
 

 

 

平成２７年７月２３日 

    近 畿 総 合 通 信 局 

    

平成２７年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定平成２７年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定平成２７年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定平成２７年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定    

    

総務省は、「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣事業について、平成２７年４月１日から４月

２４日まで公募を行い、申請内容について評価した結果、平成２７年度における派遣先を決

定しましたので、お知らせします。 

近畿総合通信局（局長：奥 英之（おく ひでゆき））管内では、大阪府摂津市及び奈良

県三郷町の２団体に派遣することが決定しています。 

 

 

１１１１    ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業の概要ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業の概要ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業の概要ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業の概要    

ＩＣＴ（情報通信技術）を利活用して地域の効率化・効果的な事業の実施・運営を検討

する地方公共団体等に対して、ＩＣＴの知見、ノウハウ等を有する専門家を中長期にわた

り派遣する制度です。派遣内容等は以下のとおりです。 

（１）派遣内容 

   地方公共団体等が実施するＩＣＴを活用した取り組みについて、知見や経験の豊

富な有識者が「ＩＣＴ地域マネージャー」として助言や指導を実施 

（２）派遣対象 

○地方公共団体 

○地方公共団体と共同で事業の運営等を行う第３セクター法人又は特定非営利活

動法人（ＮＰＯ法人） 

（３）派遣期間 

   派遣決定の日から平成２８年２月末まで 

 

２２２２    派遣先及び派遣するＩＣＴ地域マネージャー派遣先及び派遣するＩＣＴ地域マネージャー派遣先及び派遣するＩＣＴ地域マネージャー派遣先及び派遣するＩＣＴ地域マネージャー    

近畿管内の派遣先は下記の２団体です。 

全国では別紙のとおり３６団体への派遣が決定しています。 

 

申請団体 事業の名称 ＩＣＴ地域マネージャー 

大阪府 

摂津市 

摂津市地域情報化（実施）計画 一般社団法人ＩＣＴ－Ｌａｂｏ．理事 

 米田 宗義 

奈良県 

三郷町 

三郷町ＩＣＴ推進計画策定事業 株式会社ワイズスタッフ 代表取締役 

 田澤 由利 

 



 

３３３３    関連資料関連資料関連資料関連資料    

 ・平成 27 年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定（平成 27 年 7 月 23 日発表） 

   http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000093.html 

・平成 27 年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の公募（平成 27 年 4 月 1 日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000081.html 

 ・平成 27 年度『地域情報化アドバイザー』派遣申請の受付開始」（平成 27 年 6 月 30 日） 

  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000090.html 

 

 ・「ＩＣＴ地域マネージャー派遣制度」、「地域情報化アドバイザー派遣制度」の詳細は、

以下の URL をご参照ください。 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html 

 

 

 

 

 

 

連絡先：情報通信部 情報通信振興課 

担 当：松山、山嵜 

電 話：０６－６９４２－８５２０ 



地域 申請団体 事業名称 ICT地域マネージャー

北海道 北海道札幌市 校務用コンピュータシステム及び校務支援システムの更新方
針の策定

国立大学法人鳴門教育大学大学院学校教育研究科 准教授、遠隔教育プログラム推
進室長
　藤村　裕一

北海道 北海道室蘭市 「室蘭市ICT推進計画」及び「室蘭市ICT－BCP」策定事業 株式会社HARP 常務取締役プロジェクト推進部長
　白井　芳明

東北 青森県 協業型新時代ITビジネス推進事業 特定非営利活動法人地域情報化モデル研究会 代表理事
  米田　剛

東北 秋田県秋田市 基幹系システム最適化計画策定事業 株式会社HARP 常務取締役プロジェクト推進部長
　白井　芳明

東北 秋田県由利本荘市 由利本荘市情報システム最適化プログラム 株式会社ASTコンサルタント 代表取締役
　大澤　昌

東北 秋田県能代市 地域資源を活用した地域プロモーション推進事業 有限会社forte 取締役社長
　葛西　純

東北 宮城県 被災沿岸市町における災害に強い情報通信ネットワークの構
築にかかる整備手法の在り方検討事業

大妻女子大学大学院人間文化研究科・人間関係学部　教授
　干川　剛史

東北 宮城県仙台市 宮城県被災地復興ICT利用促進事業
国立大学法人徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部 教授、地域創生
センター センター長
　吉田　敦也

東北 宮城県気仙沼市 気仙沼市情報システム最適化事業 株式会社ASTコンサルタント代表取締役
　大澤　昌

東北 福島県白河市 基幹系システムの自治体共同クラウド化事業 株式会社ソフトウエア開発 代表取締役社長
　酒井　紀之

関東 茨城県鹿嶋市 次期情報化計画の策定 東京都豊島区CISO（政策経営部　情報管理課長）
　高橋　邦夫

関東 栃木県日光市 日光市第3次電子自治体推進計画策定事業 HIRO研究所 代表
　廣川　聡美

関東 群馬県南牧村 いきいき・地域・つながりICT支援 須高ケーブルテレビ株式会社 代表取締役社長
　丸山　康照

コミュニティビジネス総合研究所 代表取締役所長
　細内　信孝

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任准教授
　渡辺　智暁

関東 神奈川県 ヘルスケアICTプラットフォーム構築事業 佐賀県統括本部情報・業務改革課 主査
　円城寺　雄介

関東 神奈川県横浜市南区 子育て支援サイト運営事業
株式会社ATR Creative チーフプロデューサー
特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ　理事
　高橋　徹

信越 長野県須坂市 須坂市保有情報のオープンデータ推進事業 国立大学法人名古屋大学大学院情報科学研究科 准教授
　遠藤　守

信越 長野県千曲市 千曲市情報化計画策定 一般社団法人ITC－Labo. 理事
  米田　宗義

信越 長野県中野市 中野市内部情報系システム最適化事業 北九州市監査事務局第一課 企業会計担当係長
  遠藤　勇一

信越 長野県東御市 東御市SNSの戦略的有効活用の検討 東海大学文学部広報メディア学科 教授
　河井　孝仁

平成２７年度 ICT地域マネージャー派遣先一覧

関東 埼玉県日高市 戦略的情報発信推進事業

（別紙） 



地域 申請団体 事業名称 ICT地域マネージャー

北陸 富山県砺波市 砺波市オープンデータ推進事業 国立大学法人信州大学総合情報センター センター長
　不破　泰

東海 岐阜県東白川村 東白川村情報発信ICT基盤整備事業 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授
  庄司　昌彦

近畿 大阪府摂津市 摂津市地域情報化（実施）計画 一般社団法人ITC－Labo. 理事
  米田　宗義

近畿 奈良県三郷町 三郷町ICT推進計画策定事業 株式会社ワイズスタッフ 代表取締役
  田澤　由利

中国 岡山県 岡山県の今後の地域情報化推進の方向性検討事業 佐賀県 最高情報統括監（CIO）
　森本　登志男

中国 鳥取県鳥取市 ICTを活用した３つの総合窓口の導入事業 合同会社msプランナーズ 代表
  工藤　早苗

中国 鳥取県日野町 日野町全域ブロードバンド環境整備事業 国立大学法人愛媛大学社会連携推進機構 教授
  坂本　世津夫

四国 愛媛県松山市 松山市オープンデータ推進事業 国立大学法人筑波大学システム情報系社会工学域 教授
  川島　宏一

四国 愛媛県八幡浜市 住民ディレクター育成事業 株式会社プリズム 代表取締役
  岸本　晃

四国 高知県 中山間地域情報化推進事業 国立大学法人愛媛大学社会連携推進機構 教授
  坂本　世津夫

四国 高知県南国市 自治体クラウド導入団体における番号制度対応事業 埼玉県行政ITアドバイザー
　武城　文明

九州 福岡県嘉麻市 地域情報化推進事業 国立大学法人鹿児島大学学術情報基盤センター 教授
  升屋　正人

九州 大分県臼杵市 番号制度に向けた庁内整備 埼玉県行政ITアドバイザー
　武城　文明

九州 鹿児島県薩摩川内市 地域情報化計画策定事業 国立大学法人鹿児島大学学術情報基盤センター 教授
  升屋　正人

沖縄 沖縄市教育委員会 図書館建設推進事業 アカデミック・リソース・ガイド株式会社 代表取締役、プロデューサー
　岡本　真

沖縄 沖縄県与那原町 与那原町ICT情報化及び地域活性化のための事業企画 株式会社スタジオアトール 代表取締役
  新井　哲弥




