平成２７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

等

主催団体
(下線が支援申請団体)

「次世代情報通信ネットワークの最前線」と「電気
通信サービスに関する政策動向」に関するセミナー

H27.5.26
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１】
●「電気通信紛争処理委員会について」
講師：総務省電気通信紛争委員会事務局
調査専門官 中野 誠
【演題２】
●「電気通信サービスに関する政策動向等」
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
【演題３】
●「次世代情報通信ネットワークの最前線」
講師：東北大学大学院 情報科学研究科
教授・総長特別補佐 加藤 寧 氏

【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
・一般社団法人宮城県情報サービ
ス産業協会
・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

「いわてＩＣＴフェア 2015」

H27.5.27
岩手県
盛岡市

H27.6.8
福島県
福島市

東日本大震災津波からの復興や地域活性化に役立つ
ＩＣＴ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し、
ＩＣＴへの理解を深めるもの。
【講演１】
●「地域活性化におけるＩｎｇｒｅｓｓの可能性」
講師：岩手県庁ゲームノミクス研究会主宰
秘書広報室主席調査監 保 和衛 氏
【講演２】
●「ＩＣＴを活用した医療連携の取組みについて～
ＯＫはまゆりネット(釜石保健医療圏)～」
講師：岩手県釜石保健所
主査 尾形 将敏 氏
事例紹介
「展示ブースの内容に係るサービス紹介」

「情報通信月間特別講演会」
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。
【演題】
●「マイナンバーがもたらす社会的影響」
講師：東京大学大学院
教授 須藤 修 氏

【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

【主催】
・福島県
・福島ＩＣＴ利活用推進協議会

・東北情報通信懇談会
【協賛】
・情報通信月間推進協議会

【後援】
・東北総合通信局

H27.6.11
宮城県
仙台市

H27.8.9
山形県
南陽市
H27.9.27
山形県
山形市

「ＩＴ化普及促進講演会」
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・啓発のための講演会を開催。
【演題】
●「ＧＥ的経営手法 グローバル戦略とＩＴ活用」
講師：株式会社オフィス・インテグラル
ＧＷＩＮテクニカルセンタ
ビジネスソリューション部長
高倉 道夫 氏

「ＹＢＣラジオ工作教室」
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、震災時などにおけるラジオの実用
性・利便性などに加え、その他情報通信の重要性の
理解促進につなげる。
２回開催、合計３４組、７６名で実施

【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

【主催】
・山形放送株式会社
【共催】
・東北情報通信懇談会

「あおもりＩＣＴソリューション 2015」

H27.10.8～9
青森県
青森市

・ＩＣＴセミナー①
●テーマ「加速する世界のＩＣＴ産業と変革」
講師：株式会社ＮＴＴドコモ東北支社
ＩＴコンサルタント 篠原 敏也 氏
・ＩＣＴセミナー②
●テーマ「健康ビッグデータで寿命革命を！」
講師：弘前大学ＣＯＩ研究推進機構
教授・戦略統括 村下 公一 氏
・情報セミナー
●テーマ「一歩先を行くＩＣＴ活用セミナー」
講師：株式会社Ｂ．Ｓ．ｊａｐａｎ
経営コンサルタント
中小企業診断士 岡安 裕一 氏

「ふくしまＩＣＴ未来フェア 2015」

H27.11.20
福島県
福島市

ＩＣＴを活用した地域の復興を推進するため、Ｉ
ＣＴに関連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「『実行』するまちづくり
～ＩＣＴを活かした新しい地方創生～」
講師：樋渡社中Ｆｏｕｎｄｅｒ＆ＣＥＯ、
前佐賀県武雄市長 樋渡 啓祐 氏
【基調講演】
●演題「世界の生産に革命を起こすスマート
ファクトリー
～ドイツ発『インダストリー4.0』～」
講師：株式会社ＮＲＷジャパン
代表 ゲオルグ・ロエル 氏
【事例講演】

【主催】
・一般社団法人青森県情報サービ
ス産業協会
【共催】
・東北情報通信懇談会

【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
・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
・福島県農業協同組合
中央会
・会津大学

●演題「スポーツ×ＩＣＴ×地域貢献
～スポーツ観戦とＩＣＴの融合、新しい地域
貢献のカタチ～」
講師：パシフィックリーグマーケティング株式会
社 ＩＴ統括部 大上 武志 氏

H27.11.23
青森県
青森市

H27.11.27
山形県
山形市

H27.12～
H28.1
青森県
青森市
弘前市
八戸市

・株式会社福島民報社
・福島民友新聞社株式
会社
・ＮＨＫ福島放送局
・福島テレビ株式会社
・株式会社福島中央
テレビ
・株式会社福島放送
・株式会社テレビユー
福島
・東日本電信電話株式
会社福島支店

【地域情報化セミナー】
●演題「 総務省地域情報化施策説明」
講師：東北総合通信局 情報通信振興課
課長 加藤 明彦
【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ソリューションの紹介(17 団体)
「視覚・聴覚障害者のＩＣＴ利活用推進フォーラム」 【主催】
「ＩＣＴでみんなとつながる、世界がひろがる」を ・青森県
テーマにフォーラムを開催
【共催】
・東北情報通信懇談会
【基調講演】
【後援】
●「ユニバーサルなＩＣＴが拓く未来」
・一般社団法人青森県
講師：同志社大学政策学部教授、
視覚障害者福祉会
株式会社ユーディット
・一般社団法人青森県
会長 関根 千佳 氏
ろうあ協会
【セミナー】
・青森県難聴者・中途
●「視覚・聴覚障害のある方にｉＰａｄを活用して
失聴者協会
もらうポイント」
・一般財団法人青森県
講師：特定非営利活動法人あおもりＩＴ活用サポ
身体障害者福祉協会
・社会福祉法人青森県
ートセンター
理事 髙森 三樹 氏
社会福祉協議会
【主催】
・株式会社デジコンキューブ
・山形県デジタルコンテンツ協議
会
「テレワークフォーラム in 山形」
・日本テレワーク学会
・東北情報通信懇談会
テレワーク月間にあわせ、女性・高齢者・障害者
【共催】
など働きたい人が誰でも働くことのできるテレワー
・東北総合通信局
クを山形県内で一層強力に推進することを目的に、
・東北経済産業局
山形のテレワークの実態紹介と普及方策を考える。
・東北地方整備局
・山形県
・山形県商工会連合会
・山形商工会議所
「視覚・聴覚障害者のタブレット端末活用
講習会」
タブレット端末をはじめとするＩＣＴ機器の利活用
が、障害者の情報力の向上、生活の利便性の向上に
つながることへの理解が進んでいない状況にあるこ
とから、障害者を含めた一般県民の理解の促進に協 【主催】
力してくれる人財の育成を目的に、タブレット端末 ・青森県
に備わっている障害者向け機能やその活用方法に関 【共催】
する講習会を開催。
・東北情報通信懇談会
講師：特定非営利活動法人あおもりＩＴ活用サポ
ートセンター
理事 髙森 三樹 氏
○大学生や障害者団体職員等を対象に県内３地区
で５回開催

H27.12.11
宮城県
仙台市

H28.2.18
宮城県
仙台市

「経営者層研鑽セミナー：法的問題対応研修」
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しました。

「ＩＣＴカンファレンス 2015」
・多くの会員企業が参画、参加できるイベント
・多くの会員企業が協力してイベントを創り上げる
ことを通して、ＭＩＳＡの一体感を醸成
・ＭＩＳＡの存在感を高めるイベントにし、その盛
況ぶりを対外的にもアピールする
（講演会、シンポジウム・セミナー、展示会）

【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

【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

「宮城・仙台アニメーショングランプリ 2016」
H27.7-28.3
宮城県
仙台市

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す
る。

【主催】
・宮城県
【共催】
・東北情報通信懇談会

公募プロジェクトの概要
開催月日
開催場所

H27.4.1
-H28.3.31
岩手県
盛岡市

事業内容

等

「続３．１１震災時の県域ラジオの放送内容の分析」
停電のなか被災地の大きな情報源となったラジ
オ。発災直後からの県域ラジオの放送の録音素材を
文字に起こすことで、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
在り方を検証する。

主催団体
(下線が支援申請団体)

【主催】
・株式会社フロムいわて
連携会員
・株式会社ＩＢＣ岩手放送

