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情報通信技術（Information and Communication Technology : ICT）を地域の課題解決に活用
する取組に対して、自治体等からの求めに応じて、ICTの知見、ノウハウを有する専門家（「地域情報化
アドバイザー」）を派遣し、助言・提言・情報提供等を行うことにより、地域におけるICT利活用を促進し、
活力と魅力ある地域づくりに寄与するとともに、地域の中核を担える人材の育成を図ります。
「地域情報化アドバイザー」には、大学での研究活動や地域における企業活動、NPO活動等を通じた

地域情報化に知見・ノウハウを持つ民間有識者等に委嘱しています（具体的には6ページ以降のアドバ
イザー紹介ページをご参照ください。）。

制度の目的・概要

申請フロー

地域の抱える課題解決にICTの活用を検討している

総務省がアドバイザーに旅費・謝金を支払い

１年後

フォローアップアンケートに回答

実施報告書（1日目）提出

２日目

１日目

実施報告書（２日目）提出

３日目
実施報告書（３日目）提出

  ４日目、５日目、６日目 …
 各日の支援終了後に報告書提出

申請者‐アドバイザー間のやりとり開始

総務省がアドバイザーへ申請内容を共有

総務省審査

現地への派遣を希望する申請
派遣仮決定

派遣の概ね１か月前までに

派遣本決定

オンライン
のみの場合

オンラインによる支援のみを希望する申請
派遣本決定

依頼したいアドバイザーが
決まっている 依頼したいアドバイザーが決まっていない

申請 事務局に一任して申請

総務省が申請内容に
合うアドバイザーを提示

プロフィールを見て申請
申請

審査

派遣
決定

派遣

フォロー
アップ
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令和元年度 分野別派遣状況

令和元年度 地域別派遣状況過去の派遣先団体数推移

過去の派遣状況
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オープンデータ

自治体システム／セキュリティ／地域情報プラットフォーム

人材の育成・活用

RPA導入

地域情報化計画・官民データ計画

ネットワークインフラ（Ｗｉ-Ｆｉ／ＬＰＷＡ／５Ｇ／光ネットワーク）

デジタルアーカイブ／図書館

AI活用

シェアリングエコノミー

教育情報化／情報教育

働き方

農林水産業

地域ビジネス

マイナンバー

観光

EBPM
自治体クラウド

マイキープラットフォーム

テレワーク

防災

スマートシティ

子育て

医療・介護・健康

・過去に地域情報化アドバイザーの派遣を受けた団体から提出された報告書を
右記QRコード、URLよりご覧いただけますので、ご利用ください。
https//www.applic.or.jp/past_year_all_houkoku/

過去の地域情報化アドバイザー派遣報告　事例
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過去の地域情報化アドバイザー派遣報告　事例

現地への派遣日数は１件の申請につき、最大３日までです。ただし、派遣終了後に、本事業
とは別に直接アドバイザーに依頼することは可能です。
オンライン会議のみにより支援を受ける場合は、1件の申請につき合計10時間まで支援を
受けることが可能です。

派遣ルール

派遣を受けた翌年度に、フォローアップアンケートにご回答いただきます。

フォローアップアンケートへの回答について

アドバイザーの派遣終了後、１週間以内に実施報告書をご提出いただきます。

実施報告書の提出について

アドバイザーに対する旅費・宿泊費・謝金は総務省が負担します。

派遣にかかる費用について

派遣期間は令和3年3月5日までです。また、毎月末を期限として派遣申請を受け付けてお
りますが、派遣を希望する日程にかかわらず、いつ申請いただいても構いません。

本制度の期間について

本制度は、ICTを用いて地域課題の解決を目指す取組を行っている地方公共団体が対象で
す。ただし、総務省総合通信局もしくは地方公共団体からの推薦を受ければ、地方公共団体
以外の団体（NPO団体、大学、商工会議所等）も申請することができます。

本制度の対象について

派遣日数について

9/1 10/1 11/1

１日目 2日目 3日目

例

現地への派遣を含む場合：最大３日まで

6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 2/1 3/1

１時間 １時間 １時間 １時間 2時間 １時間 １時間 １時間 １時間

例

オンラインによる支援のみの場合：合計10時間まで

11

22
33
44
55
66
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本年度は12月まで申請受付を行うこととしておりますが、それまでの間であっても、派遣に
係る予算がなくなり次第、以後の募集を行わないこととしております。

本制度のご利用を検討している場合はお早めに申請ください。

注意事項

オンライン会議のみによる支援に係る上限の「合計10時間」について、各日ごとに支援時
間数を算出することとします。また、支援時間が1時間未満であった場合は、1時間として数
えることとし、１時間以上である場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて数え
ることとします。

オンライン会議のみによる支援「合計10時間まで」の考え方

アドバイザーの連絡先は、原則、総務省からの派遣決定後に開示いたします。

アドバイザーの連絡先について

アドバイザー側のご意向、ご都合により、講演等に派遣できない場合がありますのでご了承
ください。

講演等への派遣について

同一プロジェクトに対する複数回の派遣申請は認められません。
ただし、アドバイザーの派遣を希望する複数のプロジェクトがある場合は、複数回の派遣申

請が可能です。

複数回の申請について

派遣申請受付の終了時期について11

22
33
44
55

合計 ８時間

例
6/1 10：00～10：40（40分）

13：30～15：00（90分）
合計 2時間10分 ⇒ ２時間

7/1 10：00～12：00（120分）
13：30～16：00（150分）

合計 4時間30分 ⇒ ５時間

8/1 14：00～14：20（20分） 合計 　　  20分 ⇒ １時間
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令和2年度、総務省は207名の専門家に地域情報化アドバイザーを委嘱して、ICTを使った地域課題
の解決や地域活性化の支援のお手伝いをお願いしています。
各地域情報化アドバイザーの専門分野や皆さんへのメッセージをご紹介します。

川島　宏一 かわしま　
ひろいち

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
筑波大学システム情報系社会工学域 教授

縦割りの中で苦労している情報
部門を助けます。

専門
分野 ＯＤ 計 ＥＢ

紹介ページの例

地域情報化アドバイザーの
お名前と主な肩書き

主な専門分野（３つまで）
 （各マークの凡例は以下）

自治体や地域の皆さんへの
メッセージ

分野別対応マーク 支援可能分野

ＯＤ：オープンデータ
ＥＢ：ＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）
ＡＩ：ＡＩ活用　　　　　　　Ｓ：シェアリングエコノミー

計：地域情報化計画・官民データ活用推進計画
人：人材の育成・活用
シ：自治体システム／セキュリティ／地域情報プラットフォーム
ク：自治体クラウド

ネ：ネットワークインフラ（Ｗｉ-Ｆｉ／ＬＰＷＡ／光ネットワーク）
５：５G
Ｍ：マイナンバー　　　　ＭＫ：マイキープラットフォーム
防災

教：教育情報化／情報教育
図：デジタルアーカイブ／図書館

働：働き方
子：子育て

医療・介護・健康

農林水産業

ＡＩＥＢＯＤ Ｓ

クシ計 人

ネ 5

Ｍ ＭＫ

災

教 図

Ｒテ子働

健

農

個

ビ 観

ス 環

テ：テレワーク
Ｒ：ＲＰＡ導入

ビ：地域ビジネス

個：個人情報保護

観：観光

ス：スマートシティ 環：環境

令和2年度地域情報化アドバイザー

専門分野の凡例
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川島　宏一 かわしま　
ひろいち

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
筑波大学システム情報系社会工学域 教授

縦割りの中で苦労している情報
部門を助けます。

専門
分野 ＯＤ 計 ＥＢ

会田　和子 あいだ
かずこ

株式会社いわきテレワークセンター 
代表取締役社長

一般社団法人日本テレワーク協会 副会長

テレワークは具体性で評価する
フェーズへ。

専門
分野 テ 人 計

安里　肇 あさと
はじめ

沖縄国際大学 教授（学生部長兼任） 
沖縄国際大学産業総合研究所 研究員

様々な取り組みをサポートして
いきます。

専門
分野 教 人 ビ

淺野　隆夫 あさの
たかお

札幌市中央図書館 利用サービス課長 
（札幌市図書・情報館、中央図書館を
所管）（司書）

新しい図書館のコンセプトづく
りから

専門
分野 図

浅見　良雄 あさみ
よしお

小鹿野町 元総合政策課 課長
現小鹿野町総務課兼まちづくり推進課 

行政専門員

小規模町村の皆様と共に地域
情報化や活性化を推進

専門
分野 シ ク ビ

東　富彦 あずま
とみひこ

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
公益財団法人 九州先端科学技術研究所 

BODIK担当ディレクター

具体的な効果を実感できるよう
ご支援いたします

専門
分野 ＯＤ ＡＩ ス

新井　イスマイル あらい
いすまいる

奈良先端科学技術大学院大学  
総合情報基盤センター 准教授

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

オープンデータ、ビッグデータ、
IoT！

専門
分野 ＯＤ ス ネ

家中　賢作 いえなか
けんさく

つくば市政策イノベーション部情報政策課 係長
つくば市政策イノベーション部スマートシ

ティ戦略室 メンバー

自治体職員が考える自治体の
ためのデータ利活用！

専門
分野 人 ＯＤ 個

生駒　祐一 いこま
ゆういち

テラスマイル株式会社 代表取締役
農業データ連携基盤（WAGRI） 

アドバイザリーボード

データを活用したスマート農業
の地域戦略と実装

専門
分野 農 ビ 計

石井　重成 いしい
かずのり

釜石市総務企画部オープンシティ推進室 室長
一般社団法人地域・人材共創機構 

代表理事

自治体によるオープンイノベー
ションを実現します

専門
分野 Ｓ ビ 人

地域情報化アドバイザー一覧

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！6
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地域情報化アドバイザー一覧

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

石上　涼子 いしがみ
りょうこ

多久市役所 商工観光課 商工観光係長
内閣官房IT総合戦略室 シェアリングエコノミー伝道師

シェアリングエコノミーを活用
して暮らしやすく。

専門
分野 Ｓ 観 働

石崎　方規 いしざき
まさのり

特定非営利活動法人 価値創造プラットフォーム 代表理事
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 

アソシエイトパートナー会員

シェアリングエコノミーで地域
活性化を推進。

専門
分野 Ｓ ビ 働

石塚　清香 いしづか
さやか

横浜市経済局新産業創造課 ＩＣＴ専任職

テクノロジー活用でより良い社
会を作りましょう。

専門
分野 ＯＤ 計 子

石塚　敏之 いしつか
としゆき

筑波総研株式会社　顧問

経営資源とICTで魅力ある地域
づくりを目指す

専門
分野 人

石戸　奈々子 いしど
ななこ

ＮＰＯ法人CANVAS 理事長
慶應義塾大学 教授

デジタル時代の子どもたちの創
造・表現活動の推進

専門
分野 教 子

石山　アンジュ いしやま
あんじゅ

一般社団法人シェアリングエコノミー協会
事務局長

内閣官房IT総合戦略室 シェアリングエコノミー伝道師

シェアリングエコノミーを活用
した地域課題の解決

専門
分野 Ｓ 働 テ

板倉　陽一郎 いたくら
よういちろう

ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士
理化学研究所革新知能統合研究センター 

客員主管研究員

個人情報の保護から利活用まで
対応します。

専門
分野 個 Ｍ ＡＩ

市川　博之 いちかわ
ひろゆき

一般社団法人Code for Japan 
コンサルタント

東京造形大学　特任教授

本気のDX、働き方改革、サー
ビスデザインやろう

専門
分野 働 ス 人

市瀬　英夫 いちのせ
ひでお

静岡県 前CIO補佐官
デル株式会社 公共ソリューション推進部長

自治体クラウドでお困りの方！
お声かけください。

専門
分野 ク 計 シ

一橋　基 いちはし
もとい

札幌市経済観光局 産業振興部長

オープンデータの活用でスマー
トシティの実現を！

専門
分野 ＯＤ ス
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市原　敬 いちはら
たかし

神奈川県総務局ICT推進部 ICT推進部長
神奈川県 CIO補佐官・CDO補佐官

できない言い訳をせず、できる
ための工夫と努力を

専門
分野 テ 働 シ

伊藤　文徳 いとう
ふみのり

会津若松市役所企画政策部秘書広聴課　
副主幹

庁内統合ＧＩＳ活用検討チーム座長

ボトムアップで実現したICT取
組事例を紹介。

専門
分野 ＥＢ ＯＤ シ

伊藤　昌毅 いとう
まさき

東京大学 生産技術研究所 特任講師
標準的なバス情報フォーマット広め隊

ITでよりよい地域交通を作って
いきましょう。

専門
分野 ＯＤ ス ＥＢ

井上　あい子 いのうえ
あいこ

ａｉ株式会社 代表取締役
総務省地域力創造アドバイザー

何をするにもやっぱり【人】

専門
分野 ネ 人 災

井上　泰一 いのうえ
たいいち

株式会社野村総合研究所  
コンサルティング事業本部 プリンシパル

 

ICTによる地域課題解決のハン
ズオン支援が強み

専門
分野 人 ス 計

井上　英幸 いのうえ
ひでゆき

一般社団法人 九州テレコム振興センター 
主席研究員

縦割を打破し全体最適な行政
改革を実現しよう！

専門
分野 計 ＯＤ シ

今井　建彦 いまい
たけひこ

元仙台市情報政策部長　
学校法人宮城学院 ファシリティアドバイザー

実務経験を生かした現実的なア
ドバイスを行います

専門
分野 災 計 シ

岩瀬　義和 いわせ
よしかず

株式会社デジコンキューブ 代表取締役
山形県デジタルコンテンツ協議会 事務局

５G・AI・IoT活用で地域課題
解決します

専門
分野 観 ビ 5

岩浪　剛太 いわなみ
ごうた

株式会社インフォシティ 代表取締役
第５世代モバイル推進フォーラム（5GMF）

アプリケーション委員会 委員長

5Gを活用したICTソリューショ
ン、映像配信等

専門
分野 5 ス 図

鵜澤　純子 うざわ
じゅんこ

株式会社テレワークマネジメント マネージャー
ＩＴコーディネータ 総務省テレワークマネージャー

テレワークによる働き方改革は
お任せください！

専門
分野 テ 働

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！8
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各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

牛島　清豪 うしじま
せいごう

株式会社ローカルメディアラボ 代表取締役
内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

ICT活用で新たな地域づくりに
挑戦しましょう。

専門
分野 ＯＤ 計 ス

宇田川　真之 うだがわ
さねゆき

国立研究開発法人 防災科学技術研究所 
災害過程研究部門 主幹研究員

地域防災に係わる様々な取組
みに参画しています。

専門
分野 災

浦田　真由 うらた
まゆ

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
名古屋大学大学院情報学研究科　講師

地域課題解決のためのICT利活
用に取り組みます

専門
分野 ＯＤ 観 計

円城寺　雄介 えんじょうじ
ゆうすけ

佐賀県政策部企画チーム ディレクター
総務省５Ｇ利活用アイデアコンテスト（2019年）

最終審査員

救急・災害から、ドローン、歴
史や宇宙まで対応可

専門
分野 5 健 人

遠藤　守 えんどう
まもる

名古屋大学大学院情報学研究科 准教授

全国どこでも参ります。

専門
分野 ＯＤ 計 シ

遠藤　勇一 えんどう
ゆういち

北九州市 八幡東区役所 国保年金課  
保険料収納強化担当係長

厳しい時代に打ち勝つ、究極の
業務改革の推進を！

専門
分野 シ ク Ｍ

大澤　昌 おおさわ
まさし

株式会社ＡＳＴコンサルタント 代表取締役
 

「困り事」を解消し「やりたい事」
を実現します。

専門
分野 Ｒ ク シ

大島　正美 おおしま
まさみ

一般社団法人データクレイドル理事
内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

地域に根差すデータづくり、
データを使う人づくり

専門
分野 ＯＤ 人 テ

太田垣　恭子 おおたがき
きょうこ

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
ANNAI Inc. 代表取締役副社長／　

Code for Kyoto 代表

テレワーク20年、オープンデー
タ頑張りましょう

専門
分野 テ ＯＤ 働

大高　利夫 おおたか
としお

藤沢市役所 ＩＴ推進課 課長補佐

行政課題何でも相談可能　
職員視点で取り組みます

専門
分野 シ 災 計

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 9



大辻　雄介 おおつじ
ゆうすけ

一般社団法人れいほく未来創造協議会　
事務局長

教具ではなく文具としての教育
ICT活用を。

専門
分野 教

大村　克行 おおむら
かつゆき

熊本県危機管理防災課 課長補佐

熊本地震の経験を踏まえた防
災対策をお伝えします

専門
分野 災

大薮　多可志 おおやぶ
たかし

元大学教員　
石川県観光連盟理事　

データに基づいた地方創生の
ための観光戦略

専門
分野 観 環 健

大山　水帆 おおやま
みずほ

戸田市　総務部次長兼情報政策統計課長

自治体の実務に即した支援を行
います。

専門
分野 シ Ｍ ＯＤ

尾形　誠治 おがた
せいじ

ネットワンシステムズ株式会社  
コンサルティングサービス部  
シニアエキスパート

テレワークや働き方改革一緒に
進めてみませんか？

専門
分野 テ 働 Ｓ

岡田　良 おかだ
りょう

一般社団法人沖縄新ＩＴビジネス創出促進協議会 
顧問

沖縄国際大学産業情報学部 非常勤講師

地域が抱える課題解決に向け
鋭意取り組みます。

専門
分野 ビ 人 働

岡田　亮介 おかだ
りょうすけ

株式会社フューチャーリンクネットワーク 取締役
東京大学空間情報科学研究センター 

協力研究員

地域情報流通と災害情報伝達
の専門家です。

専門
分野 災 ス シ

岡村　久和 おかむら
ひさかず

亜細亜大学都市創造学部 教授
元 日本ＩＢＭ スマーターシティ事業部長

複数市のスマートシティ基本戦
略を支援しています

専門
分野 ス ビ 農

岡本　正 おかもと
ただし

銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学）
岩手大学・慶應義塾大学・青山学院大学 

客員教授／非常勤講師

内閣府経験等を活かし災害と情
報政策を支援します

専門
分野 災 人 図

岡本　真 おかもと
まこと

アカデミック・リソース・ガイド株式会社（arg） 
代表取締役／プロデューサー

オーマ株式会社　代表取締役

持続可能性と地域経済循環の
実現を追求します

専門
分野 図 ＯＤ 計

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！10



大辻　雄介 おおつじ
ゆうすけ

一般社団法人れいほく未来創造協議会　
事務局長

教具ではなく文具としての教育
ICT活用を。

専門
分野 教

大村　克行 おおむら
かつゆき

熊本県危機管理防災課 課長補佐

熊本地震の経験を踏まえた防
災対策をお伝えします

専門
分野 災

大薮　多可志 おおやぶ
たかし

元大学教員　
石川県観光連盟理事　

データに基づいた地方創生の
ための観光戦略

専門
分野 観 環 健

大山　水帆 おおやま
みずほ

戸田市　総務部次長兼情報政策統計課長

自治体の実務に即した支援を行
います。

専門
分野 シ Ｍ ＯＤ

尾形　誠治 おがた
せいじ

ネットワンシステムズ株式会社  
コンサルティングサービス部  
シニアエキスパート

テレワークや働き方改革一緒に
進めてみませんか？

専門
分野 テ 働 Ｓ

岡田　良 おかだ
りょう

一般社団法人沖縄新ＩＴビジネス創出促進協議会 
顧問

沖縄国際大学産業情報学部 非常勤講師

地域が抱える課題解決に向け
鋭意取り組みます。

専門
分野 ビ 人 働

岡田　亮介 おかだ
りょうすけ

株式会社フューチャーリンクネットワーク 取締役
東京大学空間情報科学研究センター 

協力研究員

地域情報流通と災害情報伝達
の専門家です。

専門
分野 災 ス シ

岡村　久和 おかむら
ひさかず

亜細亜大学都市創造学部 教授
元 日本ＩＢＭ スマーターシティ事業部長

複数市のスマートシティ基本戦
略を支援しています

専門
分野 ス ビ 農

岡本　正 おかもと
ただし

銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士（法学）
岩手大学・慶應義塾大学・青山学院大学 

客員教授／非常勤講師

内閣府経験等を活かし災害と情
報政策を支援します

専門
分野 災 人 図

岡本　真 おかもと
まこと

アカデミック・リソース・ガイド株式会社（arg） 
代表取締役／プロデューサー

オーマ株式会社　代表取締役

持続可能性と地域経済循環の
実現を追求します

専門
分野 図 ＯＤ 計
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織田　友理子 おだ
ゆりこ

一般社団法人WheeLog 代表理事

バリアフリーに関する観光及び
オープンデータ

専門
分野 観 ＯＤ

小野　桂二 おの
けいじ

株式会社アイ・ティ・シー・キューブ　
代表取締役

東北プライバシーマーク推進協議会 代表

各自の情報セキュリティの意識
が重要です。

専門
分野 個 シ ク

葛西　純 かさい
じゅん

株式会社フォルテ 代表取締役

ハード・通信・クラウドのサー
ビス知見は豊富です

専門
分野 観 ネ 災

笠松　眞吾 かさまつ
しんご

国立大学法人福井大学医学部救急医学　
特命助教

クラウドで救急隊と病院の連携
をサポートできます

専門
分野 健 災 Ｓ

勝　眞一郎 かつ
しんいちろう

サイバー大学 IT総合学部 教授
奄美市 情報通信産業インキュベーション

マネージャー

課題整理、ゴール設定、計画
策定、実行伴走まで！

専門
分野 ビ 観 テ

勝屋　久 かつや
ひさし

勝屋久事務所代表／アーティスト

LOVEでガチな自治体の皆さん
と活動したい！

専門
分野 人

桂川　憲生 かつらがわ
のりお

岐阜県東白川村 参事

注文住宅（国産材）の受注拡大
を行なっています

専門
分野 農 ビ

加藤　遼 かとう
りょう

株式会社パソナJOB HUB 事業統括部長
内閣官房IT総合戦略室 シェアリングエコノミー伝道師

テレワーク推進・フリーランス
活用実践知共有

専門
分野 働 テ Ｓ

金子　春雄 かねこ
はるお

塩尻市企画政策部 参事
CTO（最高情報技術責任者）

ICTは道具です、みんなで使い
倒しましょう。

専門
分野 ネ 災 農

金平　勲 かねひら
いさお

ＮＰＯ法人北陸地域活性化推進協議会　
代表理事

有限会社情報流通経済研究所 代表

基本的なことから共に考えま
しょう。

専門
分野 ネ ビ 計

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 11



蒲谷　直樹 かばや
なおき

フューチャアグリ株式会社 代表取締役社長

働き方改革の基本は、業務プ
ロセスデザイン＆改革

専門
分野 ＡＩ 農

河井　孝仁 かわい
たかよし

元自治体職員（静岡県） 情報政策課等
東海大学文化社会学部広報メディア学科

教授

ＳＮＳ活用によるシティプロモー
ション

専門
分野 ビ 観

川合　浩司 かわい
ひろし

元自治体CIO補佐官　
元政府機関CIO補佐官

自治体の実態に合ったご支援を
致します。

専門
分野 シ Ｍ 教

川喜多　孝之 かわきた
たかゆき

元一般財団法人マルチメディア振興センター 
担当部長

Ｌアラートを情報の発信・取得
にお役立てください

専門
分野 災

川﨑　直也 かわさき
なおや

泉大津市総合政策部政策推進課 参事

皆さんと一緒に課題解決できれ
ばと思います。

専門
分野 Ｒ ＡＩ

川村　秀憲 かわむら
ひでのり

北海道大学大学院情報科学研究院 教授

人工知能を活用した社会実装に
取り組みます。

専門
分野 ＡＩ 計 ビ

神田　隆史 かんだ
たかし

富士通株式会社 5G/ICTビジネス推進室長
第5世代モバイル推進フォーラム（5GMF)

地域利用推進委員会 委員長代理

通信分野から地域課題の解決
に貢献します

専門
分野 5 ネ

菊地　俊延 きくち
としのぶ

元 東京都総務局行政改革推進部システム
評価担当課長　

株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター顧問

企画計画、調達、評価が専門
で全国対応致します。

専門
分野 シ 働 個

岸本　晃 きしもと
あきら

株式会社プリズム 代表取締役
東峰テレビ 総合プロデューサー

5G時代は現場実践、人付き合
い、OJTが基本

専門
分野 人 図 観

黄瀬　信之 きせ
のぶゆき

岩見沢市企画財政部　情報政策推進担当
次長

地方創生に向けた利活用事例
をご紹介します。

専門
分野 農 ネ テ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！12



蒲谷　直樹 かばや
なおき

フューチャアグリ株式会社 代表取締役社長

働き方改革の基本は、業務プ
ロセスデザイン＆改革

専門
分野 ＡＩ 農

河井　孝仁 かわい
たかよし

元自治体職員（静岡県） 情報政策課等
東海大学文化社会学部広報メディア学科

教授

ＳＮＳ活用によるシティプロモー
ション

専門
分野 ビ 観

川合　浩司 かわい
ひろし

元自治体CIO補佐官　
元政府機関CIO補佐官

自治体の実態に合ったご支援を
致します。

専門
分野 シ Ｍ 教

川喜多　孝之 かわきた
たかゆき

元一般財団法人マルチメディア振興センター 
担当部長

Ｌアラートを情報の発信・取得
にお役立てください

専門
分野 災

川﨑　直也 かわさき
なおや

泉大津市総合政策部政策推進課 参事

皆さんと一緒に課題解決できれ
ばと思います。

専門
分野 Ｒ ＡＩ

川村　秀憲 かわむら
ひでのり

北海道大学大学院情報科学研究院 教授

人工知能を活用した社会実装に
取り組みます。

専門
分野 ＡＩ 計 ビ

神田　隆史 かんだ
たかし

富士通株式会社 5G/ICTビジネス推進室長
第5世代モバイル推進フォーラム（5GMF)

地域利用推進委員会 委員長代理
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分野 5 ネ
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元 東京都総務局行政改革推進部システム
評価担当課長　
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企画計画、調達、評価が専門
で全国対応致します。
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株式会社プリズム 代表取締役
東峰テレビ 総合プロデューサー

5G時代は現場実践、人付き合
い、OJTが基本
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黄瀬　信之 きせ
のぶゆき
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次長
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各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

北岡　有喜 きたおか
ゆうき

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 医療情報部長
特定非営利活動法人日本サスティナブル・

コミュニティ・センター 顧問

総務大臣賞受賞のポケットカル
テを利活用しよう！

専門
分野 健 教 シ

喜多　耕一 きた
こういち

北海道総合政策部情報統計局情報政策課 
主査

オープンデータと地図情報GIS
のアドバイス

専門
分野 ＯＤ

木下　克己 きのした
かつみ

特定非営利活動法人情報化連携推進機構 副代表
国際航業株式会社公共コンサルタントグループ

西日本支社 顧問

オープンデータとEBPMを始め
ましょう。

専門
分野 ＯＤ ＥＢ 計

桐原　光洋 きりはら
みつひろ

元 熊本市 情報システム統括担当首席審議員
中小企業診断士事務所ナレッジケース　

代表

事業継続力の強化をICTで実現
しましょう

専門
分野 災 人 ス

楠　正憲 くすのき
まさのり

一般社団法人OpenIDファウンデーション
ジャパン 代表理事

福岡市 政策アドバイザー（ICT）

マイナンバーとFinTechの専門
家

専門
分野 Ｍ シ ク

小泉　勝志郎 こいずみ
かつしろう

株式会社テセラクト 代表取締役社長
一般社団法人コード・フォー・ジャパン　

理事

高齢者向けプログラミング教育
の実績多数

専門
分野 教 ＯＤ ビ

小出　範幸 こいで
のりゆき

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 
副社長付 新規事業開発

課題の本質を見極めて効果的
な解決策を提案します

専門
分野 農 ビ 観

甲田　恵子 こうだ
けいこ

株式会社AsMama 代表取締役社長
一般社団法人シェアリングエコノミー協会

　理事

子育て共助コミュニティを自治
体連携で創出！

専門
分野 Ｓ 子 人

國領　二郎 こくりょう
じろう

慶應義塾大学総合政策学部 教授
慶應義塾 常任理事

情報化計画等、ニーズに応じて
取り組みます。

専門
分野 計 Ｓ

木暮　祐一 こぐれ
ゆういち

青森公立大学経営経済学部地域みらい学科 
准教授

モバイル＆ICTの応用、社会実
装をご一緒に！

専門
分野 ビ 計 健

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 13



小塩　篤史 こしお
あつし

神戸情報大学院大学 客員教授
株式会社IF 代表取締役

地域の個性を最大化するITを共
創します

専門
分野 ＡＩ 健 ス

児玉　知浩 こだま
ともひろ

株式会社INFORICH 取締役社長CEO
株式会社Practechs 社外取締役

コスパが合う、または収益見込
める提案できます

専門
分野 Ｓ ビ ス

後藤　玲子 ごとう
れいこ

茨城大学人文社会科学部 教授

データ＆エビデンス活用のお手
伝いをします。

専門
分野 ＥＢ ＯＤ 計

小林　一樹 こばやし
かずき

信州大学 学術研究院（工学系）准教授
信州大学 先鋭領域融合研究群 社会基盤研究所 

AI・ロボティクス部門 部門長

IoTやAIの応用や社会実装に関
心があれば是非

専門
分野 農 ＡＩ 教

小林　隆 こばやし
たかし

東海大学 政治経済学部政治学科教授　
（元自治体職員）

東海大学大学院 法学研究科長・法律学専攻長

頑張る自治体を応援いたしま
す！！

専門
分野 ＡＩ 人 計

小林　忠男 こばやし
ただお

無線LANビジネス推進連絡会 顧問
802.11ah推進協議会 会長

地域の特性に合わせて、皆様と
一緒に考えます。

専門
分野 ネ 5 テ

小林　正幸 こばやし
まさゆき

元（一財）マルチメディア振興センター　
担当部長

Ｌアラートの避難勧告等情報の
地図表示化を推進。

専門
分野 災

酒井　紀之 さかい
のりゆき

株式会社ソフトウエア開発 代表取締役社長
東北情報通信懇談会事務局長 多摩大学

情報社会学研究所 客員研究員

実践的なアドバイスができるよ
う取り組みます。

専門
分野 災 テ ネ

坂下　知司 さかした
さとし

元 町田市役所 総務部 情報システム課　
担当部長（CIO補佐官）

東京IT経営研究所 代表

業務手順とデータ形式の標準
化が円滑運営の鍵です

専門
分野 計 ク シ

坂本　世津夫 さかもと
せつお

愛媛大学社会連携推進機構 教授
愛媛大学地域協働センター南予 

副センター長

地域政策の策定、地域連携の
コーディネートを推進

専門
分野 働 テ 観

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！14
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さとし
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専門
分野 計 ク シ
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せつお

愛媛大学社会連携推進機構 教授
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崎山　雅子 さきやま
まさこ

高知県南国市　市民課長

自治体の担当者の視点で課題
解決をご支援します

専門
分野 ク 計 ＭＫ

佐々木　良昭 ささき
よしあき

富士ソフト企画株式会社 アグリビジネスグループ 
部長

特定非営利活動法人 ＩＴ工房ひのき 理事

地域視点で、地域の方々と一
緒に考えましょう。

専門
分野 農 テ

佐藤　拓也 さとう
たくや

YuMake合同会社 代表社員
一般社団法人コード・フォー・ジャパン　

アドバイザー

地域の持つ課題や意見を尊重し
伴走いたします！

専門
分野 ＯＤ 災

佐藤　泰格 さとう
ひろのり

マイキープラットフォームアドバイザー　
都城市総合政策部総合政策課 副主幹

マイナンバーカード普及促進！
デジタル化推進！

専門
分野 ＭＫ Ｍ

佐別当　隆志 さべっとう
たかし

一般社団法人シェアリングエコノミー協会
常任理事

株式会社アドレス 代表取締役社長

シェアリングエコノミー伝道師
＆関係人口をつくる

専門
分野 Ｓ ビ 働

三瓶　政一 さんぺい
せいいち

大阪大学 大学院工学研究科  
電気電子情報通信工学専攻 教授

情報通信審議会 委員

5G関係の仕事をいろいろとし
ております。

専門
分野 5

宍戸　常寿 ししど
じょうじ

東京大学大学院法学政治学研究科 教授

住民自治のためにもデジタル化
頑張ってください。

専門
分野 個 ＡＩ 計

実積　寿也 じつづみ
としや

中央大学　教授

一緒に学んでいきましょう

専門
分野 ＡＩ ス 環

島田　由香 しまだ
ゆか

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス
株式会社 取締役人事総務本部長

Team WAA! オーガナイザー

出会った方が自分らしく生きる
きっかけを作ります

専門
分野 人 働 テ

下村　瑛史 しもむら
えいじ

株式会社ファームノート 執行役員 
事業統括マネージャー

酪農畜産業のICT化ならおまか
せください

専門
分野 ＡＩ 人 ビ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 15



下山　紗代子 しもやま
さよこ

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
一般社団法人リンクデータ 代表理事

わかりやすさ第一！データ活用
を一緒に進めよう！

専門
分野 ＯＤ ＥＢ 健

庄司　昌彦 しょうじ
まさひこ

内閣官房IT戦略室 オープンデータ伝道師
武蔵大学 社会学部教授

課題解決＋αの価値ある情報化
を共に考えましょう

専門
分野 ＯＤ 計 ス

荘司　洋三 しょうじ
ようぞう

国立研究開発法人 情報通信研究機構　
ソーシャルICTシステム研究室 室長

データの地産地消と緩い繋がり
で街創りしませんか

専門
分野 ネ ス 健

白井　芳明 しらい
よしあき

J-LIS自治体クラウド支援アドバイザー　
NTT東日本北海道事業部   

BI部CR-Gグループ長

自治体クラウドを導入の壁を一
緒に乗越えましょう

専門
分野 ク シ ネ

新庄　大輔 しんじょう
だいすけ

静岡市総務局ICT推進課 副主幹

行政データの一般サービスへの
利活用を考えます

専門
分野 ＯＤ 災

鈴木　邦治 すずき
くにはる

元名護市 企画部 金融特区・情報化推進室 室長
国立研究開発法人情報通信研究機構 地域連携・ 

産業連携推進室 イノベーションコーディネーター

産官学連携による、各種プロ
ジェクト構築を経験。

専門
分野 人 観 ス

隅田　徹 すみた
てつ

株式会社えんがわ 代表取締役社長
株式会社プラットイーズ 取締役会長

サテライトオフィスによるベン
チャー企業の集積

専門
分野 テ 図 働

関　治之 せき
はるゆき

一般社団法人コード・フォー・ジャパン　
代表理事

合同会社Georepublic Japan 代表社員

シビックテックのためのデータ
活用に積極的に対応

専門
分野 ＯＤ 人 ス

関本　義秀 せきもと
よしひで

東京大学生産技術研究所  
人間・社会系部門 准教授

アーバンデータチャレンジ実行委員長

データの力を、まちの力に！

専門
分野 ス ＡＩ Ｓ

瀬戸　寿一 せと
としかず

東京大学空間情報科学研究センター特任講師

地理空間情報分野での活用展
開をサポート

専門
分野 ＯＤ ＥＢ ス

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！16



下山　紗代子 しもやま
さよこ

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
一般社団法人リンクデータ 代表理事

わかりやすさ第一！データ活用
を一緒に進めよう！

専門
分野 ＯＤ ＥＢ 健

庄司　昌彦 しょうじ
まさひこ

内閣官房IT戦略室 オープンデータ伝道師
武蔵大学 社会学部教授

課題解決＋αの価値ある情報化
を共に考えましょう

専門
分野 ＯＤ 計 ス

荘司　洋三 しょうじ
ようぞう

国立研究開発法人 情報通信研究機構　
ソーシャルICTシステム研究室 室長

データの地産地消と緩い繋がり
で街創りしませんか

専門
分野 ネ ス 健

白井　芳明 しらい
よしあき

J-LIS自治体クラウド支援アドバイザー　
NTT東日本北海道事業部   

BI部CR-Gグループ長

自治体クラウドを導入の壁を一
緒に乗越えましょう

専門
分野 ク シ ネ

新庄　大輔 しんじょう
だいすけ

静岡市総務局ICT推進課 副主幹

行政データの一般サービスへの
利活用を考えます

専門
分野 ＯＤ 災

鈴木　邦治 すずき
くにはる

元名護市 企画部 金融特区・情報化推進室 室長
国立研究開発法人情報通信研究機構 地域連携・ 

産業連携推進室 イノベーションコーディネーター

産官学連携による、各種プロ
ジェクト構築を経験。

専門
分野 人 観 ス

隅田　徹 すみた
てつ

株式会社えんがわ 代表取締役社長
株式会社プラットイーズ 取締役会長

サテライトオフィスによるベン
チャー企業の集積

専門
分野 テ 図 働

関　治之 せき
はるゆき

一般社団法人コード・フォー・ジャパン　
代表理事

合同会社Georepublic Japan 代表社員

シビックテックのためのデータ
活用に積極的に対応

専門
分野 ＯＤ 人 ス

関本　義秀 せきもと
よしひで

東京大学生産技術研究所  
人間・社会系部門 准教授

アーバンデータチャレンジ実行委員長

データの力を、まちの力に！

専門
分野 ス ＡＩ Ｓ

瀬戸　寿一 せと
としかず

東京大学空間情報科学研究センター特任講師

地理空間情報分野での活用展
開をサポート

専門
分野 ＯＤ ＥＢ ス

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

高野　雅晴 たかの
まさはる

株式会社ビットメディア 代表取締役社長
第5世代モバイル推進フォーラム（5GMF） 

 アプリケーション委員会 利用シーンWG主査

持続可能な循環型経済社会の
確立を応援します！

専門
分野 ス 環 5

高橋　明子 たかはし
あきこ

株式会社エンパブリック コーディネーター
亜細亜大学都市創造学部 非常勤講師

アクション（実践）とリサーチの
両輪で活動中！

専門
分野 人 計 教

髙橋　邦夫 たかはし
くにお

元自治体職員（29年勤務） 元豊島区ＣＩＳＯ
合同会社ＫＵコンサルティング 代表社員

職員の意識改革を柱に電子化・
効率化を図ります

専門
分野 働 シ ＭＫ

髙橋　俊之 たかはし
としゆき

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 
リスク管理統括部 専門調査員

補助金申請や会計検査対応で
お役に立てるかも。

専門
分野 ネ シ 5

高村　弘史 たかむら
こおし

株式会社日本コンサルタントグループ　
地域情報化支援室 室長

自治体ＣＩＯ育成研修で最適化
やガバナンスを推進

専門
分野 人 Ｍ ク

武田　かおり たけだ
かおり

社会保険労務士法人ＮＳＲ テレワークスタイル
推進室 CWO 社会保険労務士

一般社団法人日本テレワーク協会 
客員研究員 テレワーク専門相談員

テレワーク講演＆相談実績
No.1社労士！

専門
分野 テ 働

武田　一樹 たけだ
かずき

クアルコムジャパン合同会社　

5Gを活用し、地域活性化に貢
献します。

専門
分野 5 ネ

田澤　由利 たざわ
ゆり

株式会社テレワークマネジメント 代表取締役
株式会社ワイズスタッフ 代表取締役

テレワークで、地域の課題を解
決しましょう

専門
分野 テ 働 教

多田　満朗 ただ
みつお

ゼロスペック株式会社 代表取締役

IOT・データ・AIでのリアル事
業の実現

専門
分野 ネ 働 ＡＩ

田中　淳一 たなか
じゅんいち

内閣官房IT総合戦略室 シェアリングエコノミー伝道師
総務省 地域力創造アドバイザー
一般社団法人ローカルソリューションズ 代表理事

成果にこだわり、一生懸命に取
り組みます！

専門
分野 ス Ｓ 農

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 17



田村　吾郎 たむら
ごろう

東京工科大学デザイン学部 専任講師
RamAir.LLC  代表／アートディレクター

実践的な内容の助言・講演を
心がけます。

専門
分野 図 観 テ

千葉　大右 ちば
だいすけ

船橋市総務部情報システム課 課長補佐
NPO法人デジタルガバメントラボ 代表理事

利用者中心の行政サービスを
実現しましょう。

専門
分野 Ｍ シ Ｒ

柘植　良吾 つげ
りょうご

中津川市定住推進部定住推進課 係長
標準的なバス情報フォーマット広め隊

公共交通オープンデータで地
方バスの活性化を！

専門
分野 ＯＤ 観

筒井　大介 つつい
だいすけ

芦屋市役所 企画部 政策推進課 主査
Code for Kobe　

一緒に考え，つくる仲間になり
ましょう。

専門
分野 人 ＥＢ ＯＤ

坪田　知己 つぼた
ともみ

慶應義塾大学SFC研究所 研究員
内閣府 地域活性化伝道師

地域情報発信のための文章の
書き方を指導。

専門
分野 教 観 テ

積田　有平 つみた
ゆうへい

株式会社スペースマーケット 経営企画兼公共政策ディレクター
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 

シェアリングシティ統括ディレクター

シェアリングシティの真の社会
実装を実現します。

専門
分野 Ｓ

友岡　史仁 ともおか
ふみと

日本大学法学部 教授

デジタル化時代の法制度には
突破口の発見が大事！

専門
分野 個 ＯＤ 計

中尾　彰宏 なかお
あきひろ

東京大学教授 東京大学総長特任補佐
第五世代モバイル通信推進フォーラム　

ネットワーク委員会委員長

地域の方々の満面の笑顔のた
め創生に取組みます！

専門
分野 ネ 農 シ

中川　斉史 なかがわ
ひとし

徳島県板野郡上板町立高志小学校 校長
教育情報化コーディネータ1級　

教育の情報化を，学校現場の
視点で進めます

専門
分野 教 子 働

中窪　悟 なかくぼ
さとる

肝付町役場 福祉課 介護保険係長

縮小している地域で、手数と失
敗だけは多いです。

専門
分野 ネ シ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！18



田村　吾郎 たむら
ごろう

東京工科大学デザイン学部 専任講師
RamAir.LLC  代表／アートディレクター

実践的な内容の助言・講演を
心がけます。

専門
分野 図 観 テ

千葉　大右 ちば
だいすけ

船橋市総務部情報システム課 課長補佐
NPO法人デジタルガバメントラボ 代表理事

利用者中心の行政サービスを
実現しましょう。

専門
分野 Ｍ シ Ｒ

柘植　良吾 つげ
りょうご

中津川市定住推進部定住推進課 係長
標準的なバス情報フォーマット広め隊

公共交通オープンデータで地
方バスの活性化を！

専門
分野 ＯＤ 観

筒井　大介 つつい
だいすけ

芦屋市役所 企画部 政策推進課 主査
Code for Kobe　

一緒に考え，つくる仲間になり
ましょう。

専門
分野 人 ＥＢ ＯＤ

坪田　知己 つぼた
ともみ

慶應義塾大学SFC研究所 研究員
内閣府 地域活性化伝道師

地域情報発信のための文章の
書き方を指導。

専門
分野 教 観 テ

積田　有平 つみた
ゆうへい

株式会社スペースマーケット 経営企画兼公共政策ディレクター
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 

シェアリングシティ統括ディレクター

シェアリングシティの真の社会
実装を実現します。

専門
分野 Ｓ

友岡　史仁 ともおか
ふみと

日本大学法学部 教授

デジタル化時代の法制度には
突破口の発見が大事！

専門
分野 個 ＯＤ 計

中尾　彰宏 なかお
あきひろ

東京大学教授 東京大学総長特任補佐
第五世代モバイル通信推進フォーラム　

ネットワーク委員会委員長

地域の方々の満面の笑顔のた
め創生に取組みます！

専門
分野 ネ 農 シ

中川　斉史 なかがわ
ひとし

徳島県板野郡上板町立高志小学校 校長
教育情報化コーディネータ1級　

教育の情報化を，学校現場の
視点で進めます

専門
分野 教 子 働

中窪　悟 なかくぼ
さとる

肝付町役場 福祉課 介護保険係長

縮小している地域で、手数と失
敗だけは多いです。

専門
分野 ネ シ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

中山　健太 なかやま
けんた

宇城市企画部企画課 係長

導入検討から導入後の課題解
決までお手伝いします

専門
分野 Ｒ ＡＩ

波平　三雄 なみひら
みつお

元沖縄県企画部総合情報政策課 副参事
株式会社HFシステム 執行役員沖縄支店長

NW構築の相談等お気軽にご
連絡ください。

専門
分野 ネ 災 計

西村　成弘 にしむら
なるひろ

株式会社フィッシュパス 代表取締役　

ICTを活用した漁協業務の効率
化と地方創生

専門
分野 農 ビ 観

沼田　宗純 ぬまだ
むねよし

東京大学大学院情報学環／生産技術研究所 准教授
災害対策トレーニングセンター DMTC 

(Disaster Management Training Center)

DMTCで災害時に行動する人
材を育成しよう

専門
分野 災 人 シ

野田　哲夫 のだ
てつお

島根大学法文学部 教授

専門の経済学でITと産業振興を
アドバイス可能

専門
分野 Ｓ ＯＤ ビ

長谷川　陽子 はせがわ
ようこ

長谷川陽子オフィス 代表 情報教育アナリスト

情報教育、情報セキュリティの
具体的指導の専門家

専門
分野 教 人 シ

畑井　克彦 はたい
かつひこ

元伊丹市教育委員会 指導主事
公共財団法人集団力学研究所 主任研究員

地域の人のつながりを仕掛ける
のが得意です。

専門
分野 人 教 健

濱田　真輔 はまだ
しんすけ

大阪経済大学 客員教授
キッズデザイン協議会 フェロー

地域が生き残るため、未来を
託す人財を育成します

専門
分野 災 人 教

濱田　安之 はまだ
やすゆき

株式会社農業情報設計社 代表取締役 CEO

農業ICTの知見で地域情報化の
お役に立ちます

専門
分野 農

早瀬　公夫 はやせ
きみお

掛川タクシー株式会社 代表取締役
掛川観光協会掛川支部 副会長

地方のためのＩＣＴ活用をいっ
しょに考えましょう

専門
分野 観 人 ネ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 19



原田　智 はらだ
さとし

 京都府 ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ 情報政策統括監

業務改革、セキュリティ対策を
市町村と現場で実践

専門
分野 シ Ｒ ＭＫ

原　秀樹 はら
ひでき

姫路市総務局情報政策室 主幹

実践での知識と経験を活かしア
ドバイスいたします

専門
分野 ＥＢ Ｍ 計

原　亮 はら
りょう

エイチタス株式会社 代表取締役
Global Lab SENDAIコンソーシアム　

代表幹事

異分野×ITのマッチングで課題
整理から支援可

専門
分野 健 農 観

半田　嘉正 はんだ
よしまさ

富山県経営管理部情報政策課 情報企画監

自治体クラウド導入のノウハウ
を伝授します。

専門
分野 ク

東　修作 ひがし 
しゅうさく

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
一般社団法人オープン・ナレッジ・ジャパン 

事務局長

オープンデータ、官民協働、
OpenGLAM

専門
分野 ＯＤ 図

平井　聡一郎 ひらい
そういちろう

元古河市教育委員会 参事兼指導課長
株式会社情報通信総合研究所 ICTリサーチ・

コンサルティング部 特別研究員

ICT機器整備から活用まで教育
の情報化をカバー

専門
分野 教 図

平本　健二 ひらもと
けんじ

内閣官房IT総合戦略室 政府CIO上席補佐官
経済産業省 CIO補佐官

殻を破りたい方、大歓迎です。

専門
分野 ＯＤ ス ＥＢ

廣川　聡美 ひろかわ
さとみ

元 横須賀市 副市長
HIRO研究所 代表

現場の改革を進めるお手伝い
をさせてください

専門
分野 計 ＡＩ ＭＫ

福島　健一郎 ふくしま
けんいちろう

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
アイパブリッシング株式会社 代表取締役

地域のデータを活用したまちづ
くりを応援します

専門
分野 ＯＤ 計 ス

福野　泰介 ふくの
たいすけ

株式会社jig.jp 創業者＆取締役会長
株式会社B Inc. 代表取締役社長

企業×学校×こども、越前がに
ロボコンモデル紹介

専門
分野 ＯＤ 教 ビ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

藤井　智史 ふじい
さとし

琉球大学工学部 教授　

地域での電波の利用を進めま
す

専門
分野 農 災

藤井　靖史 ふじい
やすし

CODE for AIZU Founder
会津大学 産学イノベーションセンター　

客員准教授

未来が不透明な時代の産学官
連携プロジェクト。

専門
分野 ＯＤ ス ビ

藤村　裕一 ふじむら
ゆういち

国立大学法人鳴門教育大学 大学院 
遠隔教育プログラム推進室長・准教授

文部科学省 ICT活用教育アドバイザー

最先端の学校教育の情報化と
成功のポイントを！

専門
分野 教 災

武城　文明 ぶじょう
ふみあき

埼玉県行政ITアドバイザー　

適正な調達を踏まえて、一緒に
汗をかきませんか？

専門
分野 シ ク 計

古川　泰人 ふるかわ
やすと

CODE for Japan アドバイザー
MIERUNE Inc. 取締役

データの可視化と次の一歩をと
もに考えましょう！

専門
分野 ＯＤ ＥＢ 環

古屋　弘 ふるや
ひろし

株式会社大林組 技術研究所 上級主席技師
熊本大学 客員教授

社会インフラ関連、海外事例な
どの紹介も可能です

専門
分野 ス 5 災

不破　泰 ふわ
やすし

信州大学 工学部 教授

ニーズに沿いICTを活用した街
作りを手伝います

専門
分野 ネ 災 5

干川　剛史 ほしかわ
つよし

大妻女子大学大学院人間文化研究科・ 
人間関係学部 教授

情報通信を活用した災害対応・
支援活動の実績豊富

専門
分野 災

星野　晃一郎 ほしの
こういちろう

株式会社ダンクソフト C.E.O. インターミディエイター®
公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 

ニッポンつながる委員会 副委員長  
バザールバザール推進リーダー

テレワーク経営34年 総務省や
東京都など受賞多数

専門
分野 テ 働

細川　哲星 ほそかわ
てっせい

内閣官房 シェアリングエコノミー伝道師

親子向けオンラインフェス3.5
千人集客！

専門
分野 Ｓ 観 テ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！20



原田　智 はらだ
さとし

 京都府 ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ 情報政策統括監

業務改革、セキュリティ対策を
市町村と現場で実践

専門
分野 シ Ｒ ＭＫ

原　秀樹 はら
ひでき

姫路市総務局情報政策室 主幹

実践での知識と経験を活かしア
ドバイスいたします

専門
分野 ＥＢ Ｍ 計

原　亮 はら
りょう

エイチタス株式会社 代表取締役
Global Lab SENDAIコンソーシアム　

代表幹事

異分野×ITのマッチングで課題
整理から支援可

専門
分野 健 農 観

半田　嘉正 はんだ
よしまさ

富山県経営管理部情報政策課 情報企画監

自治体クラウド導入のノウハウ
を伝授します。

専門
分野 ク

東　修作 ひがし 
しゅうさく

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
一般社団法人オープン・ナレッジ・ジャパン 

事務局長

オープンデータ、官民協働、
OpenGLAM

専門
分野 ＯＤ 図

平井　聡一郎 ひらい
そういちろう

元古河市教育委員会 参事兼指導課長
株式会社情報通信総合研究所 ICTリサーチ・

コンサルティング部 特別研究員

ICT機器整備から活用まで教育
の情報化をカバー

専門
分野 教 図

平本　健二 ひらもと
けんじ

内閣官房IT総合戦略室 政府CIO上席補佐官
経済産業省 CIO補佐官

殻を破りたい方、大歓迎です。

専門
分野 ＯＤ ス ＥＢ

廣川　聡美 ひろかわ
さとみ

元 横須賀市 副市長
HIRO研究所 代表

現場の改革を進めるお手伝い
をさせてください

専門
分野 計 ＡＩ ＭＫ

福島　健一郎 ふくしま
けんいちろう

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
アイパブリッシング株式会社 代表取締役

地域のデータを活用したまちづ
くりを応援します

専門
分野 ＯＤ 計 ス

福野　泰介 ふくの
たいすけ

株式会社jig.jp 創業者＆取締役会長
株式会社B Inc. 代表取締役社長

企業×学校×こども、越前がに
ロボコンモデル紹介

専門
分野 ＯＤ 教 ビ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

藤井　智史 ふじい
さとし

琉球大学工学部 教授　

地域での電波の利用を進めま
す

専門
分野 農 災

藤井　靖史 ふじい
やすし

CODE for AIZU Founder
会津大学 産学イノベーションセンター　

客員准教授

未来が不透明な時代の産学官
連携プロジェクト。

専門
分野 ＯＤ ス ビ

藤村　裕一 ふじむら
ゆういち

国立大学法人鳴門教育大学 大学院 
遠隔教育プログラム推進室長・准教授

文部科学省 ICT活用教育アドバイザー

最先端の学校教育の情報化と
成功のポイントを！

専門
分野 教 災

武城　文明 ぶじょう
ふみあき

埼玉県行政ITアドバイザー　

適正な調達を踏まえて、一緒に
汗をかきませんか？

専門
分野 シ ク 計

古川　泰人 ふるかわ
やすと

CODE for Japan アドバイザー
MIERUNE Inc. 取締役

データの可視化と次の一歩をと
もに考えましょう！

専門
分野 ＯＤ ＥＢ 環

古屋　弘 ふるや
ひろし

株式会社大林組 技術研究所 上級主席技師
熊本大学 客員教授

社会インフラ関連、海外事例な
どの紹介も可能です

専門
分野 ス 5 災

不破　泰 ふわ
やすし

信州大学 工学部 教授

ニーズに沿いICTを活用した街
作りを手伝います

専門
分野 ネ 災 5

干川　剛史 ほしかわ
つよし

大妻女子大学大学院人間文化研究科・ 
人間関係学部 教授

情報通信を活用した災害対応・
支援活動の実績豊富

専門
分野 災

星野　晃一郎 ほしの
こういちろう

株式会社ダンクソフト C.E.O. インターミディエイター®
公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 

ニッポンつながる委員会 副委員長  
バザールバザール推進リーダー

テレワーク経営34年 総務省や
東京都など受賞多数

専門
分野 テ 働

細川　哲星 ほそかわ
てっせい

内閣官房 シェアリングエコノミー伝道師

親子向けオンラインフェス3.5
千人集客！

専門
分野 Ｓ 観 テ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 21



米田　剛 まいた
つよし

特定非営利活動法人地域情報化モデル研究会 代表理事
一般社団法人観光・地域データ活用支援機構 代表理事

観光クラウドの利活用について
アドバイスします

専門
分野 観 ＯＤ 5

前田　みゆき まえだ
みゆき

マイキープラットフォームアドバイザー　
株式会社日立システムズ 公共・社会事業グループ 

主席コンサルタント

情報化の勘所をわかりやすくご
説明します。

専門
分野 Ｒ ＭＫ 計

牧田　泰一 まきた
やすかず

鯖江市役所 非常勤職員

変革期の自治体オープンデー
タ、プログラミング

専門
分野 ＯＤ 教

升屋　正人 ますや
まさと

鹿児島大学学術情報基盤センター 教授 
理工学域工学系 教授

最小限の費用で最大限の効果
を達成しましょう

専門
分野 ネ 計 災

松浦　龍基 まつうら
たつき

キートンコンサルティング株式会社  
代表取締役社長

生粋の地方自治体向けシステム
コンサルタントです

専門
分野 教 シ ク

松川　由美 まつかわ
ゆみ

モバイル・ネットワーク研究所 代表

地域の資源とICTを全力で活用
します

専門
分野 人 観 教

松崎　太亮 まつざき
たいすけ

神戸市企画調整局つなぐラボ  
スマートシティ担当課長

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

データ利活用人材育成のノウハ
ウをお伝えします。

専門
分野 ＯＤ 計 災

松澤　佳郎 まつざわ
よしろう

株式会社テレコンサービス 代表取締役
慶應義塾大学SFC研究所 上席研究員

遠隔教育、遠隔会議の導入実
績多数あり。

専門
分野 教 テ ク

松島　隆一 まつしま
りゅういち

千葉市総務局情報経営部 部長
アーバンデータチャレンジ実行委員会　

実行委員

「ちばレポ」で新しい市民協働
を拡げませんか？

専門
分野 ＥＢ ＯＤ

松田　俊司 まつだ
しゅんじ

金沢市都市政策局広報広聴課 課長
 

官の視点でシビックテックや
データ活用を支援

専門
分野 ＯＤ 計

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

松田　孝 まつだ
たかし

合同会社MAZDA Incredible Lab　
CEO

ICTでSociety5.0の新しい学び！

専門
分野 教 ＡＩ

丸田　之人 まるた
ゆきと

室蘭市 経済部観光課 課長
内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

　

自治体ICTを長く経験。これか
らはデータが重要！

専門
分野 ＯＤ ネ 観

三木　浩平 みき
こうへい

元千葉市役所 総務局次長（ＣＩＯ補佐監）
内閣官房 政府ＣＩＯ補佐官

市役所と県庁でＣＩＯ補佐官を担
当していました。

専門
分野 シ Ｍ ＭＫ

三木　信夫 みき
のぶお

大阪市 大阪市立中央図書館長
大阪市 教育委員会事務局生涯学習部長

古文書がお宝になります。やっ
てみましょう！

専門
分野 図 ＯＤ 教

水町　雅子 みずまち
まさこ

宮内・水町IT法律事務所　弁護士
元内閣官房社会保障改革担当室・特定個人情報保護委員会 

参事官補佐・上席政策調査員

個人情報保護とデータ利活用
の両立を目指して

専門
分野 Ｍ 個 健

三谷　泰浩 みたに
やすひろ

九州大学大学院 工学研究院 附属アジア
防災研究センター 教授

NPO法人環境システムフロンティア 理事長

九州のG空間情報・GIS・防災
はお任せください

専門
分野 災 計 人

三友　仁志 みとも
ひとし

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科長・教授

持続可能な開発目標（SDGs）
に沿う地域情報化

専門
分野 計 ネ 災

蓑口　恵美 みのぐち
めぐみ

内閣官房IT総合戦略室 シェアリングエコノミー伝道師
株式会社ガイアックス シェアリングエコノミー協会

地域はシェアで輝ける！新しい働
き方を広めます

専門
分野 働 Ｓ 子

宮﨑　昌美 みやざき
まさみ

株式会社アイネス 公共ソリューション本部 
企画戦略 シニアコンサルタント

元 狭山市 総合政策部 次長

元自治体職員。現場目線で課
題に向き合います。

専門
分野 災 人

村上　文洋 むらかみ
ふみひろ

株式会社三菱総合研究所  
デジタル・イノベーション本部 主席研究員

オープンデータ伝道師

技術やデータを活用して地域課
題を解決しましょう

専門
分野 ＯＤ ＡＩ ＥＢ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！22



米田　剛 まいた
つよし

特定非営利活動法人地域情報化モデル研究会 代表理事
一般社団法人観光・地域データ活用支援機構 代表理事

観光クラウドの利活用について
アドバイスします

専門
分野 観 ＯＤ 5

前田　みゆき まえだ
みゆき

マイキープラットフォームアドバイザー　
株式会社日立システムズ 公共・社会事業グループ 

主席コンサルタント

情報化の勘所をわかりやすくご
説明します。

専門
分野 Ｒ ＭＫ 計

牧田　泰一 まきた
やすかず

鯖江市役所 非常勤職員

変革期の自治体オープンデー
タ、プログラミング

専門
分野 ＯＤ 教

升屋　正人 ますや
まさと

鹿児島大学学術情報基盤センター 教授 
理工学域工学系 教授

最小限の費用で最大限の効果
を達成しましょう

専門
分野 ネ 計 災

松浦　龍基 まつうら
たつき

キートンコンサルティング株式会社  
代表取締役社長

生粋の地方自治体向けシステム
コンサルタントです

専門
分野 教 シ ク

松川　由美 まつかわ
ゆみ

モバイル・ネットワーク研究所 代表

地域の資源とICTを全力で活用
します

専門
分野 人 観 教

松崎　太亮 まつざき
たいすけ

神戸市企画調整局つなぐラボ  
スマートシティ担当課長

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

データ利活用人材育成のノウハ
ウをお伝えします。

専門
分野 ＯＤ 計 災

松澤　佳郎 まつざわ
よしろう

株式会社テレコンサービス 代表取締役
慶應義塾大学SFC研究所 上席研究員

遠隔教育、遠隔会議の導入実
績多数あり。

専門
分野 教 テ ク

松島　隆一 まつしま
りゅういち

千葉市総務局情報経営部 部長
アーバンデータチャレンジ実行委員会　

実行委員

「ちばレポ」で新しい市民協働
を拡げませんか？

専門
分野 ＥＢ ＯＤ

松田　俊司 まつだ
しゅんじ

金沢市都市政策局広報広聴課 課長
 

官の視点でシビックテックや
データ活用を支援

専門
分野 ＯＤ 計

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

松田　孝 まつだ
たかし

合同会社MAZDA Incredible Lab　
CEO

ICTでSociety5.0の新しい学び！

専門
分野 教 ＡＩ

丸田　之人 まるた
ゆきと

室蘭市 経済部観光課 課長
内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師

　

自治体ICTを長く経験。これか
らはデータが重要！

専門
分野 ＯＤ ネ 観

三木　浩平 みき
こうへい

元千葉市役所 総務局次長（ＣＩＯ補佐監）
内閣官房 政府ＣＩＯ補佐官

市役所と県庁でＣＩＯ補佐官を担
当していました。

専門
分野 シ Ｍ ＭＫ

三木　信夫 みき
のぶお

大阪市 大阪市立中央図書館長
大阪市 教育委員会事務局生涯学習部長

古文書がお宝になります。やっ
てみましょう！

専門
分野 図 ＯＤ 教

水町　雅子 みずまち
まさこ

宮内・水町IT法律事務所　弁護士
元内閣官房社会保障改革担当室・特定個人情報保護委員会 

参事官補佐・上席政策調査員

個人情報保護とデータ利活用
の両立を目指して

専門
分野 Ｍ 個 健

三谷　泰浩 みたに
やすひろ

九州大学大学院 工学研究院 附属アジア
防災研究センター 教授

NPO法人環境システムフロンティア 理事長

九州のG空間情報・GIS・防災
はお任せください

専門
分野 災 計 人

三友　仁志 みとも
ひとし

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科長・教授

持続可能な開発目標（SDGs）
に沿う地域情報化

専門
分野 計 ネ 災

蓑口　恵美 みのぐち
めぐみ

内閣官房IT総合戦略室 シェアリングエコノミー伝道師
株式会社ガイアックス シェアリングエコノミー協会

地域はシェアで輝ける！新しい働
き方を広めます

専門
分野 働 Ｓ 子

宮﨑　昌美 みやざき
まさみ

株式会社アイネス 公共ソリューション本部 
企画戦略 シニアコンサルタント

元 狭山市 総合政策部 次長

元自治体職員。現場目線で課
題に向き合います。

専門
分野 災 人

村上　文洋 むらかみ
ふみひろ

株式会社三菱総合研究所  
デジタル・イノベーション本部 主席研究員

オープンデータ伝道師

技術やデータを活用して地域課
題を解決しましょう

専門
分野 ＯＤ ＡＩ ＥＢ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 23



毛利　靖 もうり
やすし

つくば市立みどりの学園義務教育学校　
校長

全国ＩＣＴ教育首長協議会 顧問

まちづくりに生かす２０４０年代
の教育が大切です

専門
分野 教 ネ

望月　昌樹 もちづき
まさき

元福岡県庁 情報企画監
兵庫県立大学大学院 非常勤講師

ＤＸを推進しスマート自治体を
実現しましょう！

専門
分野 シ Ｍ ス

本山　政志 もとやま
まさし

元埼玉県川口市企画財政部 次長兼情報
政策課長

埼玉県町村会 情報システム共同化推進室室長

汎用機からＡＩまで。気づけば４
０年、老舗の味。

専門
分野 ク 人

森川　博之 もりかわ
ひろゆき

東京大学 教授

デジタルで地方を元気に！

専門
分野 5 ビ ＡＩ

森戸　裕一 もりと
ゆういち

一般社団法人日本デジタルトランス
フォーメーション推進協会 代表理事

ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役社長

昨年15自治体の地域情報化の
支援を行いました。

専門
分野 Ｓ Ｒ テ

森本　登志男 もりもと
としお

キャリアシフト株式会社 代表取締役
元佐賀県庁 最高情報統括監（CIO）

テレワークで企業や自治体・地
域を活性化させます

専門
分野 テ ビ 働

森本　浩之 もりもと
ひろし

三重県松阪市 前CIO補佐官
鳥取県 元情報政策課長

GIGAスクールの校内NW、端
末整備を支援！

専門
分野 教 シ 計

森　康通 もり
やすみち

生駒市地域活力創生部ICTイノベーション
推進課 課長補佐

CODE for IKOMA 運営委員

データ利活用、一緒に取り組ん
で参りましょう！

専門
分野 ＯＤ ＥＢ

栁田　公市 やなぎだ
こういち

総務省 「地域人材ネット」地域力創造アドバイザー
特定非営利活動法人ナレッジネットワーク

理事長

農福経営、地域資源ブランディ
ングや新市場開拓等

専門
分野 ビ 観 農

山形　巧哉 やまがた
たくや

北海道森町 総務課
内閣官房IT戦略室 オープンデータ伝道師

小規模自治体でのICT活用を考
えるのが得意です

専門
分野 働 ＯＤ シ

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

山崎　博樹 やまざき
ひろき

知的資源イニシアティブ 理事
元秋田県立図書館副館長
ビジネス支援図書館推進協議会 副理事長

教育施設の情報化や活性化に
取り組んでいます。

専門
分野 図 教 人

山澤　浩幸 やまざわ
ひろゆき

三条市 総務部 情報管理課 課長
Ｊ－ＬＩＳ 自治体クラウド支援アドバイザー

どうやったら共同化を実現でき
るか考えましょう

専門
分野 ク シ ＭＫ

山中　守 やまなか
まもる

国立大学法人 熊本大学 名誉教授
認定NPO法人 阿蘇花野協会（地域経済

再生システムに取組み中） 副理事長

地場産業を基にして地域再生
ICTモデルを創造

専門
分野 計 ビ テ

山西　潤一 やまにし
じゅんいち

富山大学 名誉教授
富山県教育工学研究会 会長

ビジョンと情熱を持って望まし
い情報化へ

専門
分野 教 人 働

横山　正人 よこやま
まさと

株式会社九州地域情報化研究所 代表取締役
長崎県企画部次世代情報化推進室 

情報戦略アドバイザー

まずは、一緒に実践しながら考
えましょう。

専門
分野 計 ＯＤ 人

吉崎　正弘 よしざき
まさひろ

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟　 
理事長

無線と有線、通信と放送。課題
と対策をアドバイス

専門
分野 ビ 人 ネ

田　健太郎 よしだ
けんたろう

株式会社電通 ソリューション開発センター  
フォアキャスト研究部 情報通信業界コンサルタント

IoTNEWS 生活環境創造室長

生活者起点で、生活者のため
のテクノロジー活用

専門
分野 5 ネ

吉田　孝志 よしだ
たかし

日本無線株式会社 ソリューション事業部
民需事業統括部 部長補佐

元 国立仙台高等専門学校 非常勤講師

異なる視座からの提言で地域の
お役に立ちます。

専門
分野 災 ネ 観

吉田　稔 よしだ
みのる

被災者支援システム全国サポートセンター（Ｊ－ＬＩＳ） 
センター長

西宮市情報センター センター長

住民第一義の危機管理対応実
践都市を具現化させる

専門
分野 災 シ 人

吉本　明平 よしもと
あきひら

関東学院大学 非常勤講師
一般財団法人情報法制研究所 上席研究員

自治体業務標準化の委員もやっ
ております。

専門
分野 シ 計 人

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！24



毛利　靖 もうり
やすし

つくば市立みどりの学園義務教育学校　
校長

全国ＩＣＴ教育首長協議会 顧問

まちづくりに生かす２０４０年代
の教育が大切です

専門
分野 教 ネ

望月　昌樹 もちづき
まさき

元福岡県庁 情報企画監
兵庫県立大学大学院 非常勤講師

ＤＸを推進しスマート自治体を
実現しましょう！

専門
分野 シ Ｍ ス

本山　政志 もとやま
まさし

元埼玉県川口市企画財政部 次長兼情報
政策課長

埼玉県町村会 情報システム共同化推進室室長

汎用機からＡＩまで。気づけば４
０年、老舗の味。
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分野 働 ＯＤ シ
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山崎　博樹 やまざき
ひろき

知的資源イニシアティブ 理事
元秋田県立図書館副館長
ビジネス支援図書館推進協議会 副理事長

教育施設の情報化や活性化に
取り組んでいます。
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分野 図 教 人

山澤　浩幸 やまざわ
ひろゆき

三条市 総務部 情報管理課 課長
Ｊ－ＬＩＳ 自治体クラウド支援アドバイザー

どうやったら共同化を実現でき
るか考えましょう

専門
分野 ク シ ＭＫ

山中　守 やまなか
まもる

国立大学法人 熊本大学 名誉教授
認定NPO法人 阿蘇花野協会（地域経済

再生システムに取組み中） 副理事長

地場産業を基にして地域再生
ICTモデルを創造

専門
分野 計 ビ テ

山西　潤一 やまにし
じゅんいち

富山大学 名誉教授
富山県教育工学研究会 会長

ビジョンと情熱を持って望まし
い情報化へ

専門
分野 教 人 働

横山　正人 よこやま
まさと

株式会社九州地域情報化研究所 代表取締役
長崎県企画部次世代情報化推進室 

情報戦略アドバイザー

まずは、一緒に実践しながら考
えましょう。

専門
分野 計 ＯＤ 人

吉崎　正弘 よしざき
まさひろ

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟　 
理事長

無線と有線、通信と放送。課題
と対策をアドバイス

専門
分野 ビ 人 ネ

田　健太郎 よしだ
けんたろう

株式会社電通 ソリューション開発センター  
フォアキャスト研究部 情報通信業界コンサルタント

IoTNEWS 生活環境創造室長

生活者起点で、生活者のため
のテクノロジー活用

専門
分野 5 ネ

吉田　孝志 よしだ
たかし

日本無線株式会社 ソリューション事業部
民需事業統括部 部長補佐

元 国立仙台高等専門学校 非常勤講師

異なる視座からの提言で地域の
お役に立ちます。

専門
分野 災 ネ 観

吉田　稔 よしだ
みのる

被災者支援システム全国サポートセンター（Ｊ－ＬＩＳ） 
センター長

西宮市情報センター センター長

住民第一義の危機管理対応実
践都市を具現化させる

専門
分野 災 シ 人

吉本　明平 よしもと
あきひら

関東学院大学 非常勤講師
一般財団法人情報法制研究所 上席研究員

自治体業務標準化の委員もやっ
ております。

専門
分野 シ 計 人

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！ 25



米田　宗義 よねだ
むねよし

一般社団法人ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．代表理事
なら情報セキュリティ総合研究所（ナリス） 

特別会員

広範囲なＩＣＴ支援＆腰を据えた
支援が得意です！

専門
分野 計 シ

和﨑　宏 わさき
ひろし

インフォミーム株式会社 代表取締役
関西学院大学総合政策学部 非常勤講師

官民協働の地域や教育の情報
化の企画と実践に実績

専門
分野 人 教 ビ

鷲見　英利 わしみ
ひでとし

株式会社官民連携事業研究所 代表取締役
四條畷市　特別参与

地域ビジネスと官民連携の創造
が得意分野です！

専門
分野 ビ 子 ＥＢ

渡辺　健次 わたなべ
けんじ

広島大学大学院教育学研究科 教授　

教育×ICTについてお気軽にご
相談ください

専門
分野 教

渡辺　智暁 わたなべ
ともあき

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
NPO法人コモンスフィア 理事長

オープンデータ政策に多面的に
関与して来ました。

専門
分野 ＯＤ 図 計

渡邊　智之 わたなべ
ともゆき

一般社団法人日本農業情報システム協会 代表理事
スマートアグリコンサルタンツ合同会社　

代表／ＣＥＯ

農業を情報技術でかっこよく稼
げて感動あるものに

専門
分野 農 人 計

和田　雅昭 わだ
まさあき

公立はこだて未来大学 マリンIT・ラボ　
所長

最適化による持続可能な水産
業を実現しましょう！

専門
分野 農

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！26



米田　宗義 よねだ
むねよし

一般社団法人ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．代表理事
なら情報セキュリティ総合研究所（ナリス） 

特別会員

広範囲なＩＣＴ支援＆腰を据えた
支援が得意です！

専門
分野 計 シ

和﨑　宏 わさき
ひろし

インフォミーム株式会社 代表取締役
関西学院大学総合政策学部 非常勤講師

官民協働の地域や教育の情報
化の企画と実践に実績
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ひでとし
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四條畷市　特別参与

地域ビジネスと官民連携の創造
が得意分野です！

専門
分野 ビ 子 ＥＢ
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教育×ICTについてお気軽にご
相談ください

専門
分野 教

渡辺　智暁 わたなべ
ともあき

内閣官房IT総合戦略室 オープンデータ伝道師
NPO法人コモンスフィア 理事長

オープンデータ政策に多面的に
関与して来ました。

専門
分野 ＯＤ 図 計

渡邊　智之 わたなべ
ともゆき

一般社団法人日本農業情報システム協会 代表理事
スマートアグリコンサルタンツ合同会社　

代表／ＣＥＯ

農業を情報技術でかっこよく稼
げて感動あるものに

専門
分野 農 人 計

和田　雅昭 わだ
まさあき

公立はこだて未来大学 マリンIT・ラボ　
所長

最適化による持続可能な水産
業を実現しましょう！

専門
分野 農

各アドバイザーの詳細は裏表紙のQRコードにアクセスしてご確認ください！

地域情報化アドバイザー分野別索引

東　富彦 （あずま　とみひこ） P.  6
新井　イスマイル （あらいいすまいる） P.  6
家中　賢作 （いえなか　けんさく） P.  6
石塚　清香 （いしづか　さやか） P.  7
一橋　基 （いちはし　もとい） P.  7
伊藤　文徳 （いとう　ふみのり） P.  8
伊藤　昌毅 （いとう　まさき） P.  8
井上　英幸 （いのうえ　ひでゆき） P.  8
牛島　清豪 （うしじま　せいごう） P.  9
浦田　真由 （うらた　まゆ） P.  9
遠藤　守 （えんどう　まもる） P.  9
大島　正美 （おおしま　まさみ） P.  9
太田垣　恭子 （おおたがき　きょうこ） P.  9
大山　水帆 （おおやま　みずほ） P.10
岡本　真 （おかもと　まこと） P.10
織田　友理子 （おだ　ゆりこ） P.11
川島　宏一 （かわしま　ひろいち） P.  6
喜多　耕一 （きた　こういち） P.13
木下　克己 （きのした　かつみ） P.13
小泉　勝志郎 （こいずみ　かつしろう） P.13
後藤　玲子 （ごとう　れいこ） P.14
佐藤　拓也 （さとう　たくや） P.15
下山　紗代子 （しもやま　さよこ） P.16
庄司　昌彦 （しょうじ　まさひこ） P.16
新庄　大輔 （しんじょう　だいすけ） P.16

関　治之 （せき　はるゆき） P.16
瀬戸　寿一 （せと　としかず） P.16
柘植　良吾 （つげ　りょうご） P.18
筒井　大介 （つつい　だいすけ） P.18
友岡　史仁 （ともおか　ふみと） P.18
野田　哲夫 （のだ　てつお） P.19
東　修作 （ひがし　しゅうさく） P.20
平本　健二 （ひらもと　けんじ） P.20
福島　健一郎 （ふくしま　けんいちろう） P.20
福野　泰介 （ふくの　たいすけ） P.20
藤井　靖史 （ふじい　やすし） P.21
古川　泰人 （ふるかわ　やすと） P.21
米田　剛 （まいた　つよし） P.22
牧田　泰一 （まきた　やすかず） P.22
松崎　太亮 （まつざき　たいすけ） P.22
松島　隆一 （まつしま　りゅういち） P.22
松田　俊司 （まつだ　しゅんじ） P.22
丸田　之人 （まるた　ゆきと） P.23
三木　信夫 （みき　のぶお） P.23
村上　文洋 （むらかみ　ふみひろ） P.23
森　康通 （もり　やすみち） P.24
山形　巧哉 （やまがた　たくや） P.24
横山　正人 （よこやま　まさと） P.25
渡辺　智暁 （わたなべ　ともあき） P.26

（ＯＤ）オープンデータ

（ＥＢ）　ＥＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案）

（ＡＩ）　ＡＩ活用

（Ｓ）　シェアリングエコノミー

伊藤　文徳 （いとう　ふみのり） P.  8
伊藤　昌毅 （いとう　まさき） P.  8
川島　宏一 （かわしま　ひろいち） P.  6
木下　克己 （きのした　かつみ） P.13
後藤　玲子 （ごとう　れいこ） P.14
下山　紗代子 （しもやま　さよこ） P.16
瀬戸　寿一 （せと　としかず） P.16
筒井　大介 （つつい　だいすけ） P.18

原　秀樹 （はら　ひでき） P.20
平本　健二 （ひらもと　けんじ） P.20
古川　泰人 （ふるかわ　やすと） P.21
松島　隆一 （まつしま　りゅういち） P.22
村上　文洋 （むらかみ　ふみひろ） P.23
森　康通 （もり　やすみち） P.24
鷲見　英利 （わしみ　ひでとし） P.26

東　富彦 （あずま　とみひこ） P.  6
板倉　陽一郎 （いたくら　よういちろう） P.  7
蒲谷　直樹 （かばや　なおき） P.12
川﨑　直也 （かわさき　なおや） P.12
川村　秀憲 （かわむら　ひでのり） P.12
小塩　篤史 （こしお　あつし） P.14
小林　一樹 （こばやし　かずき） P.14
小林　隆 （こばやし　たかし） P.14
宍戸　常寿 （ししど　じょうじ） P.15

実積　寿也 （じつづみ　としや） P.15
下村　瑛史 （しもむら　えいじ） P.15
関本　義秀 （せきもと　よしひで） P.16
多田　満朗 （ただ　みつお） P.17
中山　健太 （なかやま　けんた） P.19
廣川　聡美 （ひろかわ　さとみ） P.20
松田　孝 （まつだ　たかし） P.23
村上　文洋 （むらかみ　ふみひろ） P.23
森川　博之 （もりかわ　ひろゆき） P.24

石井　重成 （いしい　かずのり） P.  6
石上　涼子 （いしがみ　りょうこ） P.  7
石崎　方規 （いしざき　まさのり） P.  7
石山　アンジュ （いしやま　あんじゅ） P.  7
尾形　誠治 （おがた　せいじ） P.10
笠松　眞吾 （かさまつ　しんご） P.11
加藤　遼 （かとう　りょう） P.11
甲田　恵子 （こうだ　けいこ） P.13
國領　二郎 （こくりょう　じろう） P.13

児玉　知浩 （こだま　ともひろ） P.14
佐別当　隆志 （さべっとう　たかし） P.15
関本　義秀 （せきもと　よしひで） P.16
田中　淳一 （たなか　じゅんいち） P.17
積田　有平 （つみた　ゆうへい） P.18
野田　哲夫 （のだ　てつお） P.19
細川　哲星 （ほそかわ　てっせい） P.21
蓑口　恵美 （みのぐち　めぐみ） P.23
森戸　裕一 （もりと　ゆういち） P.24

27



地域情報化アドバイザー分野別索引

（人）　人材の育成・活用

（シ）　自治体システム／セキュリティ／地域情報プラットフォーム

（計）　地域情報化計画・官民データ活用推進計画
会田　和子 （あいだ　かずこ） P.  6
生駒　祐一 （いこま　ゆういち） P.  6
石塚　清香 （いしづか　さやか） P.  7
市瀬　英夫 （いちのせ　ひでお） P.  7
井上　泰一 （いのうえ　たいいち） P.  8
井上　英幸 （いのうえ　ひでゆき） P.  8
今井　建彦 （いまい　たけひこ） P.  8
牛島　清豪 （うしじま　せいごう） P.  9
浦田　真由 （うらた　まゆ） P.  9
遠藤　守 （えんどう　まもる） P.  9
大高　利夫 （おおたか　としお） P.  9
岡本　真 （おかもと　まこと） P.10
金平　勲 （かねひら　いさお） P.11
川島　宏一 （かわしま　ひろいち） P.  6
川村　秀憲 （かわむら　ひでのり） P.12
木下　克己 （きのした　かつみ） P.13
國領　二郎 （こくりょう　じろう） P.13
木暮　祐一 （こぐれ　ゆういち） P.13
後藤　玲子 （ごとう　れいこ） P.14
小林　隆 （こばやし　たかし） P.14
坂下　知司 （さかした　さとし） P.14
崎山　雅子 （さきやま　まさこ） P.15

宍戸　常寿 （ししど　じょうじ） P.15
庄司　昌彦 （しょうじ　まさひこ） P.16
高橋　明子 （たかはし　あきこ） P.17
友岡　史仁 （ともおか　ふみと） P.18
波平　三雄 （なみひら　みつお） P.19
原　秀樹 （はら　ひでき） P.20
廣川　聡美 （ひろかわ　さとみ） P.20
福島　健一郎 （ふくしま　けんいちろう） P.20
武城　文明 （ぶじょう　ふみあき） P.21
前田　みゆき （まえだ　みゆき） P.22
升屋　正人 （ますや　まさと） P.22
松崎　太亮 （まつざき　たいすけ） P.22
松田　俊司 （まつだ　しゅんじ） P.22
三谷　泰浩 （みたに　やすひろ） P.23
三友　仁志 （みとも　ひとし） P.23
森本　浩之 （もりもと　ひろし） P.24
山中　守 （やまなか　まもる） P.25
横山　正人 （よこやま　まさと） P.25
吉本　明平 （よしもと　あきひら） P.25
米田　宗義 （よねだ　むねよし） P.26
渡辺　智暁 （わたなべ　ともあき） P.26
渡邊　智之 （わたなべ　ともゆき） P.26

会田　和子 （あいだ　かずこ） P.  6
安里　肇 （あさと　はじめ） P.  6
家中　賢作 （いえなか　けんさく） P.  6
石井　重成 （いしい　かずのり） P.  6
石塚　敏之 （いしつか　としゆき） P.  7
市川　博之 （いちかわ　ひろゆき） P.  7
井上　あい子 （いのうえ　あいこ） P.  8
井上　泰一 （いのうえ　たいいち） P.  8
円城寺　雄介 （えんじょうじ　ゆうすけ） P.  9
大島　正美 （おおしま　まさみ） P.  9
岡田　良 （おかだ　りょう） P.10
岡本　正 （おかもと　ただし） P.10
勝屋　久 （かつや　ひさし） P.11
岸本　晃 （きしもと　あきら） P.12
桐原　光洋 （きりはら　みつひろ） P.13
甲田　恵子 （こうだ　けいこ） P.13
小林　隆 （こばやし　たかし） P.14
島田　由香 （しまだ　ゆか） P.15
下村　瑛史 （しもむら　えいじ） P.15
鈴木　邦治 （すずき　くにはる） P.16
関　治之 （せき　はるゆき） P.16

高橋　明子 （たかはし　あきこ） P.17
高村　弘史 （たかむら　こおし） P.17
筒井　大介 （つつい　だいすけ） P.18
沼田　宗純 （ぬまだ　むねよし） P.19
長谷川　陽子 （はせがわ　ようこ） P.19
畑井　克彦 （はたい　かつひこ） P.19
濱田　真輔 （はまだ　しんすけ） P.19
早瀬　公夫 （はやせ　きみお） P.19
松川　由美 （まつかわ　ゆみ） P.22
三谷　泰浩 （みたに　やすひろ） P.23
宮﨑　昌美 （みやざき　まさみ） P.23
本山　政志 （もとやま　まさし） P.24
山崎　博樹 （やまざき　ひろき） P.25
山西　潤一 （やまにし　じゅんいち） P.25
横山　正人 （よこやま　まさと） P.25
吉崎　正弘 （よしざき　まさひろ） P.25
吉田　稔 （よしだ　みのる） P.25
吉本　明平 （よしもと　あきひら） P.25
和﨑　宏 （わさき　ひろし） P.26
渡邊　智之 （わたなべ　ともゆき） P.26

浅見　良雄 （あさみ　よしお） P.  6
市瀬　英夫 （いちのせ　ひでお） P.  7
市原　敬 （いちはら　たかし） P.  8
伊藤　文徳 （いとう　ふみのり） P.  8
井上　英幸 （いのうえ　ひでゆき） P.  8
今井　建彦 （いまい　たけひこ） P.  8
遠藤　守 （えんどう　まもる） P.  9
遠藤　勇一 （えんどう　ゆういち） P.  9
大澤　昌 （おおさわ　まさし） P.  9
大高　利夫 （おおたか　としお） P.  9
大山　水帆 （おおやま　みずほ） P.10
岡田　亮介 （おかだ　りょうすけ） P.10
小野　桂二 （おの　けいじ） P.11
川合　浩司 （かわい　ひろし） P.12
菊地　俊延 （きくち　としのぶ） P.12
北岡　有喜 （きたおか　ゆうき） P.13
楠　正憲 （くすのき　まさのり） P.13
坂下　知司 （さかした　さとし） P.14
白井　芳明 （しらい　よしあき） P.16

髙橋　邦夫 （たかはし　くにお） P.17
髙橋　俊之 （たかはし　としゆき） P.17
千葉　大右 （ちば　だいすけ） P.18
中尾　彰宏 （なかお　あきひろ） P.18
中窪　悟 （なかくぼ　さとる） P.18
沼田　宗純 （ぬまだ　むねよし） P.19
長谷川　陽子 （はせがわ　ようこ） P.19
原田　智 （はらだ　さとし） P.20
武城　文明 （ぶじょう　ふみあき） P.21
松浦　龍基 （まつうら　たつき） P.22
三木　浩平 （みき　こうへい） P.23
望月　昌樹 （もちづき　まさき） P.24
森本　浩之 （もりもと　ひろし） P.24
山形　巧哉 （やまがた　たくや） P.24
山澤　浩幸 （やまざわ　ひろゆき） P.25
吉田　稔 （よしだ　みのる） P.25
吉本　明平 （よしもと　あきひら） P.25
米田　宗義 （よねだ　むねよし） P.26

（ク）　自治体クラウド
浅見　良雄 （あさみ　よしお） P.  6
市瀬　英夫 （いちのせ　ひでお） P.  7
遠藤　勇一 （えんどう　ゆういち） P.  9
大澤　昌 （おおさわ　まさし） P.  9
小野　桂二 （おの　けいじ） P.11
楠　正憲 （くすのき　まさのり） P.13
坂下　知司 （さかした　さとし） P.14
崎山　雅子 （さきやま　まさこ） P.15

白井　芳明 （しらい　よしあき） P.16
高村　弘史 （たかむら　こおし） P.17
半田　嘉正 （はんだ　よしまさ） P.20
武城　文明 （ぶじょう　ふみあき） P.21
松浦　龍基 （まつうら　たつき） P.22
松澤　佳郎 （まつざわ　よしろう） P.22
本山　政志 （もとやま　まさし） P.24
山澤　浩幸 （やまざわ　ひろゆき） P.25

（ネ）　ネットワークインフラ（Ｗｉ-Ｆｉ／ＬＰＷＡ／光ネットワーク）
新井　イスマイル （あらいいすまいる） P.  6
井上　あい子 （いのうえ　あいこ） P.  8
葛西　純 （かさい　じゅん） P.11
金子　春雄 （かねこ　はるお） P.11
金平　勲 （かねひら　いさお） P.11
神田　隆史 （かんだ　たかし） P.12
黄瀬　信之 （きせ　のぶゆき） P.12
小林　忠男 （こばやし　ただお） P.14
酒井　紀之 （さかい　のりゆき） P.14
荘司　洋三 （しょうじ　ようぞう） P.16
白井　芳明 （しらい　よしあき） P.16
髙橋　俊之 （たかはし　としゆき） P.17
武田　一樹 （たけだ　かずき） P.17

多田　満朗 （ただ　みつお） P.17
中尾　彰宏 （なかお　あきひろ） P.18
中窪　悟 （なかくぼ　さとる） P.18
波平　三雄 （なみひら　みつお） P.19
早瀬　公夫 （はやせ　きみお） P.19
不破　泰 （ふわ　やすし） P.21
升屋　正人 （ますや　まさと） P.22
丸田　之人 （まるた　ゆきと） P.23
三友　仁志 （みとも　ひとし） P.23
毛利　靖 （もうり　やすし） P.24
吉崎　正弘 （よしざき　まさひろ） P.25
田　健太郎 （よしだ　けんたろう） P.25
吉田　孝志 （よしだ　たかし） P.25

（５）　５G
岩瀬　義和 （いわせ　よしかず） P.  8
岩浪　剛太 （いわなみ　ごうた） P.  8
円城寺　雄介 （えんじょうじ　ゆうすけ） P.  9
神田　隆史 （かんだ　たかし） P.12
小林　忠男 （こばやし　ただお） P.14
三瓶　政一 （さんぺい　せいいち） P.15
高野　雅晴 （たかの　まさはる） P.17

髙橋　俊之 （たかはし　としゆき） P.17
武田　一樹 （たけだ　かずき） P.17
古屋　弘 （ふるや　ひろし） P.21
不破　泰 （ふわ　やすし） P.21
米田　剛 （まいた　つよし） P.22
森川　博之 （もりかわ　ひろゆき） P.24
田　健太郎 （よしだ　けんたろう） P.25

（Ｍ）　マイナンバー
板倉　陽一郎 （いたくら　よういちろう） P.  7
遠藤　勇一 （えんどう　ゆういち） P.  9
大山　水帆 （おおやま　みずほ） P.10
川合　浩司 （かわい　ひろし） P.12
楠　正憲 （くすのき　まさのり） P.13
佐藤　泰格 （さとう　ひろのり） P.15

高村　弘史 （たかむら　こおし） P.17
千葉　大右 （ちば　だいすけ） P.18
原　秀樹 （はら　ひでき） P.20
三木　浩平 （みき　こうへい） P.23
水町　雅子 （みずまち　まさこ） P.23
望月　昌樹 （もちづき　まさき） P.24

（ＭＫ）　マイキープラットフォーム
崎山　雅子 （さきやま　まさこ） P.15
佐藤　泰格 （さとう　ひろのり） P.15
髙橋　邦夫 （たかはし　くにお） P.17
原田　智 （はらだ　さとし） P.20

廣川　聡美 （ひろかわ　さとみ） P.20
前田　みゆき （まえだ　みゆき） P.22
三木　浩平 （みき　こうへい） P.23
山澤　浩幸 （やまざわ　ひろゆき） P.25
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（ク）　自治体クラウド
浅見　良雄 （あさみ　よしお） P.  6
市瀬　英夫 （いちのせ　ひでお） P.  7
遠藤　勇一 （えんどう　ゆういち） P.  9
大澤　昌 （おおさわ　まさし） P.  9
小野　桂二 （おの　けいじ） P.11
楠　正憲 （くすのき　まさのり） P.13
坂下　知司 （さかした　さとし） P.14
崎山　雅子 （さきやま　まさこ） P.15

白井　芳明 （しらい　よしあき） P.16
高村　弘史 （たかむら　こおし） P.17
半田　嘉正 （はんだ　よしまさ） P.20
武城　文明 （ぶじょう　ふみあき） P.21
松浦　龍基 （まつうら　たつき） P.22
松澤　佳郎 （まつざわ　よしろう） P.22
本山　政志 （もとやま　まさし） P.24
山澤　浩幸 （やまざわ　ひろゆき） P.25

（ネ）　ネットワークインフラ（Ｗｉ-Ｆｉ／ＬＰＷＡ／光ネットワーク）
新井　イスマイル （あらいいすまいる） P.  6
井上　あい子 （いのうえ　あいこ） P.  8
葛西　純 （かさい　じゅん） P.11
金子　春雄 （かねこ　はるお） P.11
金平　勲 （かねひら　いさお） P.11
神田　隆史 （かんだ　たかし） P.12
黄瀬　信之 （きせ　のぶゆき） P.12
小林　忠男 （こばやし　ただお） P.14
酒井　紀之 （さかい　のりゆき） P.14
荘司　洋三 （しょうじ　ようぞう） P.16
白井　芳明 （しらい　よしあき） P.16
髙橋　俊之 （たかはし　としゆき） P.17
武田　一樹 （たけだ　かずき） P.17

多田　満朗 （ただ　みつお） P.17
中尾　彰宏 （なかお　あきひろ） P.18
中窪　悟 （なかくぼ　さとる） P.18
波平　三雄 （なみひら　みつお） P.19
早瀬　公夫 （はやせ　きみお） P.19
不破　泰 （ふわ　やすし） P.21
升屋　正人 （ますや　まさと） P.22
丸田　之人 （まるた　ゆきと） P.23
三友　仁志 （みとも　ひとし） P.23
毛利　靖 （もうり　やすし） P.24
吉崎　正弘 （よしざき　まさひろ） P.25
田　健太郎 （よしだ　けんたろう） P.25
吉田　孝志 （よしだ　たかし） P.25

（５）　５G
岩瀬　義和 （いわせ　よしかず） P.  8
岩浪　剛太 （いわなみ　ごうた） P.  8
円城寺　雄介 （えんじょうじ　ゆうすけ） P.  9
神田　隆史 （かんだ　たかし） P.12
小林　忠男 （こばやし　ただお） P.14
三瓶　政一 （さんぺい　せいいち） P.15
高野　雅晴 （たかの　まさはる） P.17

髙橋　俊之 （たかはし　としゆき） P.17
武田　一樹 （たけだ　かずき） P.17
古屋　弘 （ふるや　ひろし） P.21
不破　泰 （ふわ　やすし） P.21
米田　剛 （まいた　つよし） P.22
森川　博之 （もりかわ　ひろゆき） P.24
田　健太郎 （よしだ　けんたろう） P.25

（Ｍ）　マイナンバー
板倉　陽一郎 （いたくら　よういちろう） P.  7
遠藤　勇一 （えんどう　ゆういち） P.  9
大山　水帆 （おおやま　みずほ） P.10
川合　浩司 （かわい　ひろし） P.12
楠　正憲 （くすのき　まさのり） P.13
佐藤　泰格 （さとう　ひろのり） P.15

高村　弘史 （たかむら　こおし） P.17
千葉　大右 （ちば　だいすけ） P.18
原　秀樹 （はら　ひでき） P.20
三木　浩平 （みき　こうへい） P.23
水町　雅子 （みずまち　まさこ） P.23
望月　昌樹 （もちづき　まさき） P.24

（ＭＫ）　マイキープラットフォーム
崎山　雅子 （さきやま　まさこ） P.15
佐藤　泰格 （さとう　ひろのり） P.15
髙橋　邦夫 （たかはし　くにお） P.17
原田　智 （はらだ　さとし） P.20

廣川　聡美 （ひろかわ　さとみ） P.20
前田　みゆき （まえだ　みゆき） P.22
三木　浩平 （みき　こうへい） P.23
山澤　浩幸 （やまざわ　ひろゆき） P.25
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（教）　教育情報化／情報教育
安里　肇 （あさと　はじめ） P.  6
石戸　奈々子 （いしど　ななこ） P.  7
大辻　雄介 （おおつじ　ゆうすけ） P.10
川合　浩司 （かわい　ひろし） P.12
北岡　有喜 （きたおか　ゆうき） P.13
小泉　勝志郎 （こいずみ　かつしろう） P.13
小林　一樹 （こばやし　かずき） P.14
高橋　明子 （たかはし　あきこ） P.17
田澤　由利 （たざわ　ゆり） P.17
坪田　知己 （つぼた　ともみ） P.18
中川　斉史 （なかがわ　ひとし） P.18
長谷川　陽子 （はせがわ　ようこ） P.19
畑井　克彦 （はたい　かつひこ） P.19
濱田　真輔 （はまだ　しんすけ） P.19
平井　聡一郎 （ひらい　そういちろう） P.20

福野　泰介 （ふくの　たいすけ） P.20
藤村　裕一 （ふじむら　ゆういち） P.21
牧田　泰一 （まきた　やすかず） P.22
松浦　龍基 （まつうら　たつき） P.22
松川　由美 （まつかわ　ゆみ） P.22
松澤　佳郎 （まつざわ　よしろう） P.22
松田　孝 （まつだ　たかし） P.23
三木　信夫 （みき　のぶお） P.23
毛利　靖 （もうり　やすし） P.24
森本　浩之 （もりもと　ひろし） P.24
山崎　博樹 （やまざき　ひろき） P.25
山西　潤一 （やまにし　じゅんいち） P.25
和﨑　宏 （わさき　ひろし） P.26
渡辺　健次 （わたなべ　けんじ） P.26

（図）　デジタルアーカイブ／図書館
淺野　隆夫 （あさの　たかお） P.  6
岩浪　剛太 （いわなみ　ごうた） P.  8
岡本　正 （おかもと　ただし） P.10
岡本　真 （おかもと　まこと） P.10
岸本　晃 （きしもと　あきら） P.12
隅田　徹 （すみた　てつ） P.16

田村　吾郎 （たむら　ごろう） P.18
東　修作 （ひがし　しゅうさく） P.20
平井　聡一郎 （ひらい　そういちろう） P.20
三木　信夫 （みき　のぶお） P.23
山崎　博樹 （やまざき　ひろき） P.25
渡辺　智暁 （わたなべ　ともあき） P.26

（働）　働き方
石上　涼子 （いしがみ　りょうこ） P.  7
石崎　方規 （いしざき　まさのり） P.  7
石山　アンジュ （いしやま　あんじゅ） P.  7
市川　博之 （いちかわ　ひろゆき） P.  7
市原　敬 （いちはら　たかし） P.  8
鵜澤　純子 （うざわ　じゅんこ） P.  8
太田垣　恭子 （おおたがき　きょうこ） P.  9
尾形　誠治 （おがた　せいじ） P.10
岡田　良 （おかだ　りょう） P.10
加藤　遼 （かとう　りょう） P.11
菊地　俊延 （きくち　としのぶ） P.12
坂本　世津夫 （さかもと　せつお） P.14
佐別当　隆志 （さべっとう　たかし） P.15

島田　由香 （しまだ　ゆか） P.15
隅田　徹 （すみた　てつ） P.16
髙橋　邦夫 （たかはし　くにお） P.17
武田　かおり （たけだ　かおり） P.17
田澤　由利 （たざわ　ゆり） P.17
多田　満朗 （ただ　みつお） P.17
中川　斉史 （なかがわ　ひとし） P.18
星野　晃一郎 （ほしの　こういちろう） P.21
蓑口　恵美 （みのぐち　めぐみ） P.23
森本　登志男 （もりもと　としお） P.24
山形　巧哉 （やまがた　たくや） P.24
山西　潤一 （やまにし　じゅんいち） P.25

（子）　子育て
石塚　清香 （いしづか　さやか） P.  7
石戸　奈々子 （いしど　ななこ） P.  7
甲田　恵子 （こうだ　けいこ） P.13

中川　斉史 （なかがわ　ひとし） P.18
蓑口　恵美 （みのぐち　めぐみ） P.23
鷲見　英利 （わしみ　ひでとし） P.26

（災）　防災
井上　あい子 （いのうえ　あいこ） P.  8
今井　建彦 （いまい　たけひこ） P.  8
宇田川　真之 （うだがわ　さねゆき） P.  9
大高　利夫 （おおたか　としお） P.  9
大村　克行 （おおむら　かつゆき） P.10
岡田　亮介 （おかだ　りょうすけ） P.10
岡本　正 （おかもと　ただし） P.10
葛西　純 （かさい　じゅん） P.11
笠松　眞吾 （かさまつ　しんご） P.11
金子　春雄 （かねこ　はるお） P.11
川喜多　孝之 （かわきた　たかゆき） P.12
桐原　光洋 （きりはら　みつひろ） P.13
小林　正幸 （こばやし　まさゆき） P.14
酒井　紀之 （さかい　のりゆき） P.14
佐藤　拓也 （さとう　たくや） P.15
新庄　大輔 （しんじょう　だいすけ） P.16

波平　三雄 （なみひら　みつお） P.19
沼田　宗純 （ぬまだ　むねよし） P.19
濱田　真輔 （はまだ　しんすけ） P.19
藤井　智史 （ふじい　さとし） P.21
藤村　裕一 （ふじむら　ゆういち） P.21
古屋　弘 （ふるや　ひろし） P.21
不破　泰 （ふわ　やすし） P.21
干川　剛史 （ほしかわ　つよし） P.21
升屋　正人 （ますや　まさと） P.22
松崎　太亮 （まつざき　たいすけ） P.22
三谷　泰浩 （みたに　やすひろ） P.23
三友　仁志 （みとも　ひとし） P.23
宮﨑　昌美 （みやざき　まさみ） P.23
吉田　孝志 （よしだ　たかし） P.25
吉田　稔 （よしだ　みのる） P.25 （Ｒ）　ＲＰＡ導入

大澤　昌 （おおさわ　まさし） P.  9
川﨑　直也 （かわさき　なおや） P.12
千葉　大右 （ちば　だいすけ） P.18
中山　健太 （なかやま　けんた） P.19

原田　智 （はらだ　さとし） P.20
前田　みゆき （まえだ　みゆき） P.22
森戸　裕一 （もりと　ゆういち） P.24

（健）　医療・介護・健康
円城寺　雄介 （えんじょうじ　ゆうすけ） P.  9
大薮　多可志 （おおやぶ　たかし） P.10
笠松　眞吾 （かさまつ　しんご） P.11
北岡　有喜 （きたおか　ゆうき） P.13
木暮　祐一 （こぐれ　ゆういち） P.13
小塩　篤史 （こしお　あつし） P.14

下山　紗代子 （しもやま　さよこ） P.16
荘司　洋三 （しょうじ　ようぞう） P.16
畑井　克彦 （はたい　かつひこ） P.19
原　亮 （はら　りょう） P.20
水町　雅子 （みずまち　まさこ） P.23

（農）　農林水産業
生駒　祐一 （いこま　ゆういち） P.  6
岡村　久和 （おかむら　ひさかず） P.10
桂川　憲生 （かつらがわ　のりお） P.11
金子　春雄 （かねこ　はるお） P.11
蒲谷　直樹 （かばや　なおき） P.12
黄瀬　信之 （きせ　のぶゆき） P.12
小出　範幸 （こいで　のりゆき） P.13
小林　一樹 （こばやし　かずき） P.14
佐々木　良昭 （ささき　よしあき） P.15

田中　淳一 （たなか　じゅんいち） P.17
中尾　彰宏 （なかお　あきひろ） P.18
西村　成弘 （にしむら　なるひろ） P.19
濱田　安之 （はまだ　やすゆき） P.19
原　亮 （はら　りょう） P.20
藤井　智史 （ふじい　さとし） P.21
栁田　公市 （やなぎだ　こういち） P.24
渡邊　智之 （わたなべ　ともゆき） P.26
和田　雅昭 （わだ　まさあき） P.26

（ビ）　地域ビジネス
安里　肇 （あさと　はじめ） P.  6
浅見　良雄 （あさみ　よしお） P.  6
生駒　祐一 （いこま　ゆういち） P.  6
石井　重成 （いしい　かずのり） P.  6
石崎　方規 （いしざき　まさのり） P.  7
岩瀬　義和 （いわせ　よしかず） P.  8
岡田　良 （おかだ　りょう） P.10
岡村　久和 （おかむら　ひさかず） P.10
勝　眞一郎 （かつ　しんいちろう） P.11
桂川　憲生 （かつらがわ　のりお） P.11
金平　勲 （かねひら　いさお） P.11
河井　孝仁 （かわい　たかよし） P.12
川村　秀憲 （かわむら　ひでのり） P.12
小泉　勝志郎 （こいずみ　かつしろう） P.13
小出　範幸 （こいで　のりゆき） P.13

木暮　祐一 （こぐれ　ゆういち） P.13
児玉　知浩 （こだま　ともひろ） P.14
佐別当　隆志 （さべっとう　たかし） P.15
下村　瑛史 （しもむら　えいじ） P.15
西村　成弘 （にしむら　なるひろ） P.19
野田　哲夫 （のだ　てつお） P.19
福野　泰介 （ふくの　たいすけ） P.20
藤井　靖史 （ふじい　やすし） P.21
森川　博之 （もりかわ　ひろゆき） P.24
森本　登志男 （もりもと　としお） P.24
栁田　公市 （やなぎだ　こういち） P.24
山中　守 （やまなか　まもる） P.25
吉崎　正弘 （よしざき　まさひろ） P.25
和﨑　宏 （わさき　ひろし） P.26
鷲見　英利 （わしみ　ひでとし） P.26

（テ）　テレワーク
会田　和子 （あいだ　かずこ） P.  6
石山　アンジュ （いしやま　あんじゅ） P.  7
市原　敬 （いちはら　たかし） P.  8
鵜澤　純子 （うざわ　じゅんこ） P.  8
大島　正美 （おおしま　まさみ） P.  9
太田垣　恭子 （おおたがき　きょうこ） P.  9
尾形　誠治 （おがた　せいじ） P.10
勝　眞一郎 （かつ　しんいちろう） P.11
加藤　遼 （かとう　りょう） P.11
黄瀬　信之 （きせ　のぶゆき） P.12
小林　忠男 （こばやし　ただお） P.14
酒井　紀之 （さかい　のりゆき） P.14
坂本　世津夫 （さかもと　せつお） P.14

佐々木　良昭 （ささき　よしあき） P.15
島田　由香 （しまだ　ゆか） P.15
隅田　徹 （すみた　てつ） P.16
武田　かおり （たけだ　かおり） P.17
田澤　由利 （たざわ　ゆり） P.17
田村　吾郎 （たむら　ごろう） P.18
坪田　知己 （つぼた　ともみ） P.18
星野　晃一郎 （ほしの　こういちろう） P.21
細川　哲星 （ほそかわ　てっせい） P.21
松澤　佳郎 （まつざわ　よしろう） P.22
森戸　裕一 （もりと　ゆういち） P.24
森本　登志男 （もりもと　としお） P.24
山中　守 （やまなか　まもる） P.25
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（教）　教育情報化／情報教育
安里　肇 （あさと　はじめ） P.  6
石戸　奈々子 （いしど　ななこ） P.  7
大辻　雄介 （おおつじ　ゆうすけ） P.10
川合　浩司 （かわい　ひろし） P.12
北岡　有喜 （きたおか　ゆうき） P.13
小泉　勝志郎 （こいずみ　かつしろう） P.13
小林　一樹 （こばやし　かずき） P.14
高橋　明子 （たかはし　あきこ） P.17
田澤　由利 （たざわ　ゆり） P.17
坪田　知己 （つぼた　ともみ） P.18
中川　斉史 （なかがわ　ひとし） P.18
長谷川　陽子 （はせがわ　ようこ） P.19
畑井　克彦 （はたい　かつひこ） P.19
濱田　真輔 （はまだ　しんすけ） P.19
平井　聡一郎 （ひらい　そういちろう） P.20

福野　泰介 （ふくの　たいすけ） P.20
藤村　裕一 （ふじむら　ゆういち） P.21
牧田　泰一 （まきた　やすかず） P.22
松浦　龍基 （まつうら　たつき） P.22
松川　由美 （まつかわ　ゆみ） P.22
松澤　佳郎 （まつざわ　よしろう） P.22
松田　孝 （まつだ　たかし） P.23
三木　信夫 （みき　のぶお） P.23
毛利　靖 （もうり　やすし） P.24
森本　浩之 （もりもと　ひろし） P.24
山崎　博樹 （やまざき　ひろき） P.25
山西　潤一 （やまにし　じゅんいち） P.25
和﨑　宏 （わさき　ひろし） P.26
渡辺　健次 （わたなべ　けんじ） P.26

（図）　デジタルアーカイブ／図書館
淺野　隆夫 （あさの　たかお） P.  6
岩浪　剛太 （いわなみ　ごうた） P.  8
岡本　正 （おかもと　ただし） P.10
岡本　真 （おかもと　まこと） P.10
岸本　晃 （きしもと　あきら） P.12
隅田　徹 （すみた　てつ） P.16

田村　吾郎 （たむら　ごろう） P.18
東　修作 （ひがし　しゅうさく） P.20
平井　聡一郎 （ひらい　そういちろう） P.20
三木　信夫 （みき　のぶお） P.23
山崎　博樹 （やまざき　ひろき） P.25
渡辺　智暁 （わたなべ　ともあき） P.26

（働）　働き方
石上　涼子 （いしがみ　りょうこ） P.  7
石崎　方規 （いしざき　まさのり） P.  7
石山　アンジュ （いしやま　あんじゅ） P.  7
市川　博之 （いちかわ　ひろゆき） P.  7
市原　敬 （いちはら　たかし） P.  8
鵜澤　純子 （うざわ　じゅんこ） P.  8
太田垣　恭子 （おおたがき　きょうこ） P.  9
尾形　誠治 （おがた　せいじ） P.10
岡田　良 （おかだ　りょう） P.10
加藤　遼 （かとう　りょう） P.11
菊地　俊延 （きくち　としのぶ） P.12
坂本　世津夫 （さかもと　せつお） P.14
佐別当　隆志 （さべっとう　たかし） P.15

島田　由香 （しまだ　ゆか） P.15
隅田　徹 （すみた　てつ） P.16
髙橋　邦夫 （たかはし　くにお） P.17
武田　かおり （たけだ　かおり） P.17
田澤　由利 （たざわ　ゆり） P.17
多田　満朗 （ただ　みつお） P.17
中川　斉史 （なかがわ　ひとし） P.18
星野　晃一郎 （ほしの　こういちろう） P.21
蓑口　恵美 （みのぐち　めぐみ） P.23
森本　登志男 （もりもと　としお） P.24
山形　巧哉 （やまがた　たくや） P.24
山西　潤一 （やまにし　じゅんいち） P.25

（子）　子育て
石塚　清香 （いしづか　さやか） P.  7
石戸　奈々子 （いしど　ななこ） P.  7
甲田　恵子 （こうだ　けいこ） P.13

中川　斉史 （なかがわ　ひとし） P.18
蓑口　恵美 （みのぐち　めぐみ） P.23
鷲見　英利 （わしみ　ひでとし） P.26

（災）　防災
井上　あい子 （いのうえ　あいこ） P.  8
今井　建彦 （いまい　たけひこ） P.  8
宇田川　真之 （うだがわ　さねゆき） P.  9
大高　利夫 （おおたか　としお） P.  9
大村　克行 （おおむら　かつゆき） P.10
岡田　亮介 （おかだ　りょうすけ） P.10
岡本　正 （おかもと　ただし） P.10
葛西　純 （かさい　じゅん） P.11
笠松　眞吾 （かさまつ　しんご） P.11
金子　春雄 （かねこ　はるお） P.11
川喜多　孝之 （かわきた　たかゆき） P.12
桐原　光洋 （きりはら　みつひろ） P.13
小林　正幸 （こばやし　まさゆき） P.14
酒井　紀之 （さかい　のりゆき） P.14
佐藤　拓也 （さとう　たくや） P.15
新庄　大輔 （しんじょう　だいすけ） P.16

波平　三雄 （なみひら　みつお） P.19
沼田　宗純 （ぬまだ　むねよし） P.19
濱田　真輔 （はまだ　しんすけ） P.19
藤井　智史 （ふじい　さとし） P.21
藤村　裕一 （ふじむら　ゆういち） P.21
古屋　弘 （ふるや　ひろし） P.21
不破　泰 （ふわ　やすし） P.21
干川　剛史 （ほしかわ　つよし） P.21
升屋　正人 （ますや　まさと） P.22
松崎　太亮 （まつざき　たいすけ） P.22
三谷　泰浩 （みたに　やすひろ） P.23
三友　仁志 （みとも　ひとし） P.23
宮﨑　昌美 （みやざき　まさみ） P.23
吉田　孝志 （よしだ　たかし） P.25
吉田　稔 （よしだ　みのる） P.25 （Ｒ）　ＲＰＡ導入

大澤　昌 （おおさわ　まさし） P.  9
川﨑　直也 （かわさき　なおや） P.12
千葉　大右 （ちば　だいすけ） P.18
中山　健太 （なかやま　けんた） P.19

原田　智 （はらだ　さとし） P.20
前田　みゆき （まえだ　みゆき） P.22
森戸　裕一 （もりと　ゆういち） P.24

（健）　医療・介護・健康
円城寺　雄介 （えんじょうじ　ゆうすけ） P.  9
大薮　多可志 （おおやぶ　たかし） P.10
笠松　眞吾 （かさまつ　しんご） P.11
北岡　有喜 （きたおか　ゆうき） P.13
木暮　祐一 （こぐれ　ゆういち） P.13
小塩　篤史 （こしお　あつし） P.14

下山　紗代子 （しもやま　さよこ） P.16
荘司　洋三 （しょうじ　ようぞう） P.16
畑井　克彦 （はたい　かつひこ） P.19
原　亮 （はら　りょう） P.20
水町　雅子 （みずまち　まさこ） P.23

（農）　農林水産業
生駒　祐一 （いこま　ゆういち） P.  6
岡村　久和 （おかむら　ひさかず） P.10
桂川　憲生 （かつらがわ　のりお） P.11
金子　春雄 （かねこ　はるお） P.11
蒲谷　直樹 （かばや　なおき） P.12
黄瀬　信之 （きせ　のぶゆき） P.12
小出　範幸 （こいで　のりゆき） P.13
小林　一樹 （こばやし　かずき） P.14
佐々木　良昭 （ささき　よしあき） P.15

田中　淳一 （たなか　じゅんいち） P.17
中尾　彰宏 （なかお　あきひろ） P.18
西村　成弘 （にしむら　なるひろ） P.19
濱田　安之 （はまだ　やすゆき） P.19
原　亮 （はら　りょう） P.20
藤井　智史 （ふじい　さとし） P.21
栁田　公市 （やなぎだ　こういち） P.24
渡邊　智之 （わたなべ　ともゆき） P.26
和田　雅昭 （わだ　まさあき） P.26

（ビ）　地域ビジネス
安里　肇 （あさと　はじめ） P.  6
浅見　良雄 （あさみ　よしお） P.  6
生駒　祐一 （いこま　ゆういち） P.  6
石井　重成 （いしい　かずのり） P.  6
石崎　方規 （いしざき　まさのり） P.  7
岩瀬　義和 （いわせ　よしかず） P.  8
岡田　良 （おかだ　りょう） P.10
岡村　久和 （おかむら　ひさかず） P.10
勝　眞一郎 （かつ　しんいちろう） P.11
桂川　憲生 （かつらがわ　のりお） P.11
金平　勲 （かねひら　いさお） P.11
河井　孝仁 （かわい　たかよし） P.12
川村　秀憲 （かわむら　ひでのり） P.12
小泉　勝志郎 （こいずみ　かつしろう） P.13
小出　範幸 （こいで　のりゆき） P.13

木暮　祐一 （こぐれ　ゆういち） P.13
児玉　知浩 （こだま　ともひろ） P.14
佐別当　隆志 （さべっとう　たかし） P.15
下村　瑛史 （しもむら　えいじ） P.15
西村　成弘 （にしむら　なるひろ） P.19
野田　哲夫 （のだ　てつお） P.19
福野　泰介 （ふくの　たいすけ） P.20
藤井　靖史 （ふじい　やすし） P.21
森川　博之 （もりかわ　ひろゆき） P.24
森本　登志男 （もりもと　としお） P.24
栁田　公市 （やなぎだ　こういち） P.24
山中　守 （やまなか　まもる） P.25
吉崎　正弘 （よしざき　まさひろ） P.25
和﨑　宏 （わさき　ひろし） P.26
鷲見　英利 （わしみ　ひでとし） P.26

（テ）　テレワーク
会田　和子 （あいだ　かずこ） P.  6
石山　アンジュ （いしやま　あんじゅ） P.  7
市原　敬 （いちはら　たかし） P.  8
鵜澤　純子 （うざわ　じゅんこ） P.  8
大島　正美 （おおしま　まさみ） P.  9
太田垣　恭子 （おおたがき　きょうこ） P.  9
尾形　誠治 （おがた　せいじ） P.10
勝　眞一郎 （かつ　しんいちろう） P.11
加藤　遼 （かとう　りょう） P.11
黄瀬　信之 （きせ　のぶゆき） P.12
小林　忠男 （こばやし　ただお） P.14
酒井　紀之 （さかい　のりゆき） P.14
坂本　世津夫 （さかもと　せつお） P.14

佐々木　良昭 （ささき　よしあき） P.15
島田　由香 （しまだ　ゆか） P.15
隅田　徹 （すみた　てつ） P.16
武田　かおり （たけだ　かおり） P.17
田澤　由利 （たざわ　ゆり） P.17
田村　吾郎 （たむら　ごろう） P.18
坪田　知己 （つぼた　ともみ） P.18
星野　晃一郎 （ほしの　こういちろう） P.21
細川　哲星 （ほそかわ　てっせい） P.21
松澤　佳郎 （まつざわ　よしろう） P.22
森戸　裕一 （もりと　ゆういち） P.24
森本　登志男 （もりもと　としお） P.24
山中　守 （やまなか　まもる） P.25
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（ス）　スマートシティ
東　富彦 （あずま　とみひこ） P.  6
新井　イスマイル （あらいいすまいる） P.  6
市川　博之 （いちかわ　ひろゆき） P.  7
一橋　基 （いちはし　もとい） P.  7
伊藤　昌毅 （いとう　まさき） P.  8
井上　泰一 （いのうえ　たいいち） P.  8
岩浪　剛太 （いわなみ　ごうた） P.  8
牛島　清豪 （うしじま　せいごう） P.  9
岡田　亮介 （おかだ　りょうすけ） P.10
岡村　久和 （おかむら　ひさかず） P.10
桐原　光洋 （きりはら　みつひろ） P.13
小塩　篤史 （こしお　あつし） P.14
児玉　知浩 （こだま　ともひろ） P.14

実積　寿也 （じつづみ　としや） P.15
庄司　昌彦 （しょうじ　まさひこ） P.16
荘司　洋三 （しょうじ　ようぞう） P.16
鈴木　邦治 （すずき　くにはる） P.16
関　治之 （せき　はるゆき） P.16
関本　義秀 （せきもと　よしひで） P.16
瀬戸　寿一 （せと　としかず） P.16
高野　雅晴 （たかの　まさはる） P.17
田中　淳一 （たなか　じゅんいち） P.17
平本　健二 （ひらもと　けんじ） P.20
福島　健一郎 （ふくしま　けんいちろう） P.20
藤井　靖史 （ふじい　やすし） P.21
古屋　弘 （ふるや　ひろし） P.21

（環）　環境
実積　寿也 （じつづみ　としや） P.15
高野　雅晴 （たかの　まさはる） P.17

古川　泰人 （ふるかわ　やすと） P.21

（観）　観光
石上　涼子 （いしがみ　りょうこ） P.  7
岩瀬　義和 （いわせ　よしかず） P.  8
浦田　真由 （うらた　まゆ） P.  9
大薮　多可志 （おおやぶ　たかし） P.10
織田　友理子 （おだ　ゆりこ） P.11
葛西　純 （かさい　じゅん） P.11
勝　眞一郎 （かつ　しんいちろう） P.11
河井　孝仁 （かわい　たかよし） P.12
岸本　晃 （きしもと　あきら） P.12
小出　範幸 （こいで　のりゆき） P.13
坂本　世津夫 （さかもと　せつお） P.14
鈴木　邦治 （すずき　くにはる） P.16

田村　吾郎 （たむら　ごろう） P.18
柘植　良吾 （つげ　りょうご） P.18
坪田　知己 （つぼた　ともみ） P.18
西村　成弘 （にしむら　なるひろ） P.19
早瀬　公夫 （はやせ　きみお） P.19
原　亮 （はら　りょう） P.20
細川　哲星 （ほそかわ　てっせい） P.21
米田　剛 （まいた　つよし） P.22
松川　由美 （まつかわ　ゆみ） P.22
丸田　之人 （まるた　ゆきと） P.23
栁田　公市 （やなぎだ　こういち） P.24
吉田　孝志 （よしだ　たかし） P.25

（個）　個人情報保護
家中　賢作 （いえなか　けんさく） P.  6
板倉　陽一郎 （いたくら　よういちろう） P.  7
小野　桂二 （おの　けいじ） P.11
菊地　俊延 （きくち　としのぶ） P.12

宍戸　常寿 （ししど　じょうじ） P.15
友岡　史仁 （ともおか　ふみと） P.18
水町　雅子 （みずまち　まさこ） P.23

地域情報化アドバイザー分野別索引
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◆地域情報化アドバイザーに関する問合せ
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課
TEL：03-5253-5758
E-mail：ict-support@soumu.go.jp

◆申請に関する問合せ
一般財団法人 全国地域情報化推進協会（ＡＰＰＬＩＣ）
TEL：03-6272-3493
E-mail：adviser@applic.or.jp

お問い合わせ

申請はこちらから
アドバイザー詳細
（プロフィール） 過去の優良事例


