
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月23日

派遣決定番号 K153

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　河野忠康

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 kubota-seiji@kumakogen.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15日 10時00分 17時00分 60 360

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ四国バス久万高原駅

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】

6 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

アドバイザー
への要望事項

総務課秘書政策班

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２

久万高原町役場

791-1201　愛媛県久万高原町久万212

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。

升屋 正人

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

久万高原町

久万高原町に、「FTTHによる超高速ブロードバンド整備が何故必要なのか」という基本的な部分を
住民に理解してもらうための材料に乏しかったのが現状である。

＊当町は列車が通っていないため、ＪＲ松山駅からの公共交通機関は路線バスのみとなります。最寄のバス駅と役場は隣接しておりますので、徒歩で移動可能です。

人数

職員

○掲載可

必要性に対して、専門的分野の内容と、住民が説明を受けても納得がいく解りやすい内容双方の説明
材料収集。

特になし

FTTH方式による超高速ブロードバンドがなければ、これからの居住地として選んでもらえないばか
りか候補にも上がらない現状、そもそも移住定住に力を入れている全国他の自治体と同じ土俵にも上
がっていないなど、その理由等について説明を受けた。

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。
アンケートを必要とする内容は無かった

本町が後発組なので、整備完了後の協議となりそう。

FTTH方式による超高速ブロードバンドがなければ、これからの居住地として選んでもらえないばか
りか候補にも上がらない現状、そもそも移住定住に力を入れている全国他の自治体と同じ土俵にも上
がっていないなど、その理由等について説明を受けた。



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次年度に予算化を図り推進する

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



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月23日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　河野忠康

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 kubota-seiji@kumakogen.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16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 ＪＲ四国バス久万高原駅

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】

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

　（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

久万高原町

総務課秘書政策班

791-1201　愛媛県久万高原町久万212

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。

升屋 正人

B.大変満足できるレベル

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２

久万高原町役場

＊当町は列車が通っていないため、ＪＲ松山駅からの公共交通機関は路線バスのみとなります。最寄のバス駅と役場は隣接しておりますので、徒歩で移動可能です。

人数

職員

約５９０平方キロメートルある久万高原町内に、将来の人口減少等の要因を考慮して果たして全域に
FTTHが必要かどうか。
整備後のICT活用についても協議しているが、コスト面の問題も考慮しないといけないという問題が
ある。

FTTH整備に対し、地形的、面積的に多額の費用が発生することなど、町の財政事情から全域整備は
非常に難しいため、地域を絞った整備計画に問題はないか。
費用対効果の高いICT活用方法はないか。

FTTH整備に実現時には、現在の公設民営のDSL加入者全て整備対象とするべき。初回整備で整備対
象外となった地域については要望に応じて町補助により整備を延長整備をする事を検討すればよい
（これで実質的に全域整備となっていく）。ただ、地理的条件が極めて厳しい場所には要望は応じら
れない場合がある事は事前に説明しておくこと。
YouYubeを使った簡易かつ低コスト（約１０万円程度）の動画中継等が可能であり、高額な費用を
掛けなくても実現できる方法がある。

FTTH整備の考え方、住民への説明についてヒントを得られた。活用方法についても、低コストで実
現可能なツールがあり導入について前向きに検討出来そう。

特になし

○掲載可

本町が後発組なので、整備完了後の協議となりそう。



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。
アンケートを必要とする内容は無かった

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23日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　河野忠康

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 kubota-seiji@kumakogen.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17日 9時00分 20時30分 270 420

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲ四国バス久万高原駅

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】

100 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）

　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）

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２

※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

久万高原町

総務課秘書政策班

791-1201　愛媛県久万高原町久万212

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。

升屋 正人

B.大変満足できるレベル

久万高原町役場

＊当町は列車が通っていないため、ＪＲ松山駅からの公共交通機関は路線バスのみとなります。最寄のバス駅と役場は隣接しておりますので、徒歩で移動可能です。

○掲載可

人数

職員・町議会議員・地域住民

久万高原町に、「FTTHによる超高速ブロードバンド整備が何故必要なのか」という基本的な部分を
住民に理解してもらうための材料に乏しかったのが現状である。

必要性に対して、専門的分野の内容と、住民が説明を受けても納得がいく解りやすい内容双方の説
明。

午前中、町職員検討チーム・町議会議員向けの勉強会を開き、専門的観点からアドバイスを受けた。
夕方からは、町内の関係機関・学校・一般住民等向けに、超高速ブロードバンドの必要性を解りやす
い内容で講演頂いた。

無線が発達していく中で有線設備は必要無いと思われるかもしれないが、LTEや今後の５Gには光回
線が無線中継局に引かれているからこそ実現出来ていることや、自分が直接超高速ブロードバンドを
使わなくても自分を支えてくれる人が使う可能性が大であり結局自分も恩恵を受けるといった内容を
解りやすく説明頂き、認識を変えた参加者もいると思う。これからの事業推進に弾みがついたと考え
ている。

特になし。

本町が後発組なので、整備完了後の協議となりそう。



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。

本町が後発組なので、整備完了後の協議となりそう。

⑤特になし

アンケートについては、今の段階では時期尚早であると判断し行わなかった。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

②次年度に予算化を図り推進する

④特になし
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