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一般社団法人 電子情報技術産業協会 

情報産業部 

 

JEITA IT×地域活性化 アイデアソン 

～ 5Gが拓く、場所を選ばず働く時代 ～ 
 

 近年、働き方改革の進展や遠隔コミュニケーションの高度化により、場所を選ばない働き方に

よる「地域活性化」が注目されています。JEITA では、「ソフトウェア事業戦略専門委員会」を

設置し、IT の活用による様々な課題の解決や新しい価値の創造に向けた調査・研究活動を行っ

ています。今般、IT をさらに発展させると期待される 5G の活用により、将来どのような働き方

が実現し、どのように地域活性が推進するのか、参加者の皆様と一緒に考える場として、アイデ

アソンを実施します。JEITA 会員企業はもとより、本テーマに関心のある幅広い年代の方・学生

の皆様や様々な業種の方に参加をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

日時：令和元年 11 月 11 日(月) 10：00～18：00 (9:30～ 受付開始、終了後懇親会) 
■ 主催：JEITA ソフトウェア事業戦略専門委員会  

■ 会場：電子情報技術産業協会 402－403 会議室 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 

大手センタービル 

■ 電話：03-5218-1057 

■ 定員：30 名 

（開催１週間前を目途に参加可否の連絡をします）  

■ 参加費：無料 

■ 申込方法：参加申込書に必要事項を記載の上、下記

事務局までお申し込み下さい。 

■ 申込期限：令和元年 11 月 1 日(金) 

■ 事務局：一般社団法人 電子情報技術産業協会 

情報産業部 三浦 

TEL 03-5218-1057 FAX 03-5218-1076 
E-mail itt3@jeita.or.jp 

■ 特別講演：「アグリガールから IoT デザインガールへ」 

 概要：NTTドコモから始まった、非公認の組織横断型プロジェクトチーム。農業分野に ICTを普

及するための営業部隊であり、その中の女性社員を「アグリガール」と名付けた。現在、

アグリガールは 100 人を超える。アグリガールはなぜ誕生したのか？なぜ皆が参画する

のか？なぜ継続できるのか？そして IoT デザインガールとは？を、皆様の疑問点へのお

答を交えながらお話しさせていただきます。 

大山 りか様 

日本電信電話㈱ 研究企画部門 プロデュース担当アグリガール 001 

1995 年、NTT ドコモに入社。2007 年から子会社のドコモ・ドット 

コムに出向、モバイルコンテンツの企画・コンサルティングに携 

わる。2014 年から農業 ICT プロジェクトチームの立ち上げを行い 

「アグリガール」を結成。2016 年 12 月より、農業から分野を超え、 

部署横断型の「IoT デザインプロジェクト」を開始。2017 年 7 月か 

ら総務省「地域 IoT 官民ネット」の一部として、業界・企業の垣根 

を越えた「IoT デザインガール」育成プロジェクトに携わる。 
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■ プログラム (予定：当日の都合により変更になることがあります) 

10:00－10:05 開会のご挨拶 

10:05－11:05 特別講演 大山 りか様  

「アグリガールから IoT デザインガールへ」 

11:05－11:30 アイデアソン グループ内自己紹介 

11:30－12:15 (昼休憩) 

12:15－12:30 アイデアソンの進め方説明 

12:30－16:00 グループディスカッション / 発表準備 

16:00－17:35 各グループ発表、質疑応答、投票 

17:35－17:45 アンケート記入 (休憩・投票集計) 

17:45－18:00 表彰 & 閉会 

18:00－19:30 懇親会 (出席は任意、無料) 

 

※アイデアソン参加者には、書籍「NTT ドコモ アグリガールの突破力」を贈呈致します。 

 

参加お申し込み 
JEITA アイデアソン 2019 の Web サイト開催案内から、申し込み用フォームに進み、下記の情

報を入力して申し込みください。参加に際しては、参加規約を必ずお読みください。  

お申込みいただいた方には、アイデアソン開催前の 11 月初旬頃になりましたら、事前資料など

のご連絡を致します。 

 

JEITA アイデアソン 2019 URL： 

https://www.jeita.or.jp/ideathon/jeitaideathon2019/ 

(※右の QR コードから本 URL にアクセスできます。) 

 

申込期限：令和元年 11 月 1 日(金) 

 

お名前 (必須)  

会社名/大学名/個人 (必須)  

部署名 / 学部名  

電子メールアドレス(必須)  

電話番号 (必須)   

連絡先住所 

(都道府県のみ必須) 

(〒  -   ) 

連絡事項  

懇親会の出欠 (必須) 出席  ・  欠席 

 

本件に関する問合せ先 
問合せ先：一般社団法人 電子情報技術産業協会 情報産業部 三浦 

E-mail itt3@jeita.or.jp 、TEL 03-5218-1057 

 

－以 上－ 
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参 加 規 約 

※お申し込み頂く前に必ずお読みください。  

 

 本規約は、電子情報技術産業協会（以下、「主催者」といいます。）が開催する JEITA IT×地域活

性化 アイデアソン（以下、「本イベント」といいます。）に参加する際に、参加者に遵守頂く事項を

定めたものです。本イベントへの応募、その他の方法により申し込みいただいた参加者は、本規約

に同意したものとみなします。  

 

０．目的  

（１）  本イベントは、地域活性化の課題を IT で解決することをテーマにアイデアソンを実施し、

IT・ソフトウェアの可能性やアイデアを広く募ることで、安全・安心・快適・便利な社会の

実現を目指すものです。  

１．本イベントへの参加について  

（１）  本イベントへの参加に伴う交通費及び宿泊費等の費用は、主催者及びそれらの関係者、  

講演者等が特に定める場合を除き、原則として参加者自らが負担するものとします。  

（２）  本イベントにおけるチーム編成は、原則として主催者が定めるものとします。  

（３）  参加者は、主催者の指示等に従うものとし、円滑な運営に協力するものとします。  

（４）  本イベントへの途中参加、途中退出はご遠慮ください。  

（５）  参加者の私物については、参加者自身が管理するものとし、主催者は、それらの紛失・  

盗難等について一切の責任を負わないものとします。  

（６）  本イベントへの参加は参加者自身の責任で行ってください。参加者は自己の責任において体

調管理等を行い、参加中、体調不良等を感じた場合、直ちに参加を中止してください。  

 参加者が本イベントへの参加を継続することが困難と主催者等から判断された場合、当該参

加者には、本イベントの途中であっても参加をご遠慮いただくことがあります  

（７）  参加者は、主催者側の事情等により、本イベントの開催が延期もしくは中止された場合にお

いても、主催者側に対して損害賠償の請求を行わないものとします。 

２．本イベントで創出されたアイデア等の取扱い  

（１）  参加者によって創出されたアイデア、ノウハウ、コンセプト等（以下、「アイデア等」といい

ます。）は、本イベント内で広く周知・共有されるとともに、他のアイデア等と融合させて活

用されるものとします。そのため、本イベント内で明らかにしたアイデア等は、主催者及び

それらの関係者、講演者等が特に定める場合を除き、原則として公知の事実となります。  

（２）  主催者は、本イベントにより得られたアイデア等を、情報発信のために任意の媒体において

公開することがあります。  

３．個人情報等の取得・利用  

（１）  本イベントへの応募に当って事前にご提出頂く個人情報は、本イベントの参加申し込み受付

リストの作成、当日の受付等の運営、主催者が開催する講演会・セミナー等に関連する情報

のお知らせ、以外には使用致しません。  

（２）  主催者等は、情報発信のため本イベントの写真及び動画を任意の媒体において公開すること

があります。参加者の顔写真が含まれた写真等も撮影及び公開されることがありますので、

参加者は撮影及び公開に同意したうえで、本イベントに参加するものとします。 

    尚、JEITA 個人情報保護方針につきましては、以下 URL をご確認ください。 

   ※JEITA 個人情報保護方針：https://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/ 

４．協議事項  

（１） 第１条から前条に定める事項以外の事項は主催者等と参加者の協議により定めるものとし、

協議にあたっては両者が誠意をもって対応することとします。 

５．その他  

（１） 上記事項の効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとし、また本イベントに関

する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

－以 上－  


