
 

地方のポテンシャルを引き出すテレワークや Wi-Fi等の活用に関する研究会 

開催要綱 

 

１ 目的  

 ローカル・アベノミクスを成功に導き、その成果を日本の隅々まで行き渡らせるためには、

地方で働き、学び、安心して暮らせる環境を ICT の利活用によって実現し、元気で豊かな地方

を創生することが重要である。 

 このような環境を実現するためには、全ての地域で ICT の恩恵を受けられるよう光ファイバ

などの情報通信基盤を山間地等でも格差なく整備し、テレワークや遠隔教育等の技術を活用す

ることで地方に埋もれている雇用や人材を引き出すとともに、観光地等での Wi-Fi 整備により

地方の魅力や埋もれた観光資源を積極的に世界へ発信していくことが効果的である。 

 本研究会では、地域活性化に大きな成果をあげている具体的事例を踏まえつつ、地方の隠れ

たポテンシャルを引き出すためのテレワークや Wi-Fi 等の活用の在り方について、推進策等の

検討を行う。 

 

２ 検討課題  

（１）地方の雇用や人材を引き出すテレワーク等の推進策の検討 

（２）地方の魅力や観光資源を発信するWi-Fiの整備計画の検討 

（３）その他 

 

３ 構成及び運営  

（１）本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（２）本研究会に座長を置く。 

（３）座長は、本研究会を招集する。 

（４）座長は、必要があると認めるときは、あらかじめ座長代理を指名することができる。 

（５）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本研究会を招集する。 

（６）座長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（７）座長は、必要に応じ、ワーキンググループを開催することができる。 

（８）座長は、ワーキンググループの主査を指名することができる。 

（９）その他、本研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

４ 議事の公開  

（１）本研究会の議事及び使用した資料については、次の場合を除き、公開する。 

  ① 公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがあ

ると座長が認める場合 

  ② その他、非公開とすることが必要と座長が認める場合 

（２）本研究会終了後、速やかに議事概要を作成し、公開する。 

 

５ 開催機関  

  本研究会は、平成２６年１０月から開催し、半年程度を目途とする。 

資料１－１ 



 

６ 庶務  

  本研究会の庶務は、情報流通行政局情報流通振興課及び地域通信振興課において行う。 

 

 

 

  



構成員名簿  

（敬称略、座長を除き50音順） 

座長 須藤 修 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 情報学環長・学際情報学府長 

 浅川 智恵子 日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所 フェロー 

 飯泉 嘉門 徳島県知事 

 石戸 奈々子 特定非営利活動法人ＣＡＮＶＡＳ 理事長 

 鵜浦 博夫 日本電信電話株式会社 代表取締役社長 

 遠藤 信博 日本電気株式会社 代表取締役 執行役員社長 

 大南 信也 特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長 

 川原 均 株式会社セールスフォース・ドットコム 取締役社長兼ＣＯＯ 

 國領 二郎 慶應義塾大学総合政策学部 教授 

 坂村 健 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授 

 篠﨑 彰彦 九州大学大学院経済学研究院 教授 

 髙島 宗一郎 福岡市長 

 田澤 由利 株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 

 田中 孝司 ＫＤＤＩ株式会社 代表取締役社長 

 谷川 史郎 株式会社野村総合研究所 理事長 

 日比野 健 株式会社ＪＴＢ総合研究所 代表取締役社長 

 本田 敏秋 遠野市長 

 松山 良一 独立行政法人国際観光振興機構 理事長 

 三友 仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

 山本 正已 富士通株式会社 代表取締役社長 

オブザーバ 内閣官房情報通信技術総合戦略室 

  観光庁 

  一般社団法人 インターネットプロバイダー協会 

  一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 

  一般社団法人 日本テレワーク協会 

  一般財団法人 全国地域情報化推進協会 

  無線ＬＡＮビジネス推進連絡会 

 

（別紙） 

 



 

 

テレワーク等推進ワーキンググループについて 

 

１．検討事項  

１．地方におけるサテライトオフィス等の拠点整備を通じて、埋もれた雇用や人材を発掘し、

家族も含めて遠隔からサポートできるような環境の整備 

２．女性・高齢者・障がい者等の働き方を大きく変革する先進的なテレワーク環境の整備     

等 

 

２．構成員  

（敬称略、座長を除き50音順） 

主査 谷川 史郎 株式会社野村総合研究所 理事長 

 会田 和子 株式会社いわきテレワークセンター 代表取締役社長 

 石戸 奈々子 特定非営利活動法人ＣＡＮＶＡＳ 理事長 

 一瀬 正則 
NTTコミュニケーションズ株式会社 ソリューションサービス部 

第二ソリューション部門社会基盤ソリューション担当 担当部長 

 大南 信也 特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長 

 川原 均 株式会社セールスフォース・ドットコム 取締役社長兼ＣＯＯ 

 菊池 永菜 遠野市健康福祉部特命部長（地域医療推進監） 

 城戸 康行 株式会社ライフネス 代表取締役社長 

 葛野 浩史 日本電気株式会社 ＳＩ・サービス市場開発本部 シニアマネージャー 

 小林 正朋 
日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 

Ｓ＆Ｏ．ストラテジー研究員 

 田澤 由利 株式会社テレワークマネジメント 代表取締役 

 田中 文隆 
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

福祉・労働課コンサルタント 

 新居 和憲 徳島県政策創造部地域振興総局地域創造課集落再生室長 

 藤田 元 
ＫＤＤＩ株式会社 理事 渉外・コミュニケーション統括本部 

渉外・広報本部長 

 松村 茂 東北芸術工科大学 工学博士 教授 

 松本 正幸 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 専務理事 

オブザーバ 厚生労働省 

  経済産業省 

  国土交通省 

  一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 

  一般社団法人 日本テレワーク協会 

  一般財団法人 全国地域情報化推進協会 

 

※構成員については、今後追加参加の可能性がございます。 

 

 

 

 

 

（別添１） 

 



 

 

Ｗｉ－Ｆｉ整備推進ワーキンググループについて 

 

１．検討事項  

１．地方の魅力や埋もれた観光資源を積極的に発信していくための官民連携による観光地等で

のWi-Fi整備計画 

２．2020年の東京オリンピックに向けた観光情報の多言語対応等、地方と世界を効果的に結び

つける国際展開方策 等 

 

２．構成員  

（敬称略、座長を除き50音順） 

主査 三友 仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

 岩崎 孝司 株式会社Walker47 代表取締役社長 

 大内 良久 
KDDI株式会社コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部 

コンシューマ事業企画部 Ｗｉ－Ｆｉ事業推進室長 

 加藤 隆司 独立行政法人国際観光振興機構 理事 

 倉谷 裕 株式会社ＪＴＢ総合研究所コンサルティング第1部主任研究員 

 越塚 登 東京大学大学院情報学環 教授 

 澤村 一行 遠野市経営企画部 管理情報担当課長 

 篠﨑 彰彦 九州大学大学院経済学研究院 教授 

 白木 秀一 福岡市市長室広報戦略室 広報課長 

 関 聡司 楽天株式会社 執行役員 渉外部長 

 谷口 一成 
ソフトバンクモバイル株式会社 

ネットワーク本部ブロードバンドプロダクト統括部 統括部長 

 千葉 英世 富士通株式会社政策渉外室 シニアマネージャー 

 松本 正幸 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 専務理事 

 三次 仁 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 

 南川 夏雄 
エヌ・ティティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 

代表取締役社長 

オブザーバ 観光庁 

  一般社団法人 インターネットプロバイダー協会 

  一般財団法人 全国地域情報化推進協会 

  無線ＬＡＮビジネス推進連絡会 

 

※構成員については、今後追加参加の可能性がございます。 

 

（別添２） 

 


