
 

 

平成 28 年 5 月 13 日 

     近 畿 総 合 通 信 局 

 

平成平成平成平成２８２８２８２８年度情報通信月間年度情報通信月間年度情報通信月間年度情報通信月間行事の行事の行事の行事の実施実施実施実施    

 

～ ICT で未来につなぐ 安心安全いきいき社会 ～ 

 

総務省及び情報通信月間推進協議会は、情報通信の普及・振興を図ることを目的に、

平成２８年５月１５日（日）から同年６月１５日（水）までを「情報通信月間」と

して、全国各地で情報通信に関する行事を実施します。 

近畿総合通信局（局長：関 啓一郎（せき けいいちろう））管内（近畿 2 府 4 県）

では、２３件の行事が実施されますので、皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

１ 本年度のテーマとその意味 

テーマ：「ICT で未来につなぐ 安心安全いきいき社会」 

意 味：ICT を活用したイノベーションが価値を上げることだけでなく、人の

安心安全を支援し、一人一人が生き生きと生活設計できる社会を作り

上げることを表しています。 

 

 ２ 行事の概要 

近畿管内で実施される各行事は、別紙「平成２８年度情報通信月間参加行事

一覧表」のとおりです（※）。参加方法など詳しい内容については、情報通信

月間専用サイト（http://www.jtgkn.com/）においてご案内しています。 

（※）一部終了した行事がありますのでご注意ください。 

 

【情報通信月間とは】 

情報通信月間（5 月 15 日から 6 月 15 日まで）は､情報通信の制度改革を機に､情報通信の

普及･振興を図ることを目的として昭和60年(1985年)に設けられ､今回で32回目を迎えます。 

 

【情報通信月間推進協議会】 

昭和 60 年４月の情報通信の制度改革を機に、情報通信の普及･振興を図る目的で設けられ 

ました。民間の情報通信関連諸団体から構成されています。 

連絡先：情報通信部電気通信事業課 

  （担当：原、中野）                                       

電 話：０６－６９４２－８５１８ 



 

 
 

問合せ先等：①団体名  ②電話  ③e-mail アドレス  ④入場料  
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平成 28 年度 情報通信月間参加行事一覧表

開

催

地

域 

№ 

行事名 
行事ｺｰﾄﾞ 

日程 開催場所 内  容 主  催 備  考 

近

畿 

 

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｣ 

＜Gc10M＞ 

4/24 

（終了） 

①大阪狭山市 狭山

池 

 

（大阪狭山市） 

 「狭山池まつり 2016」に積極的に参

加して、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電波適正利用推進員協議会 

近畿事務局 

②06-6941-5188   

③kinki-se@cleandenpa.net 

④無料 

近

畿 

 

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｣ 

＜Gc11M＞ 

4/30 

（終了） 

池田市五月山 

 

（池田市） 

[五月山春のフェステバル」に積極的に

参加して、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電波適正利用推進員協議会 

近畿事務局 

②06-6941-5188   

③kinki-se@cleandenpa.net 

④無料 

近

畿 

 

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 in京都｣ 

＜Gc14M＞ 

5/5 

（終了） 

京都市市民防災セン

ター 

 

（京都市南区） 

[防災フェスタ 2016」において、電波教

室やラジオ製作を行い、参加者に情報通

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の周知啓発を図

る。 

京都府電波適正利用推進員

協議会 

①電波適正利用推進員協議会 

近畿事務局 

②06-6941-5188   

③kinki-se@cleandenpa.net 

④無料 

近

畿 

 

「今井町並み散歩」キャン

ペーン 

＜Gc12M＞ 

5/15 奈良県 

橿原市 

 

（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・相談活動を行う。 

奈良県電波適正利用推進員

協議会 

①電波適正利用推進員協議会 

近畿事務局 

②06-6941-5188   

③kinki-se@cleandenpa.net 

④無料 

近

畿 

 

サイバーセキュリティー対

策実践セミナー 

＜Gc09M＞ 

5/16 大阪商工会議所 

 

（大阪市） 

多種多様な個人情報の入手・蓄積が可能

となった現在、企業が行うべき各種個人

情報保護対策などに関する情報を提供

し、企業の事業展開に資する。 

 

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

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 

②06-6944-6300   

③sangyo@osaka.cci.or.jp 

④無料 

近

畿 

 

第20回サイバー犯罪に関す

る白浜シンポジウム 

＜Gc01M＞ 

5/19 ～

5/21 

和歌山県立情報交流

センター  

Big・U 

 

（田辺市） 

20 周年記念となる今回は「サイバー犯

罪 温故知新」という統一テーマとし、

サイバー犯罪対策の変遷を振り返り、近

い将来予測される課題について議論す

る。 
http://www.riis.or.jp/symposium20/
 

サイバー犯罪に関する白浜

シンポジウム実行委員会

（ISACA、和大、近大、白浜

町、和歌山県、県警、NPO） 

① NPO 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 

④15,000 円 

近

畿 

 

日本データ通信協会 ICT セ

ミナー「情報通信ネットワ

ーク技術の最新動向」 

＜Xd04L＞ 

5/19 OBP 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技術の最新動

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.jp 

④無料 

近

畿 

 

事例に学ぶ情報漏えい事故

と、そのセキュリティ対策、

監査のポイントの紹介 

＜Gc15M＞ 

5/20 大阪大学中之島セン

ター 

 

（大阪市） 

情報漏えい事故が多発する中、企業の情

報セキュリティ対策はどうあるべきな

のか。情報セキュリティ監査をする際の

ポイントをご紹介します。 
http://www.saaj.or.jp/ 
 

NPO 日本システム監査人協

会近畿支部 

①NPO 日本システム監査人協会近畿

支部 

②090-1897-0706   

③aramachi@uchida.co.jp 

④会員：1000 円 一般：3000 円 

近

畿 

 

思い込み難聴をなくそう！

ラジオの受信対策in春のバ

ラまつり会場 

＜Gc02M＞ 

5/21 あやべグンゼスクエ

ア（あやべ特産館） 

 

（綾部市） 

出力の低いコミュニティ放送や受信環

境が悪い AM でも工夫をすれば快適に聴

くことができる。多くの人が賑わうバラ

祭り会場でラジオ受信の工夫を紹介。
 
http://www.fmikaru.jp 

（株）エフエムあやべ ①（株）エフエムあやべ 

②0773-42-9988   

③info<@>fmikaru.jp 

④無料 

近

畿 

 

防災情報通信セミナー 

＜Gb02M＞ 

5/27 KKR ホテル大阪 

 

（大阪市中央区） 

非常災害時における情報通信ネットワ

ークの役割と防災対策への活用等に関

する講演会及び ICT を活用した防災技

術・機器展示会を開催します。 
 
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 

近

畿 

 

平成 28 年度「電波の日・情

報通信月間」記念式典 

＜Ga01M＞ 

6/1 大阪市内 

 

（大阪市） 

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。 

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 

②06-6942-8509   

③ 

④ 

近

畿 

 

第 3 回「震災対策技術展」

大阪 における MCA 無線の

紹介 

＜Gc06M＞ 

6/2  

6/3 

コングレコンベンシ

ョンセンター（グラン

フロント大阪） 

 

（大阪市北区） 

危機管理対策を題する同展示会におい

て、非常災害時における通信の役割と重

要性について認識を高めていただくた

め、災害時にも有効な通信手段の一つと

される MCA 無線の紹介と機器展示を行

う。 
 

「震災対策技術展」大阪 実

行委員会 

①（一財）移動無線センター 近畿セ

ンター 

②06-6271-7123   

③info-kmrc@mrc.or.jp 

④無料 



 

 
 

問合せ先等：①団体名  ②電話  ③e-mail アドレス  ④入場料  
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開

催

地

域 

№ 
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近

畿 

 

情報通信設置現場から学ぶ 

＜Xd23L＞ 

6/3 （一社）情報通信ｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ協会並びに OCB 

 

（大阪市中央区） 

情報通信設備の設置現場を通して、情報

通信設備の要件（セキュリティー、信頼

性 等）等の理解を深め、情報通信の更

なる発展に貢献する。 

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 

④無料 

近

畿 

 

メディアのツボ2016講演会 

＜Gc16M＞ 

6/3 MBS 本社大阪市北区茶

屋町 17-1 

 

（大阪市北区） 

4K8K の登場や動画配信の普及で大きく

変わるメディア環境。テレビ、ラジオの

役割は？今後の進んでいく道は？講演

会形式で考える。 

 

http://www.mbs.jp 

（株）毎日放送 ①（株）毎日放送 

担当 経営戦略室 長井 

②06-6359-1123  （内線1897） 

③n-nagai@mbs.co.jp 

④無料 

近

畿 

 

電波の安全性に関する説明

会 

＜Gc07M＞ 

6/6 京都市内 

 

（京都市下京区） 

一般市民の方々を対象に、電波の安全基

準や健康への影響など、電波の安全性に

関して、正しい知識と理解を深めていた

だくための説明会を京都市で開催しま

す。 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki

/01sotsu07_01000812.html 

 

近畿総合通信局 ①近畿総合通信局電波利用環境課 

②06-6942-8533   

③kinki-kankyou<@>soumu.go.jp 

④無料 

近

畿 

 

カンテレ テクニカルフェ

ア 2016 

＜Gc03M＞ 

6/7 関西テレビ 

アリーナスタジオ 

 

（大阪市北区） 

４K＆８K スーパーハイビジョンに関す

る基調講演、技術セミナー、伝送実験デ

モを実施し、４Kシアターを設置し広く

一般の方に視聴体験して頂く。 

http://www.ktv.jp/kantec/index.html

 

関西テレビ放送 ①関西テレビ放送(株） 

②06-6314-8651  （内線8651） 

③i-namikawa@ktv.co.jp 

④無料 

近

畿 

 

電気通信事業者セミナー 

＜Gc17M＞ 

6/8 ク リ ス タ ル タ ワ ー 

20F A 会議室 

 

（大阪市） 

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/kojinjyoho/i

nfo/zenkokuseminar.html 

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（一社）テレコムサービス協会近畿

支部 

②06-6220-4501   

③fukuyama@starnet.ad.jp 

④無料 

近

畿 

 

人工知能と情報通信 

＜Gc05M＞ 

6/10 神戸市勤労会館 

 

（神戸市） 

 総務省が非常に力を入れている，将来

の ICT のインテリジェンス化について

考えるために，脳科学と人工知能の現状

を理解し，将来の展望を考察する。 

 

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 

近

畿 

 

認知症徘徊 ICT を活用し

て地域で見守りを考える 

＜Gc04M＞ 

6/12 

(予定) 

大畑町公民館(予定) 

 

（高槻市） 

認知症の人の徘徊を家族だけで見守る

には負担が大きく、地域全体としてどの

ように支援体制を作ればよいのか、講師

を招いた講演会を開催 

 

NPO 高槻ブロードキャスト ①NPO 高槻ブロードキャスト 

②072-668-1671   

③info-m<@>tb171.net 

④無料 

近

畿 

 

「時のウィーク 2016」キャ

ンペーン 

＜Gc13M＞ 

6/12 兵庫県明石市明石公

園 

 

（明石市） 

｢時のウィーク 2016｣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

の周知を行うと共に、電波の正しい使い

方についての周知啓発・相談活動を行

う。 

兵庫県電波適正利用推進員

協議会 

①電波適正利用推進員協議会 

近畿事務局 

②06-6941-5188   

③kinki-se@cleandenpa.net 

④無料 

近

畿 

 

滋賀県地域情報化推進会議 

地域情報化講演会 

＜Gc08M＞ 

6/27 ホテルボストンプラ

ザ草津びわ湖 

 

（草津市） 

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：滋賀県情報政策課

内） 

①滋賀県地域情報化推進会議 

②077-528-3382   

③chiiki<@>pref.shiga.lg.jp 

④無料 

近

畿 

 

近畿情報通信講座「ICT 利活

用の現状と今後の展望」 

＜Gb01M＞ 

6 月下旬 大阪市 

 

（大阪市） 

ICT利活用の現状について紹介するとと

もに、今後の展望について理解を深めま

す。 

 

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

近畿総合通信局 

近畿情報通信協議会 

①近畿総合通信局情報通信部情報通

信振興課 

②06-6942-8522   

③fukyu-kinki@ml.soumu.go.jp 

④無料 

近

畿 

 

IoT Technology West2016 

同 時 開 催 展 ： Embedded 

Technology West 2016 

＜Gc18M＞ 

7/7 

7/8 

グランフロント大阪 

コングレコンベンシ

ョンセンター 

 

（大阪市北区） 

住宅、環境インフラ、防災、医療、農業、

工場、流通など様々な分野で新たな価値

を創造し、暮らしとビジネスを変える

IoT技術の発展と普及に貢献する展示会

 

http://www.jasa.or.jp/etwest/iot_we

st/ 

（一社）組込みシステム技術

協会 

①ET/IoT Technology 事務局 

JTBコミュニケーションデザイン 

②03-5657-0756  

③etwest@jtbcom.co.jp 

④事前登録：無料（当日登録：1000

円） 

 




