
 

平成 27 年 5 月 14 日 

一般財団法人日本 ITU 協会 

  

「第 47 回世界情報社会・電気通信日のつどい」の開催について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開催の経緯及び目的 

 

 「世界情報社会・電気通信日(World Telecommunication and Information Society Day)」とは、国際電気通信連合（ITU）

が定める記念日であり、1865 年国際電気通信連合（ITU）の基礎となった最初の万国電信条約が署名された日、５月１７

日を毎年の記念日としているものです。 

2006 年 11 月に開催された ITU 全権委員会議において、それまで世界電気通信日、世界情報社会の日として個別に開

催されていた式典を統合して、現在の「世界情報社会・電気通信日」として、その意義が拡大されたもので、一般財団法

人日本 ITU 協会では、同記念日において、わが国独自に上述の式典を毎年開催し、世界ならびにわが国の標準化活動

の普及・促進を図る顕彰活動の一環として執り行うものです。 

 

式典では、ITU 等における国際標準化活動や国際協力活動を通じ、情報社会の実現に貢献され、総務大臣賞･日本

ITU 協会賞を受賞された方々を表彰します。  

 

２．開催日時等 

 

◇ 日 時：平成 27年 5月 15 日（金） 15 時- 

◇ 場 所：京王プラザホテル   

◇ 式典概要： 

総務大臣賞贈呈式 

 

日本 ITU 協会賞贈呈式 

 

記念講演  

 

◇ 後 援： 総務省、一般社団法人電波産業会、一般社団法人情報通信技術委員会 

 

３．プログラム 

 別添 1のとおり 

 

 

 

報道資料 

 一般財団法人日本 ITU 協会は、国際電気通信連合（ITU）の定める世界情報社会・電気通信日

（World Telecommunication and Information Society Day）を記念して、「第 47 回世界情報社会・電気通

信日のつどい」式典を 5 月 15 日（金）京王プラザホテルにて開催します。 

 本式典では、情報通信分野での国際標準化活動や国際協力活動において長年にわたる功績をた

たえ、特に顕著な功績を遂げられた方１名に総務大臣賞が授与されるほか、34 名の方に日本 ITU 協

会賞を贈呈いたします。 

【本件問い合わせ先】 

 一般財団法人日本 ITU協会 企画部 森、大野 

             電話：(03)5357-7621 



 

 

別添 1 

「第 47 回世界情報社会・電気通信日のつどい」プログラム 

 

 

日時：2015 年 5 月 15 日（金） 15：00 式典  

於：京王プラザホテル 4 階「花」 

 

■ 開 会                     

     主催者挨拶    (一財）日本 ITU 協会 理事長 小笠原 倫明                  

来賓祝辞          総務省 副大臣 西銘 恒三郎 様 

            外務省 国際協力局 地球規模課題担当 参事官 

      ＮＧＯ担当大使 水越 英明 様     水越 英明 様 

      ITU 事務総局長 Houlin Zhao 様（ビデオメッセージ） 

   

総務大臣賞・ITU 協会賞贈呈式 

・選考委員長挨拶    日本 ITU 協会賞選考委員長 安田 浩 様 

・総務大臣賞贈呈     総務省 副大臣 西銘 恒三郎 様 

・受賞者挨拶 総務大臣賞 小尾 敏夫 様 

   

   ・ITU 協会賞功績賞・国際協力賞・国際活動奨励賞贈呈   

      (一財）日本 ITU 協会 理事長 小笠原 倫明  

      

  記念講演          内閣サイバー情報セキュリティセンター副センター長 

   内閣審議官 谷脇 康彦 様  

   「我が国のサイバーセキュリティ戦略」 

   

■ 閉 会                                            

 

以上 



 

別添 2 

総務大臣賞 及び 日本ＩＴＵ協会賞受賞者一覧 
 

 

総務大臣賞 （１件）  

小尾 敏夫 様  早稲田大学 

 

日本ＩＴＵ協会賞 功績賞  （7 件） 

太田 宏   国際電気通信連合 

酒澤 茂之   株式会社 KDDI 研究所 

白木 和之   日本電信電話株式会社 

武智 秀   日本放送協会 

古川 憲志   株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 

松永 彰   KDDI 株式会社 

村上 誠   日本電信電話株式会社 

 

日本ＩＴＵ協会賞 国際協力賞  （8 件） 

ｱｼﾞｱ地域ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯｸﾎｰﾙ改良ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ~ｱｼﾞｱ地域ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ環境への貢献  日本電気株式会社 

内山 洋祐   KDDI 株式会社/公益財団法人 KDDI 財団 

桑原 正義   元日本放送協会 

古閑 次郎   元日本電信電話株式会社 

小峠 忠義   特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議会 

坂野 寿和/高原 厚  株式会社国際電気通信基礎技術研究所/日本電信電話株式会社 

戸田 弘   一般社団法人 情報通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会 

無州 清   元日本電信電話株式会社 

 

日本ＩＴＵ協会賞 国際活動奨励賞 功績賞対象分野  （１2 件） 

浅香 航太   日本電信電話株式会社 

一色 耕治   NTT ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ株式会社 

梅田 大將   株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 

衛藤 将史   独立行政法人 情報通信研究機構 

門脇 真   NEC ﾏｸﾞﾅｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

神原 浩平   日本放送協会 

田中 清   日本電信電話株式会社 

内藤 整   株式会社 KDDI 研究所 

永田 聡   株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 

仲 信彦   株式会社 NTT ﾄﾞｺﾓ 

長谷川 一知   富士通株式会社 

福井 裕介   KDDI 株式会社 

 

日本ＩＴＵ協会賞 国際活動奨励賞 国際協力賞対象分野  （7 件） 

赤津 和彦 NTT 東日本-南関東 

秋場 美奈子   特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)BHN ﾃﾚｺﾑ支援協議会 

川那 義則   日本放送協会 

田中 進   日本電気株式会社 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ ｴｷｽﾊﾟｰﾂ ｸﾞﾙｰﾌﾟ  一般社団法人電波産業会 

信常 伸一   公益財団法人 KDDI 財団 

藤田 浩   日本放送協会 

 


