
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年12月21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 久恒　達宏

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 okinawa-sihko@ml.soumu.go.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12月10日 13時00分 17時00分 240

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 名桜大学入り口

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

情報通信課

沖縄県名護市

名桜大学

900-8795　沖縄県那覇市旭町1-9　カフーナ旭橋B-1街区　5F

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。

鈴木 邦治

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

総務省沖縄総合通信事務所

バス

今後も同様のイベント等で支援・助言を頂きたい。

○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】

5 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。

沖縄デジタル映像祭上映会・授賞式について２会場の中継による開催は、これまで行ってきており、
ネットワークの構築等、技術的な知識を持つ者を確保する事は必須となっている。
名護（本島北部）会場へでなければ参加が困難な北部地位の学生等、名護会場を含めた２会場同時進
行を行う事が本イベントの重要な役割を果たしており、そのためには中継回線が不調とならないよ
う、回線及び機材などに精通し経験の豊富な方の支援・助言が不可欠となっている。

人数

職員、イベント運営関係社

適切な支援・助言による、回線中継処理の構築、運営によるイベントの成功

②次年度に予算化を図り推進する

なし

名護会場での事前の回線構築・試験運用など迅速・円滑に対応し不具合なく本番イベントを運営する
ことができた。

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。
これまで継続して行ってきた事業であることから、参加者の感想・意見などについては把握してお
り、また当日の少ない要員体制からもアンケートについては実施していない。

なし

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

機器・機材の選定や調達。中継回線構築に係る支援・助言・回線業者との仲介、中継映像処理装置・
機材（web会議システム）の導入や選定に係る支援。名護会場運営に係るフォロー。（名護会場）



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年12月21日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 久恒　達宏

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 okinawa-sihko@ml.soumu.go.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11日 15時00分 17時00分 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 おもろまち

最寄駅からの交通手段

今後も同様のイベント等で支援・助言を頂きたい。

※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

総務省沖縄総合通信事務所

情報通信課

900-8795　沖縄県那覇市旭町1-9　カフーナ旭橋B-1街区　5F

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。

鈴木 邦治

B.大変満足できるレベル

沖縄県那覇市

県立博物館・美術館

バス



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】

5 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。

なし

人数

職員、イベント運営関係社

沖縄デジタル映像祭上映会・授賞式について２会場の中継による開催は、これまで行ってきており、
ネットワークの構築等、技術的な知識を持つ者を確保する事は必須となっている。
名護（本島北部）会場へでなければ参加が困難な北部地位の学生等、名護会場を含めた２会場同時進
行を行う事が本イベントの重要な役割を果たしており、そのためには中継回線が不調とならないよ
う、回線及び機材などに精通し経験の豊富な方の支援・助言が不可欠となっている。

適切な支援・助言による、回線中継処理の構築、運営によるイベントの成功

機器・機材の選定や調達。中継回線構築に係る支援・助言・回線業者との仲介、中継映像処理装置・
機材（web会議システム）の導入や選定に係る支援。名護会場運営に係るフォロー。（名護会場）

那覇会場において前日における回線構築・試験運用などの限られた時間の中、迅速・円滑に対応して
頂いた。

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。

②事業に係るシステムを構築できた

②次年度に予算化を図り推進する

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21日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 久恒　達宏

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 okinawa-sihko@ml.soumu.go.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12日 9時00分 17時30分 510

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 おもろまち

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】

5 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

今後も同様のイベント等で支援・助言をいただきたい。

※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（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

総務省沖縄総合通信事務所

情報通信課

900-8795　沖縄県那覇市旭町1-9　カフーナ旭橋B-1街区　5F

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。

鈴木 邦治

B.大変満足できるレベル

なし

沖縄県那覇市

県立博物館・美術館

バス

人数

職員、イベント運営関係社

沖縄デジタル映像祭上映会・授賞式について２会場の中継による開催は、これまで行ってきており、
ネットワークの構築等、技術的な知識を持つ者を確保する事は必須となっている。
名護（本島北部）会場へでなければ参加が困難な北部地位の学生等、名護会場を含めた２会場同時進
行を行う事が本イベントの重要な役割を果たしており、そのためには中継回線が不調とならないよ
う、回線及び機材などに精通し経験の豊富な方の支援・助言が不可欠となっている。

適切な支援・助言による、回線中継処理の構築、運営によるイベントの成功

機器・機材の選定や調達。中継回線構築に係る支援・助言・回線業者との仲介、中継映像処理装置・
機材（web会議システム）の導入や選定に係る支援。名護会場運営に係るフォロー。（名護会場）

那覇会場において前日の回線構築・試験運用に引き続き、本番当日の限られた時間の中、迅速・円滑
に対応して頂いた。
また、イベント中においても、名護会場との回線中継の調整やWeb会議システムの運用など両会場で
の同時進行を行う上での重要な支援を行ってもらった。

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。

②事業に係るシステムを構築できた

②次年度に予算化を図り推進する



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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