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公共情報コモンズ加入状況（１） 
平成２５年１０月２５日現在 

区分 加入数 本番数 参加団体 (敬称略・順不同) 

情報 
発信者 

自
治
体 

都道 
府県 

25 11 
宮城県、福島県、長野県、静岡県、岐阜県、滋賀県、大阪府、兵庫県、広島県、愛媛県、大分県、北海
道、秋田県、山形県、栃木県、埼玉県、新潟県、山梨県、三重県、岡山県、鳥取県、島根県、徳島県、高
知県、香川県 

政令市 9 4 仙台市、さいたま市、大阪市、神戸市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、岡山市 

市町村 160 121 
盛岡市、横手市、秩父市、所沢市、本庄市、東松山市、深谷市、上尾市、茅野市、瀬戸市、藤沢市他 
（※ 長野県以外の本番開始都道府県では全市町村から公共情報コモンズへ情報発信） 

交通事業者  1 0 JR東海 

ライフライン  1 0 東邦瓦斯 

その他 2 1 信越総合通信局、信州大学 

情報 
伝達者 

地上波テレビ 
放送局 
（広域・県域） 

57 31 

日本放送協会、東北放送、テレビ埼玉、静岡放送、サンテレビジョン、日本テレビ放送網、フジテレビジョン、
毎日放送、関西テレビ、朝日放送、読売テレビ放送、テレビ大阪、札幌テレビ放送、テレビ北海道、北海道
文化放送、宮城テレビ放送、仙台放送、東日本放送、福島放送、福島中央テレビ、テレビ新潟放送網、長
野放送、信越放送、テレビ静岡、テレビ愛媛、愛媛朝日テレビ、あいテレビ、南海放送、九州朝日放送、テ
レビ大分、大分朝日放送、北海道テレビ放送、秋田放送、秋田テレビ、秋田朝日放送、山形放送、テレビユ
ー福島、新潟テレビ21、新潟総合テレビ、新潟放送、テレビ山梨、山梨放送、長野朝日放送、テレビ信州、
静岡第一テレビ、静岡朝日テレビ、中部日本放送、東海テレビ、名古屋テレビ、中京テレビ、テレビ愛知、三
重テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、RKB毎日放送、長崎放送、大分放送、 

ケーブル 
テレビ 

57  22  

気仙沼ケーブルネットワーク、ケーブルテレビ可児、BANBANネットワークス、ケーブルテレビ佐伯、あづみ野
テレビ、エルシーブイ、伊那ケーブルテレビジョン、エコーシティー・駒ヶ岳、テレビ松本ケーブルビジョン、上
田ケーブルビジョン、飯田ケーブルテレビ、佐久ケーブルテレビ、御前崎ケーブルテレビ、小林テレビ設備、
キャッチネットワーク、大垣ケーブルテレビ、 倉敷ケーブルテレビ、愛媛CATV、宇和島ケーブルテレビ、ハ
ートネットワーク、大分ケーブルネットワーク、日田市水郷TV、帯広シティーケーブル、秋田ケーブルテレビ、
蕨ケーブルビジョン、ニューメディア新潟センター、エヌ・シｨ・ティ、佐渡テレビション、上越ケーブルビジョン、
日本ネットワークスサービス、山梨CATV、CATV富士五湖、峡西シーエーテーブイ、テレビ北信ケーブルビ
ジョン、インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ、コミュニティテレビこもろ、信州ケーブルテレビジョン、丸
子テレビ放送、須高ケーブルテレビ、蓼科ケーブルビジョン、浜松ケーブルテレビ、シーシーエヌ、飛騨高山
ケーブルネットワーク、グリーンシティケーブルテレビ、ケーブルネット鈴鹿、ジュピターテレコム－関西、姫路
ケーブルテレビ、東広島ケーブルメディア、中海テレビ放送、今治シーエーティーブィ、四国中央テレビ、ケ
ーブルネットワーク西瀬戸、高知ケーブルテレビ、香南施設農業協同組合、長崎ケーブルメディア、CTBメデ
ィア、KCVコミュニケーションズ 
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※１ 赤は本番実施の参加団体 
※２ 青は情報伝達で本番実施のうち連携システム運用開始の参加団体 
 

公共情報コモンズ加入状況（２） 
平成２５年１０月２５日現在 

区分 加入数 本番数 参加団体 (敬称略・順不同) 

情報 
伝達者 

AMラジオ 6 1 ラジオ福島、文化放送、ニッポン放送、東海ラジオ、大阪放送、ラジオ関西 

FMラジオ 14 7 

新潟県民エフエム、長野エフエム、静岡エフエム、三重エフエム、広島エフエム、エフエム愛媛、エフ
エム愛知、エフエム仙台、エフエム秋田、エフエムラジオ新潟、エフエム富士、エフエム滋賀、エフエ
ム大分、FM８０２ 

ｺﾐｭﾆﾃｨFM 41 24 

横手コミュニティエフエム、せんだい泉エフエム、石巻コミュニティ放送、いわき市民コミュニティ、エ
フエム会津、喜多方シティエフエム、エフエム上越、燕三条エフエム、エフエム新津、柏崎コミュニテ
ィ放送、長岡移動電話システム、エフエム角田山コミュニティ放送、エフエム西東京、八ヶ岳コミュニ
ティ放送、ながのコミュニティ放送、軽井沢エフエム、飯田エフエム、エフエムしみず、FM島田、京都
コミュニティ放送、エフエムひらかた、今治コミュニティ放送、中国コミュニケーションネットワーク、FM
しまばら、エフエムベイ、エフエムしばた、エフエムとおかまち、エフエム雪国、けんと放送、あづみ野エ
フエム放送、エフエムとうみ、エフエム佐久平、エフエムみしま・かんなみ、エフエムぬまづ、シティエフ
エム静岡、富士コミュニティエフエム放送、福知山FM放送、やおコミュニティ放送、伊丹コミュニティ
放送、エフエムわいわい、姫路シティFM２１ 

ポータル事業者等  5 3 ヤフー、フューチャーリンク、IIJ、ゲヒルン、セコムトラストシステムズ 

新聞社  15 7 
静岡新聞、中国新聞、新潟日報社、読売新聞長野支局、朝日新聞静岡総局、愛媛新聞、大分合
同新聞、秋田魁新報社、中日新聞長野支局、長野日報、信濃毎日新聞、山梨日日新聞社、中日
新聞、神戸新聞、毎日新聞高知支局、 

通信社 1 0 （一社）共同通信社 

中間伝達者   4 1 フューチャーリンク、ジャパンエフエムネットワーク、メイテツコム、コミュニティネットワークセンター 

特別利用者 3 － 
慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科、諏訪東京理科大学経営情報学部,防災科学技術研
究所 

協力事業者 10 － 
ジャパンケーブルキャスト、インターテック、メイテツコム、中京エレクトロン、日立ソリューションズ、日本
ソフト開発、リンクオフ、日本電気、ティーﾌﾞｲエスネクスト、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ 

加入団体数合計 409 233   
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協力事業者の参加状況 

協力事業者 業務の概要 応諾日 

ジャパンケーブルキャスト株式会社 ケーブルテレビ局のコミュニティチャネルでのデータ放送を支援する「JC-dataサービ

ス」を提供 
７月 ８日 

株式会社インターテック 放送局向けＬ字送出「SPREADⅡシステム」の販売 ７月１８日 

株式会社日立ソリューションズ 
多数のメディアへの情報伝達を一元的に行うことで、地域住民全体への迅速な情報
伝達及び管理者作業における手間の削減を実現するシステム「災害情報一元配信
システム」の開発 

７月２２日 

日本ソフト開発株式会社 放送局向けＬ字、データ放送、Web公開など各種メディアへの情報送出、データの収
集、コンテンツの一元管理を行う「Channel-iシステム」の販売 

７月２２日 

株式会社中京エレクトロン 放送局におけるニュース記事、地域情報、緊急情報などの記事情報を一括管理す
る「ニュース情報サーバシステム」の販売 

７月２２日 

株式会社メイテツコム 自治体に対して緊急速報メール、防災メール、ホームページ、SNSへ災害情報、お知
らせ情報を送出する「公共コモンズweb入力サービス」を提供 

７月２２日 

株式会社リンクオフ 一元化した各防災情報を住民、メディア機関に一括操作にて配信するポータル機能
（一括配信ポータル）を提供 

８月３０日 

日本電気株式会社 公共情報コモンズと連携する総合防災情報システムを提供 ８月３０日 

株式会社ティーブイエスネクスト 放送局向けＬ字、文字放送、データ放送、ホームページ公開など各種メディアの情報
送出、データの収集、コンテンツの一元管理を行うオリジナルCMS「Tconnect」を提供 

９月１７日 

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ
株式会社 

多数のメディアへの情報伝達を一元的に行うことで、地域住民全体への迅速な情報
伝達及び管理者作業における手間の削減を実現するシステム「防災情報伝達シス
テム」の開発 

１０月１日 

平成２５年１０月２５日現在 
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主な利用者の運用開始状況 
利用者名 運用開始 

東北放送 ６月１２日 

静岡放送 ７月２２日 

ヤフー ８月２２日 

愛媛県 ９月 １日 

日本テレビ放送網   ※コモンズビューワによる運用 １０月１６日 

ケーブルテレビ可児 １０月２２日 

その他の主な取組（今後の予定を含む。） 

自治体名 日程 

コモンズエディタ―Ｖｅｒ．１．３のリリース（「お知らせ情報」の入力機能） ８月２７日 

夜間・土日祝日の公共情報コモンズ稼働状況問合せ対応開始 １０月１５日 

シンポジウム  ―公共情報コモンズ いまとこれから― 開催 １０月２５日 

公共情報コモンズ運営諮問委員会作業部会分科会 
（東海地区交通・ライフライン事業者意見交換） 

１１月 ７日 
 

公共情報コモンズ運営諮問委員会第２６回作業部会 １２月 ５日 

Ｊアラートからの国民保護に係る情報の配信（配信の開始）          １２月中    
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公共情報コモンズ運営諮問委員会作業部会構成員 

2013/10/25 

順不同、敬称略 

 

 天野 篤 アジア航測株式会社 営業統括部 参事 

 五十嵐 信裕 名古屋テレビ放送 報道局 ニュース情報センター  

防災担当部長 

 主査 兄部 純一 株式会社ＮＨＫエンタープライズ 

上席執行役員（デジタル事業担当） 

 芝 勝徳 神戸市外国語大学 教授 

 下谷 幸信 株式会社メイテツコム 事業統括本部  

社会情報ソリューション部 マネージャー 

 庄野 健 日本電信電話株式会社 技術企画部門 次世代ネットワーク推進室 

ネットワーク技術担当 担当部長 

 志羅山 聡子 日本放送協会 編成局 デジタルコンテンツセンター  

専任ディレクター 

 鈴木 英雄 兵庫県 企画県民部 企画財政局 情報企画課 課長補佐 兼 

行政情報化係長 

 鈴木 宏保 さいたま市 総務局 危機管理部 防災課 課長補佐 兼  

防災企画係長 

 徳永 慶一郎  ジャパン ケーブルキャスト株式会社  

放送プラットフォーム事業本部 JC-data企画開発部 部長 

 長井 新 三重県 防災対策部 防災対策総務課 主査 

 中村 敏明 文化放送 技術開発局次長 兼 技術・システム部長 

 奈良岡 将英 静岡新聞 社長室 経営戦略推進部 兼 総合メディア局 

メディア事業部  

 宮内 俊樹 ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニー 

政策企画／社会貢献ユニット ユニットマネージャー 

 山本 孝 株式会社ジェイアール東日本企画 交通媒体本部 

交通メディア開発局長 

 油井 里美 静岡県 危機管理部 危機管理課 情報班 主幹 

（平成25年10月25日現在） 
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公共情報コモンズ運営諮問委員会作業部会活動状況 

 第２３回作業部会（７月２５日） 
議題 

1. 作業部会での検討事項について 

2. ポータルサイト事業者等の参加について 

（ア） ゲヒルン株式会社（ツイッター等での情報提供について） 

（イ） グーグル株式会社（ポータルサイト等での情報提供について） 

3. ヤフー株式会社のサービスの開始について 

4. 内閣府総合防災情報システムとの連携について 

5. 合同訓練の結果の取りまとめについて 

（ア） 概要（事務局） 

（イ） インターネットイニシアティブジャパン報告 

（ウ） メディアプラットフォームラボ報告 

（エ） 今後の結果の取りまとめ方 

6. 活動状況報告 

7. 今後の作業部会の進め方について 

8. その他 
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公共情報コモンズ運営諮問委員会作業部会活動状況 

 第２４回作業部会（９月１２日） 
議題 

1. 新たな事業者（セコムトラストシステムズ株式会社）の参加について 

2. 公共情報コモンズ活動状況報告 

3. 内閣府防災システムとの連携について 

4. 合同訓練の結果の取りまとめについて 

5. 公共情報コモンズシンポジウムの開催について 

6. サービス利用規約等の改訂について 

7. 交通関係情報、ライフライン関係情報等の公共情報コモンズへの発信の促進に
ついて 

8. その他 
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公共情報コモンズ運営諮問委員会作業部会活動状況 

 第２５回作業部会（１０月１０日） 
議題 

1. 公共情報コモンズ活動状況報告 

2. Yahoo! Japanでの利用状況について 

3. サービス利用規約等の改定について 

4. 合同訓練結果の報告について  

5. 公共情報コモンズシンポジウムの開催について  

6. 交通、ライフライン関係情報の発信の促進について 

（ア） 課題 

（イ） 「九州乗りものｉｎｆｏ.com」について（西鉄情報システム株式会社） 

（ウ） 意見交換 

（エ） 今後の検討の進め方について 

7. その他 
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