
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年9月19日

派遣決定番号

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 石嶺　伝一郎

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail uezu-t@niac.or.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 沖縄総合通信事務所 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail tsuyoshi-nema@soumu.go.jp

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成29年9月10日 13時00分 15時30分 0 150

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 沖縄県庁前

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

アドバイザー
への要望事項

調査第2部

情報通信課

一般財団法人　南西地域産業活性化センター

糸満市西崎地区、糸満地区、摩文仁地区

900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-15-9

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

森本 登志男

B.大変満足できるレベル

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（１日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

一般財団法人　南西地域産業活性化センター

徒歩

・サテライトオフィス誘致を検討する際の、立地や環境のアドバイス。
・同行での現地視察。

○掲載可



５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

2 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（１日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

１）サテライトオフィス誘致を検討する際の、立地や環境等について、どの様な点に考慮すれば良い
か、不明な点が多い。
２）現地を見て頂き、卒直な意見が聞きたい。

人数

南西地域活性化センター、ジャパンインテグレーション株式会社

１）サテライトオフィス誘致を検討する際の、立地や環境のアドバイス。
２）同行での現地視察。

④予算以外で、今後取組む事項がある

特になし。

１）サテライトオフィス誘致する際の、具体的なアドバイスを受けられた。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。
視察の為、アンケートは無し。

１）可能であるが、空港からの移動時間や距離等を考えると県内自治体では限られると考える。

④特になし

⑤特になし

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

１）空港からの移動手段、時間の重要性。
２）サテライトオフィス周辺の環境。

コンビニや食事を取れる環境や、日常品の買い物が出来る事。
長期の場合、楽しめるコンテンツの必要性。
サテライトオフィスと滞在先を別にする事。





（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年9月19日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 石嶺　伝一郎

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail uezu-t@niac.or.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 沖縄総合通信事務所 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail tsuyoshi-nema@soumu.go.jp

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成29年9月11日 9時30分 18時00分 120 390

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 沖縄県庁前

最寄駅からの交通手段

・南西地域産業活性化センター向けテレワーク勉強会
・南西地域産業活性化センター賛助会員向けセミナー

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（２日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

一般財団法人　南西地域産業活性化センター

調査第2部

900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-15-9

情報通信課

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

森本 登志男

B.大変満足できるレベル

一般財団法人　南西地域産業活性化センター

南西地域産業活性化センター　大会議室

徒歩



４．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

４－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

15 人

４－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

４－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

４－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

４－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

別添PDF参照

人数

南西地域産業活性化センター、賛助会員

１）テレワーク全体についての知識不足
・導入効果／・運用ルール（社内規則）／・人事評価等／・情報セキュリティ対策

２）テレワーク導入する為の手順や課題を理解したい

１）当センターとして、テレワーク全体の知識習得
２）賛助会員向けの、知識習得セミナー実施
３）テレワークを地域活性化のコンテンツとして、捉えられるか

１）当センター向けの基礎知識として、厚生労働省の「テレワークではじめる働き方改革」を基に、
説明して頂いた。

２）当センター賛助会員向けに、テレワーク全体の知識・ノウハウの提供
佐賀県庁導入事例の説明（検討から導入迄の詳しい説明）
テレワーク導入の必須項目（目的の明確化、効果のイメージ共有、推進体制の確立）

３）テレワークを地域活性化のコンテンツに結びつけられる可能性について具体的案の説明を受け
た。

１）漠然としていた、テレワークについて理解できた。
２）佐賀県庁の事例として、どの様な効果や運用が有るか理解できた。
３）テレワーク導入する為に、最初に行わなければならない必須項目について理解できた。
４）沖縄がテレワーク誘致するに、高いポテンシャルが有る事について理解できた。

長期滞在のコンテンツが豊富

特になし

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。

⑦その他

当センターとして、テレワークの知見が高まった。

⑤その他

自主事業として、県内企業約900社にアンケートを送付予定。そのアンケート集計を基に、分析、評
価を一般に公開いたします。その際、分析・評価・発表を行うために、再度森本先生にフォローアッ
プを継続してお願いしたい。再度、専門家派遣を希望します。

④特になし

⑤特になし





（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年9月19日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 石嶺　伝一郎

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail uezu-t@niac.or.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 沖縄総合通信事務所 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail tsuyoshi-nema@soumu.go.jp

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成29年9月12日 10時00分 12時00分 0 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 沖縄県庁前

最寄駅からの交通手段

・当センターが行う、県内企業向けのテレワークアンケートへの助言
・県内にテレワークを産業として起こす際の今後の展開

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（３日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

一般財団法人　南西地域産業活性化センター

調査第2部

900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-15-9

情報通信課

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

森本 登志男

B.大変満足できるレベル

一般財団法人　南西地域産業活性化センター

南西地域産業活性化センター　大会議室

徒歩



４．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

４－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

3 人

４－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（３日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

４－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

４－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

４－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

打ち合わせなので、アンケートは無し。

人数

南西地域産業活性化センター、ジャパンインテグレーション株式会社

１）県内企業向けのアンケート項目として、どの様な設問が適切か確認したい
２）テレワークを地域活性化のコンテンツとして、どの様な活用をすれば良いのか検討したい

１）当センターが行う、県内企業向けのテレワークアンケートの作成
２）県内にテレワークを普及させる際の今後の展開

１）当センターが作成した、アンケート項目について細部にわたり、指示を頂けた。
２）テレワークを地域活性化のコンテンツとして活用するための素案作成

・テレワークと花粉症対策（作業効率向上）を組み合わせたビジネス案
・毎年増加傾向にある、観光客（国内・国外）やビジネスマンに対してのサテライトオフィス誘

致ビジネス

１）アンケート表の作成

〇テレワークを地域活性化のコンテンツとして活用する方策の具体化。
　素案を作成をしたがまだ粗く、具体的な検討を行いたい。
　素案を基に、各企業との打ち合わせを森本先生と行いたい。
　再度の、専門家派遣を希望いたします。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。

①事業に係る計画書等を策定できた

①予算は確保済みでり、年度内に推進する

④特になし

⑤特になし
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