
 
 

     
平成２７年度「情報通信普及促進委員会」事業実施状況一覧 

開催月日 

開催場所 
事 業 内 容 主催団体等 

東北情報通信懇談会通常総会 記念講演会 

H27.5.21 

仙台市 

●「ビジネスを革新するビッグデータ活用」 

～M2M/IoT活用がもたらす持続的イノベーション～ 

講師：東京大学 先端科学技術研究センター 

特任教授 稲田 修一 氏 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・情報通信月間推進協議

会 

ＩＣＴ推進フェア 2015 in 東北 ～ＩＣＴで創る新しい東北～ 

H27.6.17 

～18 

仙台市 

【基調講演】 

●「地域のポテンシャルを高めるＩＣＴの利活用」 

講師：早稲田大学 大学院アジア太平洋研究科 

  教授 三友 仁志 氏 

【特別講演】 

●「イノベーションとは顧客の期待を超えること」 

 講師：株式会社野村総合研究所 

   ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部 

上席コンサルタント 北 俊一 氏 

【シンポジウム】ＩＣＴ利活用による被災者生活支援 

●講演 ３テーマ 

●講演者によるトークセッション 

【講演】 

●「ＬＥＤ照明・太陽光発電システム等からの不要輻射に 

  関する国際規格等の動向」 

 講師：首都大学東京 大学院理工学研究科 

 教授 多氣 昌生 氏 

【ＳＣＯＰＥ研究成果発表会】 

●電波マーカを利用した悪天候時運転支援システムの研究開発  

●オープンソースハードウェアとセンサーネットワークによる

除雪支援システムの研究開発 

【ＳＣＯＰＥ成果事例報告】 

●音声主導型看護医療システムと実用化製品開発について 

【Ｉ－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！ 

（イノベーション創出チャレンジプログラム）採択事例】 

●大規模・高速指紋認証技術 

●Ｉ－Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！の募集 

【展示（全 30ブース）】 

●次世代放送サービスの紹介（1ブース） 

●ＩＣＴによる災害に強い街づくり（9ブース） 

●防災と暮らしに役立つ無線システム（8ブース） 

●ＩＣＴによる元気な街づくり（4ブース） 

●船舶の航行の安全を支える通信システム（1ブース） 

●ＩＣＴ研究開発によるイノベーション創出（4ブース） 

●地域の情報化を推進する東北総合通信局（3ブース） 

【主催】 

・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 

・東北電気通信協力会 

・東北地方非常通信協議

会 

・電波利用推進東北フォ

ーラム 

 

【後援】 

・国立研究開発法人情報

通信研究機構 

・青森県 

・岩手県 

・宮城県 

・秋田県 

・山形県 

・福島県 

・仙台市 

・一般社団法人東北経済

連合会 

・一般社団法人電子情報

通信学会東北支部 

・一般社団法人映像情報

メディア学会東北支

部 

電波利用推進セミナーⅠ（「ＩＣＴ推進フェア 2015 in 東北」の一部） 

H27.6.17 

仙台市 

●「音声データ伝送に適応した無線センサーネットワークシス

テムの技術的条件に関する調査検討会」の報告～住民への災

害情報伝達の多様化に向けて～      

講師：岩手県立大学ソフトウェア情報学部 

  教授 村田 嘉利 氏 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・電波利用推進東北フォ

ーラム 等 



災害等非常時における通信に関するセミナー 

（東北地方非常通信協議会定期総会講演会） 

H27.6.4 

仙台市 

【講演１】 

●「宮城県総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）の 

業務概要について」 

講師：宮城県 総務部 危機対策課   

  防災対策班 技術主幹 氏家 勉 氏 

【講演２】 

●「Ｌアラートのデータ放送連携の運用について」 

講師：東北放送株式会社 事業局 

メディア開発部長 大坂 幸弘 氏 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・東北地方非常通信協議

会 

・東北電気通信協力会 

電波環境セミナー「電波の安全性に関する説明会 in 北上」 

H27.10.29 

北上市 

●「電波の安全性に関する総務省の取り組み」 

 講師：東北総合通信局 
 電波監理部長 小林 詔  

 
●「電波利用の安全性・基本的考えと科学的根拠」 
 講師：北海道大学  

名誉教授 野島 俊雄 氏 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・東北電気通信協力会 

【後援】 

・岩手県 

・北上市 

・一般社団法人岩手県医

師会 

・一般社団法人北上医師

会 

災害等非常時における通信に関するセミナー(平成２７年度非常通信ｾﾐﾅｰ) 

H27.11.25 

仙台市 

【講演１】 

●「近年の豪雨の特徴と今後目指すべき気象情報の姿」     

 講師：一般財団法人 日本気象協会 事業本部 

防災ソリューション事業部  

    専任主任技師 本間 基寛 氏                    

【講演２】 

●「電気通信事業者の災害対応への取組み 

            ～関東東北豪雨の対応例の紹介～」 

  講師：ＫＤＤＩ株式会社 運用本部 

仙台テクニカルセンター  

     センター長  野口 尚登 氏                        

【講演３】 

●「情報通信ネットワークの耐災害性強化のための研究開発 

～災害時に通信機能を早期復旧できる移動式ＩＣＴユ

ニットの紹介～」 

   講師：日本電信電話株式会社 ＮＴＴ未来ねっと研究所  

     メディアイノベーション研究部  

    主幹研究員 小田部 悟士  氏  

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・東北地方非常通信協議

会 

・東北電気通信協力会 

 

 

電波利用推進セミナーⅡ「電波利用推進セミナー2015」～電波利用で実現する元気で

安心な社会～ 

H27.12.2 

仙台市 

【講演１】 

●「電波政策の最新動向」 

講師：総務省総合通信基盤局電波部 

   電波政策課長  田原 康生 

【講演２】 

●「電波科学による防災・減災の技術」 

講師：東北大学 東北アジア研究センター 

   教授 佐藤 源之 氏 

【講演３】 

●「電波を活用したＩＴＳの取り組みと今後の展望」 

講師：トヨタ自動車株式会社ＩＴＳ企画部 

   ＩＴＳ開発室長 末木 隆 氏 

 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・東北電気通信協力会 

・電波利用推進東北フォ

ーラム 

【後援】 

・一般社団法人東北経済

連合会 

・一般社団法人電子情報

通信学会東北支部 



サイバーセキュリティセミナー 2016 in 仙台  
～サイバーセキュリティを巡る現状とその対策～ 

H28.2.17 

仙台市 

【講演１】 

●「サイバーセキュリティ対策の現状」 

講師：株式会社ラック 

   取締役・最高技術責任者 西本 逸郎 氏 

【講演２】 

●「サイバー犯罪の現状と対策」 

講師：宮城県警察本部 生活安全部生活環境課 

   課長補佐（サイバー犯罪対策担当） 金野 陽一 氏 

 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・東北電気通信協力会 

・一般社団法人テレコム

サービス協会東北支

部 

【後援】 

・宮城県警察本部 

・一般社団法人宮城県情

報サービス産業協会 

・東北データベースソサ

エティ 

・東北地域情報サービス

産業懇談会 

デジタルコンテンツセミナー 2016 in 青森 
～放送コンテンツの海外展開と新幹線開業による青函圏のインバウンド効果拡大に向けて～ 

H28.2.25 

青森市 

 

【事例紹介１】 

●演題：青森県のインバウンドの現状並びに台湾ドラマロケ誘

致と効果について 
 講師：青森県観光国際戦略局誘客交流課 
    国際誘客推進監 東 直樹 氏 
【事例紹介２】 
●演題：放送コンテンツの海外展開と地域連携 
 講師：北海道テレビ放送株式会社 
    営業局国際メディア事業部長 高橋 一之 氏 
【講演１】 
●演題：総務省におけるコンテンツ政策の動向と今後の展開 
講師：総務省情報流通行政局情報通信作品振興課 

    小林 千鶴 
【講演２】 
●演題：観光情報の官民相互利用がもたらす地域の新たな連帯

とその課題 
講師：ＮＰＯ法人地域情報化モデル研究会 

    代表理事 米田 剛 氏 
 

【主催】 

・東北情報通信懇談会 

・東北総合通信局 

・東北電気通信協力会 

【共催】 

・青森県 

【後援】 

・岩手県 

・宮城県 

・秋田県 

・山形県 

・福島県 

・仙台市 

・青森市 

・一般社団法人東北経済

連合会 

・東北観光推進機構 

・一般社団法人東北映像

製作社協会 

・東日本旅客鉄道株式会

社盛岡支社 

災害に強い情報通信ネットワークに関する周知啓発 

10月～ 

11月 

各県 

・ 東北各県で実施した地域情報化推進会議で地域防災モデルシ

ステム構築ガイドラインや耐災害ＩＣＴ研究成果等を周知 

あおもりＩＣＴソリューション 2015（青森市）及び非常通信

セミナー（仙台市）において、耐災害ＩＣＴ研究成果を展示 

【主催】 

東北情報通信懇談会 

その他関係団体 

耐災害・復興検討ＷＧ 

未定 

被災地方公共団体からのＩＣＴを活用した復興街づくり支援 

要請があった際は、耐災害・復興検討ＷＧで支援しま

す。（現段階で支援要請はありません。） 

【主催】 

東北情報通信懇談会 

 


