平成２５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

参加
人数

「ＩＴソリューションフェア 2013in 仙台」
地域の民間企業、教育関係機関、自治体、福祉施設
を対象としたセミナーと展示。

H25.4.16
宮城県
仙台市

基調講演 「ディズニーの教え方」
～CS（顧客満足）向上と人材教育～
講師 JS パートナー株式会社
代表取締役 福島 文二朗 氏
セミナー①総務省 ICT 関係施策について
講師 総務省東北総合通信局無線通信部
情報通信振興課長 加藤 明彦 氏

（主催）
・株式会社内田洋行 IT ソリ
ューションズ
・東北情報通信懇談会

103 名

（協賛）
・株式会社内田洋行
・富士通株式会社

セミナー②成功事例から学ぶ！省エネソリューシ
ョン～空調機・冷凍機制御システム ecoVigilo～
講師 イースト株式会社
・最新の IT ソリューションメニューの展示：28 本

「第２回農業ＩＴカンファレンス」

H25.5.14-15
青森県
青森市
弘前市
平川市

農業ＩＴに取組むベンダーと農業に関心のあるＩＴ
企業が連携してビジネスを行うことが重要と考え、
「Ｉ
Ｔ企業と農業の活性化」に取組むカンファレンスを開
催。
基調講演 「青森食産業の振興に向けて」
講師 青森県農林水産部農商工連携推進監
八桁 幸男 氏
セミナー、ＩＴソリューション、農業視察会

「企業におけるスマートフォン・タブレット導入事例」と
「データセンター地域分散化促進税制の創設について」
に関するセミナー

H25.5.22
宮城県
仙台市

演題１「企業におけるスマートフォン・
タブレット導入事例」
講師 株式会社 NTT ドコモ東北支社
法人営業部 安倍 弘樹 氏
演題２「データセンター地域分散化促進
税制の創設について」
講師 総務省東北総合通信局
電気通信事業課 課長 増田 和宏 氏

（主催）
・一般社団法人青森県情報
サービス産業協会
・一般財団法人全国地域情
報産業団体連合会
（共催）
・東北情報通信懇談会
・四国 IT 農援隊
・一般財団法人秋田情報産
業協会
（後援）
・青森県、青森市、東奥日
報社、東北経済産業局、
東北総合通信局

80 名

（主催）
・一般社団法人テレコムサ
ービス協会東北支部
・東北情報通信懇談会
（後援）
・東北総合通信局
・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

47 名

「情報通信月間特別講演会」

H25.6.5
福島県
福島市

デジタル情報化に関する最新の動向や今後の展開等
について、県民の理解と認識を深めるために講演会を
開催。
本年度は、政府の ICT 成長戦略の全体像、ビックデ
ータ分析、社会保障と税における番号制度等について
講演。
演題
講師

「我が国の ICT 成長戦略とオープンガ
バメント」
東京大学大学院
情報学環長・学際情報学府長 須藤 修 氏

（主催）
・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
69 名
（後援）
・東北総合通信局
（協賛）
・情報通信月間推進協議会

「いわてＩＣＴフェア 2013」

H25.6.7
岩手県
盛岡市

情報通信技術の普及啓発を目的に、広く県民の皆様
や県内自治体職員に最先端の情報通信技術を紹介する
展示やセミナーを開催。
本年度は、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
（主催）
見て、触って、体験できる展示会及びセミナーを実施。
・岩手県
・いわて ICT フェア実行委
セミナー演題 1：
員会
「被災地における ICT を活用した医療・福祉連携－見
・東北情報通信懇談会
守りとコミュニティ再構築」
・情報通信月間推進協議会
講師：岩手県立大学社会福祉学部教授
小川 晃子 氏
セミナー演題 2：
「東日本大震災から学ぶ ICT を活用した街づくりに係
る取組み」
講師：NTT 東日本ビジネス＆オフィス事業
推進本部 公共営業部 部長

展示
553 名
セミナー
142 名

「ＩＴ化普及促進講演会」

H5.6.13
宮城県
仙台市

各界の著名人やＩＴ産業の第一線で活躍の人材を講
師とし、幅広く県民に呼びかけてＩＴの普及・促進の
ための講演会を毎年開催。
今回は IT 産業界営業常識の現状がどうなっている
か、それに対して求められる営業の本質はどうあるべ
きか、そして営業課題解決に向けた営業の情報化の必
要性等、IT 業界が真に強化すべき営業戦略についての
講演。
演題：「営業の IT 武装化ビジネスエリアで勝つ
営業戦略」
講師：ソフトブレーン株式会社
代表取締役 豊田 浩文 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

173 名

「係留気球アンテナを使った模擬災害ＦＭ局の運用実演
会」

H25.9.1
岩手県
野田村

迅速な災害ＦＭ局の開局に向け、岩手県総合防災訓
練の一環として野田村役場で係留気球アンテナを展開
すると共に、プロパンガス発電機による電源供給を行
う模擬災害ＦＭ局（実験試験局）を設置・運用する模
様を一般公開。
災害対策本部に刻々と入る情報をリアルタイムに放
送に結びつけることができ、ラジオの速報性と同報性
を広く住民に認知していただきました。
災害ＦＭ局そのものの認知を高め、また、自治体が放
送を行うために平常時から備えておくことを再認識で
き、訓練実施主体から好評を得ました。

「東北 IT ソリューション EXPO2013」

H25.10.29
－30
宮城県
仙台市

東北地域のＩＴ産業を中心に、企業力・製品力を総
合・結集し、広範囲なソリューションを展示しプレゼ
ンテーションを行うことにより、ユーザーの様々なニ
ーズに対して最適なソリューションサービスを提供す
ることを目的に基調講演及びセミナーを開催。
・一般社団法人組込みシステム技術協会
による基調講演
・「BCN

Conference2013 in 仙台」
株式会社ＢＣＮ

（主催）
・株式会社フロムいわて
・一般社団法人ラジオコン
ソーシアム岩手
・岩手県立大学柴田義孝研
究室
・野田村防災放送研究会
・東北情報通信懇談会

100 名

（後援）
・岩手県総合防災室
・野田村総務課

（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
・宮城県中小企業団体中央
会等 3 団体

1483 名

（後援）
・東北総合通信局
・東北経済産業局等 24 団体

「パソコンセキュリティセミナー」

H25.10.30
宮城県
仙台市

ＩＣＴの普及と利活用の度合いは年々急速に高まっ
ており、またタブレットを含めた簡易情報端末の急速
な普及に伴い、危険性、脆弱性についての関心の惹起
が必要となってきています。
今般一般市民を対象にこれらの利活用における注意
点、セキュリティの重要性を訴えるセミナーを開催。
①「消費トラブルに遭わないために」
～ネットトラブルの現状～
講師 宮城県消費生活センター
②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
～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

（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
（後援）
・宮城県
・仙台市
・宮城県高度情報化推進協
議会
・東北総合通信局

153 名

「第 10 回ユビキタス・フェア 2013 in あおもり」
ユビキタスネットワーク技術に係る普及・啓発を図
るための講演会を開催するとともに、ＩＣＴを活用し
た取り組みの事例紹介やセミナーを開催。
併せて、ＩＣＴ社会に対応した様々な機器等の展
示・実演を実施。

H25.10.31
－11.1
青森県
青森市

・ＩＣＴセミナー(1)
テーマ：オープンソースによる地域振興
～OSS、Ruby が地域経済を活性化する～
講師：株式会社ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｸﾘｴｲｼｮﾝ
代表取締役社長 佐藤 弘人氏
・ＩＣＴセミナー(2)
テーマ：情報弱者に対する取り組みについて
①視覚・聴覚障害者に便利な ipad のアクセシビリ
ティ機能
講師：NPO 法人あおもり IT 活用サポートセンター
高森 三樹 氏
②県民の「情報力」向上のための取組「ICT 利活用
相談講座」
講師：NPO 法人あおもり IT 活用サポートセンター
本田 政邦 氏
・情報セキュリティーセミナー
テーマ：ここそこに潜む経営情報の危機
講師：株式会社 B.S.Japan
取締役 兼子 俊江 氏

「ふくしま復興情報化ﾌｪｱ 2013」
ＩＣＴを活用した地域の復興を推進するため、ＩＣ
Ｔ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ります。

H25.11.21
福島県
福島市

・特別講演
演題：「技術は人のために」東日本大震災からの復
興、再生に向けて
講師：本田技研工業（株）
グローバルテレマティクス部
部長 今井 武 氏 他
・基調講演
演題：新生福島を創り出すための情報発信力
講師：ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ/ﾒﾃﾞｨｱ･ｱｸﾃｨﾋﾞｽﾄ
津田 大介 氏
・特別対談
ふくしまの記憶を風化させないためには
講師：津田 大介氏
東 浩紀 氏
（株式会社ゲンロン代表取締役）
・プレゼンテーション
演題：復興支援ＩＴボランティア陸前高田市長洞元
気村ＩＴ革命
講師：ユニバーサル志縁社会創造センター
復興支援ＩＴボランティア学生リーダー
千葉大学 4 年生 武井 茉莉 氏

（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
話ユーザ協会
・一般社団法人全国地域情
報産業団体連合会
（後援）
・東北総合通信局
・青森県
・弘前市
・八戸市
・青森県商工会議所連合会
・青森商工会議所
・東奥日報社
・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

810 名

（主催）
・福島県
・福島県高度情報化推進協議
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
・公立学校法人会津大学
・東日本電信電話株式会社福
島支店
・福島民報社
・福島民有新聞社
・ＮＨＫ福島放送局
・福島テレビ
・福島中央テレビ
・福島放送
・テレビユー福島

940 名

・地域情報化セミナー
「総務省地域情報化関連施策」
総務省東北総合通信局
・展示ﾌﾞｰｽ
復興支援や地域活性化に役立つＩＣＴソリューシ
ョンを紹介する、18 団体の展示

「経営者層研鑽セミナー」：法的問題対応研修

H25.12.13
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。
講演「裁判例から学ぶプロジェクトマネジメントの
留意点－スルガ銀行対日本 IBM 事件控訴審判決
を中心に－
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
・東北情報通信懇談会

40 名

「新技術セミナー」
今後予想されるデジタル受信環境改善に伴う新技術
の習得を目指した講演。

H26.2.20
宮城県
仙台市

講演１「ケーブルテレビをめぐる動向」
講師 総務省東北総合通信局
有線放送課長 太田 謙二 氏
講演２「４Ｋ８Ｋ放送に向けた NexTV-F の取り組に
ついて」
講師 一般社団法人次世代放送フォーラム
今泉 浩幸 氏
講演３「通信と連携させた新しい放送サービス～Ｎ
ＨＫハイブリットキャストについて（８Ｋ含
む）～」
講師 ＮＨＫ技術局送受信技術センター
企画部 大嶋 剛 氏

（主催）
・一般社団法人日本 CATV 技
術協会東北支部
・一般社団法人日本ケーブ
ルテレビ連盟東北支部
・東北情報通信懇談会
・テレビ受信向上委員会

70 名

（後援）
・東北総合通信局

「復興支援セミナー」

H26.2.20
宮城県
仙台市

東日本大震災における復興事業で ICT（タブレット
端末）を活用した事例を紹介し、水平展開を図ると共
に地域の活性化を図る。
基調講演「被災地域の生活を大きく変える未来のＩ
ＣＴ」
講師 日本アイ・ビー・エム株式会社
マスター・シティ事業部
榊原 彰 氏

（主催）
・公益財団法人仙台応用情
報学研究振興財団
・東北情報通信懇談会
（共催）
・東北ＩＴ産業推進機構

40 名

「宮城・仙台アニメーショングランプリ 2014」
H25.7-H26.3
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。

（主催）
・宮城・仙台アニメーショ
ングランプリ 2014
（共催）
・東北情報通信懇談会

－名

