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隠岐世界ジオパーク（隠岐郡海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町）
島根県の隠岐諸島は、平成25年 9月 9日に、世界遺産の地質版ともいわれる世界
ジオパークに認定されました。世界的に見ても貴重な地質、地形と生態系が、人
間の生活と調和を保ちながら保護されています。
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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年後半から I T 需要が増加しており、確かなフォロー

の風を感じています。このフォローの風をしっかり掴んで、上昇する年にしたいと思います。

フォローの風

企業でこれほど長きに渡って使われたOSはないWindowsXPが、この 4 月にサポート終了と

なります。単にクライアントOSの最新化だけでなく、システム全体の更新あるいはクラウド

サービスへの切り替えなどの大きな投資になるケースが発生しています。また、消費税増税に

伴う駆け込み投資や増税対応のプログラム変更があります。

ネットの潮流

システムのネットへのシフトは、I T 運用費用の削減や投資の抑制などクラウド利用と相まっ

て、底堅いものがあります。顧客接点がネットに移行する中で、製品説明や問い合わせ・ブロ

グなどの簡単なサイトから、申し込みやアンケート・商品販売などのデータ入力を利用者が

自ら行う利便性の高いサイトが増えています。社内ネットワークで稼働していたシステムをセ

キュリティの確保されたインターネット上に移行する動きも、一段と加速しています。グルー

プウエアや情報系システムなどから始まり、最近では基幹業務までネットに吸収されようとし

ています。

マイナンバーの高波

今年はさらにマイナンバーの動きが活発化すると考えられます。2016年 1 月から番号利用が

可能となりますが、これまで届け出や申込み手続きに必要だった書類を、ネットの中で確認す

るようになります。紙での確認の代わりに、システム間接続が必要な情報を提供するようにな

ります。マイナンバーの利用は他の I T 先進国に追いつき追い越すことも目標の一つとなって

おり、行政機関だけでなく民間のシステムでも利用が活発化すると想定されます。

これまでの島根県の I T 企業・I T エンジニアはRubyに代表される先端のオープンソース技術

に接する機会が多くあり、顧客満足度を上げる方法やコストダウンの方法を良く知っています。

今、チャンスがたくさん来ており、掴み取る時だと思います。

今年もみなさまと共に、元気で闊達な島根県情報産業協会であり続けられるよう努めてまい

りますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶
一般社団法人　島根県情報産業協会

会　長　　吉 岡 　 　 宏
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平成26年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

我が国経済は、政府・日本銀行による「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を
喚起する成長戦略」からなる「三本の矢」、いわゆるアベノミクスの強力な推進により、円安・
株高の進行や企業収益の向上に加え、個人消費が持ち直すなど、明るい兆しがみられるようにな
りました。

こうした動きを確実な成長へとつなげるためには、第三の矢である「日本再興戦略」を着実に
実行し、我が国の産業競争力を強化していくことが重要です。

また、本年 4 月には消費税率が引き上げられます。昨年の景気回復を牽引した個人消費の勢い
が衰えることを避けつつ、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図るため、昨年12月
に閣議決定した新たな経済対策や、先の臨時国会で成立した産業競争力強化法に盛り込まれた措
置を迅速に実施に移す必要があります。

当局といたしましては、こうした政府全体の動きを踏まえながら、本年は、以下の課題に重点
的に取り組んで参ります。

第 1 に、設備投資の促進や中小企業のものづくり支援、また、先進的な環境対応車や次世代グ
リーンデバイスの開発、医療関連分野への展開等のプロジェクトを通じて、当地域の強みである
ものづくり基盤技術の一層の強化を図ります。

第 2 に、新分野進出、創業等による新市場開拓や地域資源活用に向けた取り組み、小規模事業
者・商店街等の挑戦など、地域経済の活力の源泉である中小企業への支援を充実していきます。

第 3 に、電力需給のひっ迫やエネルギー価格の高騰への懸念に対処するため、再生可能エネル
ギーの普及促進や、より一層の省エネルギー推進に取り組みます。

第 4 に、消費税率の引上げに際し転嫁対策に万全を期します。転嫁拒否行為等疑わしい事案に
ついては、当局「消費税転嫁対策室」にお気軽にご相談ください。

政府としては、上向いた企業収益を国内での設備投資や賃金の引上げという形で還元すること
が所得や雇用の増大につながり、消費の拡大、ひいては企業収益をさらに拡大させるという経済
の好循環の実現を目指しています。民間企業の皆様方の積極的な行動が経済の好循環につなが
り、日本経済の持続的な発展を可能にすると期待しております。

新しい年が皆様にとって飛躍の年となりますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

「期待」から「行動」へ
経済産業省

中国経済産業局長　　若　井　英　二
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15時から開かれた講演会は、当協会　今岡克己地域情報化委員長
の司会進行で、主催者の石𥔎修二副会長の挨拶に続き、Ⅰ部講演
として、三井物産セキュアディレクション㈱　梶田剛史氏から「サ
イバー攻撃のトレンドと今後」と題してご講演をいただきました。
講演内容は、世界中で話題になっている、サイバーアタックの現状
や新しいタイプの攻撃についての説明とログの保存などによる防
御方法の解説で、大変興味深いものでした。Ⅱ部討論会では、「情
報化教育のモデルを島根から」のテーマのもと、今岡委員長のコー
ディネイトによるパネルディスカッションを行いました。島根県

メディア教育
研究会足立会長はSNSを利用する児童生徒たちの現状
を紹介しながらITの専門家によるサポートや地域との
連携による情報モラル教育の必要性を説明されました。
また、島根県警察本部の山本氏はサイバーパトロールの
実施やネットを通じた事件の未然防犯活動について発
表いただきました。この討論会を通して産官学による情
報モラル教育の重要性についての議論が深まりました。

講演会・交流会
開催
平成25年度情報化月間行事として、しまね情報化講演会並びに交流会を、松江東急インで開催しまし

た。当日は、島根県、（公財）しまね産業振興財団、（一社）島根県情報産業協会会員、しまねソフト産業ビジ

ネス研究会会員、一般参加者等、講演会に70名、交流会に26名の出席を得て、有益な会になりました。

①開会挨拶（15：00〜15：10）� （一社）島根県情報産業協会　副会長　石𥔎　修二

②講 演 会（15：10〜17：20）

Ⅰ部〈演　題〉サイバー攻撃のトレンドと今後
〈講　師〉三井物産セキュアディレクション株式会社

コンサルタント（総合ログ監視）　梶田　剛史氏

Ⅱ部 討論会
〈テーマ〉情報化教育のモデルを島根から
〈パネリスト〉	出雲市立檜山小学校校長・島根県メディア教育研究会会長� 足立　賢治氏

	 島根県警察本部生活安全部生活環境課情報技術管理官� 山本　隆義氏

	 三井物産セキュアディレクション株式会社� 梶田　剛史氏

	 島根県情報産業協会地域情報化委員長・㈱ワコムアイティ代表取締役� 今岡　克己氏

①講演会	 15：00〜17：20

日時

松江東急イン

15：00〜
19：00

場所

平成25年

10月23日（水）

開会挨拶

《講演》
三井物産セキュアディレクション株式会社

梶田剛史氏

島根県情報産業協会情報化月間行事

パネルディスカッション
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交流会は、当協会 総務・企画委員会中島一衛副委員長
の司会進行で始まり、島根県情報産業振興室室長槇原由
文様から来賓祝辞をいただきました。また、しまね産業
振興財団副理事長広野正充様のご発声による乾杯でなご
やかに開会しました。

討論会のパネラーにもご参加いただき、
全員ご熱心に意見交換をしていただきま
した。最後は全員で恒例の島根県民歌の大
合唱を行い北村功監事の中締めで閉会い
たしました。 《中締め》北村監事《乾杯ご発声》

広野副理事長
《来賓ご祝辞》
槇原室長

交流会の様子

平成25年9月19日、吉岡会長、石𥔎副会長、井上副会長、
安部事務局長が、溝口善兵衛島根県知事に「平成25年度ソ
フト系IT業界の実態調査報告書」を提出し、情報産業のさら
なる振興について、支援をお願いしました。また、10月か
ら11月にかけて、会長並びに地元IT企業代表者が、松浦松
江市長、長岡出雲市長、近重浜田副市長､山本益田市長を訪
問し、各地域の実態調査報告書を提出しました。

島根県知事 溝口善兵衛氏に報告書を提出

平素は情報産業の発展に格別のご高配を賜り厚く御礼
申し上げます。

島根県では平成19年度からソフト系I T産業の支援を
強化されてきており、今年度におきましても厳しい財政
状況の中、情報産業の振興を推進していただいておりま
す。お陰様で県内情報産業の人材育成や県外ビジネスの
推進、R u b y開発推進などにおいて数々の成果が上がっ
てきております。その効果の検証をも兼ねて、今年も県
内のソフト系I T関連従事者数などの実態調査を実施い
たしました。島根県情報産業協会・しまねソフト産業ビ
ジネス研究会の会員を含む県内ソフト系I T企業62社に
アンケート調査を依頼し、このうち59社から回答を得ま
したので、その集計結果についてご報告申し上げます。

平成24年度は県内従事者数と売上額については前年並
みとなったものの、R u b y開発売上の増やソフト系I T企
業数の増加など業界の活性化が継続しております。従事
者数の停滞は、リーマンショック後のIT投資が復活し、首
都圏での雇用増加に押され県内企業の新規雇用が計画通
りに進まなかったことにあります。売上額については、競
争の激化・コストダウン要求が一層高まったことによる
ものと思います。その中で、パッケージ等の自社ソリュー

●従事者数（県内分）........................1,127名
〈前年�1,123名：100.4%、前々年�1,086名〉

●売 上 額............................17,841百万円
〈前年17,839百万：100.0%、前々年16,506百万〉

●経常利益...................................681百万円
〈前年�588百万：115.8%、前々年　989百万）

●Rubyエンジニア.............................238名
〈前年�215名：110.7%、前々年189名）

●Ruby開発売上.........................808百万円
〈前年�706百万：114.5%、前々年　640百万）

②交流会	 17：20〜19：00

平成25年度
ソフト系IT業界実態調査報告書概要

平成24年度��主な実績

ションに強みを持つ企業の伸長が顕著になって来ていま
す。また、企業進出等によるIT企業数の増加が活発であ
り、今後継続した発展が期待できるものと考えておりま
す。今後の更なる安定成長の為にも引き続き「IT産業振
興策」の継続が必要と考えております。成長性の高い情
報産業が県内の主要産業として一翼を担うべく、協会挙
げて推進してまいりますので、引き続きご支援の程よろ
しくお願い申し上げます。

平成25年 9 月19日

一般社団法人　島根県情報産業協会

会　長　　吉 岡　　宏

溝口知事にアンケート報告
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当協会親睦ゴルフコンペが11月2日（土）、出
雲空港カントリー倶楽部にて17社24名参加の
もと開催されました。当日は晴天に恵まれ、絶
好のコンディションのもと、会員相互の親睦と
お客様との交流を深め、にぎやかで楽しい一日
となりました。
また、今回は20回目の記念コンペとして、㈱イ
ンターネットイニシアティブ様、㈱オネスト様、
㈱JECC様、㈱島根情報処理センター様、㈱テク
ノプロジェクト様、日海通信工業㈱様、㈱日本
ハイソフト様、㈱プロビズモ様、㈱マツケイ様、
㈱両備システムズ様の多数の企業様からご協賛
をいただき、ドラコン賞、ニアピン賞をはじめ、
多数の賞品を用意することができ、盛大に表彰
式も行うことができました。
なお、成績は次のとおりです。

 優 勝 　石𥔎　修二 さん（㈱オネスト）
2 位　 藤原　文幸 さん（㈱アキュートシスコム）
3 位　 梶谷　　渉 さん（㈱島根情報処理センター）

ベスト
グロス賞　三代　利通 さん（日海通信工業㈱〈スコア 84〉）
ベスト
グロス賞　米山　治生 さん（中国電力㈱〈スコア 84〉）

Rubyアソシエーション、島根県、松江市、当協会など官民

10団体でつくる実行委員会が主催する国際会議「RubyWorld 

Conference 2013」が11月21日、22日両日、くにびきメッセ

で開催されました。５回目の開催となった今年、組み込み向け

軽量Rubyのmrubyなど新たな世界を切り拓いているRubyの生

みの親である、まつもとゆきひろ氏が、変化の激しい時代だか

ら失敗を恐れずチャレンジしていこう、といったコンセプトの

基調講演からスタートしました。公募による事例発表では、当

協会に新たに入会された八雲ソフトの山本社長が、基幹業務向けデータベースの紹介をされました。

２日目の基調講演では、ソフト開発に広く使われ始めたGitHubのCEO・Tom Preston-Werner氏が招聘さ

れ、インターネットの可能性と新たな利用方法に関し事例を交え講演されました。Rubyのさらなる発展と

拡がる世界を目の当たりにした同会議は、２日にわたる開催期間中の来場者数が国内外から延べ910人とな

り、注目度も高まる中で成功裏に閉幕しました。また、クロージング・セレモニーでは、井上浩実行委員

会副委員長から、来年のConferenceの開催意向が表明されました。

RubyWorld	Conference	2013の様子

平成25年度��しまね IT産業人材育成事業
当協会では、昨年に続き島根県の「しまね I T産業育成支

援事業補助金」交付を受け、４月から研修会を実施いたしま

した。

この研修会は、県内 IT事業者の技術者のスキル・能力や、

業界全体のレベル向上に役立つ人材育成講座を開催し、県内

企業の競争力強化に繋げることを目的に、12月末までに24

講座を開催。現在までに175名が受講し修了しています。年

度末まで残り２講座が開催される予定ですので、多数のご参

加をくださいますよう、お願い申し上げます。

第20回 親睦ゴルフコンペ開催

研修会の様子（プロジェクトマネジメントの技法）

RubyWorld Conference 2013 開催

BG賞
三代様

BG賞
米山様

参加の皆様

優勝
石𥔎様

2位
藤原様
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●�オープンソースカンファレンス2013�
Shimane
平成25年８月24日（土）　松江テルサ
▶主催　�オープンソースカンファレンス実行委員会
▶後援　島根県情報産業協会

●�島根県知事　溝口善兵衛氏に
　報告書を提出
平成25年９月19日（木）　島根県庁

●�平成25年度島根県情報産業協会
　情報化月間行事　講演会・交流会
平成25年10月23日（水）　松江東急イン
▶主催　�島根県情報産業協会

●�情報モラル啓発セミナー
平成25年11月７日（木）　くにびきメッセ
▶主催　�中小企業庁・中国経済産業局
　　　　（公財）ハイパーネットワーク研究所
▶後援　島根県情報産業協会

●�RubyWorld�Conference�2013
平成25年11月21日（木）～22日（金）

　くにびきメッセ
▶共催　�島根県情報産業協会

平成26年（一社）島根県情報産業協会新年会
■開催日時：平成26年２月４日（火）16：00～
■会　　場：松江東急イン
第一部　新年講演会（16：10～17：20）
　講演　演題／「地域IT企業の挑戦�」～TPJベトナム進出～
　　　　講師／株式会社テクノプロジェクト　代表取締役社長　吉岡　　宏 氏
第二部　新年交流会（17：30～19：00）

講
演
会
等
協
会
の
活
動
（
今
後
の
予
定
と
実
績
）

行事予定

活動実績（平成25年８月〜平成25年12月）
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株式会社コンピュータ・コンサルタント
〒697ー0033　浜田市朝日町70ー5　朝日セカンドビル2F
代表取締役　竹内　守
TEL	0855ー23ー5214　FAX	0855ー23ー5341

株式会社八雲ソフトウェア
〒690ー0003　松江市朝日町478ー18　松江テルサ別館2階
代表取締役社長　山本　哲男
TEL	03ー3444ー1622　FAX	03ー5798ー7055

協会だより
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当社は、昭和58年12月に浜田市にて創業いたしました。
地元のお客様をはじめとする全てのお客様に支えられながら、おか

げさまで、満30年を迎えることができました。
弊社の特徴としましては、『生コンクリート出荷販売管理システム』

を、自社の主力パッケージとして開発し、島根県内をはじめ、全国ど
の地域でもご利用が可能なシステムとしてご提供させていただいて
おります。

また業種を問わず、お客様のご要望に応じて『オーダーメイド』または、『市販パッケージ』にて、お客様
のシステムを構築させていただいております。

業務実績としては、民間に限らず官公庁等の業務システムへの取り組みにも参画させていただいております。
現在、全19名（本社11名、松江営業所 8 名）の体制でございますが、微力ながら地域の発展や雇用に貢献で

きますよう、日々努力してまいります。
島根県情報産業協会加盟各社様のご指導やご協力を賜りながら、これからも『慢

まん

心
しん

』することなく、常にお客
様のニーズにお答えできるよう、『邁

まい

進
しん

』していく所存でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

八雲ソフトウェアは松江市に本社を置くソフトウェア開発会社です。社名は、古来より出雲の枕詞であっ
た八雲を冠することで、島根の会社であることを表しています。合わせて、クラウドサービスも業務の柱とし
て重視しているという意味も込めています。

現在、IT技術者、特にRuby技術者不足は深刻です。そして、中国などの諸外国へ開発委託するオフショア
は、様々な問題点が指摘されています。そのような状況の中で、首都圏で受注し島根県内で開発する「ニア
ショア」は千載一遇のチャンスと捉えています。

首都圏や島根県のお客様との信頼関係をしっかりと築いた島根県出身の当社技術者が、島根県内で開発業
務を行う手法でニアショアに取り組み、すでに数件の実績がございます。

当社同様に山本が代表取締役社長を務め
ているフォーディーネットワークス株式会
社（本社：東京）と連携し、島根県や情報産
業の活性化に貢献できればと考えています。

㈱システムズアイ（平成25年10月）
住　所：益田市乙吉町イ342-1
T E L：050-3775-2130
F A X：050-3737-9151
U R L：http://www.systems-i.co.jp/
代表者：代表取締役　中村　治

協和通信工業㈱
新：代表取締役社長　石田　義信
旧：代表取締役社長　岩石　博信

正会員入会

代表者変更 ㈱日立製作所中国支社山陰支店
新：情報システムグループ部長代理
　　　　　　　　　　青柳　直樹
旧：支店長　　　　　船越雄一郎

㈱アイティープロデュース出雲支店
（平成26年1月）

住　所：出雲市駅南町2-3-1	エイコー駅南ビル3F
T E L：0853-25-8105
F A X：0853-25-8106
U R L：http://www.it-prod.co.jp/
代表者：代表取締役　糸原　賢二

テラインターナショナル㈱
（平成26年1月）

住　所：東京都豊島区東池袋3-4-3	池袋イースト
T E L：03-5979-7173
F A X：03-5979-7175
U R L：http://www.teraintl.co.jp/
代表者：代表取締役　宮本　一成


