恒様
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2001年に ㈱ZMP を創業し、2008 年から自動車分野へ進出。
現在､ メーカや研究機関向けに自律走行車両の提供を行い、物流業界
のワークスタイルを変革する台車ロボや無人宅配ロボなど様々な分野への
ロボット技術展開と戦略を進め､社会に役立つデザインに挑戦中です。
当社は､イノベーションが起こる源泉は人材と考え､エンジニアの6割強を

海外の31ヶ国からバランス良く､東京本社に採用しています。また年令層
もダイバーシティで、スキルが合えば70歳代まで幅広く採用しています。
ここでは､私自身が現場を見て体験して得た広い範囲での事例を紹介し

ます。AR・VRなどのウェアラブル端末と違って､リアルに物理的な仕事ができ
るロボットは､最後の端末とも言われており､ロボットを活用してサービスをす
る時代に来ています。いろいろな業界に於いてロボット技術を活用した新

事業創出のヒントにして戴けれ
ば幸いです。

[演題] 『SDGｓ × オープンイノベーション ルートヴィレッジ 』
[講師] ㈱アドミン 代表取締役 山口 知宏様

（株）アドミン 代表取締役 山口 知宏様

無人宅配ロボ「DeliRo(デリロ)」の展示､実演

㈱アドミンは､オフィスレスのサイバー企業として特殊な取り組みを行ってお
り､全員テレワーク､RPAなどでプログラミングを開発しています。本講演では
長崎県民の森の近くに 約20万㎡(東京ドーム４.5個分)の敷地を購入し､
｢SDGs x オープンイノベーション｣のプラットフォームとして「ルートヴィレッジ
(ROOT VILLAGE)」を開村しましたので､その取り組みについてご紹介さ
せて戴きます。是非、皆様に AI・IoT・ロボット等の実証実験のフィールドと
してご活用いただければ幸いです。パートナー様達と共に各種プロジェクトに
取り組み、テクノロジーを通じて世界の発展に貢献して参ります。

昨年10月から､小規模ながらス
マート農業からスタートしました。
SDGｓを推進し､｢オープンイノ
ベーションのプラットフォームとして、
会社の枠組みを超えた活動を
展開しています。

ドローン利用とスマート農業イメージ図 農地巡回ロボット(開発機の実証実験)



デジタルの日・記念講演会
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長崎県の関連部門(総務部、企画部、産
業労働部)とNISA会員(長崎県情報産
業協会)との意見交換会を開催しました。

【テーマ】
①県内企業のDX推進について
②ICT人材不足の解消策、人材育成

について
③地場企業が大型案件を受注するため

の取り組みについて

※会場(29名)と、オンライン参加(13名)
を合わせて､42名(内､県側14名)のご参
加を戴きました。

◆2021(令和3)年11月15日(月) 15:00～17:00
［会場］ホテルセントヒル長崎 2階「妙見の間」 会場＆オンライン(Webex)併用開催

長崎県と長崎県情報産業協会との意見交換会

2021(令和3)年度 デジタルの日・記念講演会 開催
【2021年10月11日(月) 15:00 ～ 17:00】 於：ホテルセントヒル長崎 2階「妙見の間」

2021(令和3)年9月1日にデジタル庁が発足したことを記念して､10月10日(日)と､11日(月)がデジタルの日
として定められ､全国各地で記念イベントが開催されました。
NISAでは､10月11日(月)に「デジタルの日」の記念講演会を開催しました。

NISA主催のホスト会場を「ホテルセントヒル長崎 2階 妙見の間」として、オンライン併用方式で開催し､会場出
席者と、オンライン参加者を合わせて、100名を超える参加がありました。

【特別講演】
｢デジタル時代に向き合う～ニューノーマル時代のＤＸと政策課題｣
【講師】経済産業省 中小企業庁 経営支援部 技術･経営革新課長

(元 経済産業省 商務情報産業局 情報利用促進課長)
田辺 雄史(たなべ たけふみ)様

【講演】
｢地域の行政ＤＸとイノベーション データー連携と活用による発展)｣
【講師】 長崎県 企画部 政策監 兼 産業労働部 政策監

（前 経済産業省 製造産業局 デジタル戦略官 ※出向中）
三上 建治(みかみ けんじ)様

三上 建治様

田辺 雄史様



ビジネスコラボ会 （交流委員会）

◆ 2020年10月21日(木)

◆ 2021年12月23日(木)

会員相互の懇親を図り､信頼関係を醸成するため､2ヶ月に1回の割合いで､「ビジネスコラボ会（懇親会）」を

開催しています。理事会が終了した後に会場を移して開催しますが､ビジネスコラボ会には､行政､大学､団体等
からの参加希望者を含め､会員は誰でも参加できます。

2021年度は､新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため､開催時期の県内感染者の発生状況等により
懇親会の開催ができませんでしたが､コロナの状況を見極めた上で､下記の2回（10月､12月）を開催しました。

■【理事会】 15：30～16：00 第9回理事会
・場所： 出島交流会館（9F会議室）

（会場とWEBの併用）
・出席： 19名（会場8名､WEB11名)

■【長崎県工業技術センター様との意見交換会】
16:00～17:30

・場所： 出島交流会館（9F会議室）
（会場とWEBの併用）

・出席： 36名(会場22名､Web14名)

■【ビジネスコラボ会・懇親会】 18：00～20：00
・場所： 会楽園（長崎市新地中華街）
・出席: 20名
・備考： この時期は､長崎県内の新型コロナ

新規感染者 ”0”が続いており､レベル
もステージ“0”であったことから､会席
料理の形態として、三密防止と、安
全性を十分考慮して開催しました。

■【理事会】 第7回理事会 15：30～17：00
・場所： 出島交流会館（9F会議室）

（会場とWEBの併用）
・出席：18名（会場8名､WEB10)名

第9回理事会 (於：出島交流会館)

ビジネスコラボ会(懇親会) (於：会楽園)

■【ビジネスコラボ会】 18：00～20：00
・場所： 「旬彩 ながや」 （長崎市万屋町）

・出席: 14名
・備考： 柿田交流委員長のご配慮で､

店内の座席を分割するなど､
新型コロナ感染防止を行い､
約1年ぶりにコラボ会(懇親会)
を開催しました。

第7回理事会 (於：出島交流会館)

ビジネスコラボ会(懇親会) (於：旬彩 ながや)

※2022年1月に入ってからは､県内のコロナウィルス（オミクロン株）感染が急拡大したため､また､コロナ
の第6波拡大防止対策のため新春講演会の「産官学交流会(懇親会)」と､｢ビジネスコラボ会（懇親会)｣
の開催を自粛しました。
今後の開催につきましては、県内のコロナ感染者発生状況等が改善された後に再度､検討予定です。

－４－



第17回 IPA 「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」 2021

2021年度新入会員紹介

一般社団法人長崎県情報産業協会では、IPA「ひろげよう情報セキュリティコンクール｣ 2021 を後援しています。
このコンクールは､IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が主催し､全国の小学生､中学生､高校生が作品を通

して､インターネットの安全利用を意識することを目的としています。今年度の応募作品の､標語部門､ポ
スター部門､4コマ漫画部門の中から､下記の受賞者に「情報産業協会・会長賞」として賞状を授与しました。

優秀賞受賞作品 ［ 長崎県情報産業協会賞 ］(今年度は下記の3名が受賞しました)

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）は､下記の11社に新規ご入会を戴きました。3月31日現在
の一般社団法人長崎県情報産業協会の会員数は､82社（正会員76社、特別賛助会員6社）となりました。
詳しくは､NISAホームページをご参照願います。

－5－

№ 企　業　名 （入会順に掲載） 役職 氏名 電話番号 会員区分

1  ㈱Ｑｔｎｅｔ　長崎支店 支店長 岡崎　明雄 095-800-0086 正会員

2  ㈱長崎再興 代表取締役 甲斐 　　亮 080-9090-2580 正会員

3  ㈱出島リサーチ＆コンサルツ 代表取締役 須齋　正幸 090-7453-1843 正会員

4  サイバーキューブ㈱ 代表取締役 松本　彰司 0957-52-3313 正会員

5  ㈱エフタイム 代表取締役 辻  　一成 080-3158-6941 正会員

6  ㈱シーエーシー 代表取締役 西森　良太 03-6667-8000 特別賛助会員

7  ㈱キャドワークス (4月より㈱シアスタへ社名変更) 代表取締役 下田 　　哲 095-861-2668 正会員

8  ㈱水上洋行　長崎営業所 所長 山下　真一 095-844-4308 正会員

9  ｆj.misc（エフジェイミスク） 代表 藤本　和貴 090-5085-1502 正会員

10  オーシャンソリューションテクノロジー㈱ 代表取締役 水上　陽介 0956-26-3739 正会員

11  SCSKニアショアシステムズ株式会社 代表取締役 田邑　富重 03-6772-9090 正会員



令和4年3月31日時点のNISA会員登録数 82社
(正会員 76社、特別賛助会員 6社)

発 行 元 ： 一般社団法人 長崎県情報産業協会
〒850-0032 長崎市興善町4-6-701
電話：095-824-0332
発行責任者 ： 会 長 濵 本 浩 邦
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（文責：総務広報委員会 岩永龍一理事）

◆NISA内に｢情報セキュリティ部会｣(部会長:
須藤副会長)を設立し､地域間の情報共有や
共通課題検討のための活動に参加しました。

◆2022年度 ｢新入社員 ITエンジニア育成研修｣

NISA IT 技術研修 （技術研修委員会）

◆ 2021度 NISA主催 ｢NISA-IT技術研修｣
開催報告(年間22講座中､21講座を実施）

1.期間：2021年7月～2022年3月
2.会場：NISA研修室、出島交流会館9F

石井税理士事務所、等
3.受講：NISA会員企業（会員外の希望者も可)

（実績：開催21講座､受講者合計：169名）
4.講座：会員ｱﾝｹｰﾄによる受講希望講座選定

(年間22講座開催）
5.備考：厚生労働省「人材開発支援助成金」

制度を利用できる講座です。

1.日時： 2022年3月10日(木)､11日(金)
2.場所： 出島交流会館9F
3.受講実績：NISA会員､一般参加を含む6名
4.講座：「人工知能(AI)入門講座」 (IoT実践講座)
5.備考：受講料無料(JISA補助金適用講座）

◆ 2021年度 ｢JISA-NISA共催 技術研修｣

㈱ｴﾝﾍﾞｯｸｽﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ･NISA共催研修）

－6－

◆2022年度(令和4年度) NISA主催「NISA IT技術研修」
｢情報技術者育成事業｣として長崎県の後援を受けた
研修を年間22講座開講します。

1.コース名：「C#.net技術者養成コース」
2.開催日＆会場：（長崎県は下記2会場で開催）

(1)佐世保市会場：佐世保交通会館2F【2社､7名】
期間：2022年4月5日(火)～6月1日(水)

(2)長崎市会場：ボナールビル4F【4社､6名】
期間：2022年4月6日(水)～6月2日(木)

佐世保市 研修会場 長崎市 研修会場「人工知能・AI入門講座」 出島交流会館

地域SECUNITY形成促進事業

◆SC3地域SECUNITY形成促進WG 第1回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
・開催:2021年10月27日(水)
・方式:オンライン開催(ZOOM)
・主催:経済産業省､IPA(SC3※)
※SC3:ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ

◆SC3地域SECUNITY形成促進WG 第2回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
・開催:2022年3月4日(金)
・方式:オンライン開催(ZOOM)
・出席：全国(沖縄～北海道)のSC3会員
・長崎県からの出席者(WS登録者)

(座長)長崎県立大学 加藤 雅彦教授
(ｷｰﾊﾟｰｿﾝ)松尾 隆宏理事(NISA理事)
(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)長崎県警 岩本 茜警部

NISA事務局 堤事務局長

開催月 日程 講座 講師 講座名・研修内容（1日7時間×3日間コース）

6月 6/22
～6/7/8 01a AES  仕事の段取り力養成講座

7/6
～7/8 02s FSC  失敗しないプロジェクトのためのリスク先読み力
7/13

～7/15 03j FLM  ＪａｖａによるＷｅｂアプリケーション開発力養成トレーニング
7/23

～7/29 04a AES  すぐに使える統計解析　～ＩＯＴ・ビッグデータにも活用！～

8/3
～8/5 05j FLM  Ｗｅｂシステム構築の基礎　～ＩＩＳ/．ＮＥＴ/ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ～
8/17

～8/19 06a AES  データベース設計とデータモデリング
8/24

～8/26 07j FLM  ネットワークの基礎
9/7

～9/9 08a AES  WEBサイト構築における情報セキュリティ基礎
9/28

～9/30 09a AES  エンジニアのスキルを徹底活用するための書き方・話し方
10/5

～10/7 10s FSC  ルータを中心に学ぶネットワーク基礎とセキュリティ
10/26

～10/28 11s FSC  信頼されるSEに求められる問題解決力
11/9

～11/11 12s FSC  IT技術者のためのコミュニケーション研修
11/16

～11/18 13s FSC  ファイアウォールで学ぶネットワークセキュリティ
11/30
～12/2 14j FLM  ネットワークの基礎ステップアップ運用編～初歩から学ぶ、通信解析＆ログ監視～
12/7

～12/9 15s FSC  IT技術者のためのリーダーシップ
12/14

～12/16 16a AES  エンジニアの対人対応力強化ビジネスコミュニケーション
1/11

～1/13 17a AES  ソフトウェア開発のためのモデリングとUI設計
1/25

～1/27 18a AES  ケースに学ぶITプロジェクトにおけるリスクマネジメント
2/1

～2/3 19s FSC  IT技術者のためのドキュメンテーション研修
2/8

～2/10 20j FLM  基礎から学ぶセキュア環境構築・運用入門
3/1

～3/3 21a AES  ケースに学ぶITプロジェクトにおける品質マネジメント
3/15

～3/17 22a AES  プロジェクトチームの現場力向上～プロジェクトのファシリテーション～

12月

7月

2023年
1月

　　※講師：FLM（富士通ラーニングメディア）､AES（麻生教育サービス）､FSC(福岡ソフトウェアセンター)

3月

2月

9月

8月

10月

11月
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