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「萩燃ゆフォーラム」 

～自分たちの手で地方からイノベーションを～ 

  

2016 年 3 月 9 日改定 

IT コーディネータやまぐち協同組合（ITCY） 

経営情報学会「中小企業のＩＴ経営研究部会」 

 

地方創生が叫ばれています。萩・山口県は明治維新というイノベーションを起こした地です。 

国が言うからついていくのではなく、我々の力で日本を変えていかなければいけないのではないで

しょうか。今、萩・山口県で起きていることは小さな点かもしれませんが、関連付けてみれば大きな

イノベーションがすでに始まっているのかも知れません。 

経営者やキーマンによる事例発表とディスカッションを通じて、萩・山口県の創生と地域中小企業

のイノベーションへのきっかけがつかめれば幸いです。 

なお、プログラム等変更のある場合はご容赦願います。最新情報は、WEB でご確認ください。 

 

日程 2016 年 3 月 12 日（土） 10:00～17:00 

会場 山口県萩市江向 431-2 「JA あぶらんど萩」 3 階大ホール 

主催 IT コーディネータやまぐち協同組合（ITCY） 

経営情報学会「中小企業のＩＴ経営研究部会」 

協賛 富士ゼロックス山口株式会社 

後援 山口県、やまぐち産業振興財団、山口県中小企業団体中央会、山口県情報産業協会、 

萩市、萩商工会議所、萩市観光協会、IT コーディネータ協会（ITCA）、クラウドサービス

推進機構（CSPA）、日本イノベーション融合学会（IFSJ） 

展示 出講企業および関係者の商品等を会場ホール前室ホワイエにて展示 

料金 参加費無料 

申し込み（100 名） ITCY の WEB からお申し込みください。 http://www.itc-yamaguchi.net/ 

 

＜プログラム＞ 

 

挨拶 ＩＴコーディネータやまぐち協同組合理事長 三宅 功一郎 

経営情報学会「中小企業のＩＴ経営研究部会」主査 高島 利尚 

祝辞 山口県商工労働部長 阿野 徹生様、 萩市長 野村 興児様 

 

第一部 日本の中小企業の IT 利活用動向 10:20～11:20（60 分） 

(1） 稼ぐ力を強化する「攻めのＩＴ経営」  IT コーディネータ協会会長 播磨 崇 

(2） 「攻めの IT 経営」中小企業百選  明治大学経営学部教授 岡田 浩一 

 

第二部 萩が IT 先進都市に変貌か 11:30～12:40（70 分） 

(3） 鉄骨建築 3D ソフト売上日本一の会社「データロジック」 

株式会社 データロジック 常務取締役 波田 政幸様 

(4） 萩を拠点にテレワークの実証で見えてきた「ダンクソフト」 

株式会社 ダンクソフト 代表取締役 C.E.O. デジタルアーキテクト 星野 晃一郎様 

(5） 萩高 OB が決起、サテライトオフィス開設第 1 号となる「ネットケアサービス」 

株式会社 ネットケアサービス 取締役兼営業部長 金子 竜二様 

(6） 生徒たちと繰り広げるアクティブラーニングによる IT の活用「萩商工高等学校」 

山口県立萩商工高等学校 情報デザイン科長 松嶋 渉様 

(7） スマホアプリ作りを通じて中高校生たちに自信と夢を持たせた「萩 Love」 

萩 Love 代表 大平 憲二様 

http://www.itc-yamaguchi.net/
http://jasmin.jp/activity/kenkyu_bukai/index.html
http://www.itc-yamaguchi.net/
http://www.geocoding.jp/?q=%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E8%90%A9%E5%B8%82%E6%B1%9F%E5%90%91431-2
http://www.abrand.jp/present/ja-summary.htm
http://www.itc.or.jp/
http://www.smb-cloud.org/
http://www.smb-cloud.org/
http://www.ifsj.jp/ifsj/cv/pc/15
http://www.itc-yamaguchi.net/セミナー等申込/
http://www.itc-yamaguchi.net/
http://www.datalogic.co.jp/
http://www.dunksoft.com/
https://www.e-care3.net/index.html
http://www.hagi-ct.ysn21.jp/basercms/
http://www.hagi-love.com/
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第三部 第一次産業発でのイノベーション経営事例研究 13:40～14:40（60 分） 

(8） 漁協女性部から起業した浜の女性たちの手による「三見シーマザーズ」 

株式会社 三見シーマザーズ 代表 吉村 栄子様 

(9） 生産、製造、販売を一貫して結ぶ 6 次産業化 NPO「萩の夏みかんクリエイト」 

特定非営利活動法人 萩の夏みかんクリエイト 代表理事 清水 明人様 

(10） 2013 年夏の大洪水で水没した酒蔵から立ち直った「澄川酒造場」 

株式会社 澄川酒造場 取締役会長 澄川 隆俊様 

 

第四部 第二次産業でのイノベーション経営事例研究 14:50～15:50（60 分） 

(11） 明治以降なくなってしまった萩のガラス製造を復活「萩ガラス工房」 

萩ガラス工房有限会社 代表取締役 藤田 洪太郎様 

(12） 伝統工芸品の桐箱から日本最大の木箱製造会社へ変身「美萩工芸」 

株式会社 美萩工芸 代表取締役社長 小野 博巳様 

(13） 萩焼の伝統を守りつつ新たな挑戦への意欲を見せる「萩青年会議所」 

萩青年会議所 監事 岡田 泰様 

 

第五部 地域活性化に IT を活用する提言 16:00～16:40（40 分） 

(14） 萩の観光案内をスマホアプリ「ふらっと案内」で変革する「ITC やまぐち」 

ＩＴコーディネータやまぐち協同組合 前田 信太郎 

 

コメンテータ 経営情報学会 高島、松島、岡田  ITCY 前田 

まとめと挨拶 経営情報学会、クラウドサービス推進機構理事長 松島 桂樹 

アンケート 

終了 17:00 

 

■付帯プログラム 

3 月 12 日（土）19:00～21:00 情報交換会（予約・会費制 7,000 円、「割烹 千代」、満員御礼） 

3 月 11 日（金）、13 日（日） 企業見学会（兼、萩の歴史と自然を巡るツアー） 

    詳細は、3 ページ目をご覧ください。 

 

■お申し込み先 

「ITコーディネータやまぐち協同組合」ホームページよりWebまたはFAXお申し込みとなります。 

http://www.itc-yamaguchi.net/ 

 

■お問い合わせ先（フォーラム、情報交換会、企業見学会、宿泊とも） 

IT コーディネータやまぐち協同組合 前田信太郎 

 shintaro_m@nifty.com  080-5038-6099 

以上  

http://www.ninaite-genkinahama.com/contents/h25/hagi.html
http://npo.pref.yamaguchi.lg.jp/ninsho/000496.html
http://y-shuzo.com/hp/sumikawa.html
http://www.hagi-glass.jp/
http://www.mihagi.co.jp/admin/
http://hagijc.jp/2016/
http://www.itc-yamaguchi.net/
http://www.itc-yamaguchi.net/
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萩の企業見学会プログラム 

（兼、萩の歴史と自然を巡るツアー） 

 

当プログラムは、東京から「萩・石見空港」発着者を対象に 2 泊 3 日の団体で組み立てています。 

企業見学の途中、ユネスコの世界遺産に登録された萩地域 5 箇所のうち 4 箇所をめぐります。 

3 月 11 日、13 日は、「萩・石見空港」発着で貸切マイクロバス（無料）にてご案内します。 

4 ページの「飛行機利用上の注意」に示すように、空港から萩へはリムジンバスもＪＲもありません

ので、このマイクロバスを使った企業見学会に参加されることを強くお勧めします。 

お申し込みは、フォーラムの申し込みと同じ、ITCY の WEB からお申し込みください。 

途中参加の場合は、申し込み時にその旨入力ください。別途ご案内します。 

 

 

3 月 11 日（金）マイクロバスにてご案内 

12:30 集合  萩・石見空港 ANA575 便（羽田発 10:40、各自予約） 

12:50 昼食  40 分 丹伍亭（江崎、海鮮料理） 

13:40 企業見学 30 分 データロジック（江崎） 

14:40 企業見学 20 分 道の駅阿武町（道の駅発祥の地） 

15:30 企業見学 30 分 萩ガラス工房 

16:00 観光  50 分 笠山噴火口、日本海萩七島、椿原生林、明神池 

17:00 休憩  60 分 萩本陣「湯の丸」（源泉、7 つの湯舟）にて入浴 

18:00 チェックイン 「萩ロイヤルインテリジェントホテル」（個室、団体、満員御礼） 

18:30 夕食  ホテル 2 階「ダイニングまめた」（割り勘） 

 

3 月 12 日（土）タクシー分乗で移動 

9:00 出発  15 分 フォーラム会場「JA あぶらんど萩」へ 

17:30 企業見学会 20 分 ゲストハウス「RUCO」 

18:00 観光  10 分 田町商店街、常念寺、野山獄 

18:10 企業見学会 30 分 岩川旗店 

19:00 情報交換会 120 分 「割烹 千代」30 名（予約制、会費 7,000 円、満員御礼） 

 

3 月 13 日（日）マイクロバスにてご案内 

9:00 出発  「萩ロイヤルインテリジェントホテル」荷物を持ってロビー集合 

9:10 観光  30 分 萩城跡（天守閣跡、菊が浜展望台、小浜、銃眼白壁） 

9:40 企業見学 20 分 ミドリヤファーム 

10:00 観光  40 分 堀内地区（天樹院、福原家、口羽家、鍵曲、明倫館跡） 

10:40 見学  120 分 萩博物館、萩城城下町（自由行動、昼食） 

12:40 集合  萩博物館駐車場マイクロバスに乗車 

12:50 観光  20 分 明倫館、有備館 

13:20 観光  30 分 松陰誕生地・墓地、東光寺、伊藤博文旧宅（車窓） 

13:50 観光  40 分 松蔭神社、松下村塾（自由行動） 

14:40 企業見学 50 分 萩しーまーと（道の駅） 

15:30 観光  30 分 恵美須ケ鼻造船所跡、萩反射炉 

16:00 見学終了 新山口駅組とお別れ 

17:00 空港到着 萩・石見空港 

17:45 帰京  ANA1104 便（羽田着 19:15） 

以上  

http://www.itc-yamaguchi.net/セミナー等申込/
http://hrih.jp/
http://www.chiyo.in/


4 

 

予約と費用について 

（パック旅行ではありません、個別の予約が必要です） 

以下１～５とも以下の ITCY ホームページから申し込んでください。 

http://www.itc-yamaguchi.net/ 

 

１．フォーラム：  2016 年 3 月 12 日（土） 10:00～17:00 

         「JA あぶらんど萩」にて： 予約制、参加費無料 

２．情報交換会： 2016 年 3 月 12 日（土） 19:00～21:00 

         「割烹 千代」にて： 予約制、参加費 7,000 円現地徴収、満員御礼 

３．企業見学会： 2016 年 3 月 11 日（金） 12:30～19:00 

         「萩・石見空港」～萩市内～「萩ﾛｲﾔﾙインテリジェントホテル」のルート 

         萩市内だけ参加される方は、その旨申し込んでください。 

         予約制、参加費無料、観光施設入場料、昼食費、入浴料は各自支払い 

４．企業見学会： 2016 年 3 月 13 日（日） 9:00～17:00 

         「萩ﾛｲﾔﾙインテリジェントホテル」～萩市内～「萩・石見空港」のルート 

         萩市内だけ参加される方は、その旨申し込んでください。 

         予約制、参加費無料、観光施設入場料、昼食費は各自支払い 

５．宿泊：    東京からの方は「萩ロイヤルインテリジェントホテル」を拠点にします。 

団体で部屋が確保してあります。満員御礼 

         部屋はシングル 19 ㎡、140cm のベッド、各室 WiFi、加湿器あり 

予約制、1 泊朝食サービス付き 6,500 円（税込み、クレジット使用可） 

 

■東京からの航空券は「萩・石見空港」発着を各自で ANA へ予約願います。 

https://www.ana.co.jp/ 

東京からの行き： ANA575 便、羽田空港 11 日（金）10:40 発、萩・石見空港 12:25 着 

東京への帰りは： ANA1104 便、萩・石見空港 13 日（日）17:45 発、羽田空港 19:15 着 

早割がお得です。55 日前（15,890 円）、45 日前（16,690 円）、28 日前（18,190 円）、21 日前（20,190

円）、3 日前（29,790 円）と料金が変わります。 

萩・石見空港便は、11 日と 13 日は団体が予約しているようで込んでいますので、お早めに。 

 

■飛行機利用上の注意 

萩へは、「萩・石見空港」と、「山口宇部空港」が利用できます。ただし、空港から萩へは、リムジン

バスもＪＲもなく、各自行動では事前予約した「乗合タクシー」でしか行くことができません。 

その代わり一人でも均一料金で、目的地まで送迎してくれます。所要時間は共に 70～80 分。 

料金： 萩・石見空港から片道 2,500 円、山口宇部空港から片道 3,600 円 

予約： 萩近鉄タクシーへ電話で（前日 17：00 受付締切）→ 0838-22-0753 

従って、上記３、４で提示した企業見学会ツアーに参加されることを強くお勧めします。 

 

■新幹線ご利用の方は、「新山口駅」下車「新幹線口」から防長（ぼうちょう）バスまたはＪＲバス

で萩までお越しください。 

防長バスの時刻表は、http://www.bochobus.co.jp/05/00.htm 

特急はぎ号 2,060 円（予約不要、73 分）、またはスーパーはぎ号 1,030 円（予約不要、60 分）。 

特急の場合、「萩バスセンター」下車で、フォーラム会場へ徒歩 350m です。 

特急の場合、「東萩駅」下車で、萩ロイヤルインテリジェントホテルの前になります。 

スーパーはぎ号の場合、終点「萩・明倫センター」下車で、フォーラム会場へは徒歩 250m。 

スーパーはぎ号の場合、終点「萩・明倫センター」下車で、ホテルへはタクシー利用 1.5km 

以上 

http://www.itc-yamaguchi.net/
https://www.ana.co.jp/?rand=20151229180213
http://www.bochobus.co.jp/05/00.htm

