
 

平成２６年度 事業報告 
 

 中国情報通信懇談会は、中国地域における情報通信の普及促進に資することを目的に活動してい

ます。 

 第２９回総会において決定された事業計画に基づき、講演会、セミナーを始め、Ｃ－ＬＩＮＥを

利用して会員に対する情報提供等を実施するとともに、地域におけるＩＣＴの利活用、ブロードバ

ンド・コンテンツの充実・流通の促進に向けた啓発活動などを中心に取り組みました。 

平成２６年度に実施した事業の概要は次のとおりです。 

 

１ 中国情報通信懇談会第２９回総会 

 平成２６年６月２日に「ＡＮＡクラウンプラザホテル広島」で開催し、平成２５年度の事業報

告等の承認を受けるとともに、平成２６年度の事業計画及び予算等を決定し、役員の選任を行い

ました。 

 

２ 会員に対する情報提供 

(1) ＨＰの活用 

 懇談会主催（部会を含む）行事等の開催案内や開催報告、支援事業、後援事業等について、

可能な限りホームページに掲載するよう努めました。 

 また、会員以外の一般の方の意見も懇談会の事業運営等に反映することが可能となるように

「ご意見ボタン」を設けるとともに、各種セミナーの模様やアンケート結果をホームページに

掲載しています。 

 

(2) Ｃ－ＬＩＮＥ等の発行 

会員向けメールマガジン（Ｃ－ＬＩＮＥ）は、懇談会主催行事や会員からの情報提供、情報

通信に関する中央・地方情報、最新の行政施策・制度等を掲載し、電子メールにより年間５７

回発行しました。 

 

(3) 電子メール等による情報交換 

 中国情報通信懇談会主催のセミナー、講演会、展示会等について、会員を中心に広く参加を

呼びかけ、最新情報の提供を図るとともに、電子メールにより会員相互の情報提供や意見交換

及び懇談会事業に対する意見、要望等の収集に努めました。 

 

３ 普及・啓発活動   

(1) 懇談会事業・支援事業等 

 会員をはじめ、地方自治体職員及び企業関係者などを対象に地域情報化セミナーや展示会等

を実施しました。これらの企画・運営にあたっては、地方自治体をはじめ関係団体や会員等の

協力により、経費の削減に努めながら実施しました。 



①懇談会事業 

懇談会事業として次の３事業を実施しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月 2日 第 29 回総会 広島市 73名 懇談会-01 

2 11月20日 オープンデータセミナーinしまね 松江市 90名 懇談会-02 

3 2月25日 最先端ＩＣＴ利活用シンポジウム 広島市 70名 懇談会-03 

 

②支援事業 

セミナー、フォーラム等、次の１４事業に支援しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月28日 
公共業務・危機管理業務への 

ＭＣＡ利活用セミナー広島 
広島市 76名 支援-01 

2 6月4日  マルチメディア講演会 山口市 162名 支援-02 

3 6月19 日 スマート観光体験バスツアー 
出雲市

大田市 
41名 支援-03 

4 
7月2 日、 

3日  
自治体フェア２０１４ 広島市 146名 支援-04 

5 7月18日 ＩＴ市場活性化促進セミナー 宇部市 42名 支援-05 

6 9月10日 自治体職員研修会 (取下げ)  （取下げ） 支援-06 

7 7月9日 
学生ＩＣＴ起業プラン・ 

ブラッシュアップセミナー 
広島市 61名 支援-07 

8 

8月18日、

20日、 

10月13日 

夏休み親子見学会 ～ラジオづくりコース～ 

第２回びっくりわくわくサイエンスショー 

 ～ラジオ工作体験～ 

広島市

呉市 
39名 支援-08 

9 9月6日 ＣＡＴＶ利活用に関する市民啓発及び展示会 出雲市 約1500名 支援-09 

10 

 

11月25日 

 

平成２６年度鳥取県地域情報化セミナー 米子市 約150名 支援-10 

11 
7月1日～ 

12月26日 
岡山スマホアプリコンテスト２０１４ 岡山市 約100名 支援-11 

12 3月3日 情報通信セミナー ｉｎ 広島 ２０１５ 広島市 56名 支援-12 



13 3月19日 ＩＴＳに関わる講演会 広島市 72名 支援-13 

14 
7月1日～ 

3月31日 

トレイルランニング大会における 

位置情報確認技術実証実験 

三原市 

廿日市市 

呉市 

延べ 

約60名 
支援-14 

 

③後援事業 

セミナー、フォーラム等、次の７事業を後援しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月 22日 情報セキュリティ政策と個人情報保護セミナー 広島市 89名 後援-01 

2 7月 4日 ＩＰｖ６セミナー２０１４ Summer 広島市 93名 後援-02 

3 10月 21日 電波の安全性に関する説明会 出雲市 50名 後援-03 

4 10月 27日 装着型デバイス活用セミナー 福山市 70名 後援-04 

5 11月 21日 広島ビジネスアイデアソン 広島市 60名 後援-05 

6 
11月 13日 

～14日 
RubyWorld Conference２０１４ 松江市 876名 後援-06 

7 2月 6日 IPv6セミナー２０１５ Winter 広島市 55名 後援-07 

 

④情報通信月間行事 

 情報通信月間（平成２６年５月１５日～６月１５日）中の取り組みとして、セミナー、フォ

ーラム等、次の９事業を実施しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月 22日 情報セキュリティ政策と個人情報保護セミナー 広島市 89名 後援-01 

2 5月28日 
公共業務・危機管理業務への 

ＭＣＡ利活用セミナー広島 
広島市 76名 支援-01 

3 5月 29日 非常通信セミナー 広島市 140名 電波-01 

4 6月4日 マルチメディア講演会 山口市 162名 支援-02 

5 6月 19日 ユビキタス・フォーラム’14.06 広島市 106名 電波-02 

6 6月19 日 スマート観光体験バスツアー 
出雲市

大田市 
41名 支援-03 

7 6月 27日 Ｇ空間・ビッグデータセミナー 広島市 101名 地コ-02 



8 
7月2 日、 

3日 
自治体フェア２０１４ 広島市 146名 支援-04 

9 7月 4日 ＩＰｖ６セミナー２０１４ Summer 広島市 93名 後援-02 

 

 

４ 部会活動   

(1) 地域情報化・コンテンツ部会 

①目的 

 中国地域における地域情報化の動向、情報化の在り方及びデジタルコンテンツの流通促進等

について調査研究するとともに、地域情報化・コンテンツビジネスの促進などに関する情報提

供を通じて、地域情報化の推進、コンテンツ流通の促進に寄与することを目的としています。 

②部会の構成 

部会長：島根大学法文学部 教授 野田 哲夫 

幹事：６名  事務局：総務省中国総合通信局 情報通信部情報通信振興課 

③活動の概要 

 情報通信の普及やコンテンツ流通を促進するため、次の６事業を実施しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月14日 
ＩＣＴ街づくり推進会議 地域懇談会＠中国 

視察研修会 
米子市 10名 地コ-01 

2 6月27日 Ｇ空間・ビッグデータセミナー 広島市 101名 地コ-02 

3 2月 2日 教育情報化セミナーｉｎ松江 松江市 116名 地コ-03 

4 2月 10日 地域ＩＣＴ利活用普及促進セミナーｉｎ岡山 岡山市 103名 地コ-04 

5 3月 10日 コンテンツ・セミナー２０１５ ｉｎ広島 広島市 100名 地コ-05 

6 3月 11日 
サイバーセキュリティセミナーｉｎ松江 

２０１５ 
松江市 97名 地コ-06 

  また、ＩＣＴ利活用の促進を支援するため、会員の方々あてＩＣＴを活用したソリューショ

ンを年２回募集し、上期では１９者、計９０件のソリューション、下期では１９者、計８６件

のソリューションを懇談会ＨＰに掲載するとともに、中国総合通信局の協力を得て、中国地域

の地方公共団体に情報提供いたしました。 

 

(2) 電波利用促進部会 

①目的 

 中国地域における電波利用の在り方、普及促進並びに新たな電波利用システムの開発などに

ついて調査研究、情報交換などを行うことにより、地域の情報化に寄与することを目的として

います。 

②部会の構成 

部会長:広島国際大学工学部 教授 川上 用一 

幹事５名、顧問１名   事務局：総務省中国総合通信局 無線通信部企画調整課 



③活動の概要 

 情報通信及び電波を利用した情報通信技術に関する事業として、次の６事業を実施しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月 29日 非常通信セミナー 広島市 140名 電波-01 

2 6月 19日 ユビキタスフォーラム’14.06 広島市 106名 電波-02 

3 10月 2日 防災情報通信セミナー 岡山市 140名 電波-03 

4 11月28日 電子タグ(RFID)利活用研究フォーラム 福山市 65名 電波-04 

5 1月 21日 
平成２６年度第４回 

医療福祉機器技術事業化交流会 
広島市  78名 電波-05 

6 3月 18日 観光情報通信セミナー 鳥取市 52名 電波-06 

 

(3) 放送部会 

①目的 

 デジタル技術の進展や社会経済のボーダーレス化を背景に、放送分野は変革期にあり、国民

生活に不可欠な情報を提供するメディアとして放送の役割は一段と強まっています。 

このような中、中国地方の放送メディアの健全な発展と利活用の充実を目指し、地域におけ

る放送メディアのあり方、新たな放送サービスや技術の動向等を学ぶ取り組みとして講演会を開催し、

放送メディアの健全な推進に寄与することを目的としています。 

②部会の構成 

部会長:広島市立大学大学院情報科学研究科 教授 吉田 彰顕 

事務局:総務省中国総合通信局 放送部放送課  

③活動の概要 

  放送の新しいサービスとして期待されているスマートテレビや４Ｋ８Ｋなどの最新動

向や、地域における放送メディアのあり方、様々な要因から発生する電波障害や混信妨害

の事例と発生メカニズムなどに関するセミナーを開催しました。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

１ 
8月 8日 第１回 放送と通信の連携などに関わる講演会 広島市 108名 

放送-01 

1月 16日 第２回 放送と通信の連携などに関わる講演会 広島市 106名 

2 12月 5日 放送セミナー２０１４ 広島市 100名 放送-02 

3 2月 27日 平成２６年度 放送技術セミナー 米子市 81名 放送-03 

 

(4) 電波の日・情報通信月間推進部会 

①目的 

 平成２６年度電波の日・情報通信月間の記念式典を開催するとともに、「電波の日・情報通

信月間」の意義等について広報活動を通じて広く国民に周知することを目的としています。 

②部会の構成 

部会長: 株式会社中国放送 取締役企画総務局長 下畠 英治 



幹事２１名    事務局:総務省中国総合通信局 総務部総務課企画広報室 

③活動の概要 

 次の事業について中国総合通信局と協力して実施した。 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月 2日 平成２６年度電波の日・情報通信月間記念式典 広島市 250名 情報-01 

  新聞広告、ポスター掲示、報道発表の実施    

 

 ５ 組織運営等   

(1) 運営委員会 

第１回  平成２６年７月２５日に「ＫＫＲホテル広島」で開催し、平成２６年度事業の具

体的計画について審議・決定しました。 

第２回  平成２７年３月２５日に「総務省中国総合通信局」で開催し、平成２６年度事業

の報告及び決算報告、平成２７年度の事業計画案及び予算案等について審議・確認

しました。 

 

(2) 新規会員の獲得 

 懇談会の各事業の実施機会をとらえて、入会案内を配布し加入促進に努めました。 

また、各事業の実施にあたり、企画内容に関係する団体・企業などとの連携促進に努めまし

た。 

その結果、今年度は新規一般会員の入会は３件ありました。 

また、退会にあたっては慰留に努めましたが、５件ありました。 

 

６ その他   

(1)表彰  

懇談会事業や地域のＩＣＴの推進に功績が認められた次の１団体、２個人を第２９回総会に

おいて表彰しました。 

被表彰者・団体（敬称略） 

【団体】特定非営利活動法人広島アニメーションシティ 

【個人】石井 克典 （公立鳥取環境大学 環境学部 環境学科 教授） 

 【個人】椿  康和 （国立大学法人広島大学 教授） 

 

 


