
 

 

 

平成２１年度事業実績報告書 
 

 

 

１ 総会、運営委員会の開催 

 

 ①総会 

  ○開催日／会場  平成２１年４月２８日（火）／ベルクラシック甲府 

  ○内    容  平成２０年度事業報告及び収支決算報告 

           役員改選 

                  平成２１年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

                  講  演 総務省関東総合通信局情報通信部長 栗原 道隆 氏 

                    「平成２１年度総務省における情報通信施策について」 

 ②運営委員会 

  ○開催日／会場  平成２１年４月２８日（火）／ベルクラシック甲府 

  ○内    容  総会提出議案に係る審議 

           平成２０年度事業報告及び収支決算報告 

           役員改選 

                   平成２１年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

 

 

２ 普及啓発活動 

 

 ①講演会の開催 

  ○第１回講演会 情報通信月間記念講演会 

   ・開催日／会場  平成２１年６月３０日（火）／ベルクラシック甲府 

   ・内    容  「ＩＣＴを用いた省エネ・環境対策とインフラ設計の課題」 

             （東京大学大学院情報理工学系研究科教授 江崎 浩 氏） 

   ・来 場 者  ６８名 

 

  ○第２回講演会 マルチメディアエキスポ講演会（情報化月間参加行事） 

   ・開催日／会場  平成２１年１１月１９日（木）／アイメッセ山梨 

   ・内    容  「情報化時代の教養」 

             （中央大学研究開発機構教授・東京工業大学名誉教授 辻井 重男 氏） 

   ・来 場 者     ５２名 

 

  ○第３回講演会 地域情報化セミナー 

   ・開催日／会場  平成２２年２月１７日（水）／ベルクラシック甲府 

   ・内    容  「地域情報プラットフォームの最新概況について」 

             （(財)全国地域情報化推進協会 企画部 担当部長 小原 一晃 氏） 

            「平成２２年度総務省における情報通信施策について」 

             （関東総合通信局 情報通信振興課 課長 齋藤 一男 氏） 

   ・来 場 者  ４１名 

 

 



 

 ②情報化展示会の開催 

  ○２００９山梨テクノフェア＆マルチメディアエキスポを（社）山梨県機械電子工業会、 

   （財）やまなし産業支援機構との共催により開催した。また本協議会のブースを出展した。 

   ・開催日／会場  平成２１年１１月１９日（木）～２１日（土）／アイメッセ山梨 

   ・延べ入場者数  １２，０９７人 

 

【出展団体：３２団体】 

   アライドテレシス（株） （株）ウインテックコミュニケーションズ 

   （株）エスエスワイ  （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ山梨支店 

     （株）カルク  （株）関電工山梨支店  グローバルデザイン（株） 

   （株）コスモサウンド  （株）サンニチ印刷  （株）ジインズ 

   （株）システムインナカゴミ  ＮＰＯ法人地域資料デジタル化研究会 

   （株）デジタルアライアンス  東京国税局・甲府税務署  東京電力（株）山梨支店 

   東京レコードマネジメント（株）  東電環境エンジニアリング（株） 

   日本システムウエア（株）  日本電気（株）甲府支店 

   日本フィールド・エンジニアリング（株）山梨支社  ＮＰＯ法人バーチャル工房やまなし 

   東日本電信電話（株）山梨支店  富士通（株）山梨支店 

   山梨ＩＴビジネス産学連携協議会  山梨県ＣＡＴＶ連絡協議会 

   （社）山梨県情報通信業協会  （株）山梨中央銀行  

   （株）山梨ニューメディアセンター  リコー販売（株）山梨支社 

   （株）ＹＳＫe-com  （株）ワイ・シー・シー 

   山梨県地域情報化推進協議会 

 

   【本協議会出展ブース】 

    ・大型スクリーン、プロジェクタを用いてリモートテレスコープシステムのデモンスト 

     レーションを実施（協力：山梨県立科学館） 

    ・情報セキュリティに関するＤＶＤを放映 

     （協力：山梨県警察本部生活安全部、関東管区警察局山梨県情報通信部） 

    ・住民基本台帳カードの発行支援サービス（協力：山梨県総務部） 

    ・地上デジタルテレビ放送に関する説明 （協力：山梨県テレビ受信者支援センター） 

 

 

 

３ 地域情報化に対する支援活動 

 

 ①メディアリテラシーワークショップの開催 

  ○開催日／会場  平成２１年６月２０日（土）／山梨県立科学館 

  ○内    容  小中学生を対象に、地図に活用されているコンピューター技術の紹介や、身

近な地図を用いたルート検索及び道順案内の発表を通じて、地図情報の理解

のポイントや自分の考えを言葉にして相手に伝えることの難しさを体験学

習した。 

  ○参 加 者  １４名 

 

 

 

 

 



 ②ＩＣＴ部門のＢＣＰ（業務継続計画）セミナーの共催 

  ○開催日／会場  平成２１年１０月３０日（金）／ベルクラシック甲府 

  ○主    催  総務省自治行政局、山梨県地域情報化推進協議会 

 

  ○内    容  「民間企業及び自治体におけるＢＣＰ策定・定着化へのポイント」 

            （日本電気（株）コンサルティング事業部 佐々木 忍 氏） 

           「地方公共団体におけるＢＣＰの必要性」 

            （総務省 自治行政局 地域政策課 地域情報政策室  

                                    石川 家継 氏） 

           「地方公共団体におけるＢＣＰ策定事業の取り組み事例紹介」 

            （長野県伊那市 総務部情報統計課 伊藤 利彦 氏） 

           「ＢＣＰ策定のポイント～兵庫県佐用町水害等～」 

            （(財)地方自治情報センター（LASDEC）ＢＣＰアドバイザー 

                                    戸谷 壽夫 氏） 

  ○参 加 者  ６６名 

 

 

 

４ 調査研究活動 

 

  協議会内の「地上デジタル放送普及推進部会」と「ブロードバンド基盤整備及び利活用促進部会」

を運営するとともに、市町村職員研修会を開催した。 

 

 ①「第２回 地上デジタル放送普及推進部会」を開催 

  ○開催日／会場  平成２１年５月２６日（火）／恩賜林記念館大会議室 

  ○内    容 

   (1)「高齢者・障がい者向け説明会について」 

     （山梨県テレビ受信者支援センター センター長 内田 周明 氏） 

   (2)「集合住宅管理会社訪問説明業務について」 

     （山梨県テレビ受信者支援センター センター長 内田 周明 氏） 

   (3)「市町村とデジサポの連絡体制について」 

     （山梨県テレビ受信者支援センター センター長 内田 周明 氏） 

   (4)「平成２１年度補正予算（案）について」 

     （関東総合通信局 放送部 部長 久恒 達宏 氏） 

 

 ②「第３回 地上デジタル放送普及推進部会」を開催 

  ○開催日／会場  平成２１年９月１８日（金）／恩賜林記念館大会議室 

  ○内    容 

   (1)「高齢者・障がい者向け説明会の状況等について」 

     （山梨県テレビ受信者支援センター センター長 内田 周明 氏） 

   (2)「中継局整備計画について」 

     （ＮＨＫ甲府放送局 技術部 百瀬 司 氏） 

   (3)「新たな難視対策計画について」 

         （(株)山梨放送 放送技術部 関口 聡太 氏） 

   (4)「辺地共聴施設の改修の状況等について」 

     （関東総合通信局 有線放送課 箭内 昌広 氏 ） 

   (5)「集合住宅・都市受信障害解消施設の訪問状況等について」 

     （山梨県テレビ受信者支援センター センター長 内田 周明 氏） 



   (6)「受信機購入支援について」 

     （関東総合通信局 放送課 赤間 文美 氏） 

   (7)「平成２２年度予算要求の概要」 

     （関東総合通信局 放送課 赤間 文美 氏） 

   (8)「平成２１年度共聴施設実態調査結果について」 

     （山梨県情報政策課） 

 

 ③「ブロードバンド基盤整備及び利活用促進部会」を開催。併せて、市町村職員研修会を開催 

  ○開催日／会場  平成２２年１月１５日（木）／甲斐市清川地域ふれあい館 

  ○内    容 

    （ブロードバンド基盤整備及び利活用促進部会） 

    (1)「衛星ブロードバンド設備の概要説明」 

      （IPSTAR Company Limited 田中 靖人 氏） 

    (2)「無線ＬＡＮの基礎知識と最新の技術動向」 

       （京セラコミュニケーションシステム(株) 日比 学 氏） 

    （市町村職員研修会） 

    (3)「ブロードバンド整備の取組状況報告」 

      （山梨県情報政策課） 

    (4)「地域情報通信技術利活用交付金（第１次補正）の取組状況報告」 

   （山梨県情報政策課） 

 

 ④「第４回 地上デジタル放送普及推進部会」を開催。 

  ○開催日／会場  平成２２年２月９日（火）／恩賜林記念館大会議室 

  ○内    容 

   (1)「デジサポの活動状況等について」 

     （山梨県テレビ受信者支援センター センター長 内田 周明 氏） 

   (2)「受信機購入支援について」 

      （地デジチューナー支援実施センター 全国統括事務所 副所長 尾池 修 氏） 

   (3)「中継局整備計画について」 

     （ＮＨＫ甲府放送局 技術部 百瀬 司 氏） 

   (4)「新たな難視対策計画について」 

     （(株)山梨放送 放送技術部 関口 聡太 氏） 

   (5)「共聴施設の改修について」 

     （関東総合通信局 有線放送課 箭内 昌広 氏） 

   (6)「平成２２年度予算の概要について」 

     （関東総合通信局 放送課 山本 英博 氏） 

   (7)「デジアナ変換の導入について」 

     （関東総合通信局 放送課 山本 英博 氏） 

   (8)「平成２２年度地上デジタル放送推進のための山梨県行動計画の策定について」 

     （関東総合通信局 放送課 赤間 文美 氏） 

     ※「平成２２年度地上デジタル放送推進のための山梨県行動計画」は、部会後に若干の修

正を行い、別紙のとおり策定しました。 

 

５ 情報提供活動 

 

 ○協議会ホームページによる各種情報提供 

   協議会ホームページ URL:http://www.fynet.or.jp 


