
 

 

 

平成２８年６月２２日 

    近 畿 総 合 通 信 局 

    

平成２８平成２８平成２８平成２８年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定年度「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２８年４月１日から４月

２２日まで公募を行い、申請内容について評価した結果、平成２８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：関 啓一郎（せき けいいちろう））管内では、京都府京都市、

大阪府、兵庫県宍粟市及び和歌山県有田市の４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２９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４団体です。 

全国では別紙のとおり２８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 

京都府 

京都市 

京都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 

大阪府 大阪版自治体クラウドの推進 静岡県庁 CIO アドバイザー、埼玉県町村会

情報システム共同化推進室長 

 市瀬 英夫 



 

兵庫県 

宍粟市 

第２次宍粟市地域情報化計画策定

事業 

一般社団法人ＩＣＴ－Ｌａｂｏ．理事 

 米田 宗義 

和歌山県 

有田市 

ありだ ICT ママオフィス事業 一般社団法人 KAI OTSUCHI 相談役、ジャパ

ンハウジング株式会社取締役 

 鷲見 英利 

 

３３３３    関連資料関連資料関連資料関連資料    

 ・平成 28 年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の決定（平成 28 年 6 月 21 日発表） 

  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000118.html 

 

・平成 28 年度「ＩＣＴ地域マネージャー」派遣先の公募（平成 28 年 4 月 1 日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000111.html 

 

 ・平成 28 年度「地域情報化アドバイザー」派遣申請の受付開始 

（平成 28 年 6 月 14 日） 

  http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000116.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」両制度に

つきまして詳細は、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：中野、山嵜 

電 話：０６－６９４２－８５２０ 



地域 申請団体名 事業名称 ＩＣＴ地域マネージャー

1 東北 青森県 協業型新時代ＩＴビジネス推進
事業

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）

2 東北 宮城県 次期情報通信ネットワークの調達
及び構築に係る計画の策定

酒井 紀之
（株式会社ソフトウエア開発代表取締役社長）

3 東北 秋田県秋田市 基幹系システム最適化計画策定
事業

白井 芳明
（株式会社HARP常務取締役プロジェクト推進部長）

4 東北 山形県白鷹町 庁内情報システムのセキュリティ強
靭化

望月 昌樹
（元福岡県情報企画監、兵庫県立大学非常勤講師）

5 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

酒井 紀之
（株式会社ソフトウエア開発代表取締役社長）

6 東北 福島県喜多方市 喜多方市高度情報化計画策定
事業

望月 昌樹
（元福岡県情報企画監、兵庫県立大学非常勤講師）

7 関東 千葉県茂原市 ＧＩＳ・オープンデータ推進事業 関 治之
（一般社団法人コード・フォー・ジャパン代表理事）

8 関東 東京都杉並区 住民ディレクター養成による商店
街の情報発信事業

高橋 明子
（アクション・リサーチ代表、一般社団法人八百万人事務局長）

9 信越 長野県千曲市 ＩＣＴ調達ガイドライン策定支援
事業

米田 宗義
（一般社団法人ITC-Labo.理事）

10 信越 長野県飯綱町 ICTを活用した最先端農業技術
研究に関する実証実験事業

小林 一樹
（国立大学法人信州大学学術研究院工学系准教授）

11 北陸 富山県 富山県オープンデータ推進事業 川島 宏一
（国立大学法人筑波大学システム情報系社会工学域教授）

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

13 東海 静岡県掛川市 情報化推進計画策定事業 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）

14 東海 静岡県榛原郡川根本町 住民ディレクター養成講座 岸本 晃
（株式会社プリズム代表取締役）

15 東海 愛知県新城市 新城市新庁舎情報ネットワーク構
築事業

高橋 邦夫
（東京都豊島区区民部税務課長）

16 近畿 京都府京都市 京都市オープンデータ推進事業 川島 宏一
（国立大学法人筑波大学システム情報系社会工学域教授）

平成２８年度 ICT地域マネージャー派遣先一覧



地域 申請団体名 事業名称 ＩＣＴ地域マネージャー

17 近畿 大阪府 大阪版自治体クラウドの推進
市瀬 英夫
（静岡県庁CIOアドバイザー、埼玉県町村会情報システム共同化推
進室長）

18 近畿 兵庫県宍粟市 第２次宍粟市地域情報化計画
策定事業

米田 宗義
（一般社団法人ITC-Labo.理事）

19 近畿 和歌山県有田市 ありだICTママオフィス事業
鷲見 英利
（一般社団法人KAI OTSUCHI相談役、ジャパンハウジング株式会
社取締役）

20 中国 島根県教育委員会 ICTを活用した公立高等学校の
魅力化事業

藤村 裕一
（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）

21 中国 岡山県津山市 津山市高度情報化推進事業 遠藤 守
（国立大学法人名古屋大学大学院情報科学研究科准教授）

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

23 九州 福岡県嘉麻市 テレワーク普及促進事業 升屋 正人
（国立大学法人鹿児島大学学術基盤センター教授）

24 九州 熊本県南小国町 南小国町情報推進化整備事業 升屋 正人
（国立大学法人鹿児島大学学術基盤センター教授）

25 九州 大分県臼杵市 マイナンバー制度の円滑な運用と
次期自治体共同クラウドの検討

武城 文明
（埼玉県行政ITアドバイザー）

26 九州 鹿児島県薩摩川内市 地域情報化推進計画施策実施
事業

升屋 正人
（国立大学法人鹿児島大学学術基盤センター教授）

27 九州 鹿児島県肝付町 共創のまち：コミュニティマネー
ジャー育成事業 株式会社たからのやま

28 沖縄 沖縄県伊江村 地域WiMAX利活用による住民
ディレクターの養成事業

高橋 明子
（アクション・リサーチ代表、一般社団法人八百万人事務局長）




