
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月8日

派遣決定番号 K138

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市長　平山　耕三

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 n-jouhou@city.nankoku.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2月5日 13時00分 16時30分 0 210

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲごめん駅

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】

3 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）

アドバイザー
への要望事項

情報政策課

高知県南国市大そね甲２３０１番地

南国市役所

783-8501　高知県南国市大そね甲２３０１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。

柳田　公市

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

南国市

高知の人は自分を売り込むのが苦手だといわれています。南国市も同じで得意とはいえません。地域
情報化計画の中でも市外、県外に情報発信していくべき要素の強い事業、一次産業や観光等を進めて
いくうえでは、プロモーター的な考え方が必要と考えています。

徒歩

人数

職員

シティプロモーションとはどういうものなのか。まずは私たちにこのことをお教えいただきたいところです。
その上で、市の事業を推進していくためには、例えばどのようにプロモートしていくことが必要なのか。その際にはどのよう
なツールが適当なのか。個別のテーマ（事業）でアドバイスをいただきたいところです。

○掲載可

ご支援いただくことによって、私たち市職員が自治体業務で経験することがない「営業・経営」「プ
ロモーション」という視点も意識しながら事業を進めていくことができるようになり、観光や産業分
野のみならず、他の分野でも、より効果的に地域振興策等各施策につなげていくことがこの事業での
狙いであります。また、市職員がそのような感覚を備えること、それ自体も大きな成果だと考えてい
ます。

この時点では、支援の計画通りであった。

情報政策課及び企画課が、シティプロモーションについて事前に説明を受けた。２日目以降の支援の
進め方及び総合計画の中で具体的にどの分野で実施していくのかなど、アイデアソン、プランニング
に至るまでの手順を支援していただいた。
11:00～１６:３０　（休憩６０分）　１１：００～１２：００　事前視察
１２：００～１６：３０　総合計画との事前確認　アイデアソンに関する事前調整



　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月５日　事前打ち合わせ

③現段階では課題・問題が残っているため未定

シティプロモーションとはどういうものなのか。課題に取り組んでいくためのアイデアを
職員が発案し、そのアイデアを事業を進めていくための計画作成までを行うこと、そのための
日程を協議・確認した。

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。
この日は２日目からのシティプロモーション研修および市が事業推進していくための方向、スケ
ジュール作成までの事前協議を行ったので、アンケートは行っていません。

この日の協議ではそこまでは想定していない。

④特になし

⑤特になし

初日には、２日目からの研修及び市が事業推進していくための指針作成までをどのように進めていけ
ばいいのかについて、講師と協議した。

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2月8日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市長　平山　耕三

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 n-jouhou@city.nankoku.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2月6日 10時00分 18時00分 120 360

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲごめん駅

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】

39 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）

シティプロモーションとはどういうものなのか。まずは私たちにこのことをお教えいただきたいところです。
その上で、市の事業を推進していくためには、例えばどのようにプロモートしていくことが必要なのか。その際にはどのよう
なツールが適当なのか。個別のテーマ（事業）でアドバイスをいただきたいところです。

※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

南国市

情報政策課

783-8501　高知県南国市大そね甲２３０１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。

柳田公市

B.大変満足できるレベル

高知県南国市大そね甲２３０１番地

南国市役所

徒歩

人数

職員、市議会議員

高知の人は自分を売り込むのが苦手だといわれています。南国市も同じで得意とはいえません。地域
情報化計画の中でも市外、県外に情報発信していくべき要素の強い事業、一次産業や観光等を進めて
いくうえでは、プロモーター的な考え方が必要と考えています。

ご支援いただくことによって、私たち市職員が自治体業務で経験することがない「営業・経営」「プ
ロモーション」という視点も意識しながら事業を進めていくことができるようになり、観光や産業分
野のみならず、他の分野でも、より効果的に地域振興策等各施策につなげていくことがこの事業での
狙いであります。また、市職員がそのような感覚を備えること、それ自体も大きな成果だと考えてい
ます。

午前中には、職員及び市議会議員３９名にシティプロモーションがどういうものなのかを事例を含め
わかりやすく説明いただいた。他の自治体での取り組みなどを紹介してもらい、官だけで取り組むも
のではないことを学んだ。午後にはアドバイスをいただきながら、３つのテーマに分け（観光、地産
外商、移住促進）これらについて、市の資源を出すこと、それらをどのように使ってプロモーション
していくのかをワークショップ形式で職員等が進めた。
１０：００～１２：００　シティプロモーション概要説明　１４：００～１８：００　アイデアソン

午前中の講演では、効果的な市からの情報発信がどういうものなのかを参加者が認識できた。アン
ケートの中でも、自分たちの市についてもっと知ろうとする考えが出ていた。
午後のワークショップでは、情報発信していくためには具体的にどのように内部で進めていけばいい
のかその手法を支援していただき、職員も知ることができた。

○掲載可



　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。

２月６日　テーマを分けてワークショップ

④特になし

⑤特になし

午後のワークショップでは、具体的なプランニングを担当課に提示できるまでの協議を進める予定で
あったが、職員が慣れていないせいか焦点がぼやけてしまい、担当課に提示できるものができなかっ
た。

この時点では、横展開までまでいけるようなものにはならなかった。

２日目にはそこにいけるようなものができなかった。

③現段階では課題・問題が残っているため未定

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。
研修については総じて好評だった。市のことを自身が知っていないことをかなりの職員が感じてい
た。また情報発信がただ送ればいいのではないことも知らされたのではないか。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

３日目にテーマに対するプランを作成すべく協議を進める。



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月8日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市長　平山　耕三

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 n-jouhou@city.nankoku.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2月7日 10時00分 12時00分 0 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 ＪＲごめん駅

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】

8 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）

南国市役所

徒歩

○掲載可

人数

職員

高知の人は自分を売り込むのが苦手だといわれています。南国市も同じで得意とはいえません。地域
情報化計画の中でも市外、県外に情報発信していくべき要素の強い事業、一次産業や観光等を進めて
いくうえでは、プロモーター的な考え方が必要と考えています。

ご支援いただくことによって、私たち市職員が自治体業務で経験することがない「営業・経営」「プ
ロモーション」という視点も意識しながら事業を進めていくことができるようになり、観光や産業分
野のみならず、他の分野でも、より効果的に地域振興策等各施策につなげていくことがこの事業での
狙いであります。また、市職員がそのような感覚を備えること、それ自体も大きな成果だと考えてい
ます。

２日目に支援を受けた３つのテーマの中から、１つのテーマに絞って具体的なシティプロモーション
の推進スケジュール等を参加職員で協議した（参加者は３つのテーマの担当課、HP運営委員）。職
員間でテーマを絞った（移住促進）後、アドバイザーに協議を進行していく支援を受けながら、
キャッチフレーズ、テーマに関連した情報発信していくシーズ、スケジュール等のプランを定めた。
９：００～９：３０　副市長との事前協議　１０：００～１２：００　実施計画概要協議
１３：００～１４：３０　山田高校から市長への提言視聴

２日目の協議の中で、シティプロモーション推進のためのテーマと事業の推進のプランがまとまらな
かったが、全体の人数を少なくしたこと、アドバイザーも含めたワークショップを行ったことによ
り、テーマを一つに絞ること（移住促進）から始め、キャッチコピーの決定（ないものがない）、そ
のためのシーズ出しがスムーズに進行し、平成３０年度以降における取組の計画案作成まで進めるこ
とができた。また、平成３１年度に市制６０周年を迎えるにあたり、記念事業を実施する際の情報発
信にもつなげていける。

高知県南国市大そね甲２３０１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

南国市

情報政策課

783-8501　高知県南国市大そね甲２３０１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。

柳田　公市

B.大変満足できるレベル

シティプロモーションとはどういうものなのか。まずは私たちにこのことをお教えいただきたいところです。
その上で、市の事業を推進していくためには、例えばどのようにプロモートしていくことが必要なのか。その際にはどのよう
なツールが適当なのか。個別のテーマ（事業）でアドバイスをいただきたいところです。



　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。

２月７日　シティプロプロモーションのプラン作成

２月８日午後　高校生からのまちづくり提言

⑤特になし

３日目につきましては、関係課の職員とともに移住というテーマでシティプロモーションを進めてい
くことのスケジュール、担うべき部署のプラン作成を行ったので、アンケートは実施していない。

⑦その他

事業の計画書まではいかないが、移住というテーマについて、今後どのようなスケジュールで、どの
部署が、どのような取り組みを行っていくか具体性を持ったプランを共有することができた。

④予算以外で、今後取組む事項がある

まずは、情報政策課が市のＨＰ運営委員とともに、移住推進のためのHPを充実させていくことにつ
いて検討及び改修をすすめていく。３０年度中盤頃に、民を含めた協議体を設置し、官だけでなく多
くの市民が情報発信していく仕組みをつくっていく。

④特になし

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日目に協議した３つのテーマのうち、残った２つのテーマにについて具体的な計画案まではいたら
なかったが、本日協議した移住促進というテーマでの情報発信には十分に関連してくるものであるの
で、そちらへの波及効果はあると考えている。

横展開については協議しなかったが、３日目に協議した移住促進というテーマでは、近隣自治体の資
源も活用していくことになると考えている。移住促進のための情報として周辺市町村の資源も出てい
た。
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