平成２９年度 支援事業委員会 事業実施一覧
支援事業（第一次募集案件）の概要 １２件（支援額１８１万円）
開催月日
開催場所

「情情報通信月間特別講演会」
H29.6.8
福島市

報通信月間の参加行事として講演会を開催するこ
とにより、情報通信に関する最新情報や情報通信政
策の今後の動向について広く一般に理解の浸透を図
る。

「いわてＩＣＴフェア 2017」
H29.6.8
盛岡市

地域の ICT 利活用促進に向けて、先進的な情報シ
ステムや住民にとって便利な行政サービスにつなが
る製品の展示会及びセミナーを開催するもの。

「東北映像フェア 2017」
（映像コンテスト・表彰式）
H29.6.15
～16
仙台市

東北地方在住の映像製作者のスキルと資質向上を
図ると共に地域映像産業への振興に寄与することを
目的に、５部門（番組、ＣＭ・キャンペーン、デジ
タルコンテンツ、学生、地域振興）で作品を募集し
コンテストを実施するもの。併せて優秀作品の上映
と表彰式も実施する。

「ユビキタス出前授業
る？」
H29.7.4
おいらせ
町

【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
【協賛】
・情報通信月間推進協議【後援】
・東北総合通信局

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

【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

～ユビキタス？君なら何す

青森県の次代を担う子どもたちが、 ユビキタスネ
ットワーク技術に触れ、体験し、活用についてのア
イデアを出し合い、ユビキタスネット社会への理解
を深めることを目的とした「ユビキタス出前授業～
ユビキタス？君なら何する？？」を開催する。

「来て・見て・さわって！ＩＣＴ体験フェアｉｎひ
ろさき」
H29.11.11
弘前市

主催団体
(下線が申請会員)

事業内容 等

県民のＩＣＴ利活用についての理解を促進し、生
活の質の向上につなげる一助とすることを目的とし
て、昨年度に引き続き「来て・見て・さわって！Ｉ
ＣＴ体験フェア」を開催する。

【主催】
・青森県
【共催】
・東北情報通信懇談会

【主催】
・青森県
【共催】
・東北情報通信懇談会

開催月日
開催場所

主催団体
(下線が申請会員)

事業内容 等

「ふくしまＩＣＴ未来フェア 2017」
H29.11.7
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。

【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

「会津オープンイノベーションセミナー＆フェア
2017」
H29.7.6
会津若松
市

今年で 6 回目となるセミナー＆フェアであり、本
年度は「トレンド技術が実現する生活と仕事の革新」
をテーマにセミナー及び展示にて、実際の事例や現
物を見て頂き、ＩｏＴなどのトレンド技術が生活と
仕事の革新に役立っていることを実感してもらい、
さらなる情報通信の普及・啓発に貢献することを目
的としています。

「あおもりＩＣＴソリューション 2017」
H29.10.4、
5
青森市

・ＩＣＴ社会に対応したさまざまな展示・実演を行
う。
・ICT に係る普及・啓発を図るための講演会を開催
する。
・ＩＣＴを活用した取り組みの事例紹介やセミナー
を開催する。

「宮城・仙台アニメーショングランプリ 2018」
H29.10～
H30.3
仙台市

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
関連作業事業者とのマッチングすることで、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
ることを目的としてるもの。

【主催】
・(株)シンク
・富士ゼロックス福島(株)
【共催】
・東北情報通信懇談会

【主催】
・（一社）青森県情報サービス産業協会
【共催】
・東北情報通信懇談会
・青森県ほか
【後援】
・東北総合通信局ほか

【主催】
・宮城・仙台アニメーショングランプリ実行委員会
（宮城県）

【共催】
・東北総合通信局
【協賛】
・（一社）宮城県情報サービス産業協会ほか
【後援】
・東北総合通信局ほか

「ICT ビジネス創出セミナー（2 回）
」

H29.12.8
H30.1.24
仙台市

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
指すに当たり、セミナーを開催し、ＩＣＴ関連産業
の振興を目指すもの。
・テーマ：「ＩＣＴ×一次産業」1 回
・テーマ：
「ビックデータ・オープンデータを活用し
た産業」1 回
・テーマ：
「ＡＩ人工知能・ロボットを活用した産業」
1回

【主催】
・みやぎモバイルビジネス研究会（宮城県）
【共催】
・東北情報通信懇談会

開催月日
開催場所

主催団体
(下線が申請会員)

事業内容 等

「学生対象メディア体験講習会（２回）
」
H29.7.30、
12.17
秋田市

地域における新しいコンテンツ流通の促進、及び
将来の人材の育成を目的として、映像制作の第一線
で活躍するプロ（映画監督、美術監督など）を秋田
に招き、将来の映像制作を担う高校生（主に放送部
員）に対して実践的な撮影指導や制作に関する指導
を行う。

【主催】
・（株）秋田ケーブルテレビ
【共催】
・東北情報通信懇談会
・ＮＰＯ法人映画甲子園

「ＹＢＣラジオ工作教室（３回／１日）
」

H29.9.24
山形市

夏休み期間を中心に村山地域で３回開催。ラジオ
工作教室を、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、災害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
重要性の理解につなげる。また、地域の特性に応じ
た普及促進を訴求する。9/24 はラジオ番組の生中継
内で紹介する。

支援事業（第二次募集案件）の概要
開催月日
開催場所

３件（援助額２３万円）

事業内容 等

「テレワークフォーラム in 山形 2017」
H29.11.24
山形市

【主催】
・山形放送（株）
【共催】
・東北情報通信懇談会

報通信月間の参加行事として講演会を開催するこ
とにより、情報通信に関する最新情報や情報通信政
策の今後の動向について広く一般に理解の浸透を図
る。

主催団体
(下線が申請会員)
【主催】
・日本テレワーク学会（(株)デジコンキューブ）
・県デジタルコンテンツ協議会
・東北情報通信懇談会
【共催】
・東北総合通信局ほか

「オープンデータ利活用人財育成講座」
H29.10.18
～
H30.2.14
弘前市
八戸市

地域の将来を担う大学生、特に普段の授業やゼミ
でアプリや Web サービス制作及びプログラミング学
習に取り組んでいる学生を対象に、データの加工・
活用等オープンデータを利活用できる力を身につ
け、オープンデータを活用した、より実用性のある
アプリ等を開発するための講義・講座を実施する。

【主催】
・青森県
【共催】
・東北情報通信懇談会

「新たな創造の時代に向けて」

H30.2.28
仙台市

第４次産業革命に向けてＡＩ及びＩｏＴの技術者
の育成が課題となっている。東北地域においても第
４次産業革命の発展に向けて技術者の育成が急がれ
ている。この地域課題解決に向けて取り組んでおり、
現在は、メディア系ベンチャー企業を経営されてい
る講師が、ＡＩ、ＩｏＴ時代にどのように対応して
いくべきかお話しする。
また、ＡＩ、ＩｏＴに先鋭的に実践おられる方の
講演をいただく。

【主催】
・（公財）仙台応用情報学研究振興財団
・東北大学
【共催】
・東北情報通信懇談会
【後援】
（一社）東北ＩＴ産業推進機構

支援事業（第三次募集案件）の概要
開催月日
開催場所

２件（援助額６万円）

事業内容 等

主催団体
(下線が申請会員)

「経営者層研鑽セミナー法的問題対応研修」

H29.12.8
仙台市

電子カルテやモバイルサービス等、情報通信技術
の進化によって様々ビジネスが出現している。それ
に伴う法制度改正等、情報通信ビジネスに及ぼす影
響や対処法について、専門家の知見を経営者層を対
象に共有し、更なる情報通信ビジネスの普及に向け
た研修会を開催する。

【主催】
・(一社)宮城県情報サービス産業協会
・東北情報通信懇談会

「ラジオ放送のための災害用ＡＩシステム勉強会」

H30.1.12
盛岡市

災害時を念頭に、ラジオ方法用のＡＩシステムを
構築・応用しＡＩアナウンサーによる音声自動送出
機能で利活用するための実機デモンストレーション
と実用例の紹介。岩手県内のＡＭ・ＦＭラジオ各局
から、3．11 震災以降の災害放送の実例報告行を行
い情報交換を図る。

【主催】
・(株)フロムいわて
【共催】
・東北情報通信懇談会
・岩手災害コミュニティ連携連絡協議会

