平成２６年度「支援事業委員会」事業実施状況一覧
■支援事業（第一次及び第二次募集案件）の概要
開催月日
開催場所

事

業

内

容

「ビッグデータ時代の自然言語処理」と「モバイル
データ通信をめぐる政策動向」に関するセミナー

H26.5.20
宮城県
仙台市

東北地域の電気通信事業者及び情報サービス事業者向
けに講演会を開催
・演題：「モバイルデータ通信をめぐる政策動向」
講師：東北総合通信局 情報通信部
電気通信事業課長 岡 元紀 氏
・演題：「ビッグデータ時代の自然言語処理」
講師：東北大学大学院 情報科学研究科
教授 乾 健太郎 氏

主催団体等

参加
人数

【主催】
・一般社団法人テレコム
サービス協会東北支部
【共催】
・東北情報通信懇談会
【後援】
・東北総合通信局
・一般社団法人日本ケー
ブルテレビ連盟東北支
部
・宮城県インターネット
サービス協会

46 名

「いわてＩＣＴフェア２０１４」
東日本大震災津波からの復興や地域活性化に役立つＩ
ＣＴの利活用について、最新技術や製品を見て、触って、
体験できる展示会及びセミナーを開催。

H26.6.6
岩手県
盛岡市

[第一部]
・講演：
「地域保健医療情報化 温故知新 釜石市での在
宅健康管理システム“うらら”を振り返る」
講師：盛岡赤十字病院
健康部長 鎌田 弘之 氏
・講演：
「保健医療福祉分野での地域情報化のあるべき姿」
講師：ＮＰＯ法人 日本遠隔医療協会
理事長 長谷川 高志 氏
・事例紹介：「展示ブースの福祉に係るサービス紹介」

【主催】
・岩手県
・いわてＩＣＴフェア実
行委員会
・東北情報通信懇談会
・情報通信月間推進協議
会

展示
502 名
セミナー
152 名

[第二部]
・講演：「オープンデータでつなぐ新たな地域社会」
講師：ＮＰＯ法人 地域情報化モデル研究会
代表理事 米田 剛 氏

「情報通信月間特別講演会」
【主催】

H26.6.6
福島県
福島市

情報通信月間の参加行事として、情報通信に関する最新
情報や情報通信施策の今後の動向について広く一般に理
解の浸透を図ることを目的に講演会を開催。

・福島県

・福島県高度情報化推進
協議会
・東北情報通信懇談会
・演題：
「オープンデータの動向と今後の可能性について」 【後援】
・東北総合通信局
講師：株式会社公共イノベーション
【協賛】
代表取締役 川島 宏一 氏
・情報通信月間推進協議
・演題：「サイバー犯罪の現状と対策」
会
講師：福島県警察本部生活安全部生活環境課
サイバー犯罪対策室長 遠藤 勉 氏

74 名

「ＩＴ化普及促進講演会」

H26.6.12
宮城県
仙台市

各界の著名人やＩＴ産業の第一線で活躍されている
方々を講師に迎え、広く県民にも呼びかけてＩＴの機運向
上・啓蒙のための講演会を開催。
演題：「モノづくり企業の再建への取組」
-やれば・動けば解はある講師：廣瀬製紙株式会社
代表取締役社長 岡田 勝利 氏

【主催】
・一般社団法人宮城県情
報サービス産業協会
・東北情報通信懇談会
【協賛】
・情報通信月間推進協議
会

182 名

「情報通信セミナー」
有線放送電話、ケーブルテレビ、防災無線設備の運営維
持及び改善普及を目的にセミナーを開催。
・特別講演：
「東北管内における ICT を活用した震災復興
に向けた取組」
講師：東北総合通信局 東日本大震災復興支援室
室長補佐 大久保 茂 氏
H26.7.3～4
岩手県
盛岡市

・基調講演：「有線放送電話の地域の役割」
講師：岩手中央農協
代表理事組合長 藤尾 東泉 氏

【主催】
・秋田県潟上市
【共催】
・東北情報通信懇談会
【後援】

100 名

・ＪＡ岩手中央
・ＪＡ岩手ふるさと

[パネルディスカッション]
テーマ：
「国のインフラ老朽化整備対策事業を活用した
地域情報事業の活路」
・事例紹介：「東日本大震災から立ち上がって」
ＪＡ岩手ふるさと 前沢有線放送
・事例紹介：「地域と共に」
滋賀県多賀町有線放送

「ラジオ工作教室」

H26.9.21
山形県
山形市

ラジオをはじめとした情報通信を身近に感じてもらう
機会とし、大震災時の情報収集手段の実例をあげながら、
災害時のラジオの実用性・利便性などに加え、その他情報
通信の重要性の啓蒙および地域の特性に応じた普及促進
につなげる。

【主催】
・山形放送株式会社
【共催】
・東北情報通信懇談会

27 組
32 名

【主催】
・一般社団法人青森県情
報サービス産業協会
【共催】
・青森県
・東北情報通信懇談会
・公益財団法人日本電信
電話ユーザー協会青森
支部
・一般社団法人全国地域
情報産業団体連合会
【共催】
・東北総合通信局
・青森市

536 名

1 回１０組２０名の募集で３回実施

「あおもりＩＣＴソリューション２０１４」

H26.10.1～2
青森県
青森市

ＩＣＴソリューションの積極的な展開による地域経済
活性化への取組、新たなビジネスモデルの構築による情報
発信が重要と考え、情報通信技術の普及啓発を目的に、県
民の皆様に最先端の除法技術に触れていただきたく機器
の展示やセミナーを開催。
[地域ＩＣＴセミナー]
テーマ：高齢者のＩＣＴ利活用について
講 師：ＮＰＯ法人ハーモニー・アイ
代表理事 馬場 寿実 氏

[情報セミナー]
テーマ：タブレットの賢い活用について
講 師：アークモバイル株式会社
第二教育事業部長 川内 正人氏
[出展企業プレゼンテーション]

・弘前市
・八戸市
・青森商工会議所連合会
・青森商工会議所
・東奥日報
・デーリー東北新聞社
・陸奥新報社
・青森放送
・青森テレビ
・青森朝日放送
・ＮＨＫ青森放送局
・青森ケーブルテレビ
・エフエム青森

「パソコンセキュリティセミナー」

H26.10.20
宮城県
仙台市

広く一般市民を対象とした、ICT の普及と利活用は年々
向上しています。しかし、タブレット端末ほかの普及に伴
って、これらのセキュリティ機能の充実が未だし、の感は
免れず、そのため年度ごとに識者からの課題別講演を実
施。
・演題：「あなたのそばにもインターネットトラブル」
講師：仙台市消費生活センター

【主催】
・ＮＰＯ法人仙台シニア
ネットクラブ
・東北情報通信懇談会
・仙台シルバーセンター

176 名

【主催】
・一般社団法人宮城県情
報サービス産業協会
【共催】
・東北情報通信懇談会
【後援】
・宮城県
・仙台市
・仙台商工会議所
・ＪＩＳＡ等 24 団体

168 名

・演題：
「クラウドコンピューティング時代とパソコンセ
キュリティ～タブレット使用の時代、ネット経
由の脅威と、この間の傾向～」
講師：トレンドマイクロ株式会社

「ＩＣＴカンファレンス 2014」
被災地の復旧・復興を目指したＩＣＴによる多様な取組
の記録を元に、その効果や結果について具体的検証を行
い、継続的な復旧・復興活動を推進していくことを目的に
開催。

H26.10.20
宮城県
仙台市

[基調講演]
演題：ＩＣＴを地域のチカラに
講師：慶應義塾大学 制作メディア研究科
特別招聘教授 夏野 剛 氏
[ＩＣＴベンダーによるパネルディスカッション]
コーディネーター：
トライポッドワークス株式会社
代表取締役社長 佐々木 賢一 氏
パネリスト：
株式会社サイエンティア
代表取締役社長 荒井 秀和 氏
一般社団法人ワカツク
代表理事 渡辺 一馬 氏

「ふくしま ICT 未来フェア 2014」
ＩＣＴを活用した地域の復興を推進するため、ICT に関
するタイムリーな話題や先進的な活用事例、最新の ICT
ソリューションを紹介することにより広く一般に情報通
信の普及啓発を図る。
[特別講演]
演題：作品で描いた情報化社会の一歩先
講師：作家 冲方 丁 氏

H26.11.20
福島県
福島市

[基調講演]
演題：ソーシャルメディアを生かした“ふくしま”から
の情報発信。
講師：株式会社ソーシャルメディア研究所
代表取締役 熊坂 仁美 氏
[プレゼンテーション]
演題：ＩＣＴを利用した新たな村づくり～ＩＣＴによ
る防災・医療・介護・教育システムの構築～
講師：福島県檜枝岐村
総務課 主事 星 満 氏
[地域活性化セミナー]
演題：総務省地域情報化関連施策
講師：東北総合通信局

【主催】
・福島県
・ふくしまＩＣＴ利活用推
進協議会
【共催】
・東北総合通信局
・東北情報通信懇談会
【後援】
・福島県教育委員会
・福島県市長会
・福島県町村会
・福島県商工会議所連合会
・福島県商工会連合会
・一般社団法人福島県情報
産業協会
・福島県中小企業団体中央
会
・公立大学法人会津大学
・東日本電信電話株式会社
・福島民報社
・福島民友新聞社
・ＮＨＫ福島放送局
・福島テレビ
・福島中央テレビ
・テレビユー福島

1133 名

[展示ブース]
復興支援や地域活性化に役立つ参加型の最新ＩＣＴソ
リューションを紹介。

「経営者層研鑽セミナー：法的問題対応研修」

H26.12.12
宮城県
仙台市

ＩＴ化の進展に伴って制定される法律・制度等について
時宜を得たテーマを選定し、内容、経営に及ぼす影響、対
処方法等について、専門家を講師に迎え、経営者層を対象
に研修会を開催。
テーマ：「システム開発の法的課題」
－民法（債権関係）改正要綱仮案の影響、昨今
の情報流出事案と制度対応、裁判例－
講 師：株式会社日本総合研究所
法務部長 大谷 和子 氏

【主催】
・一般社団法人宮城県情
報サービス産業協会
【共催】
・東北情報通信懇談会

29 社
51 名

「宮城・仙台アニメーショングランプリ 2015」
クリエイターからの作品募集による人材発掘や、発掘さ
れた人材とアニメーション関連作業事業者とのマッチン
グにより、東北地域からコンテンツを発信し、宮城・仙台
をはじめとする東北地域においてアニメーション産業を
振興することを目的に実施。
[宮城・仙台アニメーショングランプリ 2015 表彰式]

26.7-27.3
宮城県
仙台市

開催日：平成 27 年 2 月 25 日
場 所：せんだいメディアテーク
内 容：
①表彰式典 グランプリ１名、優秀賞５名
②受賞作品の上映
③アニメの仕事の今を知る！アニメ産業セミナー
・演題：「アニメ業界の未来を担う君たちへ」
講師：株式会社ぴえろ
最高顧問 布川 郁司 氏
・演題：
「アニメの仕事『今、ふたりの道』制作現場
から」
講師：株式会社旭プロダクション
宮城白石スタジオ
スタジオマネージャー 行貞 公博 氏

【主催】
・宮城県
【共催】
・東北情報通信懇談会
・宮城県高度情報化推進
協議会
【協賛】
・株式会社旭プロダクシ
ョン
・一般社団法人宮城県サ
ービス産業協会
・学校法人専門学校日本
デザイナー芸術学院仙
台校
・株式会社街づくりまん
ぼう
【後援】
・経済産業省
・東北総合通信局
・一般社団法人日本動画
協会
・ＮＨＫ仙台放送局
・ＴＢＣ東北放送
・宮城テレビ
・ＫＨＢ東日本放送
・仙台放送
・河北新報社
・朝日新聞仙台総局
・毎日新聞仙台支局
・読売新聞東北総局
・産経新聞社東北総局
・日本経済新聞社仙台支
局

--

主催団体等
(下線が支援申請団体)

参加
人数

■公募プロジェクトの概要
開催月日
開催場所

事

業

内

容

[プロジェクト名]

「３．１１震災時の県域ラジオの放送内容の分析～発災
後４８時間の録音源から書き起こした４５万字から～」
H26.4.1
-H27.3.31
岩手県
盛岡市

【主催】
・株式会社フロムいわて
【連携会員】
[内容]
・ＩＢＣ岩手放送
停電のなか被災地の大きな情報源となったラジオ。発災 【共催】
直後からの県域ラジオの放送の録音素材を文字に起こし、 ・東北情報通信懇談会
県域ラジオ局から発信された被災状況や避難者情報の量
と質の時間的推移と取扱い情報の地理的分布状況を可視
化することにより、ラジオが果たすべき防災・減災に有益
な情報伝達の在り方を検証。

実施
概要

