
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年12月1日

派遣決定番号 K041

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 教育長　原田良一

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 ohgawara_nobuko@city.tsuyama.lg.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11月26日 15時00分 17時00分 0 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ津山駅

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】

19 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

アドバイザー
への要望事項

津山市立図書館

岡山県津山市新能町１７

津山市立図書館

708-0065　岡山県津山市新魚町17

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。

岡本 真

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

津山市

津山を記録し、発信する仕組みとしてwikipedia　townを開催したいが、開催のためのノウハウが不
足している。合わせて、市民による自主開催の意欲を醸成したい。

徒歩

人数

津山市職員、一般　

開催当日のみならずwikiipedia　townの関係者への連絡など開催のサポートも含めて支援していただき、非常にありがたかった。 

○掲載可

「オープンデータソンin津山」としてwikipedia　town、オープンストリートマップ（以下ＯＳＭ）
を同時開催し、その開催方法や編集のノウハウを得る。また、同イベントの指導者的人材と人脈を構
築する。

※参加希望あり。

④予算以外で、今後取組む事項がある

市内で街歩きイベントを開催している会の人と日程が合わず、イベントを共有できなかった。今後は
市民と共同開催の方法を探りたい。

津山市としては公募実施では初となる「オープンデータソンｉｎ津山」を開催した。
開催にあたってアドバイザーの紹介で当市の参加者（初心者）を手厚くフォローしていただいた。ア
ドバイザーには講演会講師として地域の中で図書館の役割をご教示いただき、参加者と共有すること
ができた。Wikipedia　town，ＯＳＭ開催のノウハウと人脈を得ることができた、イベントを通して
予想以上に人の交流を促すことが体感できたことも大きな収穫であった。

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。
アンケート回収8人（19人中）。年代：３０代～６０代。満足度は高く、大変満足した６名、満足し
た２名。感想として、「自分で編集してみる」「自分たちで地図を作って発信する意義がわかった」
など。

イベントとしてwikipedia　town、ＯＳＭの手法による町の情報発信、地元発見に、また地域の写真
データ収集と人的交流のために活用する。

④特になし

⑤特になし

wikipediaの「鶴山公園」の記事を追記し、ＯＳＭとともに情報発信の事例をつくることができた。
（鶴山公園の記事は予行演習として行った非公開プレイベントで新規作成したもの）

⑦その他

・開催にあたってアドバイザーからオープンデータ京都実践会にお声掛けいただきベテランの方々に
講師や一般参加者の編集支援を要請していただいた。
・講演会講師としてwikipedia　townやＯＳＭの可能性や地域における図書館の機能と役割をご教示
いただく。



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。



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年12月1日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 教育長　原田良一

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 ohgawara_nobuko@city.tsuyama.lg.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11月27日 10時30分 18時00分 60 390

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ津山駅

最寄駅からの交通手段

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】

17 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

デジタル・フォト・アーカイブ構築、「津山まちなかカレッジ」との連携、図書館サービスについての広範囲に助言いただき、非常にありがたかった。

※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

津山市

津山市立図書館

708-0065　岡山県津山市新魚町17

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。

岡本 真

B.大変満足できるレベル

会議として支援を受けたのでアンケートは実施しなかった

岡山県津山市新能町１７

津山市立図書館

徒歩

人数

津山市職員、企業

・デジタル・フォト・アーカイブ構築の方向性、具体策の立案が課題。
・つやま産業支援センターとパソナ岡山が共同運営している「津山市まちなかカレッジ」（スキル
アップや就職のための研修などを行う「学びのプラットフォーム」。図書館と同じビル内にある）と
図書館の連携についてさらなる連携推進の方策が課題。
・図書館からの団体貸出とその資料の活用方法が課題。

・デジタル・フォト・アーカイブ構築に向けて当市情報政策部局と構築方法を共有する。
・「津山まちなかカレッジ」と図書館の連携について担当者間で方向性を共有する。
・図書館の団体貸出について、貸出先での資料の活用方法（再貸出）のニーズと手段を探る。

・デジタル・フォト・アーカイブ構築に向けてアドバイザーから構築方法の提案を受けた。
・「津山まちなかカレッジ」について現状と今後の展開や連携について助言を受けた。
・図書館の団体貸出について、全国の図書館事情に詳しいアドバイザーから団体貸出の利用実態や再
貸出の状況を聞き、実際に再貸出のシステムを構築する場合の留意事項の助言を受けた。

・デジタル・フォト・アーカイブ構築具体化の提案を受け、事業化に向けて情報政策部局担当者や企
画部局担当者と共有することができた。
・「津山まちなかカレッジ」について新しい事業展開や連携についてヒントを得ることができた。
・図書館の団体貸出について、団体貸出の利用実態や再貸出の状況を聞き、再貸出システムの構築に
ついて方向性を明確化できた。

・引き続き協議をしながら情報共有をへてデジタル・フォト・アーカイブの事業化を目指す。

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。



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。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

③現段階では課題・問題が残っているため未定

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12月1日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 教育長　原田良一

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 ohgawara_nobuko@city.tsuyama.lg.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12月28日 10時30分 13時00分 0 150

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ津山駅

最寄駅からの交通手段

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】

27 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

岡本アドバーザーならではの知見を余すところなくお示しいただき、非常にありがたかった。

※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

津山市

津山市立図書館

708-0065　岡山県津山市新魚町17

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。

岡本 真

B.大変満足できるレベル

職員研修として実施したためアンケートは実施しなかったが、感想として、とてもよい研修でやる気
になった、図書館のことがよくわかった（市役所職員　議員）など。

岡山県津山市新能町１７

津山市立図書館

徒歩

人数

図書館職員、津山市職員　市議会議員

地域課題解決のため、市民参加型の図書館運営を目指している。市民サービス向上のためには図書館
職員のさらなる意識改革が必須。

図書館職員の目的意識とやる気を今以上に引き出す。

職員研修として津山市立図書館サービスの現状とさらに伸ばすべき点、今後の課題などを助言いただ
く。職員の発言をもとに全国、他地域の状況と比べて当館のサービス状況を第３者的に示していただ
く。

津山市立図書館の現状を客観的に示していただき、当館のいいところや深化させるポイントをつかむ
ことができ、職員の自信とやる気向上につながった、また今年度ライブラリー・オブ・ザ・イヤー受
賞館が瀬戸内市（岡山県）であったことから、受賞の評価ポイントなどを示していただきつつ津山市
立図書館の可能性を感じさせてもらった。

さらなる意欲向上を図りつつ、今回の研修で得た気づきを実践していく。

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。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

④予算以外で、今後取組む事項がある



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。

④特になし

⑤特になし
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