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ご挨拶
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日頃より協会活動にご支援ご協力賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、今日、デジタル技術が著しい成長を遂げ、社会・経済に大きな変革の波が押し寄せてきています。

各企業の皆様方には、新しい経済活動や差別化の構築のためデジタル化が喫緊の課題と認識されている

ことと存じます。

これらに対応するため、この度、栃木県主催で「地域ITベンダー成長促進事業」がおこなわれることと

なりましたのでご案内いたします。

DX推進の旗振り役として活躍する地域ITベンダーが、AI・IoTなどの先端技術を事業に採り入れ、

製品・サービスとして提供することで、各社のさらなる成長を促すとともに、サービス提供先企業の

生産性向上を図ることを目指しています。つきましては、後述のとおり研修会を開催いたします。

趣旨ご理解いただき、多くの企業様にご参加いただきますようお願い申し上げます。

栃木県情報サービス産業協会

会長 湯澤 正夫

「地域ITベンダー成長促進事業」について



先端技術導入促進業務研修

1. 先端技術動向研修 ＊3回シリーズ
先端技術の紹介、導入事例を座学でご紹介します。

1.1 情報セキュリティの最新動向

1.2 DX（デジタルトランスフォーメーション）の概要 ＊事例2社ご紹介

1.3 データサイエンティストの思考

2. チャットボット研修 ＊2回シリーズ
チャットボットについて、解説や講習を交えて学習します。本講座は初心者向けに、プ
ログラミング経験がなくても理解できるよう構成されています。

研修概要
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１．１ 情報セキュリティの最新動向 概要
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開催日： ２０２２年７月２2日（金） １３：３０～１５：３０

• 研修概要

企業の事業継続に深刻な影響を与えているインシデント状況と対策について
企業の取り得る事前対策や事後対応など事例をもとにご紹介します。

時 間 研修内容

１３：３０ ～ １３：４０
１３：４０ ～ １５：１０
１５：１０ ～ １５：３０

オリエンテーション
座学
アンケート記入

注）時間割は目安です。

前提：ZOOMによるオンライン研修です。ZOOMでの視聴環境をご準備ください。



１．１ 情報セキュリティの最新動向 担当

講師 日本シーサート協議会
運営委員 倉持 愼一郎 様

・経歴

大手ＩＴ企業にて、５千人規模のCSIRT構築から
運営に従事、CSIRT構築の責任者。
また、セキュリティ分野の新規事業開発の責任者としての
経験も豊富。
外部活動では、日本シーサート協議会にて2018年より
運営委員、地区活動員に就き、日本国内のCSIRTの
成熟度向上に向けたコミュニティを運営。
本分野での人脈豊富。
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• 研修概要

DX（デジタルトランスフォーメーション）を理解し、取組企業の先進事例を
学習し、DXについて理解を深めます。

１．２ DX（デジタルトランスフォーメーション）の概要
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開催日： ２０２２年８月５日（金） １３：３０～１６：３０

時 間 研修内容

１３：３０ ～ １３：５０
１３：５０ ～ １５：００

（１０分休憩）
１５：１０ ～ １６：２０

１６：２０ ～ １６：３０

はじめに DXの概要
DX事例（１）
金剛株式会社 様

DX事例（２）
株式会社カワトT.P.C. 様

アンケート記入

注）時間割は目安です。

前提：ZOOMによるオンライン研修です。ZOOMでの視聴環境をご準備ください。



１．２ DXの概要 事例紹介（１）

講師 金剛株式会社
代表取締役社長 田中 稔彦 様
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出典「金剛株式会社」
https://www.kongo-corp.co.jp/index.html

企業情報 熊本県熊本市

創業：1947年（昭和22年） 設立： 1951年

主製品：丸ハンドル式移動棚

自立棚、展示什器、資料保存用品

デジタルコンテンツ整備委託業務

年 商：76億3700万円（2021年9月）

従業員：300名

https://www.kongo-corp.co.jp/index.html


１．２ DXの概要 事例紹介（２）
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企業情報 山口県岩国市

設立： 1989年7月

年 商：56億円（2022年3月）

従業員：375名

講師 株式会社カワトT.P.C. 
専務取締役 桐田 直哉 様

出典「株式会社カワトT.P.C.」
https://www.kwt-tpc.co.jp/

主製品：樹脂加工事業

・住宅関連給水給湯プレハブ配管品の

企画及び製作、付帯関連の事業

テクマック事業

・NC旋盤、マシニングによる

金属加工製品製作、付帯関連業務

http://　　https:/www.kwt-tpc.co.jp/


１．３ データサイエンティストの思考 概要

前提：ZOOMによるオンライン研修です。ZOOMでの視聴環境をご準備ください。
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開催日： ２０２２年８月１９日（金） １３：３０～１５：３０

• 研修概要

ビックデータを活用し、データ解析から新たな価値を創出するために、データ
サイエンティストの思考プロセスを事例をもとに解説します。

注）時間割は目安です。

時 間 研修内容

１３：３０ ～ １３：４０
１３：４０ ～ １５：１０
１５：１０ ～ １５：３０

オリエンテーション
座学
アンケート記入



１．３ データサイエンティストの思考 担当

講師 富士通株式会社 コンバージングテクノロジー研究所
プリンシパル・エキスパート 渡部 勇 様

・経歴

1987年 富士通株式会社 国際情報社会科学研究所 入社
現在、富士通研究所 コンバージングテクノロジー研究所

情報検索、自然言語処理、テキストマイニング、機械学習、
AIなどの基盤技術研究のほか、発想支援、ナレッジマネジメント、
特許分析、需要予測、マーケティング、予知保全、船舶衝突
検知などの応用研究・実践研究に従事。
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開催日： １回目 ２０２２年９月 ９日（金） １３：３０～１６：３０

２回目 ２０２２年９月１６日（金） １３：３０～１６：３０

• 研修概要

問合せシステムとして活用されるチャットボットの基本操作について学習します。

２．チャットボット研修 概要

前提：受講者は各自、PC（Windows）をご準備ください。
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１日目 ２日目

• 座学
チャットボット概論

• 講習
環境準備他

• 座学
１日目振り返り、ＡＩチャットボットとは等

• 講習
チャットボットの設定

• アンケート記入



２．チャットボット研修 担当
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講師 チャットプラス株式会社

主な事業
●「ChatPlus」の開発、提供
●チャットボット作成代行
● AI導入支援を展開。

ご導入実績16,000社(2022年6月現在)突破、
チャット・チャットボット業界で圧倒的なシェアを誇る「ChatPlus」の開発、提供を行っています。
カスタマーサポート、社内へププデスク、Webマーケティング施策等でご活用いただいております。



開催概要

• 開催方法：オンライン研修方式 Zoomを使用

• 日程： ５日間コース（前項にて案内の通り）

• 定員： ２０名限定（申し込み先着順とさせていただきます）

• 参加費： ５，０００円（計５回分／ １名あたり）

• 入金方法：銀行振込（申し込んで頂いた方に振込先を連絡します）

• 申し込み方法：本メールを返信ください

• その他：テキストはメール送付もしくはダウンロードでの提供を予定
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注意事項 研修の参加について（1）
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• 受講される方は、ご自身のパソコンの環境をご準備願います。

PCは、Windows 10 （OS）のインストールされた環境をご準備ください。

ブラウザは、Microsoft Edge 、 Google Chrome 、 Firefox 、Safariをご準備ください。

チャットボット研修を受講される方は、登録用のメールアドレスをご用意ください。

• 今回は入門編基礎講座となりますのでスキルの指定はございません。技術者以外

の方でも受講できるようレクチャーいたします。



注意事項 研修の参加について（2）
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• 研修前日までに、研修（Zoom）環境を通知いたしますので、研修の申込時に、各自の

メールアドレスをお知らせください。申込時に記載をお忘れのないようお願いいたします。

その他、ご不明な点がございましたら、運営事務局までお問い合せください。

事務局： 久保田（クボタ） E-mail: tisatisa@tisia.or.jp TEL：090-2547-1852

運営担当： E-mail: ken-g@tisia.or.jp

mailto:tisatisa@tisia.or.jp

