
01 会田 和子 株式会社いわきテレワークセンター　代表取締役社長

02 相原 玲二 広島大学　副学長（情報担当）・教授

03 安里 肇 沖縄国際大学　産業情報学部　教授

04 東 富彦
公益財団法人九州先端科学技術研究所　シニア・イノベーション・アーキテ
クト
ビッグデータ＆オープンデータ・イニシアティブ九州 副会長
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 主幹研究員

05
新井 イスマイ
ル

奈良先端科学技術大学院大学 総合情報基盤センター 准教授

06 飯盛  義徳
慶應義塾大学　総合政策学部 教授
特定非営利活動法人　鳳雛塾　理事長（ファウンダー）

07 石崎 方規
特定非営利活動法人価値創造プラットフォーム　代表理事
一般社団法人シェアリングエコノミー協会

08 石澤 知広
朝日インタラクティブ株式会社　シニアマネージャー　兼　ディ
レクター

09 石戸 奈々子
特定非営利活動法人CANVAS　理事長
慶應義塾大学　准教授

10 石山 アンジュ
一般社団法人シェアリングエコノミー協会　事務局渉外部長
株式会社クラウドワークス　経営企画室　渉外

11 市瀬 英夫
埼玉県町村会　情報システム共同化推進室　室長
静岡県　CIOアドバイザー

12 井上 あい子
特定非営利活動法人ＨＩＮＴ　理事長
ａｉ株式会社　代表取締役

13 井上 義裕
教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会　副委員長
株式会社ＪＭＣ　事業推進部　主席エキスパート

14 井堀 幹夫
地方公共団体情報システム機構　理事
東京大学高齢社会総合研究機構　研究員
健康都市連合支援機構　監事

15 今井 建彦 公益財団法人仙台市産業振興事業団 事務局長

16 岩瀬 義和 株式会社デジコンキューブ　代表取締役　博士（工学）

17 牛島 清豪
株式会社ローカルメディアラボ　代表取締役
一般社団法人　九州テレコム振興センター主任研究員
Code for Saga 代表

No. 団体 委嘱者 所属役職

平成29年度地域情報化アドバイザー委嘱者名簿（別紙１）



No. 団体 委嘱者 所属役職

18 内田 斉
イデア・フロント株式会社　代表取締役
ウェブアクセシビリティ推進協会　理事

19 内海 良夫 株式会社データホライゾン　代表取締役

20 浦田 真由 名古屋大学　大学院情報学研究科　講師

21 円城寺 雄介
佐賀県　政策部　企画課　企画担当係長
一般社団法人　救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進
協議会（略称：ＥＤＡＣ）　副理事長　兼　最高経営責任者

22 遠藤 守 名古屋大学　大学院情報学研究科　准教授

23 遠藤 勇一
北九州市 行政委員会事務局 監査第一課　企業会計担当係
長

24 大澤 昌 株式会社ＡＳＴコンサルタント　代表取締役

25 大南 信也 特定非営利活動法人グリーンバレー理事長

26 大薮 多可志 特定非営利活動法人日本海国際交流センター　主任研究員

27 大山 水帆 戸田市総務部次長　兼　情報政策統計課長

28 岡田 良 一般社団法人 沖縄新ITビジネス創出促進協議会　顧問

29 尾形 誠治
ネットワンシステムズ株式会社　市場開発本部　ＩＣＴ戦略支
援部　コンサルティング第２チーム　シニアエキスパート

30 岡村 久和 亜細亜大学　都市創造学部　教授

31 岡本 真
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
saveMLAK　プロジェクトリーダー

32 小野 桂二 株式会社アイ・ティ・シー・キューブ　代表取締役

33 葛西 純 有限会社フォルテ 取締役社長

34 勝屋 久 勝屋久事務所　代表（プロフェッショナル・コネクター／画家）

35 桂川  憲生 岐阜県東白川村　地域振興課長



No. 団体 委嘱者 所属役職

36 加藤 百合子
株式会社エムスクエア・ラボ　代表取締役
CSN地方創生ネットワーク株式会社　取締役副社長

37 金子 春雄 塩尻市役所企画政策部次長・ＣＴＯ（最高技術責任者）

38 金平 勲 特定非営利活動法人北陸地域活性化推進協議会　理事長

39 川合 浩司 川合経営システム研究所　代表

40 河井 孝仁 東海大学　広報メディア学科　教授

41 川島 宏一 筑波大学　システム情報系社会工学域　教授

42 菊地 俊延 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター　顧問

43 岸本 晃 株式会社プリズム　代表取締役

44 北岡 有喜
独立行政法人国立病院機構京都医療センター　医療情報部長
特定非営利活動法人日本サスティナブル・コミュニティ・センター　顧問

45 工藤 早苗 合同会社msプランナーズ　代表

46 國領 二郎
慶應義塾　常任理事
慶應義塾大学総合政策学部　教授

47 小林 一樹 信州大学　学術研究院　工学系　准教授

48 小林 隆 東海大学　政治経済学部　教授

49 小林 忠男 無線LANビジネス推進連絡会会長

50 近藤 則子 老テク研究会　事務局長

51 酒井 紀之
株式会社ソフトウエア開発　代表取締役社長
多摩大学　情報社会学研究所　客員研究員

52 坂本 世津夫 愛媛大学　社会連携推進機構　教授

53 佐々木 良昭
富士ソフト株式会社　ソリューション事業本部　秘書部
地方共創グループ　課長



No. 団体 委嘱者 所属役職

54 佐別当 隆志
一般社団法人シェアリングエコノミー協会　事務局長
株式会社ガイアックス　ブランド推進室

55 実積 寿也 中央大学　総合政策学部　教授

56 庄司 昌彦 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

57 白井 芳明
株式会社ＨＡＲＰ　エグゼクティブアドバイザー
株式会社NTT東日本　北海道ビジネスイノベーション部　カスタ
マーリレーショングループ長

58 鈴木 邦治 一般社団法人頑張る地域支援し隊　代表理事

59 角 勝 株式会社フィラメント　代表取締役　ＣＥＯ

60 隅田 徹
株式会社えんがわ　代表取締役社長
株式会社神山神領　　代表取締役社長

61 関 治之
一般社団法人コード・フォー・ジャパン　代表理事
合同会社Georepublic Japan　代表社員

62 関本 義秀 東京大学生産技術研究所　准教授

63 瀬戸 寿一 東京大学空間情報科学研究センター　特任講師

64 高橋 明子
アクション・リサーチ　代表
亜細亜大学　都市創造学部　非常勤講師

65 高橋 邦夫 豊島区　区民部　税務課　課長

66 高橋 圭佑 ノータス経営労務事務所　代表

67 高橋 徹
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
関西支部長
株式会社Stroly　共同ＣＥＯ　兼　会長

68 高橋 俊之 日本メックス株式会社　総務部　法務考査室

69 武田 かおり 社会保険労務士法人ＮＳＲ　テレワークスタイル推進室　ＣＷＯ

70 田澤 由利
株式会社ワイズスタッフ　代表取締役
株式会社テレワークマネジメント　代表取締役

71 田中 淳一
株式会社パートナーエージェント　事業企画推進本部　マ
ネージャー



No. 団体 委嘱者 所属役職

72 坪田 知己
合同会社・Loco共感編集部　　代表社員／編集長
京都工芸繊維大学　特任教授

73 積田 有平
株式会社スペースマーケット　社長室
一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局
特定非営利活動法人キッズバレイ　副代表理事

74 中川 斉史 東みよし町立足代小学校　教頭

75 野田 哲夫
島根大学法文学部　教授
しまねＯＳＳ協議会

76 畑井 克彦 阪神・智頭NPOセンター　代表理事

77 濱田 真輔
富士通株式会社　総務・リスクマネジメント本部　シニアエキス
パート

78 早瀬 公夫
掛川タクシー株式会社　代表取締役
公益社団法人大日本報徳社　理事

79 原 亮 みやぎモバイルビジネス研究会　会長

80 東 修作
合同会社Georepublic Japan シニア・コンサルタント
オープン・ナレッジ・ジャパン　事務局長
OpenStreetMap Foundation Japan 事務局

81 廣川 聡美
HIRO研究所　代表
地方公共団体情報システム機構　地方支援アドバイザー
一般社団法人　安全安心まちづくり推進機構　理事長

82 福野 泰介 株式会社Jig.jp　代表取締役社長

83 藤井 智史 琉球大学　工学部　教授

84 藤井 靖史
Code for AIZU
会津大学　産学イノベーションセンター　准教授

85 藤村 裕一
鳴門教育大学大学院学校教育研究科　准教授　兼　遠隔教育
プログラム推進室長

86 武城 文明 埼玉県　行政ITアドバイザー

87 不破 泰 信州大学　総合情報センター・センター長

88 北條 博史
ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム株式会社　取締役　ワイヤ
レス技術部長

89 干川 剛史 大妻女子大学 大学院人間文化研究科・人間関係学部 教授



No. 団体 委嘱者 所属役職

90 星野 晃一郎 株式会社ダンクソフト　代表取締役　C.E.O　デジタルアーキテクト
社団法人　東京ニュービジネス協議会　理事　ネットワーク特別委員会　委員長

91 細内 信孝
コミュニティビジネス総合研究所　代表取締役社長
コミュニティ・ビジネス・ネットワーク　理事長

92 米田 剛 特定非営利活動法人地域情報化モデル研究会　代表理事

93 前田 香織 広島市立大学大学院　情報科学研究科　教授

94 升屋 正人
鹿児島大学　学術情報基盤センター　教授　兼　理工学域　工
学系　教授

95 松尾 徳朗
産業技術大学院大学　教授
日本政府観光局MICE　誘致アンバサダー

96 松川  由美 モバイル・ネットワーク研究所　代表

97 松崎 太亮 神戸市企画調整局創造都市推進部ＩＣＴ創造担当部長

98 松澤 佳郎
株式会社テレコンサービス　代表取締役
慶應義塾大学SFC研究所　上席研究員

99 松島 隆一 千葉市市民局市民自治推進部広報広聴課　課長

100 丸田 之人 北海道室蘭市　企画財政部ＩＣＴ推進課長

101 丸山 康照 須高ケーブルテレビ株式会社　代表取締役社長

102 三友 仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科　教授

103 三村 千鶴
株式会社RCCフロンティア 取締役　制作・技術本部長　兼　制
作部長（株式会社中国放送企画総務局付）
株式会社eRCC　取締役

104 村上 文洋
株式会社　三菱総合研究所 社会ＩＣＴ事業本部　主席研究員
VLED事務局

105 望月 昌樹 兵庫県立大学　非常勤講師

106 森川 博之 東京大学大学院工学系研究科　教授

107 森戸　裕一 ナレッジネットワーク株式会社　代表取締役



No. 団体 委嘱者 所属役職

108 森本 登志男
岡山県　特命参与（情報発信担当）／佐賀県 情報エグゼクティブ・
アドバイザー／大館市 政策情報収集組織(シンクタンク)コーディ
ネーター／茨城県境町　戦略会議委員

109 森本 浩之
ITbook株式会社西日本支社　エグゼクティブシニアマネージャー
三重県松阪市役所　前CIO補佐官

110 柳田 公市 特定非営利活動法人ナレッジネットワーク　理事長

111 山崎 克之 長岡技術科学大学　工学部　教授

112 山崎 博樹 秋田県図書館協会　顧問

113 横石 知二 株式会社いろどり　代表取締役社長

114 横山 正人
長崎総合科学大学　名誉教授
九州地域情報化研究所　代表
一般社団法人奥球磨スマートタウン研究所　代表理事

115 吉崎 正弘 一般社団法人　日本ケーブルテレビ連盟　理事長

116 吉田 敦也
徳島大学大学院　教授
地域創生センター　センター長

117 吉田 孝志 日本無線株式会社　事業本部　事業統括部　参事

118 吉田 稔
西宮市情報センター長
被災者支援システム全国サポートセンター長

119 米田 宗義
一般社団法人ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．　代表理事
ＩＴコーディネーター

120 和﨑 宏
インフォミーム株式会社　代表取締役
関西学院大学総合政策学部　非常勤講師

121 鷲見 英利
ジャパンハウジング株式会社　代表取締役
株式会社ママスクエア　執行役員
四條畷市　特別参与

122 渡辺 健次 広島大学大学院教育学研究科 技術・情報教育学講座　教授

123 渡辺 智暁
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科　特任准教授
オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン　副理事長

124 和田 雅昭 公立はこだて未来大学　マリンＩＴ・ラボ　所長

125 団体
コード・フォー・
ジャパン

一般社団法人コード・フォー・ジャパン



No. 団体 委嘱者 所属役職

126 団体
シェアリングエ
コノミー協会

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

127 団体 島根県海士町 島根県海士町

128 団体 たからのやま 株式会社たからのやま

129 団体
テレワークマネ
ジメント

株式会社テレワークマネジメント

130 団体
徳島県政策創
造部

徳島県政策創造部　地方創生局地方創生推進課

131 団体 福岡市市長室 福岡市市長室　広報戦略室広報課

132 団体
藤沢市IT推進
課

神奈川県藤沢市総務部ＩＴ推進課

計124名８団体
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