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平成 25 年度 情報通信月間参加行事一覧表（近畿管内実施分） 

 

№ 

行事名 
行事ｺｰﾄﾞ 

日程 開催場所 内  容 主  催 備  考 

１ 

 

電波適正利用推進員協議会 

｢情報通信月間プレイベン

トキャンペーン｣ 

＜Gc06M＞ 

①4/28     

②4/28  

③5/12 

①大阪府大阪狭山市       

②大阪府池田市 

③大阪府河内長野市 

 

 

大阪府下の各自冶体等で開催する春イ

ベントに積極的に参加、情報通信月間の

意義を周知すると共に電波の正しい使

い方について周知啓発を図るものとす

る。 
 

大阪府電波適正利用推進員

協議会 

①近畿総合通信局電波環境課 

②06-6942-8516  

③suishin-kinki@soumu.go.jp 

 

２ 

 

今井町並み散歩 

＜Gc07M＞ 

5/19 奈良県橿原市 

 

 

｢今井町並み散歩｣イベントの来場者に

対して、情報通信月間の意義について周

知を行うと共に、電波の正しい使い方に

ついて周知啓発・相談を行う。 
 
 

奈良県電波適正利用推進員

協議会 

①近畿総合通信局電波環境課 

②06-6942-8516  

③suishin-kinki@soumu.go.jp 

 

３ 

 

防災・消防デジタル無線展

示会 

＜Gc09L＞ 

5/28 KKR ホテル大阪 

 

（大阪市中央区） 

防災用・消防用にデジタル無線の導入が

急がれる中、最新鋭のデジタル無線を展

示します。今後導入される市町村のため

の相談コーナーもあります。 
 
http://www/rmk.or.jp 

（一社）全国陸上無線協会  

近畿支部 

（一財）移動無線センター 

近畿センター 

①（一社）全国陸上無線協会 

近畿支部 

②06-6941-5188   

③rikumu-kinki@rmk.or.jp 

④無料 

４ 

 

防災情報通信セミナー(近

畿地方非常通信協議会総会

記念講演会) 

＜Gb01M＞ 

5/28 KKR ホテル大阪 

 

（大阪市中央区） 

非常災害時の情報通信ネットークの役

割と防災対策での活用等についての講

演会を開催します。 
 
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki
/safety/hijyoukyou/index.html 

近畿総合通信局 

近畿地方非常通信協議会 

近畿情報通信協議会 

 

①近畿総合通信局 

無線通信部陸上第二課 

②06-6942-8557   

③kinki-hijoukyou@soumu.go.jp 

④無料 

５ 

 

メディアのツボ２０１３ 

   講演会 

 

＜Gc11L＞ 

5/17  

5/24   

(予定） 

ＭＢＳ本社 

 

（大阪市北区茶屋町） 

これからのテレビは通信との連携の中

でどう進歩し、くらしをどう変えるの

か。研究の進むマルチスクリーン型放送

や超高精細の放送などを講演で紹介。 
 
http://www.mbs.jp 

(株)毎日放送 ①毎日放送 経営戦略室 

担当 長井 

②06-6359-1123  3500 

③n-nagai<@>mbs.co.jp 

④無料 

６ 

 

第 17回サイバー犯罪に関す

る白浜シンポジウム 

＜Gc03M＞ 

5/23～ 

5/25 

和歌山県立情報交流

センター  

Ｂｉｇ・Ｕ 

（和歌山県田辺市） 

 

犯罪遠隔操作ウィルスなどを使った標

的型メール攻撃など追跡困難な犯罪に

対して、この分野の専門家を講師に迎

え、参加者の皆様と議論したいと思いま

す。 
 
 

サイバー犯罪に関する白浜

シンポジウム実行委員会（Ｉ

ＳＡＣＡ、和大、近大、白浜

町、和歌山県、県警など７団

体） 

①ＮＰＯ情報セキュリティ研究所        

白浜シンポジウム事務局 

②0739-26-7100   

③namiji@riis.or.jp 

 

７ 

 

KTV テクニカルフェア 2013 

＜Gc01M＞ 

5/29 関西テレビ 

アリーナスタジオ 

（大阪市北区扇町） 

 

「テレビの高度化が拓く放送の未来と

最新技術」のテーマで講演会を開催す

る。同時に技術展示及び４Ｋ伝送実験を

行う。 
 
 

関西テレビ放送（株） ①関西テレビ放送（株） 

②06-6314-8651  8651 

③i-namikawa@ktv.co.jp 

④無料 

８ 

 

橋本市立学文路小学校親子

電波教室 

＜Gc10M＞ 

5/31 和歌山県橋本市 

学文路 900 

 

 

１ 座学（身近な電波の利用者、電波監

視の現状） 

２ 実験（電波の性質等） 

３ 工作（ラジオの製作） 

４ 体験（電波発信源探索、通信妨害） 

 

 

和歌山県電波適正利用推進

員協議会 

①近畿総合通信局電波環境課 

②06-6942-8516  

③suishin-kinki@soumu.go.jp 

 

９ 

 

平成 25 年度「電波の日・情

報通信月間」記念式典 

＜Ga01M＞ 

6/3 大阪市内 

 

 

６月１日の「電波の日」を記念して電波

及び情報通信分野の発展に功績のあっ

た個人及び団体を表彰し、より一層の情

報通信の発展を祈念して式典を挙行す

る。 
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki 
http://www.telecon.or.jp 

近畿総合通信局 

近畿情報通信協議会 

①近畿情報通信協議会 

②06-6942-8505   

③kinki-soumu@soumu.go.jp 

 

10 

 

ソーシャルネットワーク時

代の地域情報化セミナー 

＜Gc13M＞ 

6 月上旬 神戸市中央区三宮 

 

 

FaceBook、Twitter、Ustream などソー

シャルネットワークサービスが隆盛の

時代に、どのようにサービスを活用し、

地域情報化を促進するか。地域経済活性

化に向けての講習会を開催 
 
http://www.hint.ne.jp/ 

特定非営利活動法人 

ＨＩＮＴ 

①NPO HINT 

②078-271-8835   

③fujioka<@>hint.ne.jp 

④無料 

11 

 

経営革新研究会 

～光技術を通じた科学技術

の発展に向けて～ 

＜Gc16M＞ 

6/5 大阪商工会議所 

会議室 

 

（大阪市中央区） 

多波長レーザー、超音波を活かした計

測、加工技術や具体的な装置等について

学びます。 

 

http://www.osaka.cci.or.jp/index.ht

ml 

大阪商工会議所 ①大阪商工会議所人材開発部研修担

当 清水 

②06-6944-6421   

③ryo-shimizu@osaka.cci.or.jp 

④参加費 5,000 円程度（一人当たり） 
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平成 25 年度 情報通信月間参加行事一覧表（近畿管内実施分） 

 

№ 

行事名 
行事ｺｰﾄﾞ 

日程 開催場所 内  容 主  催 備  考 

12 

 

日本データ通信協会ＩＣＴ

セミナー 「情報通信ネッ

トワークの最新動向と課

題」 

＜Xd12L＞ 

6/5 クリスタルタワー20F 

会議室 

 

（大阪市中央区） 

情報通信エンジニアー及び、一般を対象

に情報通信ネットワークの最新動向を

わかりやすく解説する。 

 

http://www.dekyo.or.jp/ 

（一財）日本データ通信協会 ①（一財）日本データ通信協会 

②03-5907-5139   

③ice@dekyo.or.jp 

④無料 

13 

 

「スマ－トメ－タの活用と 

Wi-Fi コンテンツサ－ビス 

の開催」《ビジネスモデル》 

＜Gc05L＞ 

6/7 中央電気倶楽部 

 

（大阪市北区堂島浜） 

スマートコミュニティの実現に向けた

モノとモノ、モノとヒトをつなぐ新しい

新しい情報ネットワ－クサ－ビスの戦

略講演会を実施する。 

 

http://www.itca.or.jp/kansai2/index

.htm 

（一社）情報通信設備協会 

関西地方本部 

①（一社） 情報通信設備協会 

関西地方本部 

②06-6341-3488   

③nitta@itca.or.jp 

④無料 

14 

 

新産業を創出するＳＤＮの

魅力 

＜Gc04M＞ 

6/8 神戸市勤労会館 

 

（神戸市中央区） 

ビッグデータに関する講演会を開催し

ます。また関連システムのデモを体験で

きます。 

 

http://www.npoiisa.com 

参加行事実行委員会 

（事務局：NPO 国際情報科学

協会） 

①NPO 国際情報科学協会 

②0797-76-2300   

③hirano@npoiisa.com 

④無料 

15 

 

あなたが主役！ICT を活用

した未来へ紡ぐ情報発信を

体験しよう！ 

＜Gc14M＞ 

6/9 

（予定) 

JR 高槻駅北側アクト

アモーレ屋外イベン

トステージ 

 

（大阪府高槻市） 

一般市民に情報通信月間を幅広く PR す

るとともにインターネットラジオや最

近話題の動画生配信を活用したＩＣＴ

に気軽に接して頂くイベントを開催。 

 

http//www.tb171.net 

NPO 法人 

高槻ブロードキャスト 

①NPO 法人高槻ブロードキャスト 

②072-668-1671   

③info-m<@>tb171.net 

④無料 

16 

 

時のウィーク 

＜Gc08M＞ 

6/16 兵庫県明石市 

 

 

｢時のウィーク｣イベント来場者に対し

て、情報通信月間の意義について周知を

行うと共に、電波の正しい使い方につい

て周知啓発・相談を行う。 

 

 

兵庫県電波適正利用推進員

協議会 

①近畿総合通信局電波環境課 

②06-6942-8516  

③suishin-kinki@soumu.go.jp 

 

17 

 

電気通信設備の高度化と災

害に強い設備づくり、都市

環境のバリアフリー化 

＜Xd26L＞ 

6/13 （一社） 情報通信ｴﾝ

ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会西日本

研修センタ 

 

（大阪府吹田市） 

・ICT の普及促進、利用環境の整備に 

向けた取組紹介 

・災害に強い通信設備構築及び都市環境 

整備の紹介 

・上記設備・取組みの体感・見学 

 

www.itea.or.jp 

(一社)情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

協会 

①（一社）情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会 

西日本研修センタ 

②06-6877-7575   

③kouza-west@itea.or.jp 

 

18 

 

電気通信事業者セミナー 

＜Gc12M＞ 

6/14 クリスタルタワー20F 

Ａ会議室 

 

（大阪市中央区） 

電気通信事業者を対象として、「個人情

報保護の取組みと課題」「業界動向」等

に関する講演を行い、事業者の啓発を図

る。 

 

http://www.dekyo.or.jp 

総務省近畿総合通信局 

(一財)日本データ通信協会 

 (一社)テレコムサービス 

協会近畿支部 

①（一財）日本データ通信協会 

②03-5907-3808   

③privacy@dekyo.or.jp 

④無料 

19 

 

滋賀県地域情報化推進会議 

地域情報化講演会 

＜Gc02M＞ 

6 月中旬 大津市内あるいは草

津市内の公共施設あ

るいはホテル 

地域情報化の推進を図るため、ICT 利活

用に関する講演会を開催する。 

 

Http://shiganet.shiga-lg.jp 

 滋賀県地域情報化推進会

議(事務局：滋賀県総合政策

部情報政策課内） 

①滋賀県地域情報化推進会議 

②077-528-3382   

③ｃｅ００＠ｐｒｅｆ.shiga.lg.jp 

 

20 

 

近畿情報通信講座 

＜Gb02M＞ 

7/4 キャンパスプラザ 

京都 

 

（京都市下京区） 

2012 年以降の ICT 分野における重要な

潮流や戦略的な技術として位置づけら

れ、関係事業者等において取組が活発化

しているビッグデータ・オープンデータ

について、総務省の施策やビジネス最前

線等の動向・現状を学び、将来に向けた

展望等を紹介する。 

 

http://www.telecon.or.jp/ 

近畿総合通信局 

京都府 

京都大学学術情報メディア

センター 

IT コンソーシアム京都 

近畿情報通信協議会 

①近畿総合通信局情報通信振興課 

②06-6942-8522 

③fukyu-kinki@soumu.go.jp 

④無料 

21 

 

情報通信部会セミナー 

＜Gc15M＞ 

６月 大阪商工会議所 

 

（大阪市中央区） 

最新 ICT 技術や一般企業の情報産業へ

の具体的な取組みなどを紹介すること

で、今後の各社ビジネス活動に資する 

 

 

大阪商工会議所 ①大阪商工会議所 経済産業部 

産業・技術・水ビジネス振興担当 

②06-6944-6403   

③keisuke@osaka.cci.or.jp 

 

 


