
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年11月2日

派遣決定番号 K094

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 三木　正夫

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 seisakusuishin@city.suzaka.nagano.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 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

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10月27日 9時00分 17時00分 60 420

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 長野電鉄須坂駅

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

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】

18 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）

アドバイザー
への要望事項

総務部政策推進課

長野県須坂市臥竜二丁目４番８号、大字須坂1528番地の１

須坂市動物園、須坂市役所

382-8511　長野県須坂市大字須坂1528番地の１

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。

遠藤 守

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

須坂市

・情報化に関する知見、最新情報、動向の入手、事業化にあたってのノウハウや推進力不足
・健康ウォーカーズ記録用紙（歩数）等、紙媒体の電子化
・ビーコンの活用

車

人数

職員、企業

○掲載可

・スマートフォン、タブレット活用による利便性向上や効率化
・健康づくりに取り組む市民の増加
・市民サービスの向上

なし

・アプリ「須坂市動物園宝探し」、「すざか健康ウォーキング」のバージョンアップにより、機能が
向上した。
・各イベント運営に係る具体的な提案により、実施方法等を確認できた。

他自治体が開催する類似の各種イベント（スタンプラリー、クイズラリー等）にも活用の可能性があ
る。

・10/27～10/29イベント　須坂市動物園ハロウィンZOOにおける宝探しクイズの準備及び開催
・10/29イベント　日曜須坂の健康応援教室「健康ウォーキング教室」の開催準備
・動物園内及びウォーキングコース内へのビーコンの設置並びにアプリ開発
・須坂市オープンデータ推進会議への出席（上記イベントの打合せ等）



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。

④予算以外で、今後取組む事項がある

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。
派遣日程の３日目に行うため。

④特になし

⑤特になし

②事業に係るシステムを構築できた



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年11月2日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 三木　正夫

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 seisakusuishin@city.suzaka.nagano.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 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

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10月28日 9時00分 17時00分 60 420

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 長野電鉄須坂駅

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

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】

15 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

　（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）

　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）

※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

須坂市

総務部政策推進課

382-8511　長野県須坂市大字須坂1528番地の１

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。

遠藤 守

B.大変満足できるレベル

長野県須坂市臥竜二丁目４番８号

須坂市動物園

車

人数

職員

・情報化に関する知見、最新情報、動向の入手、事業化にあたってのノウハウや推進力不足
・健康ウォーカーズ記録用紙（歩数）等、紙媒体の電子化
・ビーコンの活用

・スマートフォン、タブレット活用による利便性向上や効率化
・健康づくりに取り組む市民の増加
・市民サービスの向上

・10/27～10/29イベント　須坂市動物園ハロウィンZOOにおける宝探しクイズの開催（ビーコン
が設置された園内の獣舎等各スポットを周遊する）
・アプリ「須坂市動物園宝探し」の更新
・園内の特設ブースにてイベント運営等

・クイズ参加者のうち50点以上達成者に対する景品（ストラップ）を、動物園職員自らが作製でき
た。ストラップは手書きの動物イラストをオープンデータ化し、指導を受けてデジタルレーザー加工
機を使用した。
・秋の動物園まつりで来園者がかいたかぼちゃのイラストをオープンデータ化し、活用した「ジャッ
ク・オー・ランタンの飾り」（約200個）を作製し、市民参加の取り組みとなった。

なし

○掲載可

他自治体が開催する類似の各種イベント（スタンプラリー、クイズラリー等）にも活用の可能性があ
る。



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。

④特になし

⑤特になし

②次年度に予算化を図り推進する

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。
派遣日程の３日目に行うため。

②事業に係るシステムを構築できた



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年11月2日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 三木　正夫

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 seisakusuishin@city.suzaka.nagano.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 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

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10月29日 9時00分 17時00分 60 420

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 長野電鉄須坂駅

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

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】

37 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

　（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）

長野県須坂市大字須坂352番地２、臥竜二丁目４番８号

※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

須坂市

総務部政策推進課

382-8511　長野県須坂市大字須坂1528番地の１

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。

遠藤 守

B.大変満足できるレベル

蔵のまち観光交流センター、須坂市動物園

車

○掲載可

人数

職員、一般、企業等（イベント参加者）

・情報化に関する知見、最新情報、動向の入手、事業化にあたってのノウハウや推進力不足
・健康ウォーカーズ記録用紙（歩数）等、紙媒体の電子化
・ビーコンの活用

・スマートフォン、タブレット活用による利便性向上や効率化
・健康づくりに取り組む市民の増加
・市民サービスの向上

・10/29イベント　日曜須坂の健康応援教室「健康ウォーキング教室」の講師
・アプリ「すざか健康ウォーキング」の更新
・健康応援グッズの作製及び配付（名刺サイズのアクリル板の間にコイン電池、ブザー、スイッチ、
マイコンを内蔵し１秒毎に電子音が鳴る仕組み）
・10/27～10/29イベント　須坂市動物園ハロウィンZOOにおける宝探しクイズの開催

・紙媒体のウォーキングマップがアプリにより、距離数、消費カロリー等を確認できた。
・アプリのバージョンアップにより、ビーコン設置スポットへ自動チェックインし、歩きながらのス
マホ操作が不要となった。
・健康応援グッズの使用により、決められたペース（１分間に180歩）を保ちながらスロージョギン
グができた。

・雨天のため、実際にウォーキングコースを歩けず屋内となったが、２月又は３月に健康応援教室等
での実施を予定している。
・健康長寿レシピ集（32メニュー）のオープンデータ化は、写真を追加し順次公開予定としてい
る。



　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。

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。

他自治体が開催する類似の各種イベント（スタンプラリー、クイズラリー等）にも活用の可能性があ
る。

⑤特になし

参加者を対象に健康応援教室とアプリの内容等に関するアンケート行ったが、結果は集計中のため後
日提出の経過報告書で記入したい。

②事業に係るシステムを構築できた

④予算以外で、今後取組む事項がある

④特になし
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