
平成２８年度

情報通信月間　参加行事一覧表
問合せ先等主催内容開催場所日程行事名

①総務省北陸総合通信局放送
課
②076−233−4490
③hokuriku-hoso@soumu.go.jp
④無料

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

BS4K/8K試験放送を前に、第31回いしかわ情
報システムフェア（e-messe kanazawa2016）
に8K機器を展示するとともに、専門家を迎えて
の講演会を開催する。

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/19
～
5/21

8Ｋデモ展示&講演会
＜Eb01M＞

①NPO法人ケーネット知楽
市
②076−267−4742
③jimukyoku@chirakuichi.com
④無料

NPO法人ケーネット
知楽市

企業を定年退職したシニアが知識や経験を活
かし、ICTに不慣れな障害者や子ども・高齢者
等へICT利活用を支援する地域活動の事例紹
介と、シニアのICT活用生活の勧め。

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/19
～
5/21

アクティブシニアのICT活用生
活の勧め
－あなたは定年退職後をどう生
きますか－

＜Ec08M＞

①㈱NTTドコモ 北陸支社　
法人営業部
②076−225−2045

㈱NTTドコモ北陸支
社

スマートライフ領域の成長に向け様々なパー
トナー様との連携により、「農業」「教育」「医
療」「観光」等の分野で“協創”するドコモ
の取り組みを紹介する。
http://www.nttdocomo.co.jp/

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/19
～
5/21

スマートライフ領域の成長に向
け、地方創生の各分野で“協創”
する取り組みを紹介

＜Ec15M＞
①北陸電話工事㈱
②076−274−9833
③matsuim@hokuwa.co.jp
④無料

北陸電話工事㈱

企業内ネットワークに接続される機器の多様
化が進む中、マイナンバー対応に求められる
高度なICT環境の管理を支援するサービスを
e-messe kanazawa2016に展示する。
http://www.hokuwa.co.jp

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/19
～
5/21

中小企業を対象としたインター
ネットVPNによる集中監視
サービス構築事例紹介

＜Ec13M＞
①（一社）石川県情報システム
工業会
②076−267−4741
③isajim@isa.or.jp
④無料

（一社）石川県情報シス
テム工業会

IoTの主役であるWi-SUNの利活用事例と可
能性についてのセミナーを開催する。
http://www.e-messe.jp/

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/20
Wi-SUNの取組、HAN（Home 
Area Network）について

＜Ec03M＞

①（一社）石川県情報システム
工業会
②076−267−4741
③isajim@isa.or.jp
④無料

（一社）石川県情報シス
テム工業会

V-Lowマルチメディア放送の今後と可能性
についてセミナーを開催する。
http://www.e-messe.jp/

石川県産業展示館
1号館
（金沢市）

5/20
V-Lowマルティメディア放送
についてのセミナー

＜Ec04M＞

①総務省北陸総合通信局電気
通信事業課
②076−233−4422
③hokuriku-syouhi@soumu.go.jp
④無料

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会
福井県青少年安心・安
全ネット利用促進連絡
会

スマートフォン等による青少年の安心・安全
なインターネット利用環境の向上を図るため、
保護者、PTA、教職員等を対象としてセミ
ナーを開催する。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

プラザ萬象
（敦賀市）5/22

青少年安心・安全ネット環境推
進セミナーin敦賀

＜Ec02M＞

①電波適正利用推進員協議会
　北陸事務局
②076−261−3592
③hokuriku-se@cleandenpa.net
④無料

富山県電波適正利用推
進員協議会

小学校高学年生を対象に、電波の話、電波実
験、ラジオ工作を行う。

浅井コミュ二ティ
センター
（射水市）

5/23こども電波教室（射水市）
＜Ec09M＞

①（一社）福井県情報システム
工業会
②0776−55−0309
③info@e-fas.net
④無料

（一社）福井県情報シス
テム工業会

IoTにより環境、医療、教育等の生活領域や
工場の製造現場などの局面で、これまでにな
いビジネスの創出が期待されており、革新的
な未来社会を展望する。
http://www.e-fas.net

ザ・グランユアー
ズフクイ
（福井市）

5/25
FAS総会における基調講演
～IoTがもたらすビジネスチャ
ンスと未来社会

＜Ec05M＞
①総務省北陸総合通信局
　情報通信振興室
②076−233−4431
③hokuriku-shinkou@soumu.go.jp

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

平成26年度補助事業で整備した、観光・防災
ステーションを現地で見学した後、運河ク
ルーズ富岩水上ラインの県の旅客船に乗船し、
船上からのWi-Fi接続を体験する。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

富山市内
（富山市）5/28

富岩運河環水公園の観光・防災
ステーション及び運河クルーズ
船からのWi-Fi利用体験

＜Eb03M＞
①富山県経営管理部情報政策
課
②076−444−3116（内線2503）
③ajohoseisaku@pref.toyama.lg.jp
④無料

富山県高度情報通信
ネットワーク社会推進
協議会
富山県

講演を通じ、最新のICTに関する情報交換を
行うとともに、県内産学官のICT技術者等が、
日頃の活動の成果等を発表する。
http://e-toyama.info/wordpress/

富山市内
（富山市）

5月下旬
～

6月上旬
予定

とやまICTフォーラム2016
＜Ec12M＞



問合せ先等：①団体名　②電話番号　③e-mailアドレス　④入場料

行事は予定も含まれており、実施にあたっては内容等が変更される場合があります。

最新情報は右記URLをご参照下さい。▶http://www.jtgkn.com

問合せ先等主催内容開催場所日程行事名

①総務省北陸総合通信局総務
課
②076−233−4448（内線4448）
③hokuriku-soumu@soumu.go.jp

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

平成28年度「電波の日・情報通信月間」記念
式典を挙行し、情報通信の普及・発展に寄与・
貢献された個人・団体を表彰する。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/index.html

金沢市内ホテル
（金沢市）6/1

平成28年度「電波の日・情報通
信月間」記念式典

＜Ea01M＞

①いしかわ青少年安心ネット
づくり実行委員会
②076−244−8303
③info@hokuriku-keitai.com
④無料

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会
いしかわ青少年安心
ネット環境推進連絡会
いしかわ青少年安心
ネットづくり実行委員会

スマートフォンやゲーム機等による青少年の
安心・安全なインターネット利用環境の向上
を目的として、適切な端末利用を図るなど体
験型セミナーを開催する。
http://www.hokuriku-keitai.com/index.html

野々市市情報交流
館カメリア2F
ホール椿
（野々市市）

6/2
青少年安心・安全ネット環境推
進セミナーin野々市

＜Ec01M＞

①電波適正利用推進員協議会
　北陸事務局
②076−261−3592
③hokuriku-se@cleandenpa.net
④無料

富山県電波適正利用推
進員協議会

小学校高学年生を対象に、電波の話、電波実
験、ラジオ工作を行う。

富山市堀川南地区
センター
（富山市）

6/4こども電波教室（富山市）
＜Ec17M＞

①（一社）日本アマチュア無線
連盟　富山県支部
②076−445−6702
③jh9feh@jarl.com
④無料

（一社）日本アマチュア
無線連盟
北陸地方本部

アマチュア無線波を利用したさまざまな取組
みを紹介する講演会を開催します。同時にラ
ジオ工作教室、電波伝搬体験、地域貢献活動
などの紹介を行う。
http://www.jarl.com/hokuriku/

滑川市農村環境改
善センター
（滑川市）

6/5
北陸ハムフェスティバル
（JARL富山県支部の集い）

＜Ec07M＞

①電波適正利用推進員協議会
　北陸事務局
②076−261−3592
③hokuriku-se@cleandenpa.net
④無料

富山県電波適正利用推
進員協議会

アマチュア無線富山県支部の集いの会場にお
いて「電波適正利用 相談コーナー」を設置し、
来場者に対し周知啓発・相談活動を実施する。

滑川市農村環境改
善センター
（滑川市）

6/5
電波適正利用
「 電波相談コーナー」

＜Ec10M＞

①総務省北陸総合通信局
　無線通信部陸上課
②076−233−4480
③rik-hijoukyo@soumu.go.jp
④無料

北陸地方非常通信協議
会
総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

被災時における情報伝達等に関する講演会を
開催する。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/hijokyo/

金沢市内
（金沢市）6月上旬

北陸地方非常通信協議会総会特
別講演会

＜Ec14M＞

①総務省北陸総合通信局企画
調整課
②076−233−4470
③freq-hokuriku@soumu.go.jp
④無料

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

総務省の電波政策の最新動向及び電波有効利
用に関する最新技術を紹介するセミナー
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

金沢東急ホテル
（金沢市）6/7電波有効利用促進セミナー

＜Ec11M＞

①NPO法人石川県情報化支
援協会
②076−263−1828
③itps111hara@gmail.com
④無料

NPO法人石川県情報
化支援協会

情報セキュリティ対策、マイナンバー制度に
関して、具体的な事例を交えて中小企業が行
うべき対応について紹介する。
http://www.iisa.or.jp

石川県地場産業振
興センター（予定）
（金沢市）

6/8
中小企業向けマイナンバーの安
心安全運用管理に関するセミ
ナー

＜Ec06M＞
①日本電気㈱ 北陸支社
　公共第一営業部
②076−232−7301（内線3110）
③t-oota@cb.jp.nec.com
④無料

自治日報社
北陸地域の自治体職員を対象にICTを活用し
た先進テーマの講演及び、システム展示を行
い、参加団体の認識・理解を深める。

財石川県地場産業
振興センター
（金沢市）

6/17
自治体ソリューションフェアin
北陸2016

＜Ec16M＞

①総務省北陸総合通信局
　情報通信振興室
②076−233−4431
③hokuriku-shinkou@soumu.go.jp

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会

G空間情報とICTを利活用した街づくりを推
進するため、最新動向の講演会と、学生を対
象とした27年度G空間コンクール入賞者と
企業とのマッチングを行う。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/

金沢市内
（金沢市）6月

北陸G空間×ICT街づくり推進
マッチングイベント・セミナー

＜Eb02M＞




