
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月17日

派遣決定番号 K087

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　鈴木　敏夫

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 joho@town.kawanehon.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30年1月12日 19時00分 21時00分 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 往路：掛川駅　復路：静岡空港

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】

8 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実際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

　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

　（１日目の具体的な内容をご記入下さ
　　い）

アドバイザー
への要望事項

情報政策課　情報政策室

静岡県榛原郡川根本町上長尾６２７番地

川根本町山村開発センター

428-0313　静岡県川根本町上長尾627番地

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。

岸本 晃

A.感激・感銘を受けるレベル

　当町は、銘茶として名高い「川根茶」の産地であり、ユネスコエコパークに登録された南アルプス
をはじめとした自然環境、大井川鐵道のＳＬ、温泉等の観光資源に恵まれているが、それらの情報発
信については町や観光協会等のホームページへの掲載が主となっており、動画についても行事等の様
子の配信（町が作成したもののみ）に留まっている。また、その内容も画一的になる傾向がある。

町職員による送迎

人数

一般、職員

住民ディレクターの必要性、役割等の基本的事項、地域の情報を発信するためのコンテンツの企画、動画の撮影・編集に関する
技法を学ぶ講座の講師を依頼する。

○掲載可

　引き続き住民ディレクターの養成に取り組み、町民グループの活動を活発化させるとともに、町民
自らのアイデアや感性を生かした情報発信を積極的に行うことにより町のＰＲに努め、定住（交流）
人口の増加、地域全体のまちづくり活動の活性化を図る。

※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

川根本町

①住民ディレクターとは何か　②情報発信の大きな勘違い　③住民ディレクター活動の事例
④住民ディレクターの体験　⑤災害時における住民ディレクターの活躍　⑥企画書の作成
⑦川根本町を題材にミニ番組を制作する　⑧番組づくりの基本（手法とプロセス）

任期を終えている元隊員が今回の講座に参加した。

④予算以外で、今後取組む事項がある

特になし

　「住民ディレクターとは何か」について、「東峰テレビ」の活動、各地の住民ディレクターＣＭ作成の事
例、災害時（九州北部豪雨）における住民ディレクターの活躍の様子などの紹介を交えて説明を受け、様々な
人と出会い、コミュニケーションを図ることで発想力、企画力、発信力が培われること、それぞれの個性を生
かしつつ皆で創り上げていく中で公共性が生まれ、地域の活性化につながっていくことなどを丁寧にご教授い
ただいたほか、設定されたテーマを基に即興によるスタジオ型の動画制作を体験するなど、住民ディレクター
活動に対する理解を深めた（プレゼンテーションを行い、それを動画に撮影し全員で視聴、講師からの講評を
受ける）。

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。

　今後実際に活動していく中で具体的な疑問や意見を集約していくことが事業の課題解決につながる
ものと考え、今回はアンケートを実施していない。

　近隣の市町で構成される広報研究会などを通じて地域の情報発信における住民の関わり方について
の現状を把握するとともに、住民同士の交流の機会（学びの場）を設けるなど、各市町における住民
ディレクター活動の活性化を図っていきたい。

②プロジェクトメンバーにいる

④その他

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない



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。



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月17日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　鈴木　敏夫

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 joho@town.kawanehon.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30年1月13日 9時00分 16時00分 60 360

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 往路：掛川駅　復路：静岡空港

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】

8 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実際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

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　（２日目の具体的な内容をご記入下さ
　　い）

住民ディレクターの必要性、役割等の基本的事項、地域の情報を発信するためのコンテンツの企画、動画の撮影・編集に関す
る技法を学ぶ講座の講師を依頼する。

静岡県榛原郡川根本町上長尾６２７番地

川根本町山村開発センター

町職員による送迎

人数

一般、職員

　当町は、銘茶として名高い「川根茶」の産地であり、ユネスコエコパークに登録された南アルプス
をはじめとした自然環境、大井川鐵道のＳＬ、温泉等の観光資源に恵まれているが、それらの情報発
信については町や観光協会等のホームページへの掲載が主となっており、動画についても行事等の様
子の配信（町が作成したもののみ）に留まっている。また、その内容も画一的になる傾向がある。

　引き続き住民ディレクターの養成に取り組み、町民グループの活動を活発化させるとともに、町民
自らのアイデアや感性を生かした情報発信を積極的に行うことにより町のＰＲに努め、定住（交流）
人口の増加、地域全体のまちづくり活動の活性化を図る。

①住民ディレクターとは何か　②情報発信の大きな勘違い　③住民ディレクター活動の事例
④住民ディレクターの体験　⑤災害時における住民ディレクターの活躍　⑥企画書の作成
⑦川根本町を題材にミニ番組を制作する　⑧番組づくりの基本（手法とプロセス）

　参加者一人ひとりが自分自身の発想に基づく企画提案書（企画案のテーマ、タイトル、取材先等）を作成、
それに基づき実際に取材や素材（動画、写真）の収集を行いミニ番組「新発見伝＊川根本町」を制作し、発信
するまでのプロセスを体験した（プレゼンテーションを行い、それを動画に撮影し全員で視聴した）。
　企画書を作成する段階が最も時間をかけるべきところであり、「何を伝えたいのか」を明確にすることがい
かに重要であるかということ、素材一つ、説明の入れ方一つで伝わり方に大きな差違が出ることなどを学ぶこ
とができた。

特になし

○掲載可

※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

川根本町

情報政策課　情報政策室

428-0313　静岡県川根本町上長尾627番地

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。

岸本 晃

A.感激・感銘を受けるレベル



　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。

②プロジェクトメンバーにいる

④その他

任期を終えている元隊員が今回の講座に参加した。

特になし

　近隣の市町で構成される広報研究会などを通じて地域の情報発信における住民の関わり方について
の現状を把握するとともに、住民同士の交流の機会（学びの場）を設けるなど、各市町における住民
ディレクター活動の活性化を図っていきたい。

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。

　今後実際に活動していく中で具体的な疑問や意見を集約していくことが事業の課題解決につながる
ものと考え、今回はアンケートを実施していない。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月17日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　鈴木　敏夫

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 joho@town.kawanehon.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30年1月14日 9時00分 15時00分 60 300

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 往路：掛川駅　復路：静岡空港

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】

11 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実際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

川根本町山村開発センター

町職員による送迎

○掲載可

人数

一般、職員

　当町は、銘茶として名高い「川根茶」の産地であり、ユネスコエコパークに登録された南アルプス
をはじめとした自然環境、大井川鐵道のＳＬ、温泉等の観光資源に恵まれているが、それらの情報発
信については町や観光協会等のホームページへの掲載が主となっており、動画についても行事等の様
子の配信（町が作成したもののみ）に留まっている。また、その内容も画一的になる傾向がある。

　引き続き住民ディレクターの養成に取り組み、町民グループの活動を活発化させるとともに、町民
自らのアイデアや感性を生かした情報発信を積極的に行うことにより町のＰＲに努め、定住（交流）
人口の増加、地域全体のまちづくり活動の活性化を図る。

①住民ディレクターとは何か　②情報発信の大きな勘違い　③住民ディレクター活動の事例
④住民ディレクターの体験　⑤災害時における住民ディレクターの活躍　⑥企画書の作成
⑦川根本町を題材にミニ番組を制作する　⑧番組づくりの基本（手法とプロセス）

　前日に制作したミニ番組「川根本町＊発見伝」を改めて全員で視聴し、講師から講評を受けた。決められた
時間内に番組をまとめる経験（訓練）を重ねていくことで、伝えたいポイントを上手に押さえることができ、
表現の仕方も身に付いてくるということを教授いただいた。
　その後３人ずつのチームを組み、「新発見伝＊川根本町0114」と銘打ち、番組づくりの基本を確認しなが
ら企画提案書を作成し、それを基にミニ番組を制作、発信するまでのプロセスを体験した（プレゼンテーショ
ンを行い、それを動画に撮影し全員で視聴、講師からの講評を受ける）。前日とは異なり、個人ではなくチー
ムでの番組づくりを経験することで、個々のアイデアを持ち寄り、それを練っていく中で絆が生まれ公共化が
図られていくこと、チームにおいては中心となる人材（チーフディレクター）が必須であることなどを学ぶこ
とができた。
　最後に「川根本町のこれから」として番組発信の方法、番組制作の拠点づくり、仲間を増やす術、広報戦略
などについて助言をいただき、今後の取り組みの方向性を確認することができた。

　（３日目の具体的な内容をご記入下さ
　　い）

静岡県榛原郡川根本町上長尾６２７番地

※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

川根本町

情報政策課　情報政策室

428-0313　静岡県川根本町上長尾627番地

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。

岸本 晃

A.感激・感銘を受けるレベル

住民ディレクターの必要性、役割等の基本的事項、地域の情報を発信するためのコンテンツの企画、動画の撮影・編集に関す
る技法を学ぶ講座の講師を依頼する。



　改善又は解決されなかった内容

　他の自治体への横展開への可能性

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その他

任期を終えている元隊員が今回の講座に参加した。

　今後実際に活動していく中で具体的な疑問や意見を集約していくことが事業の課題解決につながる
ものと考え、今回はアンケートを実施していない。

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

②プロジェクトメンバーにいる

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。

特になし

　近隣の市町で構成される広報研究会などを通じて地域の情報発信における住民の関わり方について
の現状を把握するとともに、住民同士の交流の機会（学びの場）を設けるなど、各市町における住民
ディレクター活動の活性化を図っていきたい。
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