
                           

令和３年度事業報告書 
 

Ⅰ 概 要 

  当財団は、国を挙げて進められている社会全体のデジタル化の動き等を踏まえ、デジ

タル社会形成に向けた取組の中で、山口県の中核的な支援機関としての役割を担うべく、

令和３年４月１日に「一般財団法人山口県デジタル技術振興財団」に名称変更し、山口

県におけるデジタル技術の振興を図ることにより、活力ある地域社会の実現に寄与する

ことを目的として機能強化を図ったところです。 

  令和３年度は、デジタル技術の普及及び利用促進に関する事業として、新規事業  

「やまぐちＤＸ推進事業」に取り組み、デジタル社会の実現に向け、全県的なＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）を推進するための拠点施設を、当財団が管理するニ

ューメディアプラザ山口（ＮＰＹビル）に整備し、相談対応や技術的支援、人材育成等

を実施するとともに、多様な主体との連携・協働により、地域課題の解決や新たなイノ

ベーションの創出等を図りました。 

  不動産管理運営事業については、「ＮＰＹビル中期（５カ年）修繕計画（令和２～６年

度）」に基づき、老朽化が進んだビル外壁廻りの大規模修繕工事に着手するとともに、自

動火災報知設備・非常放送用設備更新工事等を実施し、建物機能の維持・向上を図りま

した。 

なお、大口テナントの退居がありましたが、新規テナントの確保や施設管理費等の節

減を図ることにより、安定的な運営に努めました。 

 

［ 事 業 一 覧 ］ 

１ 高度情報化の推進に関する事業 

(1) 普及啓発事業 

(2) 地域情報化に係る展示・講演 

(3) コンピュータルーム運営事業 

(4) 市町ネットワーク運営事業 

２ デジタル技術の普及及び利用促進に関する事業 

 (1) やまぐちＤＸ推進事業 

 (2) 未来技術活用推進受託事業 

 (3) オープンデータ普及・推進による県民サービスの向上 

３ 情報通信格差の是正に関する事業 

 (1) 民法テレビ放送難視聴解消事業 

 (2) 移動通信用鉄塔施設整備事業 

４ ニューメディアプラザ山口の管理運営に関する事業 

 (1) 不動産管理運営事業 

 (2) 利用施設運営事業 

  

別紙 



                           

Ⅱ 評議員会及び理事会等の開催状況 

 

１ 評議員会 

区分 開催日時・場所 議    事    等 

臨時 令和 3年 5月 10日 

(書面決議) 

・理事の選任について 

定時 令和 3年 6月 11日(金) 

10:30～ 

NPYビル 6階臨時会議室 

・令和２年度事業報告について 

・令和２年度公益目的支出計画実施報告書について 

・令和２年度収支決算について 

・定款の変更について 

・役員等の報酬等及び費用に関する規程の改正につ

いて 

臨時 令和 3年 10月 11日 

(書面決議) 

・評議員の選任について 

・監事の選任について 

臨時 令和 3年 12月 16日 

(書面決議) 

・評議員の選任について 

・監事の選任について 

臨時 令和 4年 1月 14日 

(書面決議) 

・理事の選任について 

 

 

２ 理事会 

区分 開催日時・場所 議    事    等 

臨時 令和 3年 4月 27日 

(書面決議) 

・臨時評議員会の招集について 

定時 

第 1回 

令和 3年 5月 25日(火) 

15:00～ 

NPYビル 6階臨時会議室 

・令和３年度職務執行状況の報告について 

・令和２年度事業報告について 

・令和２年度収支決算について 

・令和２年度公益目的支出計画実施報告書について 

・定時評議員会の招集について 

臨時 令和 3年 10月 4日 

(書面決議) 

・評議員候補者の選任ついて 

・監事候補者の選任について 

・臨時評議員会の招集について 

臨時 令和 3年 12月 7日 

(書面決議) 

・評議員候補者の選任について 

・監事候補者の選任について 

・臨時評議員会の招集について 

臨時 

 

令和 4年 1月 5日 

(書面決議) 

・臨時評議員会の招集について 

 

臨時 令和 4年 1月 24日 

(書面決議) 

・副理事長の選定について 

 



                           

区分 開催日時・場所 議    事    等 

定時 

第 2回 

令和 4年 3月 30日(水) 

9:30～ 

Web会議 

・令和３年度職務執行状況について 

・令和４度事業計画について 

・令和４年度収支予算について 

・臨時評議員会の招集について 

 

３ 監査 

区分 開催日時・場所 議    事    等 

監査 令和 3年 5月 14日(金) 

10:30～ 

NPYビル第 3会議室 

・令和２年度事業及び収支決算等について 

 

 

［定款の変更・ガバナンス体制等の見直し］ 

年  月 見 直 し の 内 容 

令和３年４月 
〇定款の変更 

 財団名称、目的及び事業を変更 

令和３年６月 
〇業務執行体制の強化、定款の変更 

 理事長の兼務から専任化 

令和３年１０月 

～令和３年１２月 

〇ガバナンス体制の強化 

 評議員 ３名→６名（３名増）へ 

 監 事 １名→２名（１名増）へ 

  



                           

Ⅲ 事業の実施状況 

 

１ 高度情報化の推進に関する事業 

 

(1) 普及啓発事業 

行政機関、民間企業等を対象とした「山口県５Ｇ研究会講演会」を県と共催により、

令和４年３月１７日に開催した。 
    

   【セミナーの開催状況】 

実施日 令和４年３月１７日(木) 13時 30分～17時 00分 

名 称 山口県５Ｇ研究会～メタバース、ＸＲ(※)、５Ｇの現在と展望について 

会 場 ニューメディアプラザ山口 Ｙ－ＢＡＳＥ・多目的シアター・イベントホール 

内 容 

＜セミナー＞ 

「５Ｇの活用について」 

（(株)ＮＴＴドコモ ５Ｇ．ＩｏＴビジネス部 部長 井上篤弘氏） 

「次世代のコラボレーションを実現する Microsoft Mesh」 

（日本マイクロソフト(株) シニアテクニカルアーキテクト 鈴木敦史氏） 

＜体験会＞ 

「メタバース、ＸＲ、５Ｇ関連体験会」 

「スマート林業体験会」 

参加者 １０１名（リモート参加２０名を含む） 

 ※ＸＲ：ＶＲ（仮想現実）、ＭＲ（複合現実）、ＡＲ（拡張現実の総称） 

 

(2) 地域情報化に係る展示・講演 

民間事業者等が一般県民等を対象に高度情報化に係る普及啓発を目的とした講演会

等の開催を支援した。 

 

   【イベントの開催状況】 

実施日 令和 3年 11月 10日(水) 9:40～17:00 ～ 11日(木) 9時 40分～16時 00分 

名 称 防災ＤＸ・５Ｇソリューションズ 

会 場 ニューメディアプラザ山口 多目的シアター・イベントホール 

主催者 株式会社 三友（防府市） 

内 容 

講演会（「センシングとオープンデータで新しい防災の展開を」、「５Ｇソリュ

ーションで切り開く未来」他） 

ドローンライブ中継、機器の展示・相談会 

参加者 延４００名 

 

(3) コンピュータルーム運営事業 

   ＮＰＹビル７階を「県情報センター」と位置づけ、情報処理機器が安全かつ安定し

て稼働できるように整備しており、県民サービスに直結する各種行政システムのサー

バー機器類の安定稼働に努め、適切な管理運用を行った。 

 

 (4) 市町ネットワーク運営事業 

   やまぐち情報スーパーネットワーク（ＹＳＮ）を利用した市町ネットワークの一元

化による運用管理を図り、市町ネットワークの適切な管理を行った。 



                           

２ デジタル技術の普及及び利用促進に関する事業 

 

(1) やまぐちＤＸ推進事業［令和３年度新規事業］ 

   デジタル社会の実現に向け、全県的なＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

を推進するための拠点を整備し、相談対応や技術的支援、人材育成等を実施するとと

もに、多様な主体の連携・協働により、地域課題の解決や新たなイノベーションの創

出等の推進を図った。 

 

  〇やまぐちＤＸ推進事業の内訳                   （単位：千円） 

No 事     業     名 実 施 額 備 考 

① 

「やまぐちＤＸ推進拠点」整備・運営事業及び「山口県版

クラウド「Ｙ-Cloud」」、「山口県データプラットホーム）」

構築事業 

408,680  

② ＤＸ推進官民協働フォーラム創設事業 22,131  

③ オープンイノベーション創出事業 29,442  

④ シビックテック推進事業 19,290  

⑤ データドリブン推進事業 23,005  

⑥ デジタル人材育成事業    32,287  

計     534,835  

 

  ① 「やまぐちＤＸ推進拠点の整備・運営事業及び「山口県版クラウド「Ｙ-Cloud」」、

「山口県データプラットホーム）」構築事業 

   ＮＰＹビル１０階に、行政や民間企業、大学等の多様な主体がＤＸを相談するこ

とができ、内容に応じてＤＸコンサルティングやデジタル化の技術的支援、デジタ

ル人材の育成等を行う中核施設として、「やまぐちＤＸ推進拠点＜Ｙ－ＢＡＳＥ＞」

を整備・運営した。 

   また、県内の企業・自治体・大学等が、ビックデータの解析やＡＩ開発を行える

クラウド環境「山口県版クラウド「Ｙ－Ｃｌｏｕｄ（ワイ・クラウド）」及び官民

が提供するデータを簡単かつ安全に共有できるデータプラットフォーム「山口県デ

ータプラットフォーム」をＹ－ＢＡＳＥのＩＣＴ環境として構築した。 

 

名  称 やまぐちＤＸ推進拠点＜Ｙ―ＢＡＳＥ＞ 

開 設 日 令和３年１１月１日 

場  所 
ニューメディアプラザ山口(ＮＰＹビル)１０階（267.20㎡） 

同１階に「サテライトスペース」 

主な機能 

・県内外のＤＸ情報が集まる情報共有機能 先進技術のデモ展示 

・ＤＸ相談窓口・ＤＸコンサルティング機能 

・データ分析や実証実験を行うＩＣＴ環境の提供／技術サポート 

山口県版クラウド「Ｙ-Ｃlоuｄ」・山口県データプラットホームの構築  

・デジタル人材育成機能（勉強会・セミナーの開催等） 

・「デジテック for YAMAGUCHI」の出会い・交流の場 



                           

運営概要 

・開 館 日 火～土（日・月・祝日、年末年始は閉館） 

          10:00～17:00（事前予約があれば 20:00まで延長） 

・運営人員 常時２～３名配置（運営スタッフ・専門人材） 

・利用料金 無料 

・施設運営 西日本電信電話(株)山口支店(山口市)へ委託 

   ・推進拠点整備 西日本電信電話(株)山口支店(山口市)、ＮＴＴビジネスソリューションズ 

(株)中国支店(広島市)及び日本メックス(株)中国支店(広島市)へ委託 

 

〇施設利用状況 

開設月１１月は、「やまぐちデジタルマンスリー」と称し、集中的な見学会、イ

ベントを実施した。 

 

月 
利用者 利用者アンケート 

備 考 
団体数 人  数 満足度 利用意向 

１１月 １１８ ５５９ 93.7% 95.2%  

１２月 ３８ ２３３ 95.2% 88.5%  

１月 ２２ １２１ 100.0% 100.0% ｷｬﾝｾﾙ 128名 

２月 ２９ １８１ 100.0% 96.7% ｷｬﾝｾﾙ 112名 

３月 ４０ ３０２ 98.0% 98.0%  

計 ２４７  １，３９６ 95.1% 94.3%  

   

〇ＤＸコンサル・技術サポート 

 ２７団体３８案件のＤＸコンサル・技術サポートを実施した。 

 ＜主な対応項目＞ 

・デジタル技術を生かした野犬対策（市） 
・スマートシティー推進に向けた県民参加のワークシップの取りまとめ方法の検
討（市） 

    ・開発中サービスに対応するデータサーバの検討（技術コンサル） 
・ペーパーレス化の推進（幼稚園、製造業） 
・工事現場の遠隔臨場の推進（財団法人） 
・予約受付事務のシステム化（財団法人） 
・メール管理における業務改善（事務所） 

  



                           

〇イベント開催状況 

開催日 イベントテーマ 備 考 

11/1(月) やまぐちＤＸ推進拠点＜Ｙ－ＢＡＳＥ＞ 開所式、役員等見学会  

11/5(金) 「教育ＩＣＴ」をテーマとしたトークセッション 県教育庁主催 

11/6(土) ワークショップ～ロボットカープログラミング  

11/11(木) 「Ｙ-Ｃloud」セミナー～機械学習～  

11/13(土) 「やまぐちＡＩＱuest」ハンズオン勉強会（第 2回）  

11/17(水) 「Ｙ-Ｃloud」セミナー～ローコードアプリ開発編～  

11/20(土) 
遠隔空間共有システムを活用したデザインシンキングワークショッ

プ 
 

11/22(月) オンライン座談会～『シビックテック』が山口の未来を切り拓く～  

11/25(木) 
オンラインセミナー～ＡＩの現在と将来展望、そして地方創生に向け

て～ 
 

11/27(土) 
ワールドカフェ方式ワークシップ～デジタルの力で地方の暮らしを

もっと楽しく～ 
 

12/2(木) 
シニア向けデジタルデビューセミナー～スマホで『楽しく』『簡単』

『便利』に健康管理～ 

デジタルデバ

イド対策 

12/4(土) 「やまぐちＡＩＱuest」ハンズオン勉強会（第 3回）  

12/18(土) 
ハンズオンイベント～山口県の covid19オープンデータを Googleデ

ータポータルで可視化してみよう～ 

デジテック・ 

ミートアップ 

12/22(水) 県情報セキュリティー研修 県主催 

1/13(木) グラレコ講座  

1/13(木) 「山口データアカデミー」（第 4回）  

1/18(火) 県情報セキュリティー研修 県主催 

1/20(木) 
オンラインセミナー「『afterコロナ』時代の“ＤＸ”最前線 2022～

リモート/AI/RPA活用で生産性向上を～」 

デジテック・ 

ミートアップ 

1/31(月) Ｙ-ＢＡＳＥの５Ｇ環境を利用したロボットアーム制御の実証 県主催 

2/4(金) 
オンラインセミナー～データ流通やＡＩ・映像解析で実現するスマー

トシティー～ 

 

2/9(水) 県情報セキュリティー研修 県主催 

2/12(土) やまぐち高校生ＩＣＴ活用コンテスト 県教育庁主催 

2/22(火) 県情報セキュリティー研修 県主催 

2/25(金) 
オンラインセミナー～ブロックチェーンを活用した地域課題の解決

（初級編）～ 

デジテック・ 

ミートアップ 

3/2(水) 
オンラインセミナー～匿名加工情報で安心!パーソナルデータの活用

～ 

 

3/4(金) 
オンラインセミナー～ヤフーの考える自治体ＤＸ、データの必要性や

分析方法～ 

 

3/8(火) 
オンラインワークシップ～みんなで山口県のデータを見てみよ

う!Tableauワークショップ～ 

 

3/8(火) ～9(水) 「ローコード研修」  

3/17(木) 山口県５Ｇ研究会～ＸＲ、メタバースの現在と展望について～  

3/18(金) 
｢デジテッ for YAMAGUCHI」交流・共創イベント『Co-Creation 

Weekend』 

 

3/22(火) 「山口データアカデミー」成果報告会  

3/24(木) 「ローコード研修」成果報告会  

3/25(金) シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI成果報告会  

3/26(土) 親子イベント～プログラミングでトイドローンを飛ばそう～  

注）デジテック・ミートアップ：「デジテック for YAMAGUCHI」会員自主企画イベント 



                           

② ＤＸ推進官民協働フォーラム創設事業 

デジタル技術を活用して、山口県が抱える地域課題の解決や新たな価値の創造を

持続的に行うため、シビック的な活動からビジネス的活動まで幅広く取り組む官民

連携の会員組織として、ＤＸ推進官民協働フォーラム「デジテック For YAMAGUCHI」

を創設した。 

   

名  称 ＤＸ推進官民協働フォーラム「デジテック for YAMAGUCHI」 

発 足 日 令和３年６月１０日 

会 員 数 
デジテック・パートナー 

６４６（個人５３２、団体１１４） R4.3.31現在 

活動目標 

テ ー マ 

＜共に考え、挑戦し、克服する＞ 

〇少子高齢化（結婚・出産・子育て、教育、担い手・人材、介護など） 

〇中山間地域（買い物、医療、交通等の日常生活の維持・活性化など） 

〇若者流出（働く場・学ぶ場、まちの賑わい・魅力、生活利便性など） 

会員の活動 

〇会員同士の交流、共創活動 

・共創プロジェクト、勉強会（下表参照） 

〇会員自主企画イベント｢デジテック･ミートアップ｣の開催(上記①参照) 

〇やまぐちＤＸ推進拠点「Ｙ-ＢＡＳＥ」の利用 

（実証等のためのＩＣＴ環境の利用を含む。） 

〇「やまぐちＡＩＱｕｅｓｔ」の受講 (下記⑥参照) 

運営体制 〇事務局運営 西日本電信電話(株)山口支店(山口市)へ委託 

アドバイザー

等 

〇デジタルコミュニティアドバイザー  水田 千惠氏（ヤフー(株)） 

「デジテック for YAMAGUCHI」の活動に対する助言等 

〇シビックテック・マネジメント    原田 哲也氏（(株)スオウ） 

シビックテック的課題解決の促進等 

 

〇会員「デジテック・パートナー」による共創プロジェクト 

 

＜参加募集中プロジェクト ３件（R4.3.31現在）＞ 

№ HP掲載 課題テーマ 募集会員 

1 7/28 
「気づけば〇〇」インフラメンテで“遊ぶ”スマホゲ

ームアプリの開発・実装 

徳山高専学生 

 

2 7/28 運行状況等の可視化により移動を身近に 周南市 

3 10/25 
フードバンクにおける在庫管理などの運営を改善し

たい 

NPO法人フードバン

ク山口 

 

＜共創活動プロジェクト １２件＞ 

№ 開始日 課題テーマ 参加会員 

1 9/14 過疎地域の課題解決を目指す新スマート物流の取組 デジテック・オー

プンイノベーショ

ン事業 

(下記③参照) 

2 9/14 施設の利用をスマホ 1つで可能に!   

3 9/14 道の駅を拠点とした中山間地域の生活利便性向上 

4 12/1 ドローンを活用した地域防災・災害対応への支援 

5 9/14 
スマホで完結!粗大ごみ申込の市民負担を減らすツー

ルの開発 

シビックテック 

チャレンジ



                           

6 9/14 
近くの公民館(出張所)をもっと便利に。誰もが使いや

すいオンライン窓口を作りたい! 

YAMAGUCHI事業 

(下記④参照） 

 

 
7 9/14 

全長1,200㎞の市道メンテナンスを官民まるごとＤＸ

したい! 

8 9/14 
聴力の弱い方ともスムーズな意思疎通ができる相談

支援ツールの開発 

9 9/14 
ナッジやゲーミフィケーションで、子どもたちの環境

学習を行動変容につなげたい! 

10 9/14 
主要観光地の訪問者数をタイムリーに把握し、観光対

応にいかしたい! 

11 9/14 
衛星・ドローンを活用し、農地の作付状況をスマート

に把握したい! 

12 10/25 
レノファ山口ＦＣホームゲームの運営をもっと効率

的に 

(株)レノファ山口、

個人会員 4名 

 

〇勉強会等の開催 

開催日 テ ー マ 備 考 

10/13(水) デザインシンキング勉強会 -入門編- ｵﾝﾗｲﾝ 

10/27(水) 
オープンデータを活用して地域の課題を解決しよう！オー

プンデータ勉強会 
ｵﾝﾗｲﾝ 

 

③ オープンイノベーション創出事業 

ＤＸ推進官民協働フォーラム「デジテック for YAMAGUCHI」の会員同士がノウハ

ウや技術を持ち寄り、県内をフィールドとして実証活動を行い、新たなソリューシ

ョンなどの先進事例の創出を目指す「デジテック・オープンイノベーション」制度

を創設し、会員から提案を募集し、実証に向けた取組を支援した。 

 

〇提案採択テーマ及び提案者 ４テーマ採択 

№ 提案採択テーマ 提案者（所在地） 

1 
過疎地域の課題解決を目指す新スマ

ート物流の取組 

(株)エアロネクスト(東京都)、セイノーホー

ルディング(株)(岐阜県)、美祢市 

2 施設の利用をスマホ 1つで可能に!   
山口市、(株)Ｔsumuｇ(福岡県)、 

ＬＩＮＥ(株) (東京都) 

3 
道の駅を拠点とした中山間地域の生

活利便性向上 

(株)フォーバル(東京都)、 

(株)ピュアラインにしき（岩国市）、 

社福)岩国市社会福祉協議会 

4 
ドローンを活用した地域防災・災害対

応への支援 

岡村工業(株)(山口市)、 

SMGコンサルタント(株) (山口市)、 

NPO法人スマイルプロジェクト(山口市)、(株)

エイム(宇部市)、防府市 

 

  



                           

④ シビックテック推進事業 

スタートアップ企業等と行政・県民が協働して、デジタル技術で地域・行政課題

を解決する「シビックテックチャレンジ YAMAGUCHI」制度を創設し、県・市町に対

して課題を募集するとともに、当該課題の解決に協働するスタートアップ企業を募

集し、マッチングした取り組みの実施開発を支援した。 

〇課題及び協働企業 ３９課題提案→８課題企業募集→７課題マッチング 

№ 課 題（提案者） 協働企業名（所在地） 

1 
スマホで完結!粗大ごみ申込の市民負担を減らすツー

ルの開発（山口市） 
(株)G-Place（京都府） 

2 
近くの公民館(出張所)をもっと便利に。誰もが使いや

すいオンライン窓口を作りたい!（防府市） 

(株)ワイズ・リーディング  

（熊本県） 

3 
全長1,200㎞の市道メンテナンスを官民まるごとＤＸ

したい!（周南市） 

あっとクリエーション(株) 

（大阪府） 

4 
聴力の弱い方ともスムーズな意思疎通ができる相談

支援ツールの開発（阿武町） 
(株)アイシン（愛知県） 

5 
ナッジやゲーミフィケーションで、子どもたちの環境

学習を行動変容につなげたい!（県） 
(株) TAGRE（東京都） 

6 
主要観光地の訪問者数をタイムリーに把握し、観光対

応にいかしたい!（県） 

Intelligence Design(株) 

（東京都） 

7 
衛星・ドローンを活用し、農地の作付状況をスマート

に把握したい!（県） 
サグリ(株)（兵庫県） 

 

・事業運営 NPO法人コミュニティリンク（兵庫県）へ委託 

 

⑤ データドリブン推進事業 

 〇「やまぐちデータアカデミー」(データ活用研修)等の開催 

県・市町職員を対象として、データの利活用の重要性を理解し、データを活用

した政策立案能力等の向上を図る研修会等を実施した。 

 

◇「山口データアカデミー」の開催 

区 分 「データ分析型」研修 「サービス立案型」研修 

参 加 者 ５４名（県 13名、市町 41名） １９名（県 9名、市町 10名） 

研    修 

テ ー マ 
防災、中山間地域活性化、農業 

健診等予約サービス、 

住民への情報発信サービス、 

学校給食情報の親への提供サービス 

開 催 日 
５日 

（7/15、8/4、8/30、9/7、9/29） 

５日 

（11/15、12/3、12/21、1/13、1/27） 

事業運営 （一社）コード・フォー・ジャパン（東京都）へ委託 

 

◇「グラレコ講座」の開催  ※グラレコ：グラフィックレコーディングの略  

・参 加 者 ２１名（県 15名、市町 6名） 

・開 催 日 １日（1/13） 

・事業運営 （一社）コード・フォー・ジャパン（東京都）へ委託 

 



                           

〇「山口県データ関係グラフ」可視化基盤の構築 

    データの利活用を促進するため、関連データや事例を検索・可視化できるシステ

ム開発及びデータベース環境を「山口県オープンデータカタログサイト」内に構築

した。 

   ・事業運営 (株)富士通 Japan山口支社（山口市）へ委託 

 

⑥ デジタル人材育成事業 

〇 ＡＩ人材育成プログラム推進事業 「やまぐちＡＩ Ｑｕｅｓｔ」 

ＤＸ推進官民協働フォーラム「デジテック for YAMAGUCHI」の会員を対象とし

て、オンラインによるＡＩ学習プログラムを無料開放するとともに、ＡＩモデル

開発の実践的なスキルを習得するための、ハンズオン勉強会を実施した。 

 

区 分 

[基礎的レベル] [中級的レベル] 

ｅ-Ｌearning講座 

(オンライン型ＡＩスキル学習講座) 
ハンズオン勉強会 

受 講 者 ３４５名（R4.3.31現在） 
２８名 

（ｅ-Ｌearning講座受講者対象） 

コ ー ス 

テ ー マ 

・基礎トレーニングコース 

・実践課題コース 

テーマ 

Ｊリーグ観客動員数予測に挑戦！ 

開 催 日 （会員各自） ３日（10/9、11/13、12/4） 

事業運営 (株)ＳＩＧＮＡＴＥ（東京都）へ委託 

 

〇 ＤＸリーダー育成研修「ローコード研修」の実施 

県・市町職員を対象として、県・市町内でのＤＸリーダーの育成を行うため、

ローコード技術（プログラミングの知識がなくても簡単にシステム開発ができる

アプリ等）を活用した研修を実施した。 

 

区  分 ローコード研修 

参 加 者 ３０名（県 14名、市町 16名） 

研修日程 

①基礎研修       ２日（9/9～9/10） 

②ハンズオン研修 ４日（10月） 

③現場実装研修   ５日（11月～2月） 

④ローコードツール導入支援 １日（2月～3月） 

⑤成果発表会    1日（3月） 

業務改善 

アプリの開発 

・税関係の問い合わせチャットボット 

・管理施設等の利用予約から請求までの一元管理ツール 

・水道施設の位置情報管理システム 

・ＦＡＱサイトの作成 等 

事業運営 (株)ＮＴＴドコモ中国支社山口支店（山口市）へ委託 

 

  



                           

⑦ 関連事業 

〇 (株)ＮＴＴドコモとの５Ｇ協定の締結 

     ・締結日 令和３年６月２１日 

・名 称 「やまぐちＤＸ推進拠点による５Ｇ等を活用した地域課題の解決と 

新たな価値の創造に向けた協定書」 

    ・締結者 山口県、(株)ＮＴＴドコモ、一財)山口県デジタル技術振興財団 

・連携内容 

 ◇やまぐちＤＸ推進拠点における５Ｇ環境の整備、５Ｇソリューションの 

提供・実証・情報提供等に関すること 

◇県内への５Ｇソリューションの展開に関すること 

◇県内への５Ｇ等の新技術の普及促進に関すること 

 

〇「デジタルデバイド対策専門部会」への参画 

・設置日 令和３年９月６日 

    ・部会長 県デジタル推進局長（事務局：県デジタル政策課） 

・構 成 県（デジタル政策課、デジタル・ガバメント課）、市町、 

携帯電話通信事業者（(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、 

ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株)）、 

関係団体（一財）山口県デジタル技術振興財団、山口県市町総合

事務局） 

・事 業 デジタルデバイド対策の取組・事業に係る連携・調整・協働 

 

〇「山口県新たな人づくり推進ネットワーク」への入会 

 ・創設日 令和３年８月１日 

    ・代 表 県知事 

（事務局：県政策企画課新たな人づくり推進室・公財)山口県ひとづくり財団） 

・会 員 人づくりの参画や貢献に意欲のある県内の団体・企業等 

         ６８団体（令和 3年 10月 12日現在）  

・目 的 「山口県新たな人づくり推進方針(令和 3年 3月県策定)」に基づき、

県内の様々な関係者が目指すべき人づくりの方向性や課題認識を共

有し、一体となって取組を推進していく。 

 

〇「デジタルの日」(令和 3年 10月 10日・11日)のＰＲ 

 ・ホームページへの掲載、ポスター(デジタル庁)の掲示 

 

〇 講師派遣 

・派 遣 日 令和４年３月１４日(木) 

・派 遣 先 山口商工会議所「常議員会」 

・派遣者(講師) 財団理事長  

・講演内容 やまぐちＤＸ推進拠点「Ｙ-ＢＡＳＥ」の取組について 



                           

 (2) 未来技術活用推進受託事業（県受託事業） 

山口県における Society5.0 の実現に向け、山口県未来技術活用統括監の配置や５

Ｇ研究会講演会の開催等により、県民や企業、自治体が早期に５Ｇ等未来技術を活用

できるよう取組を推進するため次の事業を行った。 

 

  ① 未来技術活用推進体制整備事業 

昨年度に引き続き、５Ｇ等未来技術の活用を支援するため、「山口県未来技術活用

統括監」を配置し、県、市町、企業等に対して支援、助言を行った。 

 

   〇 配置状況 

    ・ 配置時期 令和２年６月１日から 

    ・ 配置職員 田中貴光（ＮＴＴ西日本(株)から出向） 

・ 配 置 先 県デジタル推進局内他 

    ・ 活動内容 ５Ｇ等未来技術の利活用促進による地域活性化・産業振興 

県のデジタル化推進施策の企画立案 

           市町のデジタル技術等の活用促進 

           ５Ｇ研究会等の企画・運営 

           ５Ｇ基盤整備促進に対する調整、助言 他 

 

  ② ５Ｇ普及促進事業 

    本県における５Ｇの整備及び利活用の推進に向け、５Ｇに対する知見を深めると

ともに、利活用ニーズの掘り起こしを行うため、行政機関、民間企業等を対象とし

た５Ｇに関する「山口県５Ｇ研究会講演会」を県と共催により、令和４年３月１７

日に開催した。 

 

  【セミナーの開催状況】（再掲） 

実施日 令和４年３月１７日(木) 13時 30分～17時 00分 

名 称 山口県５Ｇ研究会～メタバース、ＸＲ(※)、５Ｇの現在と展望について 

会 場 ニューメディアプラザ山口 Ｙ－ＢＡＳＥ・多目的シアター・イベントホール 

内 容 

＜セミナー＞ 

「５Ｇの活用について」 

（(株)ＮＴＴドコモ ５Ｇ．ＩｏＴビジネス部 部長 井上篤弘氏） 

「次世代のコラボレーションを実現する Microsoft Mesh」 

（日本マイクロソフト(株) シニアテクニカルアーキテクト 鈴木敦史氏） 

＜体験会＞ 

「メタバース、ＸＲ、５Ｇ関連体験会」 

「スマート林業体験会」 

参加者 １０１名（リモート参加２０名を含む） 

 ※ＸＲ：ＶＲ（仮想現実）、ＭＲ（複合現実）、ＡＲ（拡張現実の総称） 

 

  



                           

 (3) オープンデータ普及・推進による県民サービスの向上 

   県及び市町が保有する行政データ（オープンデータ）を県民や民間事業者等誰もが

インターネットを通じて容易に利活用できる専用サイト「山口県オープンデータカタ

ログサイト」（令和元年１１月２７日公開）の適切な運用管理を行った。 

   公開データ件数については増加したが、アクセス件数及びダウンロード件数につい

ては、新型コロナ関係の件数の減により、大幅に減少した。 

 

  〇公開データ等の状況 

区    分 令和２年度 令和３年度 増 減 備      考 

公 開 デ ー タ 件 数 332      355       23  

アクセス件数(月平均) 9,436    2,090 △ 7,346 コロナ関連減 

ダウンロード件数(月平均) 474      395    △ 79    〃 

   注）公開データ件数は、各年度末現在。 

 

 

３ 情報通信格差の是正に関する事業 

(1) 民放テレビ放送難視聴解消事業 

  現有資産の適切な維持管理を行った。 

 

 (2) 移動通信用鉄塔施設整備事業 

   携帯電話を利用することが困難な地域（不感地域）対策として設置した岩国市の鉄

塔及び基地局等の通信設備の適切な資産管理を行った。 

 

 

４ ニューメディアプラザ山口の管理運営に関する事業 

(1) 不動産管理運営事業 

   ＮＰＹビルがデジタル技術振興の拠点施設としての役割を果たすため、安定かつ安

全な施設運営に努めた。 
 

  〇「ＮＰＹビル中期（５カ年）修繕計画（令和２～６年度）」の実施 

    ＮＰＹビル中期（５カ年）修繕計画に基づき、劣化が見られたビル外壁廻り（外

壁タイルのひび割れ、シーリング劣化、外部建具の錆等）の大規模修繕工事に着手

するとともに、経年劣化による動作不良のおそれのある自動火災報知設備・非常放

送用設備の更新工事等を実施した。 

 

  



                           

  【令和３年度修繕工事の実施状況】                  （単位:千円） 

工  事  名 計画額 実施額 工期 施工業者 

ＮＰＹビル外壁廻り大規模修繕
工事 

70,000 52,250 
R3.5 
～R4.7 

(株)カシワバラ・コー
ポレーション 
(岩国市) 

ＮＰＹビル自動火災報知設備・
非常放送設備更新工事 

25,000 24,035 
R3.5 
～R4.3 

日本メックス(株)中
国支店(広島市) 

多目的シアター調光器盤更新工
事 

21,000 19,580 
R3.4 
～R4.2 

東芝ライテック(株)
中国システム営業所
（広島市） 

計 116,000 95,865   

   注）ＮＰＹビル外壁廻り大規模修繕工事の実施額は、当初契約額。（令和４年度へ工期延長の

ため令和４年度に実施額確定） 

 

  〇 テナントの入退居状況 

    令和３年度は、大口テナントを含む退居者が３団体（921.31㎡）あったが、県・

山口市、不動産会社等に積極的に働きかけた結果、入居者が４団体（780.28㎡）あ

り、平成３年度末の入居率は 86％（対前年度末比 3ポイント減）となった。 

 

年度 入居数(面積) 退居数(面積) 入居率 備考 

元 ２(160.26㎡) ０(   0㎡) ９４％  

２ ３(135.37㎡) ２(419.91㎡) ８９％  

３ ４(780.28㎡) ３(921.31㎡) ８６％  

     注）入居率は、各年度末現在。 

 

 (2) 利用施設運営事業 

    イベント施設（多目的シアター・イベントホール）について、県「デルタ株感染防

止集中対策期間」において新規受付を中止したことやビル外壁廻り大規模修繕工事の

実施に伴い利用制限を行ったこと等から、イベント施設の利用日数は、前年度とほぼ

変わらなかった。 

 なお、スタインウェイピアノを活用したイベントは、新型コロナウイルス感染防止

対策から今年度も中止した。 

 

【イベント施設の利用状況】 

年度 
多目的シアター イベントホール 

利用日数 ｵｰﾌﾟﾝ日数 利用率 利用日数 ｵｰﾌﾟﾝ日数 利用率 

29 111 324 34% 42 328 13% 

30  88 355 25% 39 359 11% 

元   99 358 28% 22 361  6% 

２   64 326 20%  6 349  2% 

３   63 341 18% 12 354  3% 

     注）令和２～３年度の「オープン日数」は、緊急事態宣言等による貸出中止期間 

等の日数を含む。 



                           

   ミニギャラリー（２階）は、一般向けに生涯学習等の成果の発表の場（作品展示）

として無償提供し、ビル利用者等の交流の場として利活用を図った。 

 

    【ミニギャラリー作品展示者及び展示日数】 11名（組） 213日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業報告の附属明細書 

 令和３年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４

条第３項に規定する附属明細書は、「事業の内容を補足する重要な事項」がないので省略す

る。 


