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<<中国情報通信懇談会／会員情報>>
★会員限定！Ustream 配信
以下の研究会の模様をライブ配信しますので、是非ご覧ください！
また、録画によるアーカイブもご覧いただけます。
<< 第２回 島根研究会 >>
配信 URL：http://www.ustream.tv/channel/コンテンツ研究会島根
日 時：平成 27 年 5 月 12 日(火)13:30～15:30（意見交換会の配信はありません。）
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：●●●●●
<< 第３回 山口研究会 >>
配信 URL：http://www.ustream.tv/channel/コンテンツ研究会山口
日 時：平成 27 年 5 月 15 日(金)13:30～15:30（意見交換会の配信はありません。）
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：●●●●●

松江市及び山口市において
『地域経済活性化に資する放送コンテンツの
海外展開促進研究会』を開催
中国総合通信局（局長:黒瀬泰平）は、中国情報通信懇談会（会長：山下 隆）と共同で、
放送コンテンツの海外展開を積極的に支援し、中国地域経済の活性化に貢献するため、
「地域経
済活性化に資する放送コンテンツの海外展開促進研究会」を設置しました。
本研究会は、総務省における放送コンテンツの海外展開政策に対する認識と理解を深めていた
だくとともに、地域の自治体、企業、放送事業者等が連携し、海外展開に向けた課題やその方策
について探ることを目的とするものです。
ついては、松江市及び山口市において、それぞれ第２回及び第３回研究会を以下のとおり開催
します。
なお、第１回研究会は、４月２４日に岡山市で開催予定です。
【第２回 島根研究会 開催概要】
１ 日時 平成２７年５月１２日（火）
１３時３０分から１６時００分まで（開場 １３時）

２ 会場 島根県民会館 ３０３会議室（松江市殿町１５８）
３ 内容
＜コーディネーター＞
島根大学 法文学部 教授 野田 哲夫 氏
＜セッション＞
(1)「総務省における放送コンテンツ海外展開の政策について」
（仮題）
発表者：総務省（予定）
(2)「北海道の放送コンテンツ海外展開と地域連携
～海外発信から見えてきたもの～」
発表者：北海道テレビ放送株式会社 国際メディア事業部長 高橋 一之 氏
(3)「Pride Fish ～日本の魅力あふれる誇りの魚～ 海外展開プロジェクト」
発表者：山陰中央テレビジョン放送株式会社
東京支社営業部 専任副部長 岡本 敦 氏
(4) 意見交換会
【第３回 山口研究会 開催概要】
１ 日時 平成２７年５月１５日（金）
１３時３０分から１６時００分まで（開場 １３時）
２ 会場 翠山荘 ２階会議室 カトレア（地方職員共催組合施設）
（山口市湯田温泉３－１－１）
３ 内容
＜コーディネーター＞
広島大学 情報メディア教育研究センター 准教授 児玉 明 氏
＜セッション＞
(1)「総務省における放送コンテンツ海外展開の政策について」
（仮題）
発表者：総務省 （予定）
(2)「地域連携による放送コンテンツ海外展開事例」
（仮題）
発表者：株式会社ブレイン 執行役員 兼 プロデューサー 古川 直正 氏
(3)「ＬＯＶＥ！＠瀬戸内海 世界プロジェクト」
発表者：株式会社瀬戸内海放送 ビジネス開発ユニット（東京支社） 岡 薫 氏
(4) 意見交換会
＜以下、第２回・第３回研究会共通＞
４ 対象者
地方自治体の観光・商工部門担当、観光協会関係者、商工会関係者、放送事業者、ＣＡ
ＴＶ事業者
なお、一般の方の参加も可能です。
５ お問い合わせ先
本研究会への参加希望、または、問い合わせ先は以下のとおりです。
なお、第２回及び第３回の双方、または、どちらか一方のみの参加も可能です。
◆ 電 話：０８２－２２２－３４７１（情報通信連携推進課）

◆ メール：renkei-rd/atmark/soumu.go.jp
＊迷惑メール対策として「@」を「/atmark/」と表記しています。
送信の際には、
「@」に変更してください。
６ 詳細は別添チラシをご参照ください。

【参考】
・
「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業」概要 ･･･ 別紙
・第１回「地域経済活性化に資する放送コンテンツの海外展開促進研究会」開催概要
URL: http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2015/01sotsu08_01000362.html

※第２回及び第３回研究会終了後、中国経済産業局による「地域経済活性化に資する
放送コンテンツ等海外展開支援事業費補助金」
（J-LOP＋）説明会が開催されます。

第２回

～ 放送コンテンツの海外市場への展開による
中国地域経済の活性化を探る ～
中国総合通信局（局長:黒瀬泰平）は、中国情報通信懇談会（会長：山下 隆）と共同で、
放送コンテンツの海外展開を積極的に支援し、中国地域経済の活性化に貢献するため、「地域経済活性化に
資する放送コンテンツの海外展開促進研究会」を設置しました。
本研究会は、総務省における放送コンテンツの海外展開政策に対する認識と理解を深めていただくととも
に、地域の自治体、企業、放送事業者等が連携し、海外展開に向けた課題やその方策について探ることを目
的とするものです。
ついては、松江市において、第２回研究会を以下のとおり開催します。
なお、第１回研究会は、平成２７年４月２４日、岡山市において開催予定です。

13:30～16:00

【日

時】

平成２７年５月12日（火）

【場

所】

島根県民会館 ３０３会議室（松江市殿町１５８）

【対

象】

（開場 13:00）

地方自治体の観光・商工部門担当、観光協会関係者、商工会関係者、
放送事業者、ＣＡＴＶ事業者、一般の方（５０名）

＊本研究会終了後、中国経済産業局による「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業費
補助金」（J-LOP＋）説明会が開催されます。

5/12 放送コンテンツ海外展開促進研究会 ｉｎ しまね
出欠連絡票
FAX または E-mail にてご連絡ください。
島根研究会に

参加

・ 不参加

(※どちらかに○)

※不参加の場合は、恐れ入りますが、今後、研究会等のご案内を差し上げ
たいと存じますので、代表連絡者（窓口担当者様）の欄のみ記載してください。
電子メールによる参加のご連絡は、
件名を 「放送コンテンツ海外展開促進研究会 ｉｎ しまね参加希望」とし、
代表連絡者の ① 所属 ② 役職 ③ 氏名 ④ 電話番号 ⑤ 連絡用メールアドレス 、
参加者の ⑥役職 ⑦氏名を記載の上、

renkei-rd@soumu.go.jp
まで、送信してください。
※不参加の場合は、代表連絡者（窓口担当者様）についてのみ記載してください。

ＦＡＸによるお申し込み

ＦＡＸ番号： ０８２－５０２－８１５２
代表連絡者

ご所属
お名前
お役職
電話番号
E-mail
お役職

お名前

参
加
者

※ いただいた個人情報は本研究会を開催する連絡用にのみ使用させていただきます。
【主 催】 総務省中国総合通信局 中国情報通信懇談会
【お問い合わせ先】 放送コンテンツ海外展開促進研究会 事務局
（中国総合通信局 情報通信連携推進課）
電話: 082-222-3471 mail: renkei-rd@soumu.go.jp

第３回

～ 放送コンテンツの海外市場への展開による
中国地域経済の活性化を探る ～
中国総合通信局（局長:黒瀬泰平）は、中国情報通信懇談会（会長：山下 隆）と共同で、
放送コンテンツの海外展開を積極的に支援し、中国地域経済の活性化に貢献するため、「地域経済活性化に
資する放送コンテンツの海外展開促進研究会」を設置しました。
本研究会は、総務省における放送コンテンツの海外展開政策に対する認識と理解を深めていただくととも
に、地域の自治体、企業、放送事業者等が連携し、海外展開に向けた課題やその方策について探ることを目
的とするものです。
ついては、山口市において、第３回研究会を以下のとおり開催します。
なお、第１回研究会は４月２４日に岡山市で、また、第２回研究会は５月１２日に松江市で、それぞれ開催予定
です。

【日 時】
【場 所】
【対

象】

平成２７年５月1５日（金）

13:30～16:00
（開場 13:00）

翠山荘 ２階会議室 カトレア （地方職員共催組合施設）
（山口市湯田温泉３－１－１ ）
地方自治体の観光・商工部門担当、観光協会関係者、商工会関係者、
放送事業者、ＣＡＴＶ事業者、一般の方（５０名）

＊本研究会終了後、中国経済産業局による「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業費
補助金」（J-LOP＋）説明会が開催されます。

5/15 放送コンテンツ海外展開促進研究会 ｉｎ やまぐち
出欠連絡票
FAX または E-mail にてご連絡ください。
山口研究会に

参加

・ 不参加

(※どちらかに○)

※不参加の場合は、恐れ入りますが、今後、研究会等のご案内を差し上げ
たいと存じますので、代表連絡者（窓口担当者様）の欄のみ記載してください。
電子メールによる参加のご連絡は、
件名を 「放送コンテンツ海外展開促進研究会 ｉｎ やまぐち参加希望」とし、
代表連絡者の ① 所属 ② 役職 ③ 氏名 ④ 電話番号 ⑤ 連絡用メールアドレス 、
参加者の ⑥役職 ⑦氏名を記載の上、

renkei-rd@soumu.go.jp
まで、送信してください。
※不参加の場合は、代表連絡者（窓口担当者様）についてのみ記載してください。

ＦＡＸによるお申し込み

ＦＡＸ番号： ０８２－５０２－８１５２
代表連絡者

ご所属
お名前
お役職
電話番号
E-mail
お役職

お名前

参
加
者

※ いただいた個人情報は本研究会を開催する連絡用にのみ使用させていただきます。
【主 催】 総務省中国総合通信局 中国情報通信懇談会
【お問い合わせ先】 放送コンテンツ海外展開促進研究会 事務局
（中国総合通信局 情報通信連携推進課）
電話: 082-222-3471 mail: renkei-rd@soumu.go.jp

地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業
施策概要
○ 安倍政権の重要な政策課題である「地域の活性化」や「観光立国の推進」などを加速化させるため、関係省庁とも連携して
地域経済の活性化に資する放送コンテンツの海外展開を強力に支援し、経済の好循環の波を全国に広げることにより日本
経済の再生に貢献する。
○ 具体的に、国内外の関係機関とも幅広く連携しながら、「地域の活性化」、「訪日外国人観光客の増加」（「ビジットジャパ
ン」）や「日本食・食文化の魅力発信」、「日本の最先端の音楽・ファッション等の発信」 （「クールジャパン」）等を目的とした
放送コンテンツを製作し、海外に継続的に発信するモデル事業等を支援。

観光資源

○民間企業等が主体となり、
モデル事業等を実施。

・放送局
・番組製作会
社

連携

⾳楽・
ファッション
地域資源や⽇本⾷

周辺・地域産業

放送

海外への継続的な
発信
関係機関との連携

⽇本⾷の消費拡⼤
現地での⽇本の
製品やサービス等の
消費拡⼤

配信

⽇本ファンの
拡⼤

地域の活性化
交流⼈⼝の拡⼤

訪⽇観光客の増加

