平成２８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

主催団体
(下線が支援申請会員)

事業内容 等
『「災害ロボティクス」と「最近の電気通信サービス
に関する動向」に関するセミナー』
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

H28.5.25
仙台市

【講演１】
●「最近の電気通信サービスに関する動向」
講師：東北総合通信局情報通信部
電気通信事業課長 齋藤 宏美
【講演２】
●「災害ロボティクス」
講師：東北大学大学院 情報科学研究科
教授 田所 諭 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
・宮城県インターネットサービス協会

『いわてＩＣＴフェア 2016』

H28.5.31
盛岡市

「地方創生に活かすＩＣＴ」をテーマに東日本大
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。
【講演１】
●「ＳＮＳを活用した情報発信について」
講師：株式会社ことのは本舗
代表取締役 小田 順子 氏
【講演２】
●「ブロードバンドの
整備状況・利活用状況について」
講師：東日本電信電話株式会社
ビジネス＆オフィス営業推進本部
宮城法人営業部長 岸本 文明 氏
【講演３】
●「地方創生とＩＣＴの利活用について」
講師 総務省情報流通行政局地域通信振興課
地域情報通信振興支援官 片桐 広逸

【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
・東北総合通信局
・情報通信月間推進協議会

『東北映像フェア 2016』
（映像コンテスト・表彰式）

H28.6.2
～3
仙台市

東北で活躍している映像制作者や高校・専門学校
生・大学生等を対象とした映像作品コンテストの表
彰式及び受賞作品の上映と解説を実施。
【大賞】
●番組部門：「飛島移住ものがたり」
●地域振興コンテンツ部門：
「金ヶ崎消防団ＰＲ動画」
●ＣＭ・キャンペーン部門：
「人生のスペシャリスト」編
●学生部門：中山町「癒し、足りてる？」編

【主催】
・一般社団法人東北映像製作社協会
【共催】

・東北情報通信懇談会
【後援】
・東北総合通信局
・東北経済産業局
・宮城県
・仙台市
・情報通信月間推進協議会

『情報通信月間特別講演会』

H28.6.8
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。
【講演】
●「“戦場”としてのサイバー空間での
生き残り～したたかにしなやかに～」
講師：株式会社ラックシニアエバンジュリスト
飯村 正彦 氏

【主催】
・福島県
・ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会

・東北情報通信懇談会
【共催】
・情報通信月間推進協議会

【後援】
・東北総合通信局

『ＩＴ化普及促進講演会』

H28.6.9
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。
【講演】
●「ＩＣＴが脳に与える影響」
講師：東北大学 加齢医学研究所
所長 川島 隆太 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

『ＹＢＣラジオ工作教室』

H28.9.25
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、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
啓蒙および地域の特性に応じた普及促進につなげる
ことを目的として開催。
１日に３回開催、合計２８組で実施

【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 2016』

H28.10.6
～7
青森市

【講演１】
●「０円から始めるセキュリティ対策」
講師：株式会社Ｂ．Ｓｊａｐａｎ
経営コンサルタント大谷事務所代表
中小企業診断士 大谷 秀樹 氏
【講演２】
●「クラウド×スマートフォンを活用した
効率的な働き方」
講師：株式会社ＮＴＴドコモ
ＩＴコンサルタント 篠原 敏也 氏
【ＩＣＴセミナー】
●「ＩＣＴ利活用によるストレスチェック制度への
取組み」
講師：ＮＥＣソリューションイノベータ
営業統括本部 村林 理偉 氏
【情報化セミナー】
●「サイバー犯罪情勢について」
講師：青森県警察本部 生活安全部保安課
サイバー犯罪対策室 主査
情報セキュリティアドバイザー
工藤 靖之 氏

【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
・公益社団法人日本電信電話ユーザ協会
青森支部
・一般社団法人全国地域情報産業団体連
合会

『ＩＣＴ活用セミナー』
H28.11.11
青森市

【講演】
●「取組事例から学ぶ
ソーシャルメディア活用法」
講師：株式会社トライバルメディアハウス
代表取締役社長 池田 紀行 氏
『ふくしまＩＣＴ未来フェア 2016』
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。

H28.11.17
福島市

１ 特別講演
●「厚切りスピーチ！！in ふくしま～
ＩＴのコト、日本人に伝えたいコト～」
講師：株式会社テラスカイ
グローバルアライアンス部長
ジェイソン・ダニエル 氏
（厚切りジェイソン）
２ ランチタイムセッション
モデレータ：公立大学法人会津大学
産学イノベーションセンター
准教授 藤井 靖史 氏
３ 基調講演
●「ディープラーニングが導く、社会システムの新
たなモデル～ＡＩの現在地と今後の可能性～」
講師：日本アイ・ビー・エム株式会社
ワトソン事業部 慶応大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科
研究員 後藤 浩幸 氏
４ 事例講演
●「ＩＣＴ×スポーツ ～ラグビー日本代表、
躍進を支えたテクノロジー～」
講師：株式会社ユーフォリア
代表取締役 橋口 寛 氏

【主催】
・青森県
【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
・公立大学法人会津大学
・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
・福島放送
・テレビユー福島
・東日本電信電話株式
会社福島支店

『全国有線放送セミナー』

H28.11.24
～25
仙台市

有線放送及び有線放送電話の運営推進と改善普及
のための高度化を目的として、各地の状況報告と先
進事例の紹介。
【講演１】
●「ふるさとは負けない」
講師：ＩＢＣ岩手放送アナウンサー
気象予報士 防災士 神山 浩樹 氏
【講演２】
●「コミュニティＦＭへの移行可能性の検討」
講師：株式会社フロムいわて
代表取締役 野田 尚紀 氏
【事例発表】
●宮城県漁協 唐桑支所
●岩手ふるさと農協

【主催】
・潟上市
【共催】
・東北情報通信懇談会
・株式会社フロムいわて

『経営者研鑽セミナー：法的問題対応研修』

H28.12.9
仙台市

ＩＣＴの進化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】
●情報セキュリティと個人情報保護制度の
動向と対応
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

『来て・見て・さわって！
ＩＣＴ体験フェア in はちのへ』

H29.1.27
～28
八戸市

H28.8.25
H29.2.27
仙台市

県民のＩＣＴ利活用に関する理解を促進し、生活
の質の向上につなげる一助とすることを目的に、講
演会、展示会を開催。
【特別講演】
●最先端技術（ＡＩ）で健康の未来を予測する
講師：弘前大学 ＣＯＩ研究推進機構
教授・戦略統括 村下 公一 氏
【講演】
●０円から始めるセキュリティ対策
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
大谷事務所代表 大谷 秀樹 氏
『ＩＣＴビジネス創出セミナー』
震災復興や地方創生の一環として、これからの
東北地方を支えられる新たなＩＣＴビジネスの創出
を目指し、セミナーを開催。
テーマ「ＩＣＴを活用した新しい水産業の創出」
【講演１】
●漁場を管理するセンサー”ＡｑｕａＳｅｎｓ”の
取組み
講師：株式会社東芝 駒木 亮伯 氏
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社
立石 仁 氏
【講演２】
●東松島での水温センサーの研究取組み
講師：アンデックス株式会社 鈴木 宏輔 氏
【講演３】
●のり養殖漁師としての現状および課題
講師：宮城県漁業士会南部支部 千葉 周 氏
テーマ「グローバル展開へのチャレンジ」
【講演１】
●地方から世界へ。ＡＳＡのビジネスモデルと今の
シリコンバレーの現状
講師：株式会社ＡＳＡ
小林 篤信 氏
田坂 克郎 氏
【講演２】
●フィリピン・セブ島における開発拠点の
展開について
講師：株式会社ＬＡＮＥＸ 小林 貴之 氏
【講演３】
●ＩｏＴ／ビックデータ時代の海外展開
講師：Ｕｐｓｉｄｅ合同会社
新田 哲也 氏

【主催】
・青森県
【共催】
・東北情報通信懇談会

【主催】
・宮城県
【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 2017』
H28.8～
29.3
仙台市他
（実施中）

クリエイターから短編アニメーション作品を募集
し、人材発掘や、発掘された人材とアニメーション
関連産業事業者とのマッチングをすることで、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した。

【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

事業内容

等

主催団体
(下線が申請会員)

『３．１１震災時の県域ＦＭラジオの放送内容の分
析』
H28.7.1
-H29.3.31
盛岡市

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】
・株式会社フロムいわて
【連携会員】
・株式会社エフエム岩手

