平成 25 年度事業実績報告
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普及啓発活動

（1）平成25年度総会・記念講演会の開催
平成25年5月27日（月曜日）／兵庫県公館／220人参加
記念講演会：
・ソーシャルメディアのデータ指向分析
鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻准教授）
・ビッグデータ分析による新たな価値創出に向けた取り組み
如澤裕尚（NTT サービスエボリューション研究所）
（2）講演会・情報通信セミナーの開催
会員や県民を対象に、情報通信の最新動向について理解を深めるため、情報通信セ
ミナーを開催する。
① 地域情報化支援セミナー「オープンデータの利活用を考える」
平成25年7月19日（金曜日）／兵庫県民会館／90人参加
・データ活用社会を作る
庄司昌彦（国際大学グローバル･コミュニケーション･センター主任研究員／
Open Knowledge Foundation Japan 代表）
・電子自治体におけるオープンデータ活用事例
井上賀博（財団法人地方自治情報センター研究開発部主席研究員）
・ユニバーサルメニューを活用したオープンデータの実現
－官民連携事業での子育てポータル構築の事例－
安井秀行（NPO団体アスコエ代表／（株）アスコエパートナーズ代表取締役社長）
※主催
※後援

兵庫ニューメディア推進協議会・兵庫県電子自治体推進協議会
兵庫県・地域ICT推進協議会（COPLI）

② ひょうご・神戸ITフロンティアセミナー
平成25年9月5日（木曜日）／神戸商工会議所／180人参加
・地球最大の品揃えのために
荒川みず恵（アマゾン ジャパン株式会社 セラーサービス事業本部
パートナー営業部 部長）
※主催

神戸商工会議所・国際フロンティア産業メッセ2013実行委員会・
兵庫ニューメディア推進協議会
※後援 地域ICT推進協議会（COPLI）
※国際フロンティア産業メッセ2013と同時開催
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③地域情報化支援セミナー
「住民社会の進展にともなう これからの住民サービスのあり方」
平成25年10月4日（金曜日）／兵庫県農業共済会館／80人参加
・オープンデータの一歩“データシティ鯖江”
牧田泰一（鯖江市政策経営部情報統括監）
・コンビニ交付と番号制度による住民サービスの向上
井上賀博（財団法人地方自治情報センター研究開発部 主席研究員）
・事例報告～淡路市「ソーシャルメディア活用の取り組み紹介」
石井俊寛（淡路市情報整備担当部長）
・事例報告～丹波市「丹波市のFacebook、LINE＠の活用」
平岡英人（丹波市総合政策課主査）
※主催

兵庫県行政書士会、兵庫ニューメディア推進協議会、
兵庫県電子自治体推進協議会
※後援 兵庫県、地域ICT推進協議会（COPLI）
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人材育成事業

（1）情報化研修の実施
会員の情報リテラシーの向上を目的として、情報化研修を実施した。
➀ Excel2010応用
平成25年5月29日（水曜日）／ひょうご産業活性化センター／14人参加
関数や、データ分析のピボットテーブルなど、業務データ活用の応用機能について
➁ Access2010応用
平成25年5月30日（木曜日）／ひょうご産業活性化センター／13人参加
関数の利用、プロパティの設定など、実用的なデータベースの構築について
➂ LAN(初級)研修
平成25年6月12日（水曜日）／ひょうご産業活性化センター／15人参加
LANの概要、サーバーOSの基礎、公共ネットワーク等のPCネットワークなどについて
3 調査研究活動
（1）調査研究グループ活動の実施
会員が自主的、主体的にテーマを企画提案し、複数の会員で構成されるグループ
により、調査研究を行う。
＜テーマ＞
①地域活性を目的とした学生による地産地消Projectに対するソーシャルメディア活
用の評価
〔代表者〕大手前大学 藤田昌弘
②大規模災害の発生時の児童生徒、保護者の安否確認と児童生徒、保護者及び学校を
結ぶネットワークの構築（2年目）
〔代表者〕神戸山手大学 飯嶋香織
➂兵庫OSS（オープンソースソフトウェア）総論研究（2年目）
〔代表者〕流通科学大学 多井剛
④ポータルサイトとソーシャルメディアを利用した情報発信の可能性についての研究
（2年目）
〔代表者〕NPO法人HINT 井上あい子
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⑤公共ビッグデータの活用による地域内新産業創出に関する調査研究
〔代表者〕兵庫県立大学大学院 辻正次
（2）情報交流ワークショップ（サロン）の実施
会員間の交流、若手および女性の参加促進を目的に、提案されたテーマやタイム
リーなテーマについて、様々な情報交換を実施する。
＜テーマ＞
①ケーススタディから学ぶ地域再生・地域の活性化のためのICTの活用ならびに地域情
報発信のあり方について
〔代表者〕兵庫県立大学 井内善臣
②源流をたずねて
〔代表者〕兵庫県立大学 加藤恵正
➂兵庫エリアにおけるスマートシティのICT活用に関する取組検討
〔代表者〕NTT西日本 兵庫支店 山下和良
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事例視察調査
情報化に積極的に取り組んでいる団体・企業を訪問し、さまざまな情報化プロジェク
トや情報通信を活用した地域活性化の取り組みについて視察調査を実施し、視察先の団
体等との交流を行った。
平成25年9月12日（木曜日）・13日(金曜日)／18人参加
（1) 宜野座村 IT オペレーションパーク
・宜野座 IDC の取り組みについて
株式会社 NTT 西日本-九州 沖縄支社 IT ビジネス部 IT ソリューション担当
松本淳主査、渡久地誠主査
（2）沖縄県庁
・沖縄県の産業振興施策について
沖縄県商工労働部 情報産業振興課、企業立地推進課、国際物流推進課、
産業政策課
（3）沖縄 IT 津梁パーク
・沖縄IT津梁パークの取り組みについて
株式会社ダイケン（指定管理者） 新崎彦司施設長
沖縄県商工労働部情報産業振興課 松永樹主査
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地域の情報化の推進・支援

（1）国際フロンティア産業メッセへの出展
西日本最大規模の産業総合展示会として、国際的な技術・ビジネス交流と21世紀に飛
躍する産業の創出を推進するため「国際フロンティア産業メッセ」を開催した。
平成25年9月5日（木曜日）・6日（金曜日）／神戸国際展示場／のべ24,266人参加
320社・355小間出展
・会員企業と協力した出展
・神戸商工会議所と共催で、神戸ITフロンティアセミナーを開催（9月5日）
・国際フロンティア産業メッセ実行委員会と共催で、特別セミナーを開催（9月6日）
※主催 国際フロンティア産業メッセ2013実行委員会
（兵庫県、神戸市、（公財）新産業創造研究機構、神戸商工会議所、
（公財）ひょうご産業活性化センター など）
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（2）ICTビジネスマッチング
国際フロンティア産業メッセ内で、兵庫や関西で活躍するICT企業が、ICT関連企業
のビジネス拡大をめざす「ICTビジネスマッチング（商談会）」を開催した。
平成25年9月6日（金曜日）／神戸国際展示場／39社、70人参加、マッチング総数96件）
・出展者・来場者とのマッチング、ICT関連企業相互の連携など
※主催

神戸市、地域ICT推進協議会（COPLI）、兵庫ニューメディア推進協議会

（3）神戸 IT フェスティバル 2013
ICT に関する最新動向などについてセミナー・展示などを行う「神戸 IT フェスティ
バル 2013」を開催した。
平成25年12月13日（金曜日）・14日(土曜日)
デザインクリエイティブセンター神戸(KIITO)／のべ1,600人参加
〔主なセミナー〕
・みんなで自己採点！アナタの「自慢したくなるスゴいウェブ度」は何点？
植木 真（株式会社インフォアクシア代表取締役／Webアクセシビリティ・
コンサルタント）
・地域デザイン×オープンデータ 〜オープンデータが地域にできること〜
小林巌生（Linked Open Data Initiative 副理事長）
・IT企業の地方進出による地域活性化
～徳島×兵庫のサテライトオフィス誘致の取り組み～
大南信也（特定非営利活動法人グリーンバレー理事長（徳島県神山町））
藤原岳史（一般社団法人ノオト理事（篠山市））
隅田徹（株式会社プラットイーズ取締役会長／株式会社えんがわ社長（徳島県神山町））
※主催
※共催

神戸 IT フェスティバル実行委員会
兵庫ニューメディア推進協議会、地域 ICT 推進協議会（COPLI）、
（公財）神戸市産業振興財団、神戸商工会議所情報産業部会

(4) 兵庫・神戸 IT 就職フェア
ICT 業界や地域で活躍している ICT 関連企業について多くの学生に知ってもらい、業
界への就業を促進させるため、学生たちの就職活動を応援する「兵庫・神戸 IT 業界就
職フェア 2015」を開催した。
平成26年2月6日（木曜日）／神戸市産業振興センター／学生約220人、企業16社
・市内・県内の ICT 企業の説明会
・ICT 企業の若手社員によるパネルディスカッション
※主催

兵庫県、神戸市、地域 ICT 推進協議会（COPLI）、
兵庫ニューメディア推進協議会
※共催 （公財）神戸市産業振興財団
（5）アドバイザー派遣（地域情報化支援事業）
アドバイザーを派遣し、ソーシャルメディアの活用などに関する指導・助言を行っ
た。
平成 25 年 9 月 8 日（日曜日）／つつじヶ丘情報バンク管理運営委員会／9 人参加
・地域密着情報の発信方法について
中川悠（株式会社チュラキューブ／株式会社きびもく代表取締役）
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（6）セミナー共催（地域情報化支援事業）
中規模（50～100人程度）のセミナーを関係団体と協議会で共催する。
➀ 国際フロンティア産業メッセ2013 特別セミナー
平成25年9月6日（金曜日）／神戸国際展示場／110人参加
・ソーシャルメディアで世界へ販路開拓
末広栄二（ソーシャルシフト・コンサルタント／株式会社アッシュ・セー・
クレアシオン顧問）
※主催

国際フロンティア産業メッセ2013実行委員会、
兵庫ニューメディア推進協議会
※後援 地域ICT推進協議会（COPLI）
➁ 「導入事例に学ぶ ビジネス向け iPhone・iPad 活用術」セミナー
平成25年11月27日（水曜日）／神戸商工会議所／80人参加
・導入事例に学ぶ ビジネス向けiPhone・iPad活用術
中山五輪男（ソフトバンクモバイル株式会社 首席エヴァンジェリスト）
※主催
※共催

神戸商工会議所 情報産業部会
兵庫ニューメディア推進協議会、地域ICT推進協議会（COPLI）

➂ 自治体クラウド推進セミナー
平成26年2月12日（水曜日）／ラッセホール／100人参加
・今後の電子自治体の取組みについて
山口寛正（総務省地域情報政策室総務事務官）
・LASDECにおける自治体クラウド推進の取組みについて
井上賀博（（財）地方自治情報センター研究開発部主席研究員）
・事例紹介（愛知県豊橋市、愛知県豊川市、京都府）
※主催
※共催
※後援

財団法人地方自治情報センター（LASDEC）
兵庫ニューメディア推進協議会
関西広域連合

④ ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会
～安全・安心・快適な人と車の社会の実現を目指して～
平成26年3月10日（月曜日）／兵庫県立大学神戸情報科学キャンパス
60人参加
・成熟市場で自動車産業はどう変わって，どう生き残るか?
手嶋茂晴（株式会社豊田中央研究所 先端研究センター社会システム研究室）
・自動車ソフトウェアでの安全性・セキュリティについて
高田広章（名古屋大学大学院情報科学研究科教授）
・通信を利用した先進運転支援システムにおけるデータ処理の効率化
佐藤健哉（同志社大学理工学部 モビリティセンター教授）
※主催
※共催

ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会
兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科社会応用情報科学研究センター
兵庫ニューメディア推進協議会、地域ICT推進協議会
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（7）地域情報化関係事業の後援等
自治体や関係団体によるセミナー等を共催・後援し、広報活動などに協力する。
➀ 地域情報化人材育成セミナー2014in神戸～地域活性化のための人材育成とは～
平成26年1月27日(月曜日)／兵庫県農業共済会館／70人参加
・地域づくりと人材育成
飯盛義徳（慶應義塾大学准教授）
・―地域連携、まちづくりの物語― 一人ひとり、絆を結ぶまちづくり
加藤慈然（一般社団法人尾道観光協会理事）
・情報化を通してのまちづくり・ひとづくり NPO：KAIN 20年の活動
塩崎泰雄（地域情報化アドバイザー、NPO法人桐生地域情報ネットワーク代表）
・ICTは身体で使う
岸本晃（地域情報化アドバイザー）
・パネルディスカッション「地域活性化のための人材育成とは」
飯盛義徳、加藤慈然、塩崎泰雄、岸本晃、和崎宏（地域情報化アドバイザー）
※主催

近畿総合通信局、一般財団法人全国地域情報化推進協会、
近畿情報通信協議会
※後援 兵庫県、兵庫ニューメディア推進協議会
➁ ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会
～広域大規模激甚災害の被害予想シミュレーションおよび避難行動と安否確認のICTによる支援の可能性～
平成26年2月27日（木曜日）／兵庫県立大学神戸情報科学キャンパス／60人参加
・災害発生時の避難支援と安否確認は現状で大丈夫か？
有馬昌宏（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授）
・大都市の防災対策は大丈夫か？
廣井悠（名古屋大学減災連携研究センター准教授）
・災害発生時の公共交通機関は大丈夫か？
田口東（中央大学理工学部教授）
※主催
※共催
※後援

ひょうご神戸サイエンスクラスター協議会
兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科社会応用情報科学研究センター
兵庫ニューメディア推進協議会、地域ICT推進協議会

➂IT あわじ会議
平成 26 年 3 月 7 日（金曜日）／淡路夢舞台国際会議場／300 人参加
・超高齢社会に役立つ IT・先端技術
※主催
※後援

兵庫県、（公財）原総合知的通信システム基金
総務省、経済産業省、外務省、（公財）新産業創造研究機構（NIRO）、
関西経済連合会、関西経済同友会、アライアンス・フォーラム財団、
兵庫ニューメディア推進協議会
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④ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ 2014
平成26年3月18日（火曜日）／兵庫県公館／220人参加
表彰式 知事賞 4 社／産業労働部長賞 8 社／エントリー49 社
・兵庫県知事賞受賞企業のプレゼンテーション（4 社）
・記念講演会
“食の情報問屋”ぐるなびに学ぶ
-顧客の行動を知るデータ戦略 リアルな集客とネットを結びつける手法溝上宏（株式会社エヌケービー取締役、株式会社ぐるなび 前取締役執行役員）
・表彰式
※主催
※後援

兵庫県
神戸商工会議所、兵庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会、
（公財）ひょうご産業活性化センター、（公財）神戸市産業振興財団
兵庫ニューメディア推進協議会、地域 ICT 推進協議会 など

（8）地域情報化関係事業の協力等
自治体や関係団体によるセミナー等に協力し、広報活動などに協力する。
・一般社団法人経営情報学会「2013年秋季全国研究発表大会」
平成25年10月25日（金曜日）～27日（日曜日）／流通科学大学
〔主な内容〕
・基調講演 喜連川優（情報・ｼｽﾃﾑ研究機構 国立情報学研究所所長、東京大学教授）
・特別講演 石井淳蔵（流通科学大学学長）
※主催
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流通科学大学

兵庫県地域情報化功労表彰
県域の情報化推進に貢献した団体の功績を称え、特別講演会で表彰状および記念品を
贈呈した。
【兵庫県地域情報化功労表彰 受賞団体】
○伊丹市立伊丹高等学校
履修科目である「情報」の授業を活用し、地域の商店街と連携したイベントを企画
・運営している。
同校が運営する地域SNS「いたまちSNS」は、高校・大学・地域・商店街の橋渡しと
して機能しプロジェクトを支えている。
また、地域SNSで制御できるデジタルサイネージを商店街全域に設置し、地域の映像
コンテンツによる情報発信を支援している。
○岡本商店街振興組合
地域の商店街が生き残る手法として、ソーシャルメディア（twitterなど）を活用し、
加盟店約230店舗の情報を発信。
Ustreamライブ配信や、全加盟店のソーシャルメディアへの取り組みを表示したマッ
プの配布など、顔が見える商店街づくりに取り組んでいる。
宮城県気仙沼市の商店街の発信業務の代行や物販応援も行っている。
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協議会活動の情報発信と会員間の情報交流
会員および幹事会のメーリングリストを設置し、会員相互の意見交換や情報提供を行
うとともに、協議会活動の円滑な推進を図っている。
協議会の運営

（1）総会
平成25年5月27日（月曜日）／兵庫県公館
（2）幹事会
第1回
第2回
第3回
第4回

4月23日（火曜日）／兵庫県私学会館
7月30日（火曜日）／兵庫県民会館
11月25日（月曜日）／兵庫県民会館
2月28日（金曜日）／兵庫県農業共済会館

（3）責任幹事会
調査研究・情報交流ワークショップ
第1回 6月25日（火曜日）／兵庫県民会館
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