
平成 17年度事業報告 

１ 企画調整活動 

（１）幹事会 

   平成１７年４月２１日（木）１０：００～ 

   於：県民文化会館中会議室 

   第１３回総会議案等の審議 

（２）委員会 

   平成１７年４月２６日（火）１３：００～ 

   於：県民文化会館中会議室 

   第１３回総会議案等の審議 

（３）第１３回総会 

   平成１７年４月２６日（火）１４：００～ 

   於：県民文化会館特設会議室 

   平成１６年度事業報告 

   平成１６年度決算報告 

   平成１７年度事業計画案 

   平成１７年度予算案 

   和歌山県情報化推進協議会会則の一部改正案 

   和歌山県情報化推進協議会部会運営規定の一部改正案 

   部会の設置案 

   役員改選について 

（４）幹事会 

   平成１８年３月２４日（金）１４：００～ 

   於：和歌山県自治会館３０４会議室 

   第１４回総会議案等の審議 

２ 普及啓発活動 

（１）講演会の開催 

   日時：平成１７年４月２６日（火）１５：００～１６：３０ 

   場所：県民文化会館特設会議室 

   内容：『近畿における地域情報化の現状と取組』 

       総務省近畿総合通信局情報通信部情報通信振興課課長補佐 石井 一也氏 

       『ＩＣタグの動向について～実証実験事例を中心に』 

       凸版印刷（株）ＩＣビジネス本部 ＩＣビジネス企画部 武藤 健氏 

（２）わかやま地域情報化フォーラム２００５ 

   『ＩＴを活用した観光・まちづくり』の開催 

   日時：平成１７年１１月１８日（金）１３：００～１６：３０ 

   場所：ホテルアバローム紀の国鳳凰西の間、入場者数：約１００名 

   内容：講演『ＩＴによる観光産業の発展と、成功の秘訣』 

       楽天トラベル（株）執行役員社長室室長兼事業開発部部長 安藤 公二氏 

       講演『尾道“どこでも博物館”について』 

       ＮＰＯ法人プラットフォームおのみち代表理事 徳永 修氏 



       パネルディスカッション 

       『ＩＴを活用した住民参加型観光・まちづくりについて 

                 ～観光におけるホスト住民による情報技術の利活用～』 

       【コーディネーター】 

        和歌山大学システム工学部デザイン情報学科助教授 満田 成紀氏 

       【パネリスト】 

        安藤 公二氏 

        徳永 修氏 

        ＮＰＯ法人つれもてネット南紀熊野代表理事 千品 雅彦氏 

        高野町長 後藤 太栄氏 

（３）Ｕ遊祭２００５の開催 

   日時：平成１７年１２月３日（土）～４日（日） 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

   主催：Ｕ遊祭２００５実行委員会 

       会長  高嶋 洋子（和歌山県企画部長） 

       副会長 上出 明彦（和歌山県企画部ＩＴ推進局長） 

       副会長 鈴木 胖 （和歌山県情報化推進協議会会長） 

       監事  真砂 充敏（田辺市長） 

       監事  廣崎 清司（ＮＰＯ法人和歌山ＩＴ教育機構副理事長） 

   内容：ロボットをメインテーマに、各種情報化イベント、ふれあい体験、 

情報化セミナー等を実施。 

       入場者数７，１２８人 

（４）情報化セミナーの共催 

  ■『電子自治体ＩＴセミナー』（近畿ブロック） 

   日時：平成１７年９月２日（金）１０：３０～１６：２０ 

   場所：和歌山県勤労者福祉会館プラザホープ 

   主催：（財）地方自治情報センター 

   内容：『動き出した電子自治体』 

       総務省自治行政局地域情報政策室課長補佐 村岡 嗣政氏 

       『情報漏えい危機管理マニュアルについて』 

       地方公共団体セキュリティ対策支援フォーラム 

             横須賀市企画調整部情報政策課主査 小貫 和昭氏 

       『札幌市における自治体ＣＲＭの取り組み～コールセンターでの実践から～』 

       札幌市市民まちづくり局情報化推進部ＩＴ推進課 

                     ＣＲＭプロジェクト担当係長 金田 博恵氏 

       『行動が広がり心かよう情報化を目指して～「e-まっぷ」から「JAM」へ～』 

       浦安市経営企画部情報政策課電子自治体推進室副主査 醍醐 恵二氏 

  ■『地域 gコンテンツ流通研究会 和歌山セミナー』 (g=GIS) 

   日時：平成１７年９月１６日（金）１３：３０～１６：３０ 

   場所：県民文化会館５Ｆ大会議室 

   主催：地域 gコンテンツ流通研究会 

   内容：『森林ＧＩＳについて』 



       京都府立大学大学院農学研究科教授 田中 和博氏 

       『地域コンテンツ情報最前線』 

       ＮＰＯ法人わかやまインターネット市民塾理事 道本 浩司氏 

       『世界遺産と観光』～地域振興の視点から～ 

       和歌山県企画部計画局地域振興課長 柏原 康文氏 

       『gコンテンツとセキュリティ』 

       京都大学大学院情報学研究科助教授 高倉 弘喜氏 

  ■『e-Japan基盤改革セミナー・和歌山 

            「地域主導で実現する、オープンスタンダードによるＩＴ基盤改革」』 

   日時：平成１７年１０月２１日（金）１３：００～１７：００ 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

   主催：e-Japanオープンスタンダード・コンソーシアム 

   内容：『オープンスタンダードを実現する最新技術概論：Java、Webサービス、EA、SOA』 

       サン・マイクロシステムズ（株） 

マーケティング統括本部シニア・ストラテジスト 藤井 彰人氏 

      『オープン環境におけるサーバ選択のポイント』 

       日本ＡＭＤ（株）エンタープライズディベロップメント部 

                    兼公共調達プロモーション室課長 山野 洋幸氏 

      『複合型ウイルスに対処するためのトータルセキュリティ対策』 

      （株）シマンテック ソリューション営業事業部公共営業部 

              e-Japanセキュリティ対策推進室マネージャー 飯田 律子氏 

      『内部漏洩を防ぐサーバーサイド・セキュリティ』 

      ミラクル・リナックス（株）営業部パートナー担当部長 山口 公誉氏 

      『データベースセキュリティと最新技術動向』 

      日本オラクル（株）インダストリー第三統括本部 

                 公共インダストリー本部ＳＣ部ディレクター 八島 晶氏 

      『ＥＲＰをＩＴ基盤とした行政ＢＰＲの推進』 

      ＳＡＰジャパン（株）公共事業本部 

           公共ソリューション部シニアソリューションアーキテクト 菊池 悟氏 

      『地域ＩＴ産業の育成』 

      上記講演者および、 

      和歌山県企画部ＩＴ推進局情報政策課長 飯倉 主税 

によるパネルディスカッション 

  ■『デジタル・ディバイド解消講演会 inわかやま～解消に向けてあと一歩！ 

できることは何か～』 

   日時：平成１８年２月１６日（木）１３：００～１６：００ 

   場所：ホテルアバローム紀の国鳳凰西の間 

   主催：総務省近畿総合通信局、和歌山県 

   内容：『２０１０年に向けたブロードバンド基盤の全国整備について』 

       総務省総合通信基盤局高度通信網振興課課長補佐 景山 忠史氏 

       『新市の情報通信基盤について』 

       田辺市情報政策課長 小松 実氏 



       『山村における光ケーブル網活用のＡＤＳＬ・携帯電話局整備について』 

       紀美野町企画管財課長 梶谷 幸司氏 

       『インターネットを利用した特産品の販売について』 

       北山村観光産業課 池上 輝幸氏 

       『情報化による地域の活性』 

       （株）サイバーリンクス 道本 浩司氏 

       『来年度の和歌山県の地域情報化施策説明』 

       和歌山県情報政策課 

（５）情報化イベント等への後援 

  ■『電波と安心な暮らしセミナー～安心で安全な電波利用に向けて～』 

   日時：平成１７年６月１５日（水）１３：３０～１６：１０ 

   場所：和歌山東急イン会議室 

   主催：総務省近畿総合通信局、近畿情報通信協議会 

   内容：『安心して電波を利用するために』 

       総務省総合通信基盤局電波部電波環境課専門職 川崎 信治氏 

       『電波の健康影響と人体防護』 

       首都大学東京 都市教養学部教授 多氣 昌生氏 

       『身の回りの電磁界と健康』 

       東京女子医科大学大学院医学研究科主任教授 山口 直人氏 

  ■『ハイビジョン中継テレビ会議システムを活用したＩＴ人材育成セミナー』 

   日時：平成１７年６月１７日（金） 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ、ＮＩＣＴ大手町リサーチセンター（東京会場） 

   主催：和歌山県 

   内容：○Ｂｉｇ・ＵとＮＩＣＴ大手町リサーチセンターをＪＧＮ?で接続 

       ○上記大手町リサーチセンターに 

         アカデミーキャピタルインベストメンツ（株）代表取締役 松本 孝利氏を 

         お招きし、遠隔セミナーを実施。 

  ■『インターネットを活用する際の安全対策』 

   講師：トレンドマイクロ（株）シニアマーケッティングスペシャリスト 瀬川 正博氏 

   日時：平成１７年７月２日（土）１３：３０～１６：３０ 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

   主催：ＮＰＯ法人和歌山ＩＴ教育機構、ＮＰＯ法人わかやまインターネット市民塾、 

       ＮＰＯ法人つれもてネット南紀熊野 

  ■『インフォ・フェア‘０５inわかやま』 

   日時：平成１７年１１月１０日（木）～１１日（金） 

   場所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 

   主催：（社）和歌山情報サービス産業協会 

   内容：○主に情報系企業・団体からの新技術・新製品の展示・紹介 

       ○セミナー 

       『バランス・スコアカード（ＢＳＣ）』 

       横浜国立大学大学院教授・エジンバラ大学客員教授 吉川 武男氏 

       『ホームページから本当に成果が上がった！ 



                 ～誰でもできる「アクセス分析」とサイト改善法～』 

       （有）いなかどっとコム代表取締役 石井 研二氏 

       『ロボット産業の現状と将来』 

       和歌山大学システム工学部光メカトロニクス学科教授 八木 栄一氏 

       『和歌山大学のロボット研究』 

       和歌山大学システム工学部光メカトロニクス学科助手 三輪 昌史氏 

  ■『市民塾フォーラム』 

   日時：平成１８年２月１１日（土）１０：００～１２：００ 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

   主催：ＮＰＯ法人わかやまインターネット市民塾 

   内容：『市民電子会議室で生まれた協働の eコミュニティ』 

       藤沢市市民電子会議室委員長、ＳＦＣ研究所上席所員 田中 美乃里氏 

       パネルディスカッション 

  ■『親子で学ぶメディア・リテラシー公開研究会』 

   日時：平成１８年２月２８日（火）１３：４５～１６：００ 

   場所：和歌山大学教育学部附属小学校 

   主催：総務省、和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター 

       和歌山大学教育学部附属小学校 

   内容：公開授業『親子で語ろう！テレビの見方』 

       和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター 豊田 充崇氏 

       『親子で語ろう テレビの見方（ビデオ教材）』 

       （株）ＴＢＳビジョンプロデューサー 海老澤 寛氏 

       『映像不思議シミュレータ（ＣＤ－ＲＯＭ教材）』 

       （株）電脳商会プロデューサー 川内 裕司氏 

       まとめ 和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター 野中 陽一氏 

３ 調査研究活動 

（１）田辺市Ｊマトリックス調査プロジェクト 

 ○田辺市の情報化の現状を調査 

 ○調査過程において数回の意見交換会（プロジェクト会議）を実施 

 ○評価レポート報告書の作成 

   【経過】※会議の場所はすべて県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

  ■準備説明会 

   日時：平成１７年２月９日（水）１４：００～１６：００ 

   内容：「Ｊマトリックス調査」の概要説明 

  ■準備説明会 

   日時：平成１７年３月１１日（金）１４：００～１６：００ 

   内容：「Ｊマトリックス調査」の概要説明 

  ■アンケート説明会 

   日時：平成１７年４月１９日（火）１８：３０～２０：００ 

   内容：８種類のアンケート様式について、今後のすすめ方について 

  ■アンケート調査の実施 

   平成１７年５月１７日（火）～ 



  ■第１回プロジェクト会議 

   日時：平成１７年６月１７日（金）１８：３０～２１：００ 

   内容：アンケート調査の過程で得たエピソードの発表、意見交換 

  ■第２回プロジェクト会議 

   日時：平成１７年８月４日（木）１８：３０～２１：００ 

   内容：アンケート調査の過程で得たエピソードの発表、意見交換 

  ■第３回プロジェクト会議 

   日時：平成１７年１０月６日（木）１８：３０～２１：００ 

   内容：評価レポート案の説明、意見交換 

  ■第４回プロジェクト会議 

   日時：平成１７年１１月１５日（火）１８：３０～２１：００ 

   内容：今後、地域として取り組むべき課題について 

 【評価レポート報告書】 

 『Ｊマトリックス方式による評価レポート』  

 http://www.wida.jp/jmatrix/tanabe_report.pdf 

 『田辺市Ｊマトリックス調査報告書～住民参加による地域情報化推進を目指して～』 

 （上記レポート簡易版） http://www.wida.jp/jmatrix/tanabe_estimation.pdf 

（２）調査研究部会 

 地上デジタル放送利活用検討部会 

 地上デジタル放送の機能や課題に関する情報提供、意見交換 

  ■第１回部会 

   日時：平成１７年７月２１日（木）１４：００～１６：００ 

   場所：日赤会館会議室 

   内容：○ＮＨＫ和歌山放送局からのデータ放送についての説明 

       ○テレビ和歌山からの報告について 

       ○検討部会年間計画について 

       ※部会終了後、ＮＨＫ和歌山放送局視察 

  ■第２回部会 

   日時：平成１７年９月１５日（木）１３：３０～１６：００ 

   場所：大阪市立難波市民学習センター研修室 

       ＮＩＣＴ大阪通信・放送融合技術開発テストベッドセンター 

   内容：○地上デジタル放送の現状について（近畿総合通信局） 

       ○最近の動向について（テレビ和歌山） 

       ○今後の取り組みについて（和歌山県） 

       ○地上デジタル放送関連設備見学 

  ■第３回部会 

   日時：平成１８年３月２３日（木）１３：３０～１５：３０ 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

   内容：○地上デジタル放送の現状について（近畿総合通信局） 

       ○共同受信施設のデジタル化について（近畿総合通信局） 

       ○中継局ロードマップについて（放送事業者） 

       ○今後の情報化施策について（田辺市、和歌山県） 



 ＪＧＮ 利用促進部会 

独立行政法人 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）が運用する超高速・高機能研究開発テストベッド・

ネットワーク「ＪＧＮ 」の本県における利活用を促進 

  ■『Ｂｉｇ・Ｕでスペインの日食をみよう！！～世界初！全天周日食中継実験～』 

   日時：平成１７年１０月３日（月）１７：００～１８：３０（日本時間） 

   場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ プラネタリウム 

   主催：ライブ！ユニバース 

  ■『ＪＧＮ 利用促進・地域ＩＸ合同部会』 

   日時：平成１７年７月２９日（金）１４：００～１６：００ 

   場所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 

   内容：『地域ＩＸ 現状と将来の可能性』 

       （株）インテック・ネットコア取締役ＣＳＯ 中川 郁夫氏 

       『ＪＧＮ? 地域振興に向けた利活用の現状』 

       独立行政法人情報通信研究機構参事 中村 一彦氏 

 地域ＩＸ部会 

トラフィック問題を解消するため設置が期待されている「地域ＩＸ」の、本県における今後の整

備・活用についての情報提供 

  ■上記合同部会の開催 

   医療情報部会 

   ＩＴを活用した医療機関同士の連携や遠隔医療等の現状・将来像についての情報提供 

  ■『第１回和歌山県地域医療情報ネットワークシンポジウム』 

   日時：平成１７年６月１１日（土）１３：３０～１７：３０ 

   場所：ホテルアバローム紀の国  

   主催：和歌山地域医療情報ネットワーク協議会 

   内容：『IPv6ユビキタス医療ネットワーク（戦略的防衛医療構想実現に向けて）』 

       札幌医科大学教授 辰巳 治之氏 

       『和歌山県の地域医療情報ネットワークを考える』 

       【座長】 

        和歌山県地域医療情報ネットワーク協議会代表幹事 

        和歌山県立医科大学助教授 入江 真行氏 

       【シンポジスト】 

        和歌山県企画部ＩＴ推進局情報政策課長 高田 義久 

        和歌山県立医科大学助教授 森 一郎氏 

        伊都医師会「ゆめ病院」院長 小西 紀彦氏 

        （株）サイバーリンクス医療ネットワーク事業室室長 道本 浩司氏 

  ■『第２回和歌山県地域医療情報ネットワークシンポジウム』 

   日時：平成１８年２月１８日（土）１３：００～１７：００ 

   場所：和歌山県立図書館文化情報センター 

   主催：和歌山地域医療情報ネットワーク協議会 

   内容：『IPv6普及の状況と今後の利用拡大に向けて』 

       総務省総合通信基盤局電気通信事業部 

             データ通信課インターネット戦略企画室長 藤本 昌彦氏 



       『地域医療ネットワークとＮＰＯの役割 

                －大阪ヘルスケアネットワーク普及推進機構の実例－』 

       大阪大学大学院医学系研究科教授 武田 裕氏 

       『医療情報ネットワークに期待するもの』 

       【座長】 

        和歌山地域医療情報ネットワーク協議会幹事 

        独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター院長 中井 國雄氏 

       【シンポジスト】 

        和歌山県企画部ＩＴ推進局情報政策課長 飯倉 主税 

        和歌山県立医科大学講師 紀平 為子氏 

        伊都医師会「ゆめ病院」伊都医師会副会長 松浦 良和氏 

        （株）テレビ和歌山取締役編成局長 平原 佳和氏 

 ユビキタス観光情報部会 

本県における豊富な観光資源に関する情報を、携帯電話や地上デジタル放送等を利用していても、

どこでも、だれでも入手できるようなシステムの構築について、総務省や和歌山県と連携して検

討 

  ■準備会 

   日時：平成１７年７月１２日（火）１３：３０～１５：３０ 

   場所：県民文化会館４０８号室 

   内容：○ユビキタス観光情報部会の概要について 

       ○検討する地域エリア案等について 

  ■第１回部会 

   日時：平成１７年１０月５日（水）１３：３０～１５：３０ 

   場所：県民文化会館４０５号室 

   内容：○設置趣旨及び研究概要について 

       ○スケジュールについて 

       ○検討内容について 

       ○総務省近畿総合通信局の調査研究等について 

  ■第２回部会 

   日時：平成１８年１月２３日（月）１３：３０～１５：３０ 

   場所：和歌山県自治会館研修室２０３ 

   内容：○新しい観光情報提供のあり方について 

       ○総務省近畿総合通信局の調査研究会の状況について 

       ○「ユビキタス観光ソリューション（観光コマース）」 

        日本電気（株）市場開発推進本部エキスパート 明田 信重氏 

  ■第３回部会 

   日時：平成１８年３月２日（木）１３：３０～１５：３０ 

   場所：和歌山県書道資料館第二ホール 

   内容：○新しい観光情報提供のあり方報告案について 

       ○今後の取り組みについて 

４ 支援活動 

 『インターネットを活用する際の安全対策』に対する支援 



  平成１７年７月２日（土）１３：３０～１６：３０  

  於：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ 

５ 情報提供活動 

0.  協議会ホームページおよびメーリングリストの運営 

 ホームページＵＲＬ http://www.wida.jp/ 

 

http://web.archive.org/web/20070808022104/http:/www.wida.jp/

