
 

 

平成２７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・発展のために活動しています。 

 第３０回総会において決定された事業計画に基づき、講演会、セミナーをはじめ、Ｃ－ＬＩＮＥ

を利用して会員に対する情報提供等を行うとともに、「ＩＣＴによる地域づくり」を事業活動の基本

として取り組みました。 

平成２７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３０回総会 
 平成２７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２６年度の事業報

告等の承認を受けるとともに、平成２７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) ホームページの活用等 
 懇談会主催の講演会・セミナーの開催案内や開催報告等について、可能な限りホームページ

に掲載するよう努めました。 
 講演会・セミナーの模様は、映像配信を行い、懇談会内の情報共有を充実させるとともに、

事業活動の周知・広報と会員増加への取り組みに活用しました。 
 
(2) Ｃ－ＬＩＮＥの発行 

会員向けメールマガジン（Ｃ－ＬＩＮＥ）は、懇談会主催の講演会・セミナーや会員からの

情報提供、情報通信に関する最新の政策動向等を掲載し、電子メールにより、平成２７年度は

８５回発行しました。 
 
(3) 電子メールによる情報交換 
 電子メールにより会員相互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、地域情報化に関する政策動向

やＩＣＴを利活用した街づくり優良事例紹介のセミナー等を実施しました。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、経費の削減に努めなが

ら実施しました。 
  
 
 
 
 
 



①懇談会事業 
懇談会事業として次の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 

4月24日 

5月12日 

5月15日 

7月15日 

地域経済活性化に資する放送コンテンツの海外

展開促進研究会 

岡山市

松江市 
山口市 
広島市 

47名

56名

34名

20名

懇談会-01

2 6月1日 第３０回総会 広島市 90名 懇談会-02

3 7月14日 ＩＣＴによる地方創生セミナーin山口 山口市 91名 懇談会-03

4 
7月30日 

1月22日 
地域オープンデータ推進会議 

広島市 
広島市 

40名

44名
懇談会-04

5 
10月21日

～23日 
ひろしまＩＴ総合展２０１５ 広島市 

延べ

21,122名
懇談会-05

6 10月22日 設立３０周年記念講演会 広島市 400名 懇談会-06

7 12月9日 最先端ＩＣＴ利活用セミナー 広島市 61名 懇談会-07

8 2月10日 放送コンテンツ海外展開に関するセミナー 広島市 51名 懇談会-08

9 2月16日 ＩＣＴ利活用普及促進セミナー 広島市 75名 懇談会-09

 
②支援事業 
セミナー等、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3日 マルチメディア講演会 山口市 115名 支援-01 

2 
8月19日、

20日  
夏休み親子見学会 ～ラジオづくりコース～ 広島市 延べ45名 支援-02 

3 8月21 日 マイナンバー研修会 山口市 99名 支援-03 

4 10月14日 平成２７年度鳥取県地域情報化セミナー 鳥取市 100名 支援-04 

5 10月27日 マルチメディア講演会 山口市 128名 支援-05 

6 
9月30日 

11月16日 

マイナンバーとセキュリティに関する普及啓発

事業 
岡山市 
岡山市 

160名

63名
支援-06 

7 11月19日 ２０１５岡山情報化セミナー 岡山市 214名 支援-07 

8 2月29日 情報通信セミナーin広島２０１６ 広島市 101名 支援-08 

 

 

 



9 

6月18日 

9月24日 

11月25日 

3月3日 

中国電子タグ利活用研究セミナー2015 

広島市

福山市

福山市

福山市 

288名

19名

55名

27名

支援-09 

10 3月14日 ＩＴＳに関わる講演会 広島市 80名 支援-10 

 
③後援事業 
セミナー等、次の６事業を後援しました。 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 5月21日 個人情報保護とスマホの安心・安全セミナー 広島市 74名 後援-01 

2 7月10日 IPv6セミナー2015 Summer 広島市 87名 後援-02 

3 
11月12日

～13日 
Ruby World Conference２０１５ 松江市 延べ898名 後援-03 

4 
11月25日

3月9日 
電波の安全性に関する説明会 

鳥取市 
広島市 

85名

88名
後援-04 

5 2月5日 IPv6セミナー2016 Winter 広島市 51名 後援-05 

6 3月25日 
大学等におけるクラウドサービス利用シンポジ

ウム2016 
広島市 73名 後援-06 

 
④情報通信月間行事 
 情報通信月間（平成２７年５月１５日～６月１５日）中の取り組みとして、セミナー等、次

の５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21日 個人情報保護とスマホの安心・安全セミナー 広島市 74名 後援-01 

2 6月1日 平成２７年度電波の日・情報通信月間記念式典 広島市 250名 情報-01 

3 6月3日 マルチメディア講演会 山口市 115名 支援-01 

4 6月18日 小型無人機利活用セミナー 広島市 288名 電波-01 

5 7月10日 IPv6セミナー2015 Summer 広島市 87名 後援-02 

 
 



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  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 
 ＩＣＴ利活用の普及促進や地域情報化・コンテンツ流通を促進するため、次の２事業を実施

しました。 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 2月5日 ＩＣＴ教育セミナーin藤の木 広島市 120名 地コ-01 

2 2月17日 サイバーセキュリティセミナーin鳥取2016 鳥取市 95名 地コ-02 

  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

ンを年２回募集し、上期では１７者、計８７件のソリューション、下期では１７者、計８０件

のソリューションを懇談会ホームページに掲載するとともに、総務省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:広島国際大学総合リハビリテーション学部 教授 齋  礼 

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 

 情報通信及び電波を利用した情報通信技術に関する事業として、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18日 小型無人機利活用セミナー 広島市 288名 電波-01 

2 11月27日 小型気象用レーダーの活用法と課題 東広島市 69名 電波-02 

3 2月25日 防災情報セミナー 広島市 110名 電波-03 

 
(3) 放送部会 
①目的 

 放送分野に関するビジネスやサービス、技術等の動向についての情報交換等を通じて、地域

社会と放送との関わり、放送メディアの利活用方策、放送の果たす役割などについて考え、中

国地域における放送メディアの普及・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：広島市立大学大学院 教授 吉田 彰顕 

幹事：８名  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 

  放送分野の最新動向や、地域における放送メディアのあり方、放送と通信の連携と地域

ビジネス創出等に関する事業として、次の２事業を実施しました。 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

１ 
7月21日 

12月21日
放送と通信の連携などに関わる講演会 広島市 

97名

76名
放送-01 

2 11月6日 放送セミナー２０１５ 広島市 111名 放送-02 

 
(4) 電波の日・情報通信月間推進部会 
①目的 

 平成２７年度電波の日・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: 広島テレビ放送株式会社 常務取締役 経営戦略局長 山口 真司 

幹事：２１名  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 

 次の事業について総務省中国総合通信局と協力して実施しました。 
 月日 行事名 開催地 参加者数 番号 

1 6月1日 平成２７年度電波の日・情報通信月間記念式典 広島市 250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) 顧問会議 
 平成２８年１月２５日に総務省中国総合通信局で開催し、最新の政策動向や会員ニーズに関

してご意見をいただきました。概要は資料１のとおりです。 
 
(2) 運営委員会 
第１回  平成２７年７月２４日に総務省中国総合通信局で開催し、平成２７年度事業の具

体的計画について審議・決定しました。 
第２回  平成２８年３月２３日に総務省中国総合通信局で開催し、平成２７年度事業の報

告及び決算報告、平成２８年度の事業計画案及び予算案等について審議・確認しま

した。 
 
(3) 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２４件、新規一般会員の入会は２件ありました。 
また、退会は、慰留に努めましたが、１件ありました。 



６ その他   
(1)表彰  

第３０回総会において、懇談会事業や地域のＩＣＴの推進に功績が認められた次の１個人を

表彰し、懇談会は昨年９月に設立３０周年を迎えたことから、これまで懇談会の運営に貢献を

いただいた歴代運営委員長の方々に特別表彰として感謝状を贈呈しました。 

 
 

被表彰者（敬称略）  

【個人】今 井 正 和  （鳥取環境大学 教授）  

 
 

感謝状贈呈者（敬称略） 

阿 江   忠  （運営委員長在任 昭和６０年～昭和６２年）  

正 法 地 孝 雄  （運営委員長在任 昭和６２年～平成２年） 

江 口 正 晃  （運営委員長在任 平成２年～平成４年） 

桒 田 正 秀  （運営委員長在任 平成４年～平成１２年） 

山 下 英 生  （運営委員長在任 平成１２年～平成１６年） 

渡 邉 敏 正  （運営委員長在任 平成１６年～平成２５年）  

 




