
 

平成２４年度 事業報告 
 
  中国情報通信懇談会は、中国地域における情報通信の普及促進に資することを目的に活動して

います。 

 第２７回総会において決定された事業計画に基づき、講演会、セミナーを始め、Ｃ－ＬＩＮＥを

利用して会員に対する情報提供等を実施するとともに、地域におけるＩＣＴの利活用、コンテンツ

の流通の促進、電波・放送の普及促進に向けた啓発活動などに取り組みました。 

平成２４年度に実施した事業の概要は次のとおりです。 

 
１ 中国情報通信懇談会第２７回総会 
 平成２４年６月１日に「ＡＮＡクラウンプラザホテル広島」で開催し、平成２３年度の事業報

告等の承認を受けるとともに、平成２４年度の事業計画及び予算等を決定し、役員の選任を行い

ました。 
 

２ 会員に対する情報提供 
(1) ＨＰの活用 
 懇談会主催（部会を含む）行事の開催案内や開催報告、支援事業、後援事業等について、可

能な限りＨＰに掲載するよう努めました。 
 本年度から、会員以外の方の意見も懇談会の事業運営等に反映することが可能となるように

ご意見箱を設けるとともに、各種セミナーのアンケート結果をＨＰに掲載しています。 
 なお、今年度もウェブアクセシビリティ及びユーザビリティの向上並びに階層の簡素化、合

理化を図るため、ＨＰの一部改修を行いました。 
 

(2) Ｃ－ＬＩＮＥ等の発行 
速報版（Ｃ－ＬＩＮＥ）は、懇談会主催行事や会員からの情報、情報通信に関する最新の行

政施策・制度等を掲載し、年間４８回発行しました。 
 

(3) 電子メール等による情報交換 
 中国情報通信懇談会主催のセミナー、講演会、展示会等について、会員を中心に広く参加を

呼びかけ、最新情報の提供を図るとともに、電子メールにより会員相互間の情報提供や意見交

換及び懇談会事業に対する意見、要望等の収集に努めました。 
 

３ 普及・啓発活動   
(1) 懇談会（本体）事業・支援事業等 
 会員をはじめ、地方自治体職員及び企業関係者などを対象にセミナーや展示会等を実施しま

した。これらの企画・運営にあたっては、地方自治体をはじめ関係団体や会員等の協力により

実施しました。 
① 懇談会（本体）事業 



懇談会事業として次の３事業を実施しました。 
 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月1日 第 27回総会 広島市 108名 懇談会-01

2 11月20日 中国ＪＧＮ－Ｘセミナーｉｎ岡山 岡山市 46名 懇談会-02

3 2月13日 中国ＩＣＴフォーラム 広島市  55名 懇談会-03

 
②支援事業 
セミナー、フォーラム等、次の１０事業に支援しました。 

 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月12日  
公共業務・危機管理業務へのＭＣＡ利活用セミナ

ー山口 
山口市 49名 支援-01 

2 
7月4日 

～6日
ＪＡＮＯＧ３０ミーティング 倉敷市 426名 支援-02 

3 
7月5日 

～6日
岡山県高度情報化推進施策展示会 倉敷市 426名 支援-03 

4 

 6月15日

 7月25日

 11月16日

 2月21日

中国電子タグ利活用研究セミナー２０１２ 
広島市 
福山市 

211名 支援-04 

5 
8月8日 

～9日
Ｒｕｂｙ体験研修（２日間コース） 山口市 21名 支援-05 

6 9月15日 ＣＡＴＶ利活用に関する市民啓発及び展示会 平田市 1000名 支援-06 

7 
10月23日

～26日
情報化シンポジウム広島’１２ 広島市 152名 支援-07 

8 11月20日 平成２４年度鳥取県地域情報化セミナー 鳥取市 160名 支援-08 

9 2月13日 ＩＴＳに関わる講演会 広島市 70名 支援-09 

10 3月8日 情報通信セミナーin広島 広島市 69名 支援-10 



 
③後援事業 
セミナー、フォーラム等、次の５事業を後援しました。 
 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 
7月13日 技術者のためのＩＰｖ６セミナー２０１２ 

広島市 131名 後援-01 

2 10月26日
第１６回ＨｉＢｉＳインターネットビジネスフ

ォーラム 
広島市 133名 後援-02 

3 
11月8日 

～9日

ＲｕｂｙＷｏｒｌｄ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ 

２０１２ 
松江市 949名 後援-03 

4 2月8日 地域ＩＣＴ利活用普及促進セミナーin山口 山口市 95名 後援-04 

5 2月15日 ＩＰｖ６セミナー２０１３ Ｗｉｎｔｅｒ 広島市 77名 後援-05 

 
④情報通信月間行事 
 情報通信月間（平成２４年５月１５日～６月１５日）の行事として、セミナー、フォーラム

等、次の６事業を実施しました。 
 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 
1 5月28日 電波利用促進フォーラム’１２．０５ 岡山市 130名 電波-01 

2 6月12日 
公共業務・危機管理業務へのＭＣＡ利活用セミナ

ー山口 
山口市 49名 支援-01 

3 6月15日 ユビキタス・フォーラム’１２．０６ 広島市 100名
電波-02 

放送-01 

4 6月 21日 非常通信セミナー 広島市 115名 電波-03 

5 6月27 日 中国地域におけるＩＣＴ利活用セミナー 広島市 131名 地コ-01 

6 7月13日 技術者のためのＩＰｖ６セミナー２０１２ 広島市 131名 後援-01 

 
４ 部会活動   

(1) 地域情報化・コンテンツ部会 
①目的 
 中国地域における地域情報化の動向、情報化の在り方及びデジタルコンテンツの流通促進等

について調査研究するとともに、地域情報化・コンテンツビジネスの促進などに関する情報提

供を通じて、地域情報化の推進、コンテンツ流通の促進に寄与することを目的としています。 
 
②部会の構成 



部会長：島根大学法文学部 教授 野田 哲夫 
幹事：６名、顧問１名  事務局：総務省中国総合通信局 情報通信部情報通信振興課 

 
③活動の概要 
 地域におけるＩＣＴ利活用やコンテンツ流通などを促進するため、次の９事業を実施しまし

た。 
 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月27日 中国地域におけるＩＣＴ利活用セミナー 広島市 131名 地コ-01 

2 
8月28日

29日
自治体フェア２０１２ 広島市 117名 地コ-02 

3 10月12日 地域情報化広域セミナー２０１２in倉敷 倉敷市 140名 地コ-03 

4 10月19日 地域活性化コンテンツセミナーin米子 米子市 75名 地コ-04 

5 

11月 30日

～ 

12月1日 

ＩＣＴ利活用 瀬戸内海サミットin上島 
愛媛県 
上島町 

77名 地コ-05 

6 11月18日 地域情報化セミナーin西ノ島 西ノ島町 43名 地コ-06 

7 2月6日 ＩＣＴサポートキャラバンin広島 広島市 145名 地コ-07 

8 2月28日 セキュリティーセミナーin鳥取 鳥取市 74名 地コ-08 

9 3月8日 医療・介護ＩＣＴセミナーin福山 福山市 75名 地コ-09 

  また、ＩＣＴ利活用の促進を支援するため、会員の方々あてＩＣＴを活用したソリューショ

ンを募集し、応募いただいた１６社、計８０件のソリューションを懇談会ＨＰに掲載するとと

もに、中国総合通信局の協力を得て、中国地域の地方公共団体に情報提供いたしました。 
 
(2) 電波利用促進部会 
①目的 

 中国地域における電波利用の在り方、普及促進並びに新たな電波利用システムの開発などに

ついて調査研究、情報交換などを行うことにより、地域の情報化に寄与することを目的として

います。 

②部会の構成 

部会長:広島国際大学工学部 教授 川上 用一 

幹事５名、顧問１名   事務局：総務省中国総合通信局 無線通信部企画調整課 

③活動の概要 

 電波利用を普及促進するため、次の６事業を実施しました。 

 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月28日 電波利用促進フォーラム’12.05 岡山市 130名 電波-01 



2 6月15日 ユビキタス・フォーラム’12.06 広島市 100名 電波-02 

3 6月21日 非常通信セミナー 広島市 115名 電波-03 

4 11月16日 電子タグ(RFID)利活用研究フォーラム 福山市 73名 電波-04 

5 12月7日 電波利活用セミナー２０１２in広島 広島市  80名 電波-05 

6 2月1日 医療福祉機器研究交流会 広島市 75名 電波-06 

 
(3) 放送部会 
①目的 

 デジタル技術の進展や社会経済のボーダーレス化を背景に、放送分野は変革期にあり、国民

生活に不可欠な情報を提供するメディアとして放送の役割は一段と強まっています。 

このような中、中国地方における放送の在り方、また、デジタル化等、今後の動向を調査研

究し、放送メディアの健全な推進に寄与することを目的としています。 

 

②部会の構成 

部会長:広島市立大学情報科学部 教授 生岩 量久 

事務局:総務省中国総合通信局 放送部放送課 

 

③活動の概要 

  放送の新しいサービスとして展開されているマルチメディア放送やスマートテレビなどの動

向や放送技術の今後の展望などに関する講演会等を実施しました。 
 

 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月15日 
ユビキタス･フォーラム‘１２．０６ 

（電波利用促進部会と共同で開催） 
広島市 100名 放送-01 

2 
8月 2日 第１回 放送と通信の連携などに関わる講演会 

広島市 
88名

放送-02 

12月13日 第２回 放送と通信の連携などに関わる講演会 92名

3 3月 5日 放送技術に関わるセミナー 福山市 55名 放送-03 

 
(4) 電波の日・情報通信月間推進部会 
①目的 

 「電波の日・情報通信月間の記念式典」を開催するとともに、「電波の日・情報通信月間」

の意義等について広報活動を通じて広く国民に周知することを目的としています。 

 

②部会の構成 

部会長:広島エフエム放送株式会社 技術部長 寺島 睦雄 

事務局:総務省中国総合通信局 総務部総務課企画広報室 

 

③活動の概要 



 中国総合通信局と協力し、次の事業を実施しました。 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月1日 平成２４年度電波の日・情報通信月間記念式典 広島市 300名 情報-01 

  新聞広告、ポスター掲示、報道発表の実施   

 
５ 組織運営等   

(1) 運営委員会 
第１回  平成２４年７月６日に「総務省中国総合通信局」で開催し、平成２４年度事業の

具体的計画等について審議・決定しました。 
 
第２回  平成２５年３月２２日に「総務省中国総合通信局」で開催し、平成２４年度事業

の報告及び決算報告、平成２５年度の事業計画案及び予算案等について審議・決定

しました。 
 

(2) 新規会員の獲得 
 懇談会の各事業の実施機会をとらえて、入会案内を配布し加入促進に努めました。 
また、各事業の実施にあたり、企画内容に関係する団体・企業などとの連携促進に努めまし

た。 
その結果、今年度は新規特別会員の入会は３件、新規一般会員の入会は９件ありました。 
また、退会が３件ありました。 

 
６ その他   

(1)表彰  
地域の情報化の推進に功績が認められた次の１団体、1 個人を第２７回総会において表彰し

ました。 
被表彰者・団体（敬称略） 

【団体】 株式会社鳥取県情報センター（代表取締役社長 谷口 真澄） 

【個人】 脇谷 直子（広島修道大学 経済科学部 准教授） 

 


