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平成２３年度事業報告 

 

１ 総会の開催 

平成２３年４月８日(金)ぴゅあ総合(山梨県立男女共同参画推進センター)２階大研

修室（山梨県甲府市朝気１－２－２）において第８回定期総会を開催することとして

いましたが、３月１１日に発生した東日本大震災により流通や交通機関に混乱が生じ

たため、３月２８日に定期総会等の開催中止を決定し、４月７日(木)までに文書によ

り議案の承認を求めました。 

その結果、会委員総数(１２９)の過半数を超える７９の会員から回報があり、各議

案ともに回報総数の過半数以上の承認により、「平成２３年度総会議案書」のとおり

決定しました。 

 

２ 幹事会の開催 

全５回開催し、セミナー等の内容や新規会員の承認及び地域連携事業に関する事項

等を決定しました。 

 第１回：平成２３年 ６月 ２日（木） 千葉大学けやき会館（千葉市） 

 第２回：平成２３年１０月２８日（金） 常徳寺（笛吹市） 

  〃 ：平成２３年１０月２９日（土） 山梨県立大学（甲府市） 

 第３回：平成２３年１１月２６日（土） 小山市立生涯学習センター（小山市） 

 第４回：平成２４年 １月１８日（水） 総務省関東総合通信局（千代田区） 

 第５回：平成２４年 ３月２９日（木） 総務省関東総合通信局（千代田区） 

 

３ 普及啓発活動 

(1) セミナー等の開催 

ア 平成２３年度総会記念フォーラム（平成２３年度情報通信月間行事） 

（開催日）４月８日（金）（東日本大震災の影響により中止） 

（場 所）ぴゅあ総合(山梨県立男女共同参画推進センター)２階大研修室（甲府市） 

（テーマ）電子書籍・地域コンテンツが生み出す新しい時代 

 

イ 第１回 東京地区ＣＭ映像セミナー（平成２３年度情報通信月間行事） 

（開催日）５月１９日（木） 

（場 所）総務省関東総合通信局２１階会議室（千代田区） 

（テーマ）あなたの作るＣＭ映像が伝える“東京のまち”その魅力！ 

（概 要）基調講演１「映像で伝える“このまち”東京の魅力」 
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関谷 博之（東京メロトロポリタンテレビジョン㈱ 編成部長） 

事例紹介１「映像で伝える各地のＮＰＯ」（会員８団体紹介ＣＭ上映） 

事務局 

基調講演２「魅力あるＣＭ映像を作るために」 

下田 伸貴（㈱ピクス チーフプロデューサー） 

事例紹介２「わがまちＣＭコンテスト応募作品上映」（２３作品） 

事務局 

わがまちＣＭコンテストテーマソング紹介「このまちが好きだから・・・・」 

中村 正明（ＮＰＯ法人ナレッジネットワーク 副理事長） 

（参加者）３６名 

 

ウ 第２回 千葉フォーラム（平成２３年度情報通信月間行事） 

（開催日）６月２日（木） 

（場 所）千葉大学けやき会館 ３階 レセプションホール（千葉市） 

（テーマ）地デジ元年に現在・過去・未来を考察する 

（概 要）キーノート「地域情報化の反省とこれから」 

吉崎 正弘（総務省関東総合通信局 局長） 

座 談 １「安心安全な情報通信・電力ネットワークの将来像」 

～インフラ、スマートグリッド、アドホックネットワーク～」 

吉崎 正弘（総務省関東総合通信局 局長） 

伊藤  洋（公立大学法人山梨県立大学 学長） 

阪田 史郎（国立大学法人千葉大学大学院 教授 情報科学専攻） 

多賀谷一照（学校法人獨協学園獨協大学 法学部教授） 

座 談 ２「最新アプリケーションとホワイトスペース利活用法」 

～ワンセグ、Twitter、Facebook、SNS等での地域情報化～ 

奥出 淳一（木更津市情報政策課 課長） 

袁  福之（学校法人城西大学城西国際大学メディア学部 学部長） 

中村 正明（株式会社高千穂ネットワーク 代表取締役） 

田中 慎吾（公益情報システム株式会社 代表取締役） 

鼎 談 「千葉県地域情報化の現状・過去と今後への展望」 

土岐 健文（千葉県夷隅地域振興事務所 所長／前・情報政策課長） 

岡野 大和（合資会社いなかっぺ 代表） 

柳田 公市（有限会社ケイワン 代表取締役） 

（参加者）９３名 

 

エ 第３回 山梨フォーラム 

（開催日）１０月２９日（土） 

（場 所）山梨県立大学 講堂（甲府市） 

（テーマ）デジタルアーカイブによる資料防災・記録防災のススメ 

（概 要）基調講演「東日本大震災に関するデジタルアーカイブ共同事業」 
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柴田 昌樹（国立国会図書館関西館） 

事例発表「吉田家文書の再生への取り組み」 

小岩 孝朗（陸前高田市教育委員会／岩手県教育委員会） 

「山梨フットパスリンク～日常を記録するまち歩き」 

山本 育夫（ＮＰＯ法人つなぐ） 

「被災地域資料デジタル化レスキュー」 

日向 良和 （都留文科大学） 

（参加者）４３名 

 

オ 第４回 小山フォーラム 

（開催日）１１月２６日（土） 

（場 所）小山市立生涯学習センター ホール（小山市） 

（テーマ）市民がつくるＣＭで、“伝えようまちの魅力”、“語ろうまちへの思い” 

（概 要）基調講演「『伝える』～地域テレビの役割」 

飯島 誠 （株式会社とちぎテレビ 放送本部 報道制作局 報道部 

ニュースデスク アナウンサー） 

「わがまちＣＭコンテスト２０１１」作品上映・表彰式 

テーマソング紹介「このまちが好きだから」 

中村正明（株式会社高千穂ネットワーク） 

小山の物産紹介 

松本  勝（小山市観光協会 事務局長） 

（参加者）１５０名 

 

 

(2) ホームページの活用 

関東総合通信局内の協議会ホームページ上に、セミナー等の協議会活動ＰＲ等に関する

情報を掲載しました。 

また、関東ＩＣＴ推進ＮＰＯ連絡協議会の Facebook を平成２４年１月１８日に立ち上

げ、活動報告などを掲載しました。 

 

４ 地域連携事業 

(1) わがまちＣＭコンテスト２０１１ 

平成２１年度から地域連携や場づくりを一層意識した地域連携事業として、住民とともに

まちづくりを考えながら、地域の良さを内外に情報発信する「わがまちＣＭコンテスト」を

開催してきました。 

住民自らがディレクターとなり、ＣＭを制作する過程において、地域の良さを再発見する

ことで、地域に対する関心や愛着を深めるといった効果や、創作力や情報発信能力を高める

ことで、地域貢献できる人材育成への効果を期待しています。 

平成２３年度も、３０秒の映像作品と２０秒の音声作品の募集を行い、映像部門１５２作
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品（４４地域）、音声部門２０作品（１０地域）の応募がありました。 

 

ア ＣＭ作品上映（平成２３年度・栃木県内作品） 

（開催日）１月２８日（土） 

（場 所）栃木県小山市（まちかど美術館） 

（概 要）第６回まちづくりシンポジウムにて上映 

（参加者）４８名 

 

イ ＣＭ作品制作講習会 

○ 茨城県  ・土浦市 ＜土浦川口ショッピングモール＞ （松原幹事） 

               第1回 ６月１９日（日）  ８名 

               第２回 ６月２６日（日）  ４名 

 

・つくば市 ＜筑波学院大学＞ （松原幹事） 

               第1回 ８月 ６日（土）  ６名 

               第２回 ８月２０日（土）  ５名 

 

          ・結城市 ＜結城市民情報センター＞ （荒川幹事） 

               第1回 ８月１９日（金）  ９名 

               第２回 ８月２６日（金）  ８名 

 

○ 栃木県  ・野木町 ＜野木町公民館＞ (荒川幹事) 

               第１回 ５月１４日（土)  １２名 

               第２回 ５月２１日（土）  ９名 

第３回 ６月１１日（土） １０名 

第４回 ７月３０日（土） １２名 

 

          ・小山市 ＜小山工業高等専門学校＞ （荒川幹事） 

               第1回 ７月１６日（土） １３名 

               第２回 ７月３０日（土）  ９名 

 

         ・下野市 ＜下野市生涯学習情報センター＞ （荒川幹事） 

               第1回 ７月１５日（金）  ９名 

               第２回 ７月２９日（金）  ６名 

 

○ 群馬県  ・館林市 ＜館林市城沼公民館＞ （荒川幹事） 

第１回 ８月１８日（木）  ７名 

第２回 ８月３０日（火）  ６名 

 

○ 東京都  ・調布市 ＜電気通信大学＞ （長友幹事） 
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               第1回 ６月 ４日（土） １４名(音声) 

               第２回 ６月１８日（土）  ７名(映像) 

 

・多摩市 ＜多摩市永山公民館＞ （事務局） 

       第1回 ７月１３日（水）  ８名 

第２回 ７月２０日（水）  ６名 

       第３回 ７月２７日（水）  ７名 

第４回 ７月２８日（木）  ５名 

 

○ 埼玉県  ・志木市  ＜とくとく市民大学＞ （事務局） 

       第1回 ８月２７日（土） １５名 

第２回 ９月 ４日（日）  ７名 

 

○ 神奈川県 「かながわの個性と魅力PR事業」 

(わがまちCMコンテスト連動の映像制作講座) 

＜神奈川県広報課・NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ＞ 

第１回 ７月２５日（月） ４０人 

場所：NPO法人子どもと生活文化協会 

市間寮（小田原市） 

対象：市間寮に合宿に来ている子供達 

(小学校3年生～大学生) 

備考：湘南市民メディアネットワークとの共催 

第２回 ８月２０日（土）  ８人 

場所：藤沢市総合防災センター4階（藤沢市） 

対象：藤沢市在勤在住の市民、学生、NPOスタッフ 

備考：湘南市民メディアネットワークとの共催 

第３回 ８月１９日、２２日、２３日、２４日 ２人 

場所：川崎高校（川崎市）対象：川崎高校学生 

備考：湘南市民メディアネットワークとの共催 

第４回 ９月 ３日（土）  ３人 

場所：横須賀市民活動センター（横須賀市） 

対象：横須賀市在住のNPO、市民団体スタッフ 

備考：湘南市民メディアネットワークとの共催 

第５回 ９月 ７日（水）  ７人 

場所：岩崎学園情報科学専門学校（横浜市） 

対象：横浜市在住の市民、学生 

(2) わがまちＣＭコンテスト・テーマソング 

   《このまちが好きだから》  詩・曲・唄 中村 正明 

   楽曲発表 ４月５日（火） 
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(3) 地域活動支援事業 

ア 「地デジタワーフォーラム２０１１」 

主 催：ＮＰＯ法人アース障害者ＩＴ研究会  協力：ＮＰＯ協議会、関東総合通信局 

６月１１日（土） 墨田区 ＜すみだ生涯学習センター＞ 

 

イ ＮＰＯ法人調布市民放送局設立記念「地域情報化フォーラム」 

主 催：ＮＰＯ法人調布市民放送局 協力：ＮＰＯ協議会、関東総合通信局 他 

７月２２日（金） 調布市 ＜電気通信大学＞   

 

ウ わがまちＣＭコンテストＴＡＭＡ☆２０１１「わがたま」 

主 催：多摩市教育委員会、永山公民館 協力：ＮＰＯ協議会、関東総合通信局 他 

講習会：７月２７日（水） １０名 多摩市 ＜多摩市立青陵中学校＞ 

７月２８日（木） １１名      〃        

    発表会・表彰式 

８月２３日（火） ８８名 多摩市 ＜永山公民館＞ 

 

エ ＜すたっと静岡映像制作講習会＞「あなたのお店や会社のCMを作ろう！」 

    主 催：静岡ＣＢ市民塾、すたっと静岡 

         第１回  ４月１９日（火） １７名 

         第２回  ５月１７日（火） １２名 

         第３回  ６月２１日（火）  ７名 

第４回  ７月１９日（火） １０名 

         第５回  ８月１６日（火） １０名 

第６回  ９月２０日（火） １７名 

 

オ ＜すたっと静岡映像制作講習会＞「まちづくり映像プロデューサー講座」 

主 催：静岡ＣＢ市民塾、すたっと静岡 

         第１回 １０月１１日（火）  ７名 

         第２回 １１月 １日（火）  ４名 

         第３回 １２月 ６日（火）  ６名 

第４回  １月１０日（火）  ６名 

         第５回  ２月 ７日（火）  ５名 

第６回  ４月１０日（火）   名 

第７回（作品発表会５月末予定） 名 

 

カ ＜ＳＰＲＥＡＤサポーター育成事業＞ 

「情報セキュリティーサポーター入門講座」 

主 催：セキュリティー対策推進協議会  

９月１７日（土） 栃木県栃木市 ＜サンプラザ会館＞ 
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キ ＜ＳＰＲＥＡＤサポーター育成事業＞ 

「情報セキュリティーサポーター入門講座」 

主 催：セキュリティー対策推進協議会  

９月２５日（日） 栃木県宇都宮市 ＜とちぎボランティアＮＰＯセンター＞ 

 

ク ＜地域情報化セミナー＞ 

「いばらき～3.11東日本大震災と地域情報化を考える～」 

主 催：コンソーシアムつくばライフ、地域情報化セミナーいばらき運営委員会 

１０月２６日（水） 茨城県土浦市 ＜県南生涯学習センター＞ 

 

ケ ＜第２回企業とＮＰＯ等との意見交換会＞ 

「ソーシャルビジネスをめぐる企業とＮＰＯとの対話」 

主 催：栃木県、とちぎ協働デザインリーグ(とちぎボランティアＮＰＯセン

ター「ぽ・ぽ・ら」） 

１１月２２日（火） 栃木市 ＜とちぎ市民活動推進センターくらら＞ 

 

コ ＜第6回まちづくりシンポジウム＞ 

主 催： ＮＰＯ法人Ｗ･ＣＯたすけあい大地、異業種交流まちづくり勉強会 

１月２８日（土） 小山市 ＜まちかど美術館＞ 

 

５ 新規加入及び退会 

   正会員として５団体・個人、準会員として２団体の加入がありました。 

   また、準会員１団体が退会（市町村合併による）しました。 

   会員数は、１３５団体・個人（正会員：９１団体・個人、準会員：４４団体） 

  となりました。（平成２４年３月２９日現在） 
   

【新規加入団体・個人】 

 （正会員） 

    （1）特定非営利活動法人チャレンジド・コミュニティ 

   代 表 者：理事長 金井 光一 

  住 所：宇都宮市鶴田町３３４３ 井上ビル 

  承 認 日：平成２３年５月３０日 

   （2）特定非営利活動法人 港南歴史協議会 

  代 表 者：理事長・会長 馬場 久雄 

  住 所：神奈川県横浜市港南区日野南５－１３－１２ 

        承 認 日：平成２３年１０月２８日（第２回幹事会） 
  
   （3）特定非営利活動法人 日本ウェブ協会 

  代 表 者：理事長 森川 眞行 

  住 所：東京都港区海岸１－１１－１ 

     承 認 日：平成２３年１０月２８日（第２回幹事会） 
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     （4）真咲 なおこ 

  代 表 者：真咲 なおこ(SHE KNOWS JOURNAL) 

  住 所：東京都港区台場２－２－２ THE TOWERS DAIBA 301 

     承 認 日：平成２４年３月２９日（第５回幹事会） 
  
     （5）特定非営利活動法人 ＮＰＯ埼玉ネット 

  代 表 者：代表理事 松尾 道夫 

  住 所：埼玉県さいたま市桜区上大久保１９－１ 

埼玉県浦和・大久保合同庁舎１号館 

     承 認 日：平成２４年３月２９日（第５回幹事会） 

   （準会員） 
 

（1）多摩市   担当：企画政策部 企画課 

  住 所：東京都多摩市関戸６－１２－１  

     承 認 日：平成２３年５月２３日 

      （2）藤沢市   担当：総務部 ＩＴ推進課 

  住 所：神奈川県藤沢市朝日町１番地の１ 

     承 認 日：平成２４年１月１８日（第４回幹事会） 

 

【退会団体】 

 （準会員） 

鳩ヶ谷市（川口市と合併） 

退 会 日：平成２３年１０月１１日 


