平成２３年度事業報告
１

普及啓発活動
（１）平成２３年度総会・記念講演会の開催
開催日：平成２２年６月２１日（火）／場所：兵庫県公館大会議室
参加者：１５０名
【講演】
「節電時代のスマートコミュニティ」

加藤 敏春 氏

(一般社団法人 スマートプロジェクト代表)
（２）講演会・情報通信セミナーの開催
地域や企業、行政におけるＩＣＴの実践的な活用を推進するため、最新のＩＣＴの動向
や活性化に成功した地域や企業などの先進事例をわかりやすく解説し、ＩＣＴの活用につ
いて広く県民の理解を深める講演会や、会員を対象に情報化のより専門的な知識・技術の
習得を目指す情報通信セミナーを開催した。
【ビジネスに使える Facebook 講座】
① 第１回ビジネスに使える Facebook 講座
開催日：平成２３年８月３０日（火）／場所：兵庫県公館／参加者６４名
議

題：Facebook はビジネスでどう使えるのか（導入編）

講 師：ソーシャルメディアドライブ代表 道端俊彦

②

第２回ビジネスに使える Facebook 講座
開催日：平成２３年９月９日（金）／場所：兵庫県公館／参加者５５名
議

題：Facebook ページ製作のノウハウ、Facebook クーポン、ポイント、ガイドライ
ンなどの最新情報もまじえて

講

師：iframe テンプレート実用サンプル集管理者

告 健士郎

③ 第３回ビジネスに使える Facebook 講座
開催日：平成２３年９月１３日（火）／場所：兵庫県公館／参加者６３名
議 題：Faceboook ページのファンを増やす秘訣
講

師：リトルムーンインターナショナル株式会社 文 美月

④ 第４回ビジネスに使えるFacebook講座
開催日：平成２３年９月１６日(金)／場所：兵庫県公館／参加者４４名
議 題：自社外部サイトをFacebook連動対応する方法
講 師：株式会社ドリームブリッジ 小谷博志
⑤ 第５回ビジネスに使えるFacebook講座
開催日：平成２３年９月３０日(金)／場所：兵庫県公館／参加者６０名
議 題：Faceboookはこれからどうなっていくのか？（総括編）
講

師：ソーシャルメディアドライブ代表 道端俊彦
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【地域力創造セミナーin ひょうご】
開催日：平成２３年１１月２５日（金）／場所：ラッセホール／参加者１２６名
議題１：地域力を高める！
講 師：総務省自治行政局地域自立応援課長 牧 慎太郎
議題２：私を変えたフェイスブック
講 師：兵庫県町村会会長（多可郡多可町長） 戸田善規
※ 兵庫県行政書士会と共催
【Facebookビジネス活用講座】
開催日：平成２３年１２月７日（水）／場所：多可町ベルディホール／参加者５２名
講 師：ソーシャルメディアドライブ代表 道端俊彦
【ビジネスに使えるFacebook講座】
開催日：平成２３年１２月１４日（水）／場所：兵庫県民会館／参加者５０名
講師：株式会社ＴＡＭ 加藤 洋
〃

服部 丈

iframeテンプレート実用サンプル集管理者 告 健士郎
【中小企業のためのＩＣＴ研修会（播磨地域）
】
開催日：平成２４年１月２７日（金）／場所：東播磨生活創造センター／参加者３３名
講

師：ＩＴＣ兵庫会会長 蒲田卓恭
※ 兵庫県中小企業家同友会と共催
※ 地域ＩＣＴ推進協議会（ＣＯＰＬＩ）と連携（１月23日(月)神戸で開催）

２

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、
調査研究を行った。
＜採択テーマ＞
○オープンソースソフトウェア運用時の問題解決方法についての調査研究
（代表者：流通科学大学教授

多井 剛氏）

自治体における OSS 運用時に発生する問題について、効率的な解決方法の事例
研究を実施。
○若年層の携帯電話利用とデジタルデバイトの関係に関する調査研究
（代表者：神戸山手大学現代社会学部准教授 飯嶋 香織氏）

若年層の携帯電話の利用状況等を調査し、新たなデジタルデバイド（携帯デバ
イド）の出現及びその若年層の経済的・社会的格差への影響について研究を実施。
○立体視覚情報を活用した道コンテンツ配信プラットフォームと道の駅活性化研究
（代表者：西宮市副市長

本井 敏雄氏）
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携帯端末への行政情報の提供、特に立体視覚情報の提供を通じて、行政と住民が協
働して取り組み、災害による被害回避行動へと繋がる仕組みを、道路情報の提供にか
かる実証実験を通して調査研究を実施。
○次世代型スマートフォンの県民生活向上への活用検討
（代表者：西日本電信電話㈱副支店長 江口 秀孝氏）

「次世代型スマートフォン」に焦点をあて、県民生活の向上につながる教育分野
や新たな行政サービス等での利用について研究を実施。
（２）事例視察調査の実施
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。
・視察日：平成２２年９月８日（水）〜９日（木）
・視察先：山陰方面（㈱サテライトコミュニケーションズネットワーク、㈱中海テレビ
放送、Ruby City MATSUE プロジェクト、NPO 法人 プロジェクトゆうあい、石
見銀山ＷＡＯＮ）
・参加者：１４名

３

人材育成事業
（１）情報交流ワークショップ（サロン）の設置
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した。
①テーマ提案型サロン
＜採択テーマ＞
○新たな情報発信ツールの活用について
（代表者：明石市役所総務部情報管理課 後藤 元宏氏）
実施回数：３回／参加者：のべ１３２名
○観光客の増員に繋がるコンテンツについて
（代表者：特定非営利活動法人ＨＩＮＴ事務局 藤岡 秀和氏）
実施回数：５回／参加者：のべ１３４名
（２）情報化研修の実施
会員の情報技術や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。
開催回

実施時期

コース名

第１回

22 年 9 月 16 日

Ａｃｃｅｓｓ２００７基礎の発展

第２回

22 年 9 月 28 日

パソコンでできる動画編集入門

第３回

22 年 10 月 4 日

第４回

22 年 10 月 5 日

業務に役立つ！Ｅｘｃｅｌマクロによる

参加者
１０名
８名
１６名

日常作業の効率化（Ｅｘｃｅｌ２００３）
ネットワークの基礎
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１４名

第５回

４

22 年 11 月 16 日

ＯＳＳ導入の課題とその解決について

１６名

地域の情報化の推進・支援

（１）地域情報化支援事業
○応募があった４団体と共催でセミナー等を開催した。
実施時期

内容（共催）
地域住民を対象とした地域ＳＮ

22 年 9 月〜23 年 Ｓ講習会、シニア向けパソコン教
3 月（のべ 10 回） 室(東播磨地域ビジョン委員会ハ
ートランドぐり石ネット)

講師

参加者

行司高博（兵庫県企画
県民部教育・情報局情

１２７名

報政策課主幹）
前田守洋（（株）NTT ド

22 年 10 月 28 日

丹波市情報通信システム活用研

コモ関西支社ソリュ

究会（丹波市）

ーションビジネス部）

２９名

ほか
淡路市地域情報化事業一般公開
22 年 10 月 29 日

講座＜ツイッターを始めよう♪
＞」
（淡路市）

23 年３月 27 日

桶下眞理（激安販売ド
ットコム代表）

森林と情報の未来での活用方法

石井真人（KIZARA プロ

(ＮＰＯ法人棚田ＬＯＶＥＲ ｓ)

ジェクト代表）ほか

２６名

１０１名

（２）インターネット安心・安全利用事業
○ＮＰＯ等による安心・安全にインターネットを利用するためのセミナー等を後援及び周
知・広報に協力した。
（３）地域情報化関係事業の共催、後援
○神戸ＩＴフェスティバル、オープンソースカンファレンス、ＩＴあわじ会議など、６件の
自治体や関係団体による地域情報化に資するセミナー等を後援及び周知・広報に協力した。
５ 協議会活動の情報発信と会員間の情報交流
（１）新たな情報発信
総会・記念講演会や情報通信セミナーへのツイッターによる参加や、インターネットライ
ブ配信を行った。
（２）新たな情報発信インターネット等の活用による情報発信
調査研究の活動概要・研修成果、セミナー開催内容等の協議会活動の情報提供内容の拡充
を図った。また、セミナーの模様をオンデマンド配信したほか、兵庫県警の申し出により、
インターネットの安全利用や少年の健全育成に寄与することを目的とする兵庫県インターネ
ット安全利用推進協議会のホームページバナーを掲載した。
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（３）メーリングリストによる情報交換
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た。
（４）会員交流会の実施
異業種、異分野、異地域会員相互の交流を図るため、講演会やセミナー等の機会を利用し
て、会員交流会を実施した。

６ 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】
○特定非営利活動法人明石インターネットパワーズ
「インターネットでまちづくり」を目的とし 1997 年に設立。インターネットを活用した
意識調査、防災訓練、市民向け講座などの取り組みを行ってきた。2008 年からは、明石市
より委託を受け高齢者インターネット教室事業、地域ＳＮＳスキルアップ研修等業務も展
開するなど、地域活性化に貢献した。
○但馬を映像で発信する会
但馬夢テーブル委員会の活動を経て 2005 年に設立。都会のメディアとは違った、自分た
ちの価値観で情報を発信していくために住民ディレクターの手法を研究し、住民手づくり
で但馬の情報を発信するなど、映像手法を用いた地域活性化に貢献した。

７

協議会の運営
（１）総会
平成２２年６月２１日に、平成２２年度兵庫ニューメディア推進協議会総会を実施した。
（２）幹事会
実施時期
第１回

２２年 ５月１１日

第２回

２２年１０月２７日

第３回

２３年 ３月 ７日
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