第１号議案

平成２６年度事業報告
自
至

平成 26 年 4 月 1 日
平成 27 年 3 月 31 日

１

普及啓発事業（平成 26 年度：10 回開催 計 3,828 名､平成 25 年度：8 回開催 計 2,527 名）
県民の情報化リテラシーの向上を図り、地域情報化を推進するため、近未来情報化講演
会、情報化セミナー、勉強会及び情報化体験イベントを開催した。
（１）近未来情報化講演会の開催
参加者数： 83 名（平成 25 年度：91 名）
・日 時：平成 26 年 6 月 4 日（水）15:40～17:20
・場 所：リーガホテルゼスト高松 エメラルド
・講 師：老テク研究会 事務局長 近藤 則子氏
・演 題：「高齢者の ICT リテラシー向上のための楽しいアイデア
～異なる世代・地域との交流で健康・いきがいづくり～」
・共 催：四国情報通信懇談会
・協 賛：情報通信月間推進協議会
・後 援：総務省四国総合通信局
（２）情報化セミナーの開催
参加者総数：5 回開催 計 3,268 名（平成 25 年度：5 回開催 計 2,032 名）
（第 1 回）NHK のスーパーハイビジョン技術と取り組みについて
・日 時：平成 26 年 10 月 23 日（木）15:00～16:30
・場 所：香川産業頭脳化センタービル 2 階「一般研修室」
・講 師：日本放送協会 放送技術局 報道技術センター中継部 副部長 沢田 智 氏
・共 催：香川マルチメディアビジネスフォーラム
・参加者：26 名
（第 2 回）香川から世界へ ～ICT の国際展開を考える～
・日 時：平成 26 年 11 月 21 日（金）13:30～16:00
・場 所：情報通信交流館 BB スクエア
・講演 1
講 師：前国際電気通信連合(ITU) 事務総局長
一般財団法人 海外通信・放送コンサルティング協力(JTEC)理事長
内海 善雄 氏
演 題：「世界を見た目で我が国 ICT 産業の国際展開を考える」

・講演 2
講 師：香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授、NPO 法人 e-HCIK 理事長
原 量宏 氏
演 題：「かがわ医療情報ネットワーク(K-MIX+)とグローバル展開」
・講演 3
講 師：認定 NPO 法人 BHN テレコム支援協議会 副理事長
榑松 八平 氏
演 題：「BHN によるテレコム人道支援と人材育成」
・共 催：四国情報通信懇談会、NPO 法人 e-HCIK、情報通信交流館
・後 援：総務省四国総合通信局、認定 NPO 法人 BHN テレコム支援協議会
・協 力：一般財団法人 海外通信・放送コンサルティング協力(JTEC)
・参加者：43 名
（第 3 回）Android Project Ara と ものづくりの未来
・日 時：平成 26 年 12 月 13 日（土）13:30～16:30
・場 所：情報通信交流館 BB スクエア
・講 師：早稲田大学大学院客員教授
丸山 不二夫 氏
・共 催：日本 Android の会 香川支部、情報通信交流館、瀬戸内 Linux ユーザ
グループ、Google Developer Group
・後 援：日本 Android の会 四国支部、NPO 法人アンドロイド利用協議会
・参加者：40 名
（第 4 回）まちあるきオープンデータソン in 男木島
・日 時：平成 27 年 3 月 8 日（日）10:00～18:00
・場 所：男木島コミュニティセンターおよび島内
・講 師：高木 治夫 氏（総務省地域情報化アドバイザー）
・共 催：情報通信交流館
・参加者：18 名
（第 5 回）e-とぴあ文化祭 2015
・日 時：平成 27 年 3 月 14 日（土）～22 日（日）10:00～20:00
・場 所：情報通信交流館
・内 容：地域を活性！ＩＴで農業をかっこよく！ソーシャルメディア×コメづく
り講演など
・共 催：情報通信交流館
・後 援：香川県教育委員会
・来場者数：3,141 名

（３）勉強会（ワークショップ）の開催
参加者数：3 回開催 計 53 名（平成 25 年度：1 回開催
（第 1 回）ビッグデータ活用ワークショップ（第 1 回）
・日 時：平成 26 年 10 月 10 日（金）13:30～17:00
・場 所：情報通信交流館 BB スクエア
・共 催：四国情報通信懇談会
・協 力：富士通株式会社
・参加者：21 名

28 名）

（第 2 回）ビッグデータ活用ワークショップ（第 2 回）
・日 時：平成 26 年 12 月 5 日（金）13:30～17:30
・場 所：情報通信交流館 BB スクエア
・共 催：四国情報通信懇談会
・協 力：富士通株式会社、情報通信交流館
・参加者：22 名
（第 3 回）ビッグデータ活用ワークショップ（第 3 回）
・日 時：平成 27 年 2 月 10 日（火）13:30～17:00
・場 所：情報通信交流館 BB スクエア
・共 催：四国情報通信懇談会
・協 力：富士通株式会社、情報通信交流館
・参加者：10 名
（４）情報化体験イベントの開催
参加者数：1 回開催 424 名（平成 25 年度：1 回開催
・日 時：平成 26 年 8 月 1 日（金）～17 日（日）
・場 所：情報通信交流館
・内 容：キッズ ICT サミット 2014
・共 催：情報通信交流館

376 名）

２

情報交流・情報提供事業
会員相互の交流や地域情報化への認識を深めるため、情報交流・情報提供事業を実施し
た。
（１）視察研修の実施
地域情報化の現状や最先端技術を調査するとともに、視察先との情報交換を図るた
め、株式会社インターネットイニシアティブ 松江データセンターパークの施設見学、
株式会社テクノプロジェクト コナンテクノポートの会社見学を行った。
・日 時：平成 26 年 10 月 29 日（水） 7:00～20:00
・参加者：18 名（平成 25 年度：26 名）
・共 催：香川マルチメディアビジネスフォーラム

（２）情報交流会の開催
会員相互間の交流を深め、情報交流を行う場として情報交流会を開催した。
参加者数：50 名（平成 25 年度：45 名）
・日 時：平成 26 年 6 月 4 日（水）17:30～19:00
・場 所：リーガホテルゼスト高松 時香
（３）ホームページ･電子メールによる情報提供
協議会ホームページをリニューアルし、協議会の活動状況等をホームページ上で情
報提供するとともに、会員から寄せられた ICT 利活用等に関する情報を会員全員に周
知した。
・ホームページ更新回数：13 回（平成 25 年度：10 回）
・電子メール送信回数 ：38 回（平成 25 年度：25 回）

３

企画調整活動
協議会の円滑な運営を図るため、運営委員会、総会を開催した。また、協議会の活動を
充実強化するため、入会の案内を行った。
（１）運営委員会の開催
平成 26 年度事業計画(案)及び収支予算（案）等を審議するため、運営委員会を開催
した。
・日 時：平成 26 年 4 月 23 日（水）13:30～14:30
・場 所：香川県庁 北館 3 階 306 会議室
（２）総会の開催
平成 25 年度事業報告及び収支決算報告並びに平成 26 年度事業計画(案)及び収支予
算(案)を審議するため、総会を開催した。
・日 時：平成 26 年 6 月 4 日（水）15:00～15:30
・場 所：リーガホテルゼスト高松 エメラルド
・参加者：45 名（平成 25 年度：51 名）
（３）入会の案内
会員数の確保に向けて、総会や情報化セミナー等の機会をとらえて入会の案内を行
った。
（平成 26 年度入会：3 会員）
・普通会員（入会順）：株式会社サクマ
株式会社ドコモ CS 四国
日本メディカル株式会社

（平成 26 年度退会：5 会員）
・普通会員
：高松ホテル旅館料理協同組合
ドコモエンジニアリング四国株式会社
ドコモサービス四国株式会社
株式会社みどり財産コンサルタンツ
株式会社ドコモ CS 四国
（参考）・平成 27 年 3 月 31 日現在

普通会員：112 会員
特別会員： 15 会員
（合 計：127 会員）

