
第１号議案 

平成 26 年度事業報告 

 

１ 企画調整活動 

（１）第２２回総会の開催 

日時：平成 26年 5月 16日（金）１３：００～ 

場所：あいあいセンター ６階ホール 

議題：平成 26年度事業報告・決算報告、平成 26年度事業計画案・予算案等 

 

（２）幹事会の開催 

①第１回幹事会（日時：平成 26年 4月 9日（水）16：30～18：30） 

議題：第２２回総会議案等の審議、講演会、防災研究部会、その他 

②第２回幹事会（日時：平成 26年 7月 29日（火）16：30～18：30） 

議題：講演会報告、各部会活動報告、情報通信和歌山検討会第５回報告、その他 

③第３回幹事会（日時：平成 26年 8月 27日（水）16：30

～18：30） 

議題：地域情報化フォーラム、オープンデータ調査

研究事業、情報通信和歌山検討会の今後、そ

の他 

④第４回幹事会（日時：平成 26年 9月 26日（金）16：30

～18：30） 

議題：地域情報化フォーラム、オープンデータ調査

研究事業、防災研究部会、情報通信和歌山検

討会の今後、WIDA法人化、その他 

⑤第５回幹事会（日時：平成 26 年 10 月 23 日（木）16：

30～18：30） 

議題：地域情報化フォーラム、防災研究部会、その他 

⑥第６回幹事会（日時：平成 26年 12月 4日（木）16：30～18：30） 

議題：：昨年度地域情報化支援事業、地域情報化フォーラム、オープンデータ調査研究事業、

防災研究部会、その他 

⑦第７回幹事会（日時：平成 27年 1月 22日（木）16：30～18：30） 

議題：地域情報化フォーラム報告、ICT利活用部会「インターナショナルオープンデータデイ

2015inWakayama」、橋本市まち歩きオープンデータソン、防災研究部会、来年度事業、

予算、その他 

⑧第８回幹事会（日時：平成 27年 2月 24日（火）16：30～18：30） 

議題：ICT 利活用部会「インターナショナルオープンデータデイ 2015inWakayama」報告、橋

本市まち歩きオープンデータソン、防災研究部会講演会、次年度事業計画、予算方針

等、その他 

⑨第９回幹事会（日時：平成 27年 3月 26日（木）16：30～18：30） 

議題：次回総会議案等の審議、講演会について、その他 

 

 

 

 

 



２ 普及啓発活動 

（１）講演会の開催 （Ustreamでライブ配信） 

日時：平成 26年 5月 16日（金）14：00～ （総会後） 

場所：あいあいセンター 6階ホール 

内容： 

講演 『行政と民間企業の協業のあり方 ～奈良県内

事例にみる Win-Winの関係考察～』 

講演者：野田和徳（のだ かずのり） 氏（奈

良県総務部情報システム課 課長） 

パネルディスカッション 

パネリスト 

野田和徳氏 

森本浩之氏（松阪市 CIO補佐官） 

浦 聖治氏（（株）エスアールアイ代表取締役） 

道本浩司（NPOセンター理事長、NPO法人わかやま理事、WIDA事務局長） 

コーディネータ：満田 成紀（和歌山大学システム工学部准教授 WIDA 幹事） 

参加者数：73名 

 

（２）わかやま地域情報化フォーラムの開催（Ustreamでライブ配信） 

『オープンデータの未来をさぐる～市民と公共データをつなぐ～』 

日時：平成 27年 1月 7日（水）14:00～17:00 

場所：橋本市教育文化会館 ２階 大ホール 

内容：①基調講演『地域社会の力を活かすためのオープンデータ』 

庄司 昌彦氏（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） 

②パネルディスカッション 

・プレゼンテーション： 

・渡部 貴徳(わたなべ たかのり)氏 

（総務省 自治行政局地域力創造グループ 地域情報政策

室 課長補佐） 

・是住 久美子 氏（ししょまろはん代表、

京都府立図書館資料課主任） 

・森川 嘉久氏（橋本市副市長・橋本市 CIO） 

・パネルディスカッション 

コーディネータ：田中 一也（和歌山県情報

政策課課長、WIDA理事） 

パネリスト：庄司 昌彦氏、渡部 貴徳氏、 

是住 久美子 氏、森川 嘉久氏 

参加者数：197名 

 

（３）「第２３回わかやまソフトウェア・ＣＧコンテスト」への協賛・参画 

主  催：一般社団法人 和歌山情報サービス産業協会 

募集期間：平成 26年 8月 1日（金）～9月 30日（火） 

表彰式：平成 26年 11月 23日（日） 

「和歌山県情報化推進協議会会長賞」（最優秀）を授与 

 

（４）「第１８回サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム」への協賛 



主  催：サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム実行委員会 

開 催：平成 26年 5月 22日（木）～24日（土） 

場 所：和歌山県情報交流センターＢｉｇ・Ｕ および ホテルシーモア（白浜町） 

 

（５）「橋本市まち歩きオープンデータソン」開催 

主  催：橋本市、和歌山県情報化推進協議会 

開 催：平成 27年 2月 28日（土）9:45～16:50 

場 所：橋本市保健福祉センター、橋本駅周辺 

内容：「Wikipediaタウン」チーム、「OpenStreetMap(OSM)マッピ

ングパーティ」チーム、「LocalWiki」チームに分かれて

活動 

参加者数： 43名 

 

 

 

３ 調査研究活動 

（１）調査研究部会 

1)ＩＣＴ利活用普及部会：ＩＣＴ利活用の最新事例紹介や意見交換等 

・インターナショナルオープンデータデイ 2015inWakayama 実施 

日時：平成 27年 2月 21日（土）10:00～18:00 

場所：和歌山県立情報交流センターBig・U  

主催：IODD 2015 in Wakayama実行委員会 

共催：Code For Wakayama（CFW）、和歌山県情報化推進協議会（WIDA） 

内容：  

① 開会：挨拶 田中 一也（IODDinWakayama実行委員長、WIDA理事） 

② イントロダクション：満田 成紀（WIDA ICT利活用普及部会長、和歌山大学システム工学部

准教授） 

③ 各グループのスケジュール説明 

・グループ１：オープンデータを作ろう！ 

・グループ２：マッピングパーティ in 南紀田辺！「熊野古道班」と「防災班」 

④ グループごとに取

組 

⑤ 各グループの取組

結果発表 

⑥ 閉会：挨拶 佐藤 

周（WIDA 幹事長、

和歌山大学経済学

部教授） 

参加者数： 53名 

 

 

2)教育ＩＣＴ導入研究部会: 県内各公立小中学校等の校務用ＩＣＴ機器の導入準備をはじめとした

教育分野のＩＣＴ利活用の研究等 

活動なし 

 

 

 



3)防災研究部会 

・海南高校防災リーダー育成プロジェクト 

目的：「避難所運営ができる高校生の育成」「災害時のラジオ活用の普及」 

日時：平成 26 年 11 月 9 日(日) 8：00～14：00 頃ま

で 

場所：海南市下津町大崎地区(旧海南市立大崎小学校)  

   避難所（万葉の碑、大崎グランド、常行寺、願

称寺、旧大崎小学校） 

参加者数：海南高校生 11 名、県内の大学生 10 名、

大崎地区の住民およそ 200人 

訓練内容：避難所及び周辺の被害状況、物資などの配

布情報の提供 

放送方法：FMの微弱電波を利用したラジオ放送 

主催：和歌山県情報化推進協議会 防災研究部会 

 

・講演会開催 

日時：平成 27年 3月 24日（火） 15：30～17：00 

場所：和歌山県自治会館 

内容：講演「災害情報を確実に届けるために ～市町

村の視点から～」 

村上 圭子氏（ＮＨＫ放送文化研究所 

メディア研究部主任研究員） 

 

4) 大規模災害時の情報通信応急活動和歌山検討会 

（南海トラフ巨大地震等の大規模災害を想定した情報通信分野における応急活動体制に関す

る和歌山県域関係者検討会） 

昨年度に続き、第５～６回の検討会が実施された。 

和歌山県情報化推進協議会は、事務局とし、和歌山県、総務省近畿総合通信局の主導により、

当検討会の運営にあたった。いずれも動画撮影し関係者限定で公開した。 

 

①第５回(平成 26年 7月 17日（木） 14：00～16：00、和歌山県自治会館) 

議題：（１）個別マニュアルの提示・策定について 

（２）通信事業者における災害に備えた取組みの現状報告について 

（３）災害対策用移動通信機の貸与体制について 

（４）和歌山県情報化推進協議会防災研究部会の取組みについて 

②第６回（平成 27年 3月 24日（火） 13：00～15：00、和歌山県自治会館) 

議題：（１）個別マニュアル検証訓練実施報告及び策定 

（２）総務省における災害時の通信確保に向けた取組 

（３）Wi-Fiの防災利用と活事例について（ＮＴＴ西日本 和歌山支店 ） 

 

４ 地域情報化支援活動 

地域情報化に主体的に取り組む団体に対する支援。26年度に採択された以下の団体が事業を終了し

た。 

・「ARを使用した街歩き＆サイクル MAPの作製」（有限会社パッシュ） 

事業期間：平成 26年 12月 1日～平成 27年 3月 31日 

 

 



５ 情報提供活動 

（１）協議会ホームページ（http://wida.jp/）の管理・運営。年度途中（12月）でサイト全体を見直

し CMS(WordPress)を使ったサイトへ全面リニューアル。過去の決算資料等も閲覧可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）メールマガジンの配信 

希望する会員あてに国・県の施策やイベント情報を月１回程度配信。その他、会員からの情報提

供内容を随時配信。 

（３）ＳＮＳを利用した広報および会員の交流促進 

Facebook で協議会ページを作成。広報、およびイベントの参加申し込み受付などに利用。twitter

でも同内容を同時配信。 

https://www.facebook.com/wida.jp 

https://twitter.com/info_wida 

（４）協議会の活動を動画配信（会員限定） 

・Ustreamを利用したライブ配信：講演会、地域情報化フォーラム等 

・ライブ配信と同内容または撮影・編集動画を配信 

 

６ その他 

（１）近畿情報通信協議会（KICC）への参加 

・近畿地方における情報通信関係団体様同士の連携促進を目的とした協議会 

  http://www.telecon.or.jp/ 

・第一回 近畿地方情報通信関係団体連携促進会議への参加（平成 26年 10月 29日） 

・近畿地方情報通信関係団体連携促進調査業務報告会への参加（平成 27年 3月 30日） 

 

 

以上 


