第７回

ふくおか DX 祭り in SRP
皆で考え、教え合い、発展させるDX

３年ぶりの現地開催決定！
福岡 DX コミュニティ 最大のイベント、今年度は『 第 7 回 ふくおか DX 祭り in SRP 』と名称も新たに開催いたしま
す（ 旧イベント名：ふくおか AI・IoT 祭り in SRP ）。有識者による DX の最新活用事例の講演、出展企業によるソリュー
ションの紹介、そして交流会（名刺交換会）を感染症対策を徹底して実施します。
ここでしか得られない貴重な情報や人脈、ビジネスチャンスを探しにぜひご来場ください！

2022

11.11
会場 :

金

10:00-17:30 講演・展示会・ワークショップ
17:40-18:40 交流会

福岡 SRP センタービル 2F （福岡県福岡市早良区百道浜 2-1-22）

参加
無料

主催 : 福岡 DX コミュニティ（公益財団法人 九州先端科学技術研究所（ISIT）
・特定非営利活動法人 QUEST・福岡市 )
写真提供：株式会社福岡ソフトリサーチパーク

福岡 DX コミュニティ事務局 ：

お問い合わせ

公益財団法人 九州先端科学技術研究所
担当 ： 吉良 ・ 清水 ・ 西依
TEL: 092-852-3453 E-mail: fdx-team@isit.or.jp

イベント特設ページ
ＱＲコードから

事前に参加申し込みをお願いします。詳細はイベント特設ページをご覧ください。https://www.ﬁtco.jp/matsuri2022

第 7 回ふくおか DX 祭り in SRP「皆で考え、教え合い、発展させる DX」
基調講演

10:10 〜 11:00

13:00 〜 13:50

株式会社 DX パートナーズ
福岡 DX コミュニティ会長

シニアパートナー＆代表取締役 デジタル庁
デジタル臨時行政調査会事務局
村上 和彰

デジタル時代に適した
ビジネスの像 ( かたち ) の「32 個の型」

DX の "X" ( 変革 ) を皆さんが定義する際、これを 4 つの

主査

吉澤 祥子 氏

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」
について
我が国での近年経済成長の停滞等の一因はデジタル化の

変革に分解して検討されることをお勧めしています。

遅れにあると言われています。また、少子高齢化により、

その変革 1 は「デジタル時代に適したビジネスの像 ( か

各種産業の現場における人手不足が進むおそれもあり、

たち ) への変革」となりますが、具体的な像の中から典

こうした現状を打開するため、昨年、「デジタル臨時行政

型的なものを 32 個抽出・標準化して「32 個の型」とし

調査会」が設立されました。デジタル改革、行政改革、

て定義しています。本講演ではこの「32 個の型」の中

規制改革を計画的かつ効果的に進めるための取組方針を

PHOTO

からいくつかを選んでご紹介し、皆さんの DX への挑戦

示す「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」
について御紹介します。

のお役に立つことを目指します。

一般講演
11:00

トークセッション

株式会社グッデイ

代表取締役社長

柳瀬 隆志氏

×

福岡 DX コミュニティ会長

13:50 「
『地球みまもりプラットフォーム』のご紹介と地球社会への貢献について」
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 第３研究部門 UNVS 開発部

統括部長

村上 和彰

堀井 昭浩 氏

15:20 「ソフトバンクの e-kakashi による農業 DX の取り組み
〜日本の農業に、最先端技術と科学的アプローチを 露地栽培で収量 1.6 倍に貢献したヒミツ〜」
ソフトバンク株式会社 技術企画開発統括部 CPS 技術企画部 担当部長 戸上 崇 氏
15:50 「営業 DX とリスキリング」 ブリッジインターナショナル株式会社

代表取締役社長

吉田 融正 氏

16:20 「福岡市中小企業等 DX 促進モデル事業からの報告」 福岡市中小企業等 DX 促進モデル事業 2022 年度 採択企業
17:00 「福岡市の DX の取組みについて」 福岡市 総務企画局 DX 戦略部 DX 戦略課 課長
展示会一覧

体験型ワークショップ

株式会社ミラリンク／コネクシオ株式会社／日精株式会社／株式会社 Filot
株式会社コア 九州カンパニー／株式会社 ネクストシステム
株式会社ティーネットジャパン／ソフトバンク株式会社
株式会社ゼロイチハッカー／コスミックビジネス株式会社
株式会社協栄エレクトロニクス／ＪＴＰ株式会社
有限会社アイ・ティ・ファクトリー／株式会社アクト
正興 IT ソリューション株式会社／株式会社 CenterQ ／株式会社ミックウェア
マイクロコート株式会社／ CDLE 福岡／株式会社 CodeLovers Vietnam
有限会社 アーパス／ NTT 西日本 (With 販売パートナー )
ウィットシステムズ株式会社／株式会社 DTS インサイト
凸版印刷株式会社／株式会社 Regnio ／株式会社リサーチアンドソリューション
株式会社 Secual ／株式会社 KLleon ／福岡エレコン交流会
福岡商工会議所／福岡市 DX 促進モデル事業
独立行政法人情報処理推進機構／学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ
株式会社パソナ／特定非営利活動法人 QUEST ／九州先端科学技術研究所
主催
共催
協賛
後援

橋本 康範 氏

どなたでも参加可能な無料のワークショップです！
11:00『エクセルから始めるデータ分析の初歩』 主催：エコー電子工業
今まで、データ分析をやったことない方や難しいと感じている悩みを解決する
一歩となるようなワークショップとなっております

14:00『DX と見落とされがちなセキュリティについて』 主催：IPA

DX についてはもちろんですが、意外と見落とされがちなセキュリティについても
学べるワークショップとなっております

16:00『皆で考える DX の課題をコミュニティでどう解決するか』主催：OneKyushuDX
参加者同士で対話を行いながら DX の課題をコミュニティでどう解決するのか
考える座談会となっておりどなたでも参加可能です。
展示会では各企業のソリューション等をご紹介しています。
また、出展者等によるピッチセッションも開催します。
詳細はイベント特設ページをご覧ください。
https://www.ﬁtco.jp/matsuri2022/

福岡 DX コミュニティ／公益財団法人 九州先端科学技術研究所（ISIT）／特定非営利活動法人 QUEST ／福岡市
株式会社福岡ソフトリサーチパーク／ビッグデータ & オープンデータ・イニシアチブ九州（BODIK）／株式会社 DX パートナーズ
HISCO（ハイテクノロジー・ソフトウェア開発協同組合）九州支部／ IEEE Fukuoka Section
福岡商工会議所／福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.）／一般社団法人 DELIA ／一般財団法人 九州オープンイノベーションセンター／一般社団法人 情報処理学会 九州支部

会場︓福岡SRPセンタービル
福岡市早良区百道浜2-1-22

西鉄バス︓
医師会館・ソフトリサーチパーク前バス停
博多駅から約20～35分
天神から約15分
藤崎から約10分

イベント事務局︓
公益財団法人九州先端科学技術研究所

担当:吉良・清水・西依
TEL:092-852-3453 E-mail:fdx-team@isit.or.jp
fdx.community20221013

