
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月2日

派遣決定番号 K016

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　北岡　篤

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 mitsuo_higashi@town.yoshino.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24日 14時00分 18時00分 15 225

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 近鉄大和上市駅

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】

4 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）

１，これまでの行政組織内における広報や情報発信を検証し、その問題点と
　　課題を明らかにして、これからの戦略的な広報を意識づけすることが図れた。
２，素案として策定された「吉野町広報戦略」の内容を検証し、より実践的
　　な戦略にするためのアドバイスを受ける。
３，地域資源をより広域的に発信するための番組制作の方法を検討する。

１，全職員を対象とした研修では、自治体職員が広報について意識改革が必要。
２，素案として検討中である「吉野町広報戦略」の内容を検証し、住民アンケートや
　　組織体制の明確化、ロードマップなどを加筆する重要性についての指摘。
３，吉野町の防災・観光などの視点から、情報カメラをどの様に利活用できるのかを検討した。

１，全職員を対象とした研修に向けての打ち合わせ。
２，素案として検討中である「吉野町広報戦略」の内容について検証。
３，吉野町の防災・観光などの視点から、情報カメラをどの様に利活用できるのかを検討する。
４,  災害時における情報発信のあり方について、昨年の台風２１号被害様子を取材した番組について
検証。

１，職員の自治体広報に対する意識改革と戦略的な広報の推進。
２，より魅力的な自治体広報のための実践的な広報戦略の策定。
　　（ＣＡＴＶ・広報誌・ＨＰ・ＳＮＳ 等）
３，屋外情報カメラを活用した番組制作への取り組み。

タクシー

人数

職員

吉野町の現状について理解していただいたうえで、吉野町広報戦略策定に向けてアドバイスを受けたい

○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（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

吉野町

アドバイザー
への要望事項

総合政策課広報広聴室

奈良県吉野郡吉野町山口９７１

吉野町広報広聴室／コミュニティビジョン吉野

639-3101　奈良県吉野町971-2

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。

井上 あい子

A.感激・感銘を受けるレベル



　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。

④予算以外で、今後取組む事項がある

１．情報カメラについては、災害時に利用することを目的に、建柱立地候補現場を視察。

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。
アンケートは翌日に実施。

１．吉野町と同じような規模の自治体において、広報戦略の強化を検討するにあたり、職員の意識改
革、課題の抽出や課題の解決に向けた手法について、参考になると考える。
２,  職員の少ない公営のケーブルテレビが、番組制作を行う上で、広報誌を使った番組制作は、参考
になると考える。

④特になし

⑤特になし

③事業に係るシステムの調達仕様書を策定できた



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月2日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　北岡　篤

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 mitsuo_higashi@town.yoshino.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25日 9時30分 17時30分 60 420

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 近鉄大和上市駅

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】

85 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

１．吉野町広報戦略を策定するにあたり、吉野町の強みや弱みを知る町職員に対するアンケートを実
施した。
2, 今後、アンケート集計と分析を行い、平成３０年度の（仮称）広報戦略検討会において、参考と
する。

奈良県吉野郡吉野町山口９７１

吉野町広報広聴室／コミュニティビジョン吉野

タクシー

人数

職員

１，全職員を対象とした研修で、自治体職員が広報について意識改革に繋げる。

１，全職員を対象とした研修で、自治体職員が広報について意識改革に繋げる。
２,  プレゼンの手法を参考にできた。住民説明会や町外での発表や報告の機会に参考になった。
（特に、スマートフォンを使った、聴講者が理解しやすい見せ方）
３,  スマートフォンの各種アプリについて、わかりやすい説明を受けた。

１，全職員を対象とした研修で、吉野の魅力を全国に広げていくためには、自治体職員は広報につい
ての意識改革が必要である旨の研修を実施。
２, 吉野町の魅力を効果的に発信するために、職員の意識調査を行った。

１．これまで吉野町では、広報に関する研修を実施したことがなかった。
　　今回の研修は、広報についての重要性を気づくきっかけとなり、定期的な研修の必要性につい
て、強く感じた。

１．研修に参加していない職員等について、広報に関する意識改革を後日、フォローをする必要があ
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。

町職員の広報意識の改革を図るための研修を実施する。

※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（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

吉野町

総合政策課広報広聴室

639-3101　奈良県吉野町971-2

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。

井上 あい子

A.感激・感銘を受けるレベル



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。

⑦その他

1,「広報誌を使った番組」修正前VTRあり
２.「台風２１号被害に関する番組」VTRあり＊災害番組について検証する予定であった。

②次年度に予算化を図り推進する

③メンバーではないが手伝いがある

③隊員が講演等に参加した



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月2日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 町長　北岡　篤

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 mitsuo_higashi@town.yoshino.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26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 近鉄大和上市駅

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】

20 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）

奈良県吉野郡吉野町山口９７１

吉野町広報広聴室／コミュニティビジョン吉野

タクシー

人数

職員

「吉野町広報戦略」の策定に向けて、自治体広報は広報部門が単独で担うのではなく全庁的に取り組
む必要性を全職員に対して、再認識してもらう必要がある。

自治体広報の重要性の認識と、これを組織的な情報発信と広報への取り組み。
１，職員の広報に対する考えについて（広報の必要性と広報する分野について等）、理解ができた。
２，役場が、住民に対して、広報する分野の優先順について、理解ができた。
３，ケーブルテレビの番組制作には、広報課以外の職員と住民の参画の重要性について、再認識がで
きた。

「吉野町広報戦略」の策定に向けて、全庁的に自治体広報の重要性を認識してもらうため、町長以
下、各課の管理職員を対象に広報研修と意見交換会を実施した。また、昨年１０月の台風２１号の被
災状況を取材したCATVニュースや、「広報よしの」をＴＶで解説する新番組を例に情報発信のあ
り方について、評価とアドバイスをもらった。また、スマートフォンやSNSの活用法等を説明し、
各部門の管理職からの意見聴取を行った。

町長をはじめ、幹部職員と自治体広報の重要性について意見交換を実施し、「吉野町広報戦略策定」
の広報担当課以外の所属職員の協力を要請し、全庁的な取り組みを行う重要性を認識してもらった。

「吉野町広報戦略」を実行するための組織体制の構築、各計画を実施するためのロードマップの策
定、住民意見の聴取等について検討したが、この３点については解決に至らず今後の継続課題となっ
た。平成３０年度に、検討予定である。

地域情報化アドバイザー制度を２年連続で活用したが、今後の「吉野町広報戦略」の完成に向けてＨ３０年度も吉野町に
関わっていただくことを要望した。

※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

吉野町

総合政策課広報広聴室

639-3101　奈良県吉野町971-2

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。

井上 あい子

A.感激・感銘を受けるレベル



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。

⑤組織業務改善ができた

④予算以外で、今後取組む事項がある

④特になし

⑤特になし

１．吉野町広報戦略を策定するにあたり、吉野町の強みや弱みを知る町職員に対するアンケートを実
施。

「吉野町広報戦略」を実行するための組織体制の構築、各計画を実施するためのロードマップの策
定、住民意見の聴取等について検討したが、この３点については解決に至らず今後の継続課題となっ
た。平成３０年度に、検討予定である。

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。
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