平成 18 年度事業報告
１ 企画調整活動
（１）委員会
日時：平成１８年５月１２日（金）１３：００～１４：００
場所：和歌山県自治会館 ３０４会議室
議題：第１４回総会議案等の審議
（２）第１４回総会
日時：平成１８年５月１２日（金）１４：００～１５：００
場所：和歌山県自治会館 研修室２０１、２０２
議題：平成１７年度事業報告
平成１７年度決算報告
平成１８年度事業計画案
平成１８年度予算案
和歌山県情報化推進協議会会則の一部改正
役員改選について
（３）幹事会
(1)
日時：平成１８年１２月１９日（火）１５：００～１６：００
場所：和歌山県自治会館３０４会議室
議題：平成１８年度補正予算案の審議
協議会運営方法の変更について
(2)
日時：平成１９年３月１４日（水）１３：００～１４：００
場所：和歌山県自治会館３０４会議室
議題：第１５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１８年５月１２日（金）１５：００～１６：００
場
所：和歌山県自治会館 研修室２０１、２０２
参加者数：約５０名
内
容：『e-ネット安心講座』
e-ネットキャラバン運営協議会事務局 永井 正直 氏
（２）わかやま地域情報化フォーラム２００６
『見るテレビから使うテレビへ－地域テレビの未来』開催
日
時：平成１８年９月３０日（土）１３：３０～１６：００
場
所：ホテルアバローム紀の国 鳳凰の間
参加者数：約１００名
内
容：基調講演『地上デジタル放送と地域の情報化について』

慶應義塾大学総合政策学部教授

國領

二郎

氏

パネルディスカッション『見るテレビから使うテレビへ－地域テレビの未来－』
【コーディネータ】
和歌山大学システム工学部助教授 満田 成紀 氏
【パネリスト】
慶應義塾大学総合政策学部教授 國領 二郎 氏
ＮＰＯ法人ＷＡＣわかやま理事長 中村 富子 氏
（株）テレビ和歌山代表取締役社長 中原 勝 氏
和歌山県危機管理局長 森田 実美 氏
（３）「Ｕ遊祭２００６」への参画
日時：平成１８年１２月２日（土）～３日（日）
場所：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ
主催：Big・Ｕ活用推進協議会
内容：県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕにおいて情報化に関する講演、イベント等を開催。
参加者約６５００人
（４）わかやま e-ネット安心講座の開催
第１回 平成１８年５月１２日（金）
会場：和歌山県自治会館
講師：（財）マルチメディア振興財団 永井 正直 氏
第２回 平成１８年８月３１日
会場：和歌山県立日高高等学校中津分校
講師：（株）テレコム和歌山 川瀬 なみ 氏
第３回 平成１８年１１月７日
会場：田辺市立衣笠中学校
講師：（株）テレコム和歌山 川瀬 なみ
第４回 平成１８年１１月１７日
会場：和歌山市立河西中学校
講師：（有）サイプレス 妻木 祐介 氏
第５回 平成１８年１１月２８日
会場：和歌山市立宮小学校
講師：（有）サイプレス 妻木 祐介 氏
第６回 平成１８年１２月６日
会場：田辺市立第三小学校

氏

講師：（株）テレコム和歌山 川瀬 なみ 氏
第７回 平成１９年１月２４日
会場：岩出市立上岩出小学校
講師：（有）サイプレス 妻木 祐介 氏
（５）情報化普及のためのデジタルコンテンツ制作
(1)「和歌山県電子申請使い方講座」
内容：和歌山県の電子申請の使い方について動画等も交え、インターネット上で
分かりやすく解説する

(2)「わかやま e-ネット安心講座」
内容：
「わかやま e-ネット安心講座」の講義の模様を録画・編集し、インターネットで
公開する。及び(2)のコンテンツについては、協議会ＨＰ（http://wida.co.jp）にて公開予
定。
（６）わかやまソフトウェアコンテストへの参画
主
催：（社）和歌山情報サービス産業協会
募集期間：平成１８年９月１日～９月３０日
表 彰 式：平成１８年１１月２３日（木）１３：００～
於 和歌山ビッグ愛大ホール
「和歌山県情報化推進協議会賞」（優秀賞）を授与
（７）情報化に関する事業の共催・後援活動・共催事業
「情報セキュリティセミナー２００６」
日
時：平成１８年６月２２日（基礎コース、マネジメントコース）
平成１８年９月７日（専門技術コース）
開催場所：（株）和歌山リサーチラボ大会議室
主
催：（株）和歌山リサーチラボ、経済産業省、（独）情報処理推進機構 他
(2) 後援事業
「市民塾サミット in 和歌山２００６」
日時：平成１８年９月３０日（土）１４：００～１６：００
場所：ホテルアバローム紀の国
主催：ＮＰＯ法人市民の力わかやま
共催：市民塾ユニオン
内容：市民塾ユニオン推進会議基調報告
山西 潤一 氏（市民塾ユニオン推進会議代表、富山大学人間発達科学部長）
各地の市民塾からの活動報告
再チャレンジを支援する国のＩＴ政策について
後藤 篤二 氏（文部科学省生涯学習政策局参事官学習情報政策担当）
高田 義久 氏（総務省情報通信政策局情報通信利用促進課課長補佐）
ディスカッション「市民のチャレンジを支援～地域プラットフォームを考える」
【コーディネータ】
山西 潤一 氏（市民塾ユニオン推進会議代表、富山大学人間発達科学部長）
【コメンテータ】
小田 章 氏（和歌山大学長）
勝丸 健司 氏（和歌山県教育委員会生涯学習課長）
國領
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氏（慶應義塾大学総合政策学部教授）
氏（日経デジタルコア代表幹事）

３ 調査研究活動
（１）部会活動
(1)地上デジタル放送利活用検討部会
「和歌山県地上デジタル放送推進連絡会」と連携し、地上デジタル放送の機能や課題に
関する情報提供、意見交換等を行う。

・「和歌山県地上デジタル放送推進連絡会設立総会」の開催
日時：平成１８年５月１９日 １３：３０～１６：００
場所：和歌山県勤労福祉会館プラザホープ
内容：「和歌山県地上デジタル放送推進連絡会の設置について」
和歌山県企画部ＩＴ推進局情報政策課長 飯倉 主税 氏
「地上デジタル放送の現状について」
総務省近畿総合通信局放送課長 馬場 優 氏
・分科会活動
デジタル中継局設置サポート
日時：平成１８年７月６日、平成１８年９月１４日
内容：「中継局デジタル改修に関する法規制調査」の実施等
地形難視聴対策
日時：平成１８年９月２６日
都市難視聴対策
日時：平成１８年７月２６日、平成１９年２月２８日
実証実験推進
日時：平成１８年７月５日、平成１８年７月１４日
内容：平成１８年１０月２５日～２７日（紀美野町）及び平成１９年１月１０日～１２日
（橋本市）において実証実験実施
・地域ブロック会議の開催
紀北ブロック：平成１８年１０月１１日
紀中ブロック：平成１８年１０月１２日
紀南ブロック：平成１８年１０月１３日
(2) ユビキタス地域情報部会
・部会の開催
日時：平成１８年１２月１９日
場所：和歌山県自治会館３０４会議室
内容：１８年度ユビキタス地域情報部会支援事業の報告
「わかやまイベントボード携帯版について」
市民の力わかやま 糀谷 昭治 氏
県の取り組みの報告
「ユビキタス地域情報サービス提供事業について」
株式会社バーチャル和歌山 道本 浩司 氏
「紀南発信いつどこナビについて」
和歌山県道路政策課 樋口 尚弘 氏
・「わかやまイベントボード」携帯版作成の支援
昨年度、和歌山県の委託を受けて構築された、地域のイベントを集約して情報提供を
行う、
「わかやまイベントボード」の携帯版の作成を支援。
http://wakayama.shiminjuku.jp/eventboard/m/
（２）プロジェクト支援
『第３回和歌山地域医療情報ネットワークシンポジウム』への助成及び後援
日時：平成１８年６月１０日（土）１４：３０～１８：００

場所：和歌山県立医科大学生涯研修・地域医療支援センター
主催：和歌山地域医療情報ネットワーク協議会
内容：基調講演「千葉わかしおネットに学ぶ地域医療連携の実例」
千葉県立東金病院院長 平井 愛山 氏
シンポジウム
【座長】
和歌山県地域医療情報ネットワーク協議会顧問
和歌山県立医科大学教授 山中 昇 氏
【シンポジスト】
和歌山大学教授 本山 貢 氏
和歌山県立医科大学助教授 羽野 卓三 氏
和歌山県福祉保健部健康局健康対策課長 黒田 基嗣 氏
（株）ワカヤマアスレティックス代表取締役 福山 重紀

氏

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を行った。１８年度の採択事業は以下の２件。
（１）地域ＩＣＴアドバイザー育成事業
実施主体：ＮＰＯ法人つれもてネット南紀熊野
事業内容：地域のシニア情報生活アドバイザーに対するスキルアップ講座を実施する。
将来的に地域住民とともにコンテンツの掘り起こし、制作を行っていく中で、地域のＩ
ＣＴリテラシーの向上を目指す。
（２）「ＧＰＳ携帯への地域イベント情報統合提供サービスの試作」
実施主体：（社）和歌山情報サービス産業協会
事業内容：現在、異なったフォーマットで提供されている各種イベント情報を、ＨＴ
ＭＬ解析技術を用いて統合する仕組みを試作する。また、ＧＰＳ携帯に対する適所な情
報提供の
効果を検討する。
両事業の成果については、総会で報告予定。
５ 情報提供活動
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/

