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令和３年度事業報告（案） 

 

 ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会は、本県における産・学・官が連携し、県全体の高度情

報化の推進を図るため、令和３年度において次の事業を行った。 

 

１ 総会 

  会則第９条に基づき通常総会を書面（メール施行）により開催した。 

（１）開 催 日：令和３年５月２４日（月）～令和３年６月４日（金） 

（２）議  題：令和２年度事業報告（案） 

        令和２年度収支決算（案） 

        新型コロナウイルス感染拡大防止の長期化に伴うふくしまＩＣＴ利活用推

進協議会の対応について（案） 

        令和３年度事業計画（案） 

        令和３年度収支予算（案） 

                ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会会則の改正について（案） 

（３）回答総数：８２ 

 

２ 運営委員会 

  協議会運営に関する事項等の企画、立案をするため、運営委員会を開催した。 

（１）第１回運営委員会 

①開催日時 令和３年４月２３日（金）１５時～１６時 

②開催方法 Ｚｏｏｍ会議 

③議  案 令和２年度事業報告（案） 

        令和２年度収支決算（案） 

        新型コロナウイルス感染拡大防止の長期化に伴うふくしまＩＣＴ利活用推

進協議会の対応について（案） 

        令和３年度事業計画（案） 

        令和３年度収支予算（案） 

                ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会会則の改正について（案） 

        ＩＣＴアドバイザー市町村派遣事業に係るアンケートについて（報告） 

（２）第２回運営委員会 

①開催期間 令和３年７月１４日（水）～令和３年７月２１日（水） 

②開催方法 書面（メール施行）開催 

③議  案 地域情報化活動助成事業の採択事業について 

（３）第３回運営委員会 

   ①開催期間 令和４年３月２５日（金） 

議案第 1号 
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   ②開催方法 Ｚｏｏｍ会議 

   ③議  案 令和３年度事業報告（案）及び収支決算見込について 

         令和４年度事業計画（案） 

         薮内利明委員の退任及び後任者について（案） 

 

３ 情報提供・情報発信事業 

（１）情報通信月間特別講演会 

  ①目  的： 

   情報通信の普及・進行を図ることを目的に設けられた「情報通信月間」（５月１５日～

６月１５日）の参加行事として講演会を開催することにより、情報通信の有用性につい

て広く一般に理解の浸透を図る。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、情報通信月間中の開催が困難であるため、

情報通信月間推進協議会から令和３年内の開催であれば情報通信月間行事の対象になる

旨、通知があった。 

②主 催 等  

主催：ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会、福島県 

  ③開 催 日 令和３年１１月５日（金） 

④開催方法 オンライン 

 ⑤内  容 

演  題 テレワークがもたらす次世代のワークスタイル 

講  師 デロイトトーマツテレワークセンター株式会社 取締役会長 会田 和子 様 

  ⑥参加者数 ５６名 

 

（２）ふくしまＩＣＴ未来フェア２０２１ 

   今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止とした。 

 

（３）ＩＣＴ関係の情報提供 

  ①メールマガジンの発行状況 

第１回 令和３年８月２４日発行 

（ア）ICTアドバイザー市町村派遣事業の今後ついて 

（イ）情報リテラシー向上事業の応募状況について 

（ウ）情報通信月間特別講演会について 

（エ）お知らせ 

  ・（福島県からお知らせ）福島県ＩＣＴ推進市町村支援事業費補助金 

    ・「能力開発セミナーのご案内」 
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②協議会ＨＰを活用した広報状況 

ア 更新状況 

（ア）令和３年度通常総会を開催しました（令和３年６月７日更新） 

（イ）情報通信月間特別講演会を開催します（令和３年１０月１５日更新） 

（ウ）情報通信月間特別講演会を開催しました（令和３年１１月５日更新） 

   イ アクセス件数 （令和３年４月１日～令和４年３月３１日時点） 

訪問者数 １，１８０人（前年比△９５人） 

ページビュー ３，６１１回（前年比＋７０回） 

 

４ 調査研究事業 

（１）ＩＣＴアドバイザー市町村派遣事業 

①目  的：県内市町村の情報化推進 

②実施期間：令和３年６月～令和４年２月 

③場  所：福島県内 

④内  容 

 下記の事業を実施した。 

なお、事業費には県からの負担金を利用した。 

〇解決策提案事業 

市町村が、会員企業の提示する「支援メニュー一覧」の中から支援を希望する場

合に、専門家（ＩＣＴアドバイザー）を派遣し、情報化にあたっての支援を実施し

た。 

     １８市町村に対し解決策提案を実施した。 

支援メニュー 提供企業 支援先市町村 

マイナポータル推進 東日本計算センター 鏡石町、富岡町、大熊町 

特定個人情報保護評価 東日本計算センター 平田村、小野町、広野町 

脱ハンコ支援 東日本計算センター 三春町 

住民向け情報配信の最適化サ

ービス 

テクノ・マインド 会津美里町、葛尾村、飯

舘村 

内部手続業務のデジタル化 東邦情報システム 白河市、伊達市 

オープンデータの取組開始支

援 

東邦情報システム 三島町 

ICT、DX 推進の実現に向けた

業務の見える化、課題分析 

東邦情報システム 桑折町、只見町 

職員のＩＴリテラシー向上支

援 

東邦情報システム 鮫川村、古殿町 

ICT利活用スキルアップ支援 福島コンピューターシステム 福島市 
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５ 人材育成事業 

  情報リテラシー向上事業 

（１）目的 

   県民の情報活用能力の習得・向上を支援し、ＩＣＴを活用した地域活性化の促進を図

る。 

（２）内容 

市町村や関係機関と協力し、会員が開催する地域住民向けの講習会等に講師を派遣す

る。 

（３）開催状況 

  ①事業名：プログラミング講座【小学校高学年向け】 

   講 師：福島プログラミング推進 

   実施日：令和３年１１月１３日（土） 

   場 所：古殿町公民館 

   参加者：５名 

   内 容：小学生から使うことができるプログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」

を用いて様々なプログラミングについて学んだ。 

②事業名：プログラミング講座【小学校高学年向け】 

   講 師：福島プログラミング推進 

   実施日：令和３年１１月２８日（日） 

   場 所：福島市北信学習センター 

   参加者：８名 

   内 容：小学生から使うことができるプログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」

を用いて様々なプログラミングについて学んだ。 

③事業名：地域仲間と元気に繋がる「初めてのタブレット講座」ＡｎｄｒｏｉｄＯＳ編 

   講 師：福島シニアネット 

   実施日：１回目 令和３年１１月２９日（月） 

       ２回目 令和３年１２月 ６日（月） 

場 所：福島市中央学習センター 

   参加者：１回目 １２名 

       ２回目 １２名  延べ２４名 

内 容：１回目 タブレットの基本操作、緊急時や災害時の情報の取得方法、音声入 

力、ビデオ・写真撮影や保存方法などの説明を行った。 

       ２回目 Webページ閲覧、ショッピング、ストリートビューや GoogleEarth 

の使い方、、災害時や緊急時に役立つ「NHKニュース・防災」アプリ 

などの紹介や、YouTubeで動画検索・視聴をし応用操作を学んだ。 
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④事業名：地域仲間と元気に繋がる「初めてのタブレット講座」ＡｎｄｒｏｉｄＯＳ編 

   講 師：福島シニアネット 

   実施日：令和３年１２月９日（木） 

場 所：桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ（イコーゼ！） 

   参加者：１２名 

内 容：タブレットの基本操作、ストリートビューや GoogleEarth の使い方、災害時

や緊急時に役立つ「NHKニュース・防災」アプリなどの紹介や、YouTubeで桑

折町の「山城サミット」の検索・視聴をし操作を学んだ。 

⑤事業名：オンラインで集まろう。「Zoomと GoogleMeetのもっと活用講座」 

   講 師：福島シニアネット 

   実施日：令和４年２月１９日（土） 

   場 所：福島市信陵学習センター 

   参加者：１２名 

   内 容：タブレットの基本操作、ストリートビューや GoogleEarthの使い方、Zoomの

個人での使用方法、Googleフォトの使い方などの説明を行った。 

 

６ 活動支援事業 

  地域情報化活動助成事業 

  地域情報化の円滑な推進を図るため、会員が行う情報化の普及・啓発・調査研究等の 

活動で資金援助を希望する企画等を募集し、応募のあった２件を資金援助事業として決定

した。 

①事 業 名：デジタル化研修 

   実施主体：福島県社会保険労務士会 

   実 施 日：ライブ配信 令和４年１月２７日（木） 

   場 所：オンライン（Zoom）及び福島県社会保険労務士会 

   参 加 者：１７名 

   総事業費：４１，３２７円 

   援 助 額：２０，６６３円 

内 容：IPAセキュリティセンターによるセミナー講師派遣を活用し、「中小企業の 

情報セキュリティガイドラインを活用した指導方法と身近な対策例」に関 

するセミナーを実施した。 

②事 業 名：ジュニア向けロボット製作教室 

   実施主体：公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 

   実 施 日：令和３年１０月２４日（日） 

   場 所：郡山市大槻公民館 

   参 加 者：１２名 
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   総事業費：２１６，３２８円 

   援 助 額：９６，１６４円 

内 容：ICT/IoTの基本となるコンピューターの仕組みを学び、ロボットを部品か 

ら組立、プログラムインストールなどを行い実際に動かすまでの一連の工 

程を体験学習した。 
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１　一般会計

　①　収入の部 （単位：円）

大項目
令和３年度
予算(C)

令和３年度
決算(D)

増減
(D)-(C)

備考

585,000 611,000 26,000

585,000 611,000 26,000 60団体（免除1団体）※１

0 0 0 17団体

0 0 0 58団体

24,857,490 26,466,650 1,609,160

0 0 0

24,857,490 26,466,650 1,609,160 ※2

0 0 0

547,663 547,663 0

547,663 547,663 0

14,120 19,862 5,742

14,120 19,862 5,742
利子、団体助成金（情報通信月間
推進協議会1.4万）

26,004,273 27,645,175 1,640,902

※１　原子力災害に係る会費納入の特例措置に関する規程に基づき双葉町の会費を免除した。

　　　また、新たに２市町（本宮市、広野町）が加入し会費を徴収した。

※２　応募者多数により予算に不足が生じたため、県負担金を増額した。

議案第２号

令和３年度収支決算（案）

中項目

会費収入

自治体

各種団体・公社

企業

県負担金

AI・IoT等活用
アイディアソン事業

ICTアドバイザー
市町村派遣事業

ふくしまICT未来フェア出展小
間料

繰越金

繰越金

諸収入

諸収入

合　　計
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（単位：円）

大項目
令和３年度
予算(C)

令和３年度
決算(D)

増減
(D)-(C)

備考

90,000 52,428 △ 37,572

10,000 0 △ 10,000

0 0 0 会場費

10,000 0 △ 10,000 会場費、旅費

80,000 52,428 △ 27,572 切手代、HP使用料等

25,686,470 27,089,107 1,402,637

25,686,470 27,089,107 1,402,637

28,980 28,980 0

情報通信月間特
別講演会 28,980 28,980 0

ふくしまICT未
来フェア 0 0 0

24,857,490 26,466,650 1,609,160

AI・IoT等活用
アイディアソン
事業

0 0 0

ICTアドバイ
ザー市町村派遣
事業

24,857,490 26,466,650 1,609,160 ※３

400,000 475,550 75,550 情報リテラシー向上事業※４

400,000 117,927 △ 282,073 地域情報化活動助成事業

227,803 0 △ 227,803

26,004,273 27,141,535 1,137,262

※３　応募者多数により予算に不足が生じたため、県負担金を増額した。

※４　人材育成事業の増加に伴い、活動助成事業費から人材育成事業費へ９３，０００円流用した（事業費の流用会長一任）。

　　　しかし、新型コロナウイルスの影響で講座を一部縮小したため、余剰金が生じた。

（単位：円）

中項目

　②　支出の部

　③　収支決算

運営費

会議費

総会

運営委員会

事務費

予備費

合計

事業費

活動事業費

情報提供・情報
発信事業

調査・研究事業

人材育成事業

活動支援事業

収入 支出 繰越金

27,645,175 27,141,535 503,640
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令和４年度事業計画（案） 

 

 ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会は、本県における産・学・官が連携し、県全体の高度情

報化の推進を図るため、令和４年度において次の事業を行う。 

 

１ 総会 

  会則第９条に基づき通常総会をオンラインにより開催する。 

（１）開 催 日：令和４年６月３日（金） 

（２）議  題：令和３年度事業報告（案） 

        令和３年度収支決算（案） 

        令和４年度事業計画（案） 

        令和４年度収支予算（案） 

        役員の選任（案） 

 

２ 運営委員会 

  協議会運営に関する事項等の企画、立案やふくしまＩＣＴ未来フェア２０２２の企画、

広報、運営全般に関する協議を行うため、適宜運営委員会を開催する。 

 

３ 情報提供・情報発信事業 

（１）情報通信月間特別講演会 

  ①目  的： 

   情報通信の普及・進行を図ることを目的に設けられた「情報通信月間」（５月１５日

～６月１５日）の参加行事として講演会を開催することにより、情報通信の有用性につ

いて広く一般に理解の浸透を図る。 

  ②開 催 日：令和４年６月３日（金） 

  ③場 所：オンライン 

  ④内 容 

演  題 産学官で進めるＤＸと地域課題の解決 

   講  師 中央大学国際情報学部教授  

福島県情報化推進アドバイザー 須藤 修 様 

 

（２）ふくしま ICT未来フェア２０２２ 

  ①目  的 

   地域づくりやまちづくりにＩＣＴを利活用している取組事例や、ふくしまの未来に

つながる最新の技術に関する講演会や展示会を開催することにより、ＩＣＴを活用し

たふくしまの復興と地域の活性化に寄与することを目的とする。 

議案第３号 
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  ②開催日：令和４年１１月１５日（火） 

  ③場 所：コラッセふくしま 多目的ルーム（４階）、企画展示室（３階） 

  ④内 容（予定）： 

   講演、プレゼンテーション、企業・団体展示ブース、その他 

（３）ＩＣＴ関係の情報提供 

  ①メールマガジン 

   情報化全般に関する動向、情報セキュリティに関する情報提供、県内における情報 

  の最新情報、会員及び他の団体で実施している各種事業の情報を提供するためメール 

マガジンを発行する。 

②イベントの紹介 

 情報提供の充実を図るため、会員が開催するイベント情報を協議会のホームページ 

の「イベント紹介」に掲載する。 

③「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」及び「ｔｗｉｔｔｅｒ」を活用して協議会の活動状況等を情報

発信する。 

 

４ 調査研究事業 

ＩＣＴアドバイザー市町村派遣事業 

①背  景 

令和 2年度から令和 4年度までの 3年間で、59市町村の 8割である 48市町村（毎年

16市町村）への支援を目標として、事業を実施してきた。そうした中、国では令和 3年

9月にデジタル庁が発足しデジタル社会の形成に向けた取組を強力に推進しており、こ

うした国の動きも踏まえ、県では同月に県デジタル変革（ＤＸ）推進基本方針を策定し、

市町村の実情に応じた支援等に力を入れながら、本県のＤＸを推進していくこととし

た。市町村においてもＤＸに対する意識が高まる一方、人材不足、知識不足を感じる市

町村も多い（担当職員の不足を感じる市町村が 8割、担当者の知識不足を感じる市町村

が 7割）ことから、 令和 4年度から令和 6年度までの 3年間で全市町村への支援を目

標に新たなスタートを切ることとした。 

②目  的：県内市町村の情報化推進（目標：令和６年までに全市町村に支援を実施す

る） 

③実施期間：令和４年５月～令和５年２月 

④場  所：福島県内 

⑤内  容 

ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会を活用し、市町村へＩＣＴの専門家を派遣し、デジ

タル化を推進するにあたって市町村が抱える課題を解決するため、企画・立案や仕様書

作成の支援を実施する。特に業務の見える化、行政・地域のデジタル化推進、マイナポ

ータル等を重視する。 
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５ 人材育成事業 

  情報リテラシー向上事業 

  県民の情報活用能力の習得・向上を支援し、ICTを活用した地域活性化の促進を図るた

め、市町村や関係機関と協力して会員が開催する地域住民向けの講習会等に講師を派遣

する。 

 

６ 活動支援事業 

  地域情報化活動助成事業 

  地域情報化の円滑な推進を図るため、会員が行う情報化の普及・啓発・調査研究等の 

自主的活動に対し、予算の範囲内で助成する。 
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１　一般会計

（単位：円）

大項目
令和４年度
予算(A)

令和３年度
予算(B)

増減
(A)-(B)

備考

2,210,000 585,000 1,625,000

611,000 585,000 26,000 61団体（免除1団体）※１

351,000 0 351,000 17団体

1,248,000 0 1,248,000 59団体

29,304,320 24,857,490 4,446,830

29,304,320 24,857,490 4,446,830

300,000 0 300,000 3万円×10小間

503,640 547,663 △ 44,023

503,640 547,663 △ 44,023

314,120 14,120 300,000

314,120 14,120 300,000
利子、団体助成金（情報通信月間
推進協議会1.4万、東北情報通信懇
談会30万(ﾌｪｱ)）

32,632,080 26,004,273 6,627,807

※１　原子力災害に係る会費納入の特例措置に関する規程に基づき双葉町の会費を免除する。

議案第４号

繰越金

ICTアドバイザー
市町村派遣事業

繰越金

諸収入

諸収入

合　　計

ふくしまICT未来フェア出展小
間料

令和４年度収支予算（案）

各種団体・公社

企業

県負担金

　①　収入の部

中項目

会費収入

自治体
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（単位：円）

大項目
令和４年度
予算(C)

令和３年度
予算(D)

増減
(C)-(D)

備考

90,000 90,000 0

10,000 10,000 0

0 0 0 オンライン開催による

10,000 10,000 0 会場費、旅費

80,000 80,000 0 切手代、HP使用料等

32,033,300 25,686,470 6,346,830

32,033,300 25,686,470 6,346,830

1,928,980 28,980 1,900,000

情報通信月間特
別講演会 28,980 28,980 0

ふくしまICT未
来フェア 1,900,000 0 1,900,000

29,304,320 24,857,490 4,446,830

ICTアドバイ
ザー市町村派遣
事業

29,304,320 24,857,490 4,446,830

400,000 400,000 0 情報リテラシー向上事業

400,000 400,000 0 地域情報化活動助助成事業

508,780 227,803 280,977

32,632,080 26,004,273 6,627,807

運営費

会議費

総会

運営委員会

事務費

予備費

合計

　②　支出の部

事業費

活動事業費

情報提供・情報
発信事業

調査・研究事業

人材育成事業

活動支援事業

中項目
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議案第５号 

役員の選任（案） 
 

 会則第 7条第 1項により役員の任期が令和 4年 6月 30日で任期満了となるため、会則第 6条の

規定により役員を次のとおり選任する。 

（敬称略 五十音順） 

会 長  福島県知事                        内 堀  雅 雄 

副会長  福島県農業協同組合中央会代表理事会長           菅 野  孝 志 

〃   一般社団法人福島県情報産業協会代表理事会長        鷺    弘 樹

〃   一般社団法人福島県銀行協会代表理事会長          佐 藤    稔 

〃   福島県企画調整部長                    橘    清 司 

〃   福島県市長会長                      立 谷  秀 清 

 〃   福島県商工会議所連合会長                 渡 邊  博 美 

監 事  東北電力株式会社執行役員福島支店長            日下部    達 

〃   福島県中小企業団体中央会長                満 田  盛 護 
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１－１）事業の満足度について

項目 回答数 割合

課題解決につながった 7 38.9%

まあまあ課題解決につながった 10 55.6%

あまり課題解決につながらなかった 1 5.6%

課題解決につながらなかった 0 0.0%

合計 18 100%

１－２）事業の満足度について（自由記載）

他4件のご意見・ご感想をいただきました。

２－１）成果や今後について

他6件のご意見・ご感想をいただきました。

令和３年度ICTアドバイザー市町村派遣事業　支援実施後アンケート結果

・令和４年度は本格的なホームページリニューアルを予定し予算を組んでおります。本事業でご指摘いただいた内容を基に、よ

り分かりやすいホームページを構成してく予定です。

・今回得た支援をもとに、申請出来る業務を増やすことを今後の取り組みとします。

・オンライン申請に向けた導入による業務フローの明確化がされた。今後の取り組みは、負荷のかかる処理へのICTツールの利活

新を確実に実施していくような体制を継続していく。

・今回の最適化提案を元に、令和4年度にホームページのリニューアルを行う。支援を受けた内容を参考に、次年度以降も特定個

人情報保護評価書の公表漏れ等がないよう取り組む。

・庁内からフローに沿って脱ハンコ化していき、進捗を見て住民向け書類についても展開していく。

用を進めていく。

・庁内アンケートの集計を行っていただいたことで職員全体に現状を通知でき、今後のＩＣＴ人材育成の前置きができた。

・DXに関して理解を深めることができた。少しずつでも職員へ広めていきたい。

・RPAや手続をオンライン化した後の事務処理のモデルケースができた。今後は職員のITリテラシー向の取組を検討している。

・今年度は職員全体へのセキュリティやDXについて意識付けができたので、一歩進んで展開したい。

・支援終了後も情報提供等親切に対応いただけました。

・専門家の視点でホームページの課題を指摘してもらい、大変参考になった。

・公表している特定個人情報保護評価書を精査することができ、また、評価指針に基づき改訂支援も受けることができた。

・実際に脱ハンコまでのフローを図解していただいた点。

・担当へのヒアリングを実施したことで、職員の共通認識の醸成につながった。必要に応じ、担当課で保護評価書の新規作成、更

（参加自治体数18　回答数18）

・電子申請まで踏み込めなかったことは課題である。

・ホームページユーザーの詳細なデータや、各ページへの導線等、こちらでは把握しにくい点をご教示いただき、参考になりまし

・当町はこの事業に参加するまでぴったりサービスが未整備でした。電子申請が行える最低限の環境を整備できたことは大きな成

果であると考えます。

た。一方、より詳細にどう改善すべきかという具体的な改善点（デザイン等）の案をいただけるものかと思っていたので、多少の

物足りなさを感じました。

・専門知識が必要となった際いつでも聞ける体制があることで、各所属との調整において強くデジタル化を進める要因となった。

・オンライン申請に向けた業務の見える化の方向性は見えたが、該当する範囲が広いため、具体的な取り組みについての詳細を詰

めるにはいたらなかった。

・職員全体にＩＣＴ推進に関するアンケートを行い、ＩＣＴ推進員という役割の職員に対して2回研修を行っていただきました。

親身にご対応くださいました。ただ、時間の制約もあり内容の意識合わせ等が難しかったです。お互い慣れない中での人材育成事

業でしたが、柔軟に対応くださりありがたかったです。

・アドバイザー活用に関する印象が良くなった（ハードルが下がった）。今度も活用できるのであれば活用したい。アドバイザー

に非はないが、今回あまり職員を集めることができなかったため、それが心残りである。

・個人情報保護評価を軸に、評価書の見直しや関係職員への説明等一括で実施して頂き、大変助かった。

・今回は、31業務中4業務を選考した支援を実施いただいた。来年度はそのノウハウを生かし残りの業務についても取り組んでい

きたい。

・業務フローの見える化により処理時間などの指標が明確になり、負荷のかかる処理や課題について明確化された。

・事業内で課題の洗い出しはできたと思うが、あくまでも見える化、課題分析に伴う業務改善提案であるため直接的に課題解決に

はつながってはいない。

・今回の事業により、本村で公表していた個人情報保護評価書を全て更新することが出来た。また、今後継続して評価書の作成お

よび見直しを実施するにあたり、一連の作業手順を学べ大変参考になった。

17



２－２）成果や今後について

３）その他御意見、御質問など

・来年度も当該支援を活用させていただければと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

・資金の支援があることで電子化の整備を進める上で良い点だと思いますが、支援を行う事業所に影響を受けるため、実績等踏ま

えた事業所選定をする必要を考えて、対象の事業所から選定できる利用をお願いできればと思います。

・大変有益なメニューでした。次年度以降も活用させていただきます。

・現在のところ課題等が無いが、今後もアドバイザーを活用していきたい。

・DX計画書作成の支援メニューを追加していただきたい。

・事業開始時期が遅めでその分時間の制約ができてしまうので、もう少し早めに開始頂けるとありがたいです。

・職員のITリテラシーを向上させるための支援メニューを希望します。

・職員の情報リテラシー向上から実現への支援メニューなど段階的な支援メニュー構築をお願いします。

・本事業を継続して実施して頂けると有り難いです。

・ＤＸ推進等の支援をいただきた。

18



R3　ICTアドバイザー市町村派遣事業　応募者一覧

No. 市町村名 希望メニュー 支援テーマ 企業

1 福島市 6-2 ＩＣＴ利活用スキルアップ支援 福島コンピューターシステム株式会社

2 白河市 3-10 内部手続業務のデジタル化 東邦情報システム株式会社

3 伊達市 3-10 内部手続業務のデジタル化 東邦情報システム株式会社

4 桑折町 3-8 ICT、DX推進の実現に向けた業務の見える化、課題分析 東邦情報システム株式会社

5 鏡石町 1-1 マイナポータル推進 株式会社東日本計算センター

6 只見町 3-8 ICT、DX推進の実現に向けた業務の見える化、課題分析 東邦情報システム株式会社

7 三島町 3-7 オープンデータの取組開始支援 東邦情報システム株式会社

8 会津美里町 2-1 住民向け情報配信の最適化サービス テクノ・マインド株式会社

9 鮫川村 3-9 職員のITリテラシー向上支援 東邦情報システム株式会社

10 平田村 1-6 特定個人情報保護評価 株式会社東日本計算センター

11 古殿町 3-9 職員のITリテラシー向上支援 東邦情報システム株式会社

12 小野町 1-6 特定個人情報保護評価 株式会社東日本計算センター

13 広野町 1-6 特定個人情報保護評価 株式会社東日本計算センター

14 葛尾村 2-1 住民向け情報配信の最適化サービス テクノ・マインド株式会社

15 飯舘村 2-1 住民向け情報配信の最適化サービス テクノ・マインド株式会社

16 三春町 1-7 脱ハンコ支援 株式会社東日本計算センター

17 富岡町 1-1 マイナポータル推進 株式会社東日本計算センター

18 大熊町 1-1 マイナポータル推進 株式会社東日本計算センター
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番
号

企業名 支援テーマ 支援内容 企業のアピールポイント（実績等）

1-1
株式会社
東日本計算センター

マイナポータル推進

・制度に関する職員向け説明会
・住民広報支援
・運用フロー作成
・仕様書／予算書作成支援

個人番号制度開始時からシステム導入・運用支援・窓口受付支援・個人情報保護・個人
番号の利活用等、マイナンバーに関する幅広い業務を請け負った実績があるため、市町
村の状況・要請に応じて運用も含めた柔軟な対応ができる。

1-2
株式会社
東日本計算センター

ＲＰＡ導入対象業務の選定

・調査票による業務の洗い出し
・仮導入案件の分析
・導入業務の選定
・机上による導入効果の提示

2018年1月よりＲＰＡ導入支援サービスを展開しており、導入業務の選定においては、独自
の調査票に基づき、また職員の皆さんの負荷が少なくなるように２段階での調査を行って
いる。
導入前から導入効果を想定することにより、各自治体様での導入メリットとコストとの評価
をすることができる。

1-3
株式会社
東日本計算センター

ＲＰＡ実証確認

・現状の業務フロー作成
・ＲＰＡ化範囲の決定
・シナリオ作成
・新業務フローの作成
・実証確認による効果報告

2018年1月よりＲＰＡ導入支援サービスを展開しており、多くの導入経験者が在籍。ＲＰＡ
ツール４種に対し導入が可能で、電話によるサポートも実施している。また、２つのＲＰＡ
ツール代理店となっており、本格導入：５社、実証・検証支援中：10社の実績がある。
自治体案件では、業務効率化８３％、８３％、６７％の実績あり。

1-4
株式会社
東日本計算センター

ドローン利活用

・ドローンの説明
・ドローンフライトデモ
・ドローンを活用した行政サービス検討
・ドローンを活用した行政サービス仕様書作成

・ドローンにかかわる情報に精通している。
・ドローンを使ったソリューション開発に必要となる、ソフトウェア開発が可能なため、シス
テムの柔軟性を広げることが可能。

1-5
株式会社
東日本計算センター

オープンデータの取組開始支援

・オープンデータの取り組みを開始するまでの支援
・オープンデータ作成支援
・各市町村に合わせた公開方法に関する支援
・国へのオープンデータ取組報告に関する支援

当社の市町村業務システム運用を長年請け負ってきた経験を活かし、職員様の経験値別
にオープンデータを公開する目的及び利便性を丁寧に説明させて頂きながら職員様と一
緒に作業が出来る。また、次の工程であるオープンデータの利活用も視野に推進できる。

*1-6
株式会社
東日本計算センター

特定個人情報保護評価

・職員向け説明
・特定個人情報取扱い手順の最適化
・評価書の見直し／整理支援
・管理強化に関する指導／教育

個人番号制度開始時からシステム導入・運用支援・窓口受付支援・個人情報保護・個人
番号の利活用等、マイナンバーに関する幅広い業務を請け負った実績があり、特に個人
情報保護評価については、毎年の見直し事務を請け負っている。

*1-7
株式会社
東日本計算センター

脱ハンコ支援
・勤怠管理電子化支援
・庁内各種申請電子化支援
・電子化に関する課題整理／解決支援

紙媒体でやり取りされていた書類を電子化し、脱ハンコ化を推進したことで、職員の申請
や各支所間の移動の労力が大幅に削減された。さらにペーパレス化で経費が削減され、
書類紛失のリスクも軽減された。また、勤怠管理の電子化により、勤務時間のリアルタイ
ム管理を実現した。

2-1
テクノ・マインド
株式会社

住民向け情報配信の最適化
サービス

・アクセス改善支援
（現状分析・課題抽出・最適化提案）
・ユーザー導線改善支援
（現状分析・課題抽出・最適化提案）
・導入計画支援
（配信ツール選定・導入計画書作成・仕様書作成）
・SNS導入支援
（現状分析・ツール選定・アカウント開設）
・SNS活用支援
（作成指導・アクセス解析・改善提案）

福島県を中心に「自治体公式アプリ」「SNS利活用促進」「ウェブサイト最適化調査」等の業
務を通じて「住民に見やすく分かりやすく情報を伝えること」と「地域コミュニティの維持形
成」の実現に向けた支援を行ってまいりました。
【福島県内の実績】
・自治体公式アプリ導入実績：4自治体
・SNS利活用促進支援実績：1団体
・ウェブサイト最適化調査実績：1自治体

3-1
東邦情報システム
株式会社

預貯金照会業務の電子化
＋マイナポータルコンサル

①下記業務のマイナポータル適用検討支援
・子育て関係申請業務
・法人設立関係申請業務
②預貯金等照会業務電子化コンサルティング
③預貯金等照会業務電子化サービスを用いた実証
④預貯金情報を取り扱う業務とマイナポータルの連
携検討

①マイナポータルで現在提供されている下記の業務（サービス）への適用コンサルティン
グ
・子育てワンストップ
・法人設立
②当社は、令和元年度に福島県・福島市・郡山市と実証実験（PoC）を実施しており、一定
の効果を確認
③預保金照会等業務は、全ての市町村に共通する行政事務であり、課題認識も共通のた
め実証を推奨
④マイナポータルのAPI 提供によるサービス連携の拡大
・デジタル・ガバメント実行計画の推進
・預貯金照会業務をキーに、自治体・金融機関のマイナンバーの取扱いを整理しマイナ
ポータルとのAPI連携を調査、検討
※当社はマイナポータルを構築・提供しているNTTデータとは預貯金照会業務電子化
サービス「pipitLINQ」の特約店契約を締結しており、今後特約店の業務所掌にマイナン
バー関連業務も追加予定。

3-2
東邦情報システム
株式会社

預貯金照会業務の電子化
＋オープンデータコンサルティ
ング

・保有データ整理
・公開データ選定
・公開データ事例提供
・データ利活用方法情報提供
・管理システム情報提供
・オープンデータ運用事例情報提供

①オープンデータの管理・公開ツールの提供（実績ある商材を選定）
・デジタルアーカイブシステム
・データ分析サービス
②他自治体へのオープンデータコンサルティング受託実績を持つ有識者の登用

3-3
東邦情報システム
株式会社

預貯金照会業務の電子化
＋自治体クラウド基盤提供

・庶務事務業務の自治体クラウド適用検討支援

業務効率化が有効と思われる庶務事務業務について、RPAやAIを活用し業務見直しを行
い、共同利用化を目指す。その結果、限られた人的資源を、より付加価値の高い業務に振
り向け、質の高い行政サービスを持続的に提供できる体制整備を促進。
・業務フロー共通化
・標準テンプレート提案
・RPA、OCR適用コンサルティング
※提供実績のある庶務事務システムをベースに実施

3-4
東邦情報システム
株式会社

預貯金照会業務の電子化
＋ＲＰＡ導入コンサルティング

・RPA適用業務コンサルティング
・RPAツール提案

・RPA化に適した業務を選定し、自治体が共同で利用可能なRPA業務を選定
・複数の自治体に提供実績のあるRPAツールの提案
・サンプルシナリオの提案

【実績】
当事業における3先への実績あり。
預貯金照会業務「pipitLINQ」の導入実績15先あり。

3-5
東邦情報システム
株式会社

預貯金照会業務の電子化
＋ＯＣＲ導入コンサルティング

・OCR適用帳票コンサルティング
・AI-OCRツール提案

・独自様式となっている帳票の共通化提案
・帳票様式提案
・様式統一に伴う運用フローコンサルティング
・複数の自治体に提供実績のあるAI-OCRツールの提案

【実績】
当事業における3先への実績あり。
預貯金照会業務「pipitLINQ」の導入実績15先あり。

3-6
東邦情報システム
株式会社

学校教育におけるＩＣＴ活用方法
及びＩＣＴ活用サポート等の学校
教育におけるＩＣＴ化の支援

・1人1台コンピュータ導入
・高速大容量の通信ネットワーク整備
・ＩＣＴ活用定着の支援

コンピュータの調達およびネットワーク整備については、入札での調達が想定され、入札
にかかる仕様書作成もサポート致します。
また、既に導入された環境については定着化に向けた支援を行います。

【実績】
当事業における2先への実績あり。

3-7
東邦情報システム
株式会社

オープンデータの取組開始支援
・公開するデータの準備支援
・適用する利用ルールの策定支援
・Webサイトの更新支援

国のガイドライン等に照らし合わせ手厚いサポートを実施いたします。

【実績】
当事業における6先への実績あり。

*3-8
東邦情報システム
株式会社

ICT、DX推進の実現に向けた業
務の見える化、課題分析

・ICT、DX推進担当者サポート
・現状業務の見える化
・業務量算出・課題の抽出、及び分析
・ICTによる解決策提示
・基幹システム標準化を見据えた解決案の提示

当事業においてRPA、OCR導入コンサルティング業務を実施（実績：4市）。現状分析を行
い、洗い出された課題に対してRPA、AI-OCRに留まらずDX推進に関わるソリューションの
提言を実施した実績あり。

*3-9
東邦情報システム
株式会社

職員のITリテラシー向上支援

職員のIT知識
・技術レベル向上の企画支援
・現状分析
・対象とする向上支援テーマの策定
・実施スケジュール作成
・勉強会の実施・フォローアップ
・情報リテラシー向上支援

当事業においてRPA、OCR導入コンサルティングや学校教育におけるＩＣＴ化の支援、オー
プンデータの取組開始支援を行った実績あり。（10市町村12業務）
それらのノウハウを活用し、ITリテラシー向上、及び情報リテラシー向上支援を実施する。

*3-10
東邦情報システム
株式会社

内部手続業務のデジタル化

・内部手続（勤怠管理、セキュリティポリシー、物品
等管理、決裁等）業務の現状分析
・課題の抽出、及び分析
・ICTツール（RPAやVBA等含む）による解決策提示
・RPAシナリオやVBA構築サポート

当事業においてRPA、OCR導入コンサルティング業務を実施（実績：4市）。現状分析を行
い、洗い出された課題に対してRPA、AI-OCRに留まらず勤怠管理や電子ワークフロー
等、DX推進に関わるソリューションの提言を実施した実績あり。

*3-11
東邦情報システム
株式会社

電子申請導入コンサルティング

・対象とする申請業務の洗い出し
・対象となる帳票
・画面設計
・導入後の業務フローの作成
・セキュリティポリシーの見直し

当事業におけるコンサルティング業務でのノウハウの活用や、東邦銀行の銀行業務にお
ける電子申請の導入や運用にかかるノウハウを活用し、支援を実施する。

4-1 株式会社エフコム
子ども・子育て支援業務（保育
所入所選考）へのＡＩ導入

・現状業務分析
（入所選考方法・事務分析）
・導入計画作成
・ＡＩ導入仕様書作成

福島市において、保育所の待機児童解消の観点で、ＡＩを利用した入所選考システムを導
入。子ども・子育て支援システムとの連携も実現し、令和元年度に稼働・運用の実績があ
る。
入所選考事務をＡＩで自動化することにより、最大のメリットとして、数秒で選考結果を導き
出し、選考会における利用調整事務の大幅な時間短縮を実現している。

5-1 株式会社 ル・プロジェ オープンデータの取組開始支援

・データ形式や分類の整理
・公開用Webページのデザイン
・情報公開作業
・データ更新手順整理

国土交通省河川事務所（荒川下流河川事務所・利根川下流河川事務所）ホームページ
や、栗原市様中央病院のホームページ等、CMS（記事更新システム）を活用した、公的な
情報公開の実績があり、生活者に分かりやすく、効果的な情報発信を実現する事に精通
しております。
また、デザイナー、コーダーと言った制作部隊を持っている為、組織としての柔軟な対応
が可能です。

6-1
福島コンピューターシ
ステム株式会社

在宅勤務推進

・在宅勤務の仕組みを職員へ説明会実施
・試験機器のセッティング(３セット)
・試験中のサポート
・導入計画書・構成図・見積り作成

２０２０年５月、新型コロナ禍による緊急事態の中、当社はいち早く在宅勤務推進に取り組
み、検討〜設置まで、約 1 か月で社内と同じ安全な在宅勤務環境を、対象社員約２５０名
に実現できた。
何も特別なことをせず、自宅でノートパソコンを開くだけで事務所内と同じ環境が、一瞬で
得られる。

6-2
福島コンピューターシ
ステム株式会社

ＩＣＴ利活用スキルアップ支援

職員全体が、ＩＣＴ知識・技術レベルを一定以上に保
てるよう、教育・支援を実施する。
 ・現状分析
 ・教育テーマの策定、教育資料・教育スケジュール
の作成
 ・職員教育の実施
 ・フォローアップ実施
 ・教育結果の分析・今後の方針の策定

　復興関連事業にて、ネットワーク関連、情報セキュリティ関連、IT機器関連の運用支援
や、作業従事者向けの教育・問合せ対応を、2018年10月より現在まで継続対応しており信
頼を得ている。それらのノウハウを活用し、ＩＣＴ利活用スキルアップ支援を実施する。

令和３年度ＩＣＴアドバイザー市町村派遣事業　解決策提案　支援メニュー一覧
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地 方 自 治 体

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

960-8670

内堀　雅雄 西丸　峻貴

960-8601

木幡　浩 大内　志穂

965-8601

室井  照平 栗城　健太

963-8601

品川　萬里 橋本　賢人

970-8686

内田　広之 關内　光市

961-8602

鈴木　和夫 大木　修一

962-8601

橋本　克也 石井　稜子

966-8601

遠藤　忠一 小林　修

976-8601

立谷　秀清 石川　正洋

964-8601

三保　恵一 朝倉　正典

963-4393

白石　高司 箭内　浩勝

975-8686

門馬　和夫 大和田　貴敬

960-0692

須田　博行 佐藤　喜也

969-1192

高松　義行 石井　雄介

969-1692

髙橋　宣博 大塚　智広

969-1792

引地　真 菊地　秀駿

960-1492

藤原　一二 菅野　健一

969-1392

押山　利一 鈴木　裕也

969-0492

遠藤　栄作 石井　秀樹

962-0592

添田　勝幸 牧野　真吾

969-5345

星　學 荒井　慶子

967-0525

星　明彦 星　満

968-0498

渡部　勇夫 横田　尚也

967-0004

渡部　正義 室井　夏雄

デジタル変革課

主事 福島市杉妻町2番16号

政策調整部デジタル改革室情報企画課情報企画係

副主査 福島市五老内町3番1号

情報政策課

主査 いわき市平字梅本21番地

情報政策課

主幹兼課長補佐兼情報政策係長 白河市八幡小路7番地1

情報統計課

主査 会津若松市東栄町3番46号

政策開発部DX戦略課

主査 郡山市朝日1丁目23番7号

情報政策課

主査 相馬市中村字北町63番地の3

人事行政課電子情報係

係長 二本松市金色403番地1

行政管理課情報推進係

主事 須賀川市八幡町135番地

企画政策部 情報政策課

課長補佐兼情報統計係長 喜多方市字御清水東7244番地2

総務部デジタル変革課

副主幹兼DX推進係長 伊達市保原町字舟橋180番地

財務部財政課

情報管財係長 本宮市本宮字万世212番地

総務部ＤＸ推進室

副主査 田村市船引町船引字畑添76番地2

デジタル推進課　情報システム係

係長 南相馬市原町区本町2丁目27番地

政策推進課

デジタル推進室長 伊達郡川俣町字五百田30番地

総務部政策推進課情報広報係

係長 安達郡大玉村玉井字星内70番地

総合政策課

主任主査 伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7

企画調整課総合政策係

主査 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二１番７

総合政策課企画政策係

副主査 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地

総務課

主査 南会津郡檜枝岐村字下ノ原880番地

総務課

主査 岩瀬郡鏡石町不時沼345番地

企画政策課

主任主査 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地

総務課総務係

副主査 南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地

総合政策課広報情報係

広報情報係長 南会津郡南会津町田島字後原甲３５３１番地１

市長

郡山市

市長

いわき市

市長

白河市

知事

福島県

市長

福島市

市長

会津若松市

市長

二本松市

市長

田村市

市長

南相馬市

市長

須賀川市

市長

喜多方市

市長

相馬市

町長

国見町

町長

川俣町

村長

大玉村

市長

伊達市

市長

本宮市

町長

桑折町

村長

檜枝岐村

町長

只見町

町長

南会津町

町長

鏡石町

村長

天栄村

町長

下郷町

－1－



地 方 自 治 体

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

966-0485

遠藤　和夫 兼子　学

969-4495

薄　友喜 仲川　恭介

969-3392

佐藤　淳一 金子　宏一

969-3123

前後　公 小檜山　祐樹

969-6592

古川　庄平 夏井　美可子

969-3593

三澤　豊隆 白岩　仁志

969-7201

小林　功 佐藤　陽三

969-7511

矢澤　源成 黒澤　寿樹

968-0011

押部　源二郎 芳賀　崚大

968-0103

舟木　幸一 五十嵐　敏幸

969-6292

杉山　純一 平田　真之

961-8501

髙橋　廣志 緑川　賢

969-0101

箭内 憲勝 北住　大輔

961-0192

加藤　幸一 髙久　健司

969-0296

蛭田　泰昭 吉田　賢樹

963-6192

湯座　一平 星　和誠

963-5192

佐川　正一郎 海野　拓椰

963-5492

宮田　秀利 白石　義文

963-8401

関根　政雄 水野　克哉

963-7893

塩田　金次郎 矢内　清春

963-6392

石森　春男 関根　吉博

963-8292

澤村　和明 芳賀正和

963-6292

江田　文男 坂本　和久

963-8304

岡部　光徳 山崎　直之

総務企画課財政班

主事 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地

総務課

副主査 耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地

政策財務課政策企画班

主査 河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地

総務課政策財務係

主査 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞１８番地

デジタル変革戦略室

副主査 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855番地

総務課

主事 耶麻郡猪苗代町字城南100番地

総務課

主事 大沼郡金山町大字川口字谷地393番地

総務課企画創生係

係長 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652番地

みらい創生課みらい創生係

主査 河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地

総務課財政係

副主査 大沼郡三島町大字宮下字宮下350番地

総務課企画財政係

主任主事 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

総務課

主任主査 西白河郡中島村大字滑津字中島西１１－１

総務課防災情報係

主査 大沼郡会津美里町字新布才地１番地

企画政策課

情報統計係長 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地

自立総務課企画財政グループ

主任主事 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66番地

総務課企画情報係

副主幹兼係長 東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

企画総務課

副主査 西白河郡矢吹町一本木101番地

総務課行政管理係

主査 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地

企画政策課

主査 石川郡玉川村大字小高字中畷9番地

企画商工課政策情報係

主査兼政策情報係長 石川郡平田村大字永田字切田116番地

総務課企画情報係

主査 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

企画商工課　管理情報係

係長 石川郡石川町字長久保185番地の4

企画商工課企画商工係

主任主査兼企画商工係長 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112番地15

総務課企画推進係

係長 石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地

町長

猪苗代町

町長

会津坂下町

村長

湯川村

村長

北塩原村

町長

西会津町

町長

磐梯町

村長

昭和村

町長

会津美里町

村長

西郷村

町長

柳津町

町長

三島町

町長

金山町

町長

棚倉町

町長

矢祭町

町長

塙町

村長

泉崎村

村長

中島村

町長

矢吹町

村長

平田村

町長

浅川町

町長

古殿町

村長

鮫川村

町長

石川町

村長

玉川村
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地 方 自 治 体

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

963-7796

坂本　浩之 内野　雅大

963-3492

村上　昭正 村上　香

979-0402

遠藤　智 萱間　隆

979-0696

松本　幸英 早川　翔

979-1192

山本　育男 加藤　慶一

979-1292

遠藤　雄幸 秋元　喜夫

979-1306

吉田　淳 大越　翔平

979-1495(974-8212)

伊澤　史朗 福田悠斗 (いわき事務所:いわき市東田町2丁目19-4)

979-1592

吉田　数博 猪俣　岳史

979-1602

篠木　弘 橋本　佐敏

979-2792

大堀　武 宮本　秀和

960-1892

杉岡　誠 藤井　慎悟

総務課文書情報グループ

主査 田村郡三春町字大町1番地の2

総務課

副主幹 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地

企画課電算システム管理係

係長 双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

総務課　DX推進室

主査 双葉郡川内村大字上川内字早渡11番地の24

総務課財政管財係

主事 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35

政策企画課広報情報係

主事 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6

企画財政課

副主査 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7の2

総務課

主任主査 双葉郡葛尾村大字落合字落合16番地

企画調整課

主査 双葉郡大熊町大字大川原字南平1717番地

総務課

副主査 双葉郡双葉町大字新山字前沖28番地

町長

楢葉町

町長

富岡町

町長

三春町

町長

小野町

町長

広野町

町長

双葉町

町長

浪江町

村長

葛尾村

村長

川内村

町長

大熊町

町長 総務課

新地町 主任主査 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地

村長 村づくり推進課　企画定住係

飯舘村 主査 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1
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各 種 団 体

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

965-8601

室井　照平 宮崎　正人
970-8026

小野　栄重 富岡　誠 ラトブ６階

963-8005

滝田　康雄 矢部　征紀

963-0115

滝田　康雄 桜沢　雅史

962-0844

渡邉　達雄 大賀　圭司

976-0042

草野　清貴 大槻 知実

960-0297

服部　道夫 萩原　史雄

960-8041

佐藤　稔 千葉　純久 チェンバおおまち４Ｆ

960-0298

髙久 忠 大関　徳一郎

960-8053

松﨑　浩司 佐藤　幸子 コラッセふくしま２階

960-8053

渡邊　博美 佐久間　純子 コラッセふくしま８階

960-8053

轡田　倉治 梅津　健次郎 コラッセふくしま９階

970-8026

鷺　弘樹 太田　憲男

960-8660

樋口　郁雄 斎藤　修 ふくしん総合相談センター内２階

960-8053

満田　盛護 渡辺　裕之 コラッセふくしま１０階

960-0294

菅野　孝志 渡辺　毅

960-8252

宍戸　宏行 丹治　富士子

会長 会津計算センター

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会 所長 会津若松市東栄町3番46号

郡山商工会議所 主査 郡山市清水台1-3-8

会頭

会頭

中小企業相談所

いわき商工会議所 所長（次長） いわき市平字田町120

開発事業部　開発観光課

須賀川商工会議所 課長 須賀川市東町59番地の25

理事長

会頭

企画管理課
公益財団法人  郡山地域テクノポリス推進機構 企画管理課長 郡山市南二丁目52番地

総務課

全国共済農業協同組合連合会 課長 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1

会頭

福島県本部長

業務課

相馬商工会議所 IT推進担当主幹 相馬市中村字桜ケ丘71

業務部業務指導グループ

福島県厚生農業協同組合連合会 部長 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1

代表理事会長

代表理事理事長

一般社団法人　福島県銀行協会 常務理事 福島市大町4番15号

業務部

福島県商工会議所連合会 係長 福島市三河南町1－20 

理事長

会長

経営支援部　経営支援課

公益財団法人　福島県産業振興センター 主任 福島市三河南町1－20 

総合企画部総合企画課

一般社団法人福島県情報産業協会 いわき市平字研町2番地

会長

代表理事会長

総務部総務人事課

福島県商工会連合会 課長 福島市三河南町1－20 

事務局

福島県中小企業団体中央会 課長 福島市三河南町1－20 

会長　

会長

福島県信用金庫協会 事務局長 福島市万世町1番2号

総務課

経営改革部

福島県農業協同組合中央会 経営企画担当部長 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1

福島県社会保険労務士会 事務局長 福島市御山字三本松19-3

代表理事会長

会長

－4－



企　　　　業

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

965-0873

菅家 忠洋 菅家 忠洋

965-0832

佐藤　守哉 上野　和枝

963-0725

油木田 祐策 熊田　祥太

960-8154

成茂　彩生 高橋　秀雄

970-8026

興津　照昭 愛川　裕之

960-8115

岸本　直樹 ＮＴＴ山下第２ビル３階

963-1309

菅野  豊 菅野  豊臣

960-8035

伊藤　圭司 伊藤　圭司 殖銀フコク生命ビル

960-8511

岩崎　勝也 森　高幸

963-8520

斎藤　正弘 丹治　勇喜

960-8074

鈴木　岳人 三橋　雅彦

960-8035

中野　友登 小針　彩乃 Fukushima-BASE内

960-1106

伊東　邦彦 渡辺　剛史

960-0102

草野　智樹 佐藤　剛

980-0811

田岡　憲治 三浦　英剛 JRE東二番丁スクエア

963-0724

藤井　明仁 長沼　章

963-8025

矢吹　大輔 伊藤　健 J＆Cビル

963-0547

才木　直和 宇佐美　晶宏

963-8681

大槻　努 奥村　政浩

960-1101

高橋　淑径 高橋　径俊

963-8004

鈴木　孝雄 山口　栄一

960-8035

高橋　浩也 水野　博徳 福島第一生命ビル4階

963-8004

飯塚　真規 田代　和之 大同生命ビル10階

代表取締役副社長

会津土建株式会社 代表取締役副社長 会津若松市追手町5番36号

代表取締役

磐城通運株式会社 課長 いわき市平字十五町目21番地

代表取締役社長 イノベーション推進事業本部

アイネット株式会社 専務取締役 会津若松市天神町30-52

代表取締役社長 営業本部 第二営業部 営業3Gr

株式会社アサカ理研 郡山市田村町金屋字マセ口47番地

代表取締役社長

株式会社インフォメーション･ネットワーク福島 総括部長 福島市山下町5番10号

朝日システム株式会社 取締役　執行役員常務 福島市伏拝字台田1-2

代表取締役社長 情報システム管理開発課

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　福島営業所 所長 福島市本町5-5

シニアエグゼクティブ ＩＴ戦略本部

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　福島事業所 シニアマネージャー 福島市清水町字一本松1-1

代表取締役社長

株式会社栄楽館  ホテル華の湯 取締役常務 郡山市熱海町熱海5丁目8番60

所長 福島営業所

株式会社ＭＴＳ＆プランニング 取締役 福島市西中央2丁目21番地

代表取締役 総務

株式会社オーダーメイドジャパン 福島市本町2-10

代表取締役社長 営業本部公共営業部

株式会社エフコム 部長 郡山市堤下町13番8号

代表取締役社長 営業事業部

株式会社草野測器社 福島市鎌田字卸町23-16

ソリューション東北支社長 福島支店

ＫＤＤＩ株式会社 仙台市青葉区一番町4-1-25

代表取締役社長 営業部

キング印刷株式会社 福島市下鳥渡字新町西6-1

代表取締役社長 事業企画推進部企画戦略室

株式会社コスモアトリエホールディングス 執行役員 営業部長　兼　福島支社長 郡山市桑野2丁目17番12号

取締役社長

株式会社コンピューターシステムハウス 郡山市喜久田町卸3－37－2マネージャー

代表取締役社長 管理本部

株式会社ケンオリ 経理部部長 郡山市田村町上行合字北川田26番3

代表取締役 営業部

株式会社新福島産業創生プロデュース テクニカルコーディネータ 福島市大森字西ノ内75-5

取締役社長 営業開発部

株式会社大東銀行 副部長 郡山市中町19番1号

代表取締役社長 企画管理部

作田電機株式会社 取締役部長 郡山市喜久田町卸1丁目36番地1

代表取締役 経営企画部

株式会社ＴＫＣ 課長 郡山市中町1-22

福島支社長 福島支社

テクノ・マインド株式会社 担当部長 福島県福島市本町5-8

代表取締役社長 福島営業課
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企　　　　業

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

965-0872

前田　諭志 前田　諭志 ICTオフィスビルAiCT 3-2

960-8142

須藤　秀一 沼山　稔

960-8531

新田　良一 伊達　孝

980-0803

青山　誠 小野　邦彦 東芝仙台ビル3階

960-8633

佐藤　稔 佐藤　允

960-8626

古宮　智宏 小針　浩一 東邦銀行事務センター内

960-8041

佐藤  祐一 高橋　祐紀 福島センタービル6F

960-8524

日下部　達 山崎　純司

960-8165

高田　博樹 木村　英之 ドコモ福島ビル2階

960-8071

薮内　克徳 薮内　克徳

963-8005

大内　文彦 大内　文彦

960-8588

半沢　治久 小林　美咲

960-8252

金子　敦 中川　宏生

960-8041

八代　大輔 海老原　享

970-8026

鷺　弘樹 滝口　浩行

960-8503

畠山　良平 伏田　則夫

963-8005

中原　博之 中原　博之 郡山第一ビル7階

960-8625

加藤　容啓 佐藤　英樹

960-8036

河原田　浩喜 中川　映夫

960-0113

小野　定典 青山　正光

963-0201

芳賀　洋輔 渡辺　一夫

963-8025

小暮　憲一 福田　永二

963-8533

五阿弥　宏安 三島木　秀

960-8508

横山　淳 星　宗宏

代表取締役

株式会社デザイニウム 代表取締役 福島県会津若松市東栄町1-77 

株式会社テレビユー福島 局長 福島市西中央1丁目1番地

東北支社長 東北官公ソリューション部　営業担当

東芝デジタルソリューションズ株式会社 部長代理 仙台市青葉区国分町２-２-２

福島支店長

株式会社ＴＴＫ 営業総括 福島市小倉寺字中ノ内1－1

代表取締役社長 技術局

東邦情報システム株式会社 取締役システム営業部長 福島市飯坂町平野字桜田3-4

福島支社長 営業部公共金融グループ　福島担当

東北インテリジェント通信株式会社 主任 福島市大町7-3

取締役頭取 営業統括部

株式会社東邦銀行 営業統括課長 福島市大町3番25号

代表取締役社長

株式会社ドコモCS東北 主査 福島市吉倉字名倉29－1

執行役員東北支店長

株式会社中松商会 支店長 福島市東中央3丁目48番地

執行役員福島支店長 企画管理部門（地域政策担当）

東北電力株式会社 部長 福島市栄町7-21

福島支店長 福島支店　法人営業担当

日本放送協会 福島市早稲町1-2

代表取締役社長 福島センター

株式会社ニューメディア 福島センター長 福島市御山一本松17-1-1

福島支店長

日本電気株式会社 支店長 郡山市清水台二丁目13-23

福島放送局長 経営管理企画センター

株式会社東日本計算センター 取締役執行役員管理部長 いわき市平字研町2番地

福島支店長 第一ビジネスイノベーション部

東日本電信電話株式会社 福島市山下町5-10

福島支店長 福島支店　総務課

野村證券株式会社 総務課長 福島市大町4－1

代表取締役社長 管理部

株式会社福島銀行 部長 福島市万世町2番5号

代表取締役社長 営業部

株式会社福島県中央計算センター 部長 福島市新町7番22号

東北支社福島支店長

株式会社日立製作所 支店長 郡山市清水台2丁目13－23

取締役社長 システム部

福島コンピューターシステム株式会社 常務取締役 福島県郡山市大槻町字北八耕地13番地

代表取締役社長 公共情報システム本部

株式会社福島情報処理センター 執行役員　副本部長兼公共営業部長 郡山市桑野三丁目18番24号

代表取締役社長 総務部

株式会社福島県農協電算センター 部長 福島市北矢野目字下成田22番地の3

代表取締役社長 営業本部

代表取締役社長 デジタル推進部

株式会社福島中央テレビ 部長 郡山市池ノ台13番23号

代表取締役社長

福島テレビ株式会社 技術局長 福島市御山町2番5号

－6－



企　　　　業

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

963-8535

横山　宏 鈴木　勤

960-8602

芳見　弘一 横山　郷彦

960-8648

中川　俊哉 加藤　隆史

963-8578

道下　和幸 高久　力

960-8031

遠藤　哲也 坂本 浩二 ＮＢＦユニックスビル

963-8001

菊池　敏弘 遠藤　善照 ジブラルタ生命郡山ビル５Ｆ

960-8068

薮内　利明 薮内　利明
960-8043

伊藤　哲 門田　憲一 中町ビル４Ｆ
960-8655

花見　政行 鹿山　純
963-8861

関根　幸夫 大須賀　隆
963-8032

山田　洋一郎 会津　宏

代表取締役 総務部
株式会社ル・プロジェ 次長 郡山市下亀田17-7

代表取締役社長 編成局
株式会社ラジオ福島 編成局次長 福島市下荒子８

福島支社　福島ＬＡ営業部長 ＬＡ営業１グループ
リコージャパン株式会社 郡山市鶴見坦2-18-5

代表取締役社長 編成技術局

株式会社福島放送 編成技術局長 郡山市桑野4丁目3番6号

代表取締役社長 総務局

株式会社福島民報社 次長兼総務部長兼管理部長 福島市太田町13番17号

総支配人 管理部

代表取締役社長 総務局

福島民友新聞社 総務部長 福島市柳町4番29号

代表取締役 福島支社
株式会社ライト・エージェンシー 取締役　福島支社長 福島市中町１－１９

ハマツ観光株式会社 副支配人 郡山市虎丸町3番18号

福島支社長 福島支社　第一ビジネス部

富士通Japan株式会社 部長 福島市栄町6－6

ユートモ 代表 福島市太田町15-4

郡山支店長 営業部営業課

富士テレコム株式会社 課長 郡山市大町1－14－1

代表

－7－



特 別 会 員

会　　　　　員　　　　　名 代 表 者 氏 名 連 絡 者 氏 名 所　　　　　在　　　　　地

　 　 960-1296

福島大学共生システム理工学類教授 福島市金谷川1番地

篠田　伸夫 　 　 　

　 　 963-8642

日本大学工学部教授 郡山市田村町徳定字中河原1番地

上田　清志 　 　 　

　 　 970-8551

医療創生大学教養学部教授 いわき市中央台飯野5-5-1

中尾　剛 　 　 　

　 963-8642

日本大学工学部教授 郡山市田村町徳定字中河原1番地

林　隆史 　

　 965-8580

会津大学コンピュータ理工学部教授 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合90

森　和好 　

960-8505

福島学院大学短期大学部情報ビジネス学科長 福島市本町2-10

木村　信綱

960-8585

桜の聖母短期大学学長 福島市花園町3-6

　 西内　みなみ

　 960-1296

福島大学名誉教授 福島市金谷川1番地

星野　珙二 　 　 　

980-8403

千葉　雅幸 土屋　一樹
980-8795

加藤　弘晃 後藤　信行

総務省東北総合通信局 上席企画監理官 仙台市青葉区本町3-2-23

　

参事官

経済産業省東北経済産業局 情報企画係長 仙台市青葉区本町3-3-1

課長 情報通信部情報通信連携推進課
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 ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会役員名簿 

 

                                （敬称略：五十音順） 

  会   長   内 堀  雅 雄    福島県知事 

 

副 会 長   菅 野  孝 志    福島県農業協同組合中央会 

                     代表理事会長 

 

    〃      鷺    弘 樹     一般社団法人福島県情報産業協会 

代表理事会長 

 

〃     佐 藤    稔     一般社団法人福島県銀行協会 

代表理事会長 

 

〃     橘    清 司     福島県企画調整部長 

 

〃     立 谷  秀 清     福島県市長会長 

 

〃     渡 邊  博 美     福島県商工会議所連合会長 

 

監   事   日下部    達     東北電力株式会社 

執行役員福島支店長 

 

〃     満 田  盛 護     福島県中小企業団体中央会長 

 

 



 

 

 

 ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会運営委員名簿 

 

                                （敬称略：五十音順） 

  委 員 長   篠
しの

 田
だ

  伸
のぶ

 夫
お

  福島大学 

共生システム理工学類教授 

 

委   員   青
あお

 山
やま

  正
まさ

 光
みつ

      株式会社福島県農協電算センター 

                        総務部長 

                     （JAグループ福島） 

 

〃     大
おお

 内
うち

  文
ふみ

 彦
ひこ

  日本電気㈱福島支店 

                支店長 

 

    〃     坂
さか

 本
もと

  浩
こう

 二
じ

    富士通Japan㈱福島支社 

                       第一ビジネス部長 

 

〃     佐
さ

 藤
とう

    允
まこと

    ㈱東邦銀行 

                       営業統括部営業統括課長 

 

〃     蛭
ひる

 田
た

  順
じゅん

 一
いち

    福島市 

政策調整部デジタル改革室情報企画課長 

 

    〃     福
ふく

 田
だ

  永
えい

 二
じ

     一般社団法人福島県情報産業協会 

                       運営委員 

 

〃     前
まえ

 田
だ

  諭
さと

 志
し

    株式会社デザイニウム 

代表取締役 

 

〃     山
やま

 崎
ざき

  純
じゅん

 司
じ

     東北電力㈱福島支店 

                    企画管理部門（総務広報）部長（地域政策担当） 

 

〃     山
やま

 本
もと

  健太郎
けんたろう

     東日本電信電話㈱福島支店 

副支店長 



ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会会則

（名称）

第１条 本会は、「ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会」と称する。

（目的）

第２条 本会は、福島県における産・学・官が協力、連携し、県全体の高度情報化の推進を図

り、もってＩＣＴを利活用した県民生活の向上や産業振興など地域の活性化に寄与すること

を目的とする。

（事業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高度情報化に関する普及・啓発事業

(2) 高度情報化に関する調査・研究事業

(3) ＩＣＴ利活用に関する交流活動事業

(4) 地域情報化活動に対する支援事業

(5) ＩＣＴ利活用に関する情報提供事業

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

（構成）

第４条 本会は、普通会員と特別会員をもって構成する。

２ 普通会員は、本会の目的に賛同する、各種団体、民間企業、ＮＰＯ、個人事業主及び地方

公共団体等のうち、会長の承認を得た者とする。

３ 特別会員は、会長が本会の目的達成のため特に必要と認めた者とする。

（役員）

第５条 本会は、役員として、会長１名、副会長若干名及び監事２名を置く。

（役員の選出）

第６条 役員は、総会において選任する。

（役員の任期）

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残

任期間とする。

（役員の職務）

第８条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

３ 監事は、本会の会計を監査し、必要に応じて会長に意見を述べることができる。

（総会）

第９条 通常総会は、毎年１回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨

時総会を招集することができる。

２ 通常総会は、次の事項を審議する。

(1) 事業計画及び収支予算



(2) 事業報告及び収支決算

(3) 会則及び細則の改正

(4) その他協議会に関する重要な事項

３ 総会の議決は、出席者の過半数の賛同により決する。

４ 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は、予め会長

が指名する者が議長となる。

５ 監事は、総会において、意見を述べることができる。

（運営委員会）

第10条 本会に、会長が委嘱する運営委員若干名を置き、運営委員会を構成する。

２ 運営委員会に、運営委員長を置き、会長がこれを指名する。

３ 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 総会に付すべき事項

(2) 会運営に関する事項等の企画及び立案

(3) その他必要と認める事項

４ 運営委員会においては、運営委員長が議長となる。ただし、運営委員長が欠席の場合は

予め運営委員長が指名する者が議長となる。

５ 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決する。賛否同数のときは、議長がこれを決す

る。

６ 運営委員会は、運営委員長が適当と認める場合には、書面により議決することができる。

（部会）

第11条 本会の目的を達成するため、会長は、必要に応じて部会を置くことができる。

２ 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の意見を聴き会長が別に定める。

（事業年度）

第12条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（経費）

第13条 本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

２ 本会の会費については、別に定める。

（事務局）

第14条 本会の事務局は、福島県企画調整部デジタル変革課に置く。

２ 事務局に、事務局長、事務局次長及び職員若干名を置く。

３ 事務局長は、デジタル変革課長をもって充てる。

４ 事務局次長は、デジタル変革課総括主幹をもって充てる。

（その他）

第15条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

（附則）

１ この会則は、本会の設立の日から施行する。

２ 本会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から平成３年３月３

１日までとする。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１２年６月１９日）から施行する。



（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１４年６月１９日）から施行する。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１５年６月１７日）から施行し、平成１５年４

月１日から適用する。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成１８年７月６日）から施行し、平成１８年４月

１日から適用する。

（附則）

この会則は、総会の承認のあった日（平成２０年６月５日）から施行し、平成２０年４月

１日から適用する。

この会則は、総会の承認のあった日（平成２６年６月６日）から施行し、平成２６年７月

１日から適用する。

この会則は、総会の承認のあった日（平成３０年９月３日）から施行する。

この会則は、総会の承認のあった日（令和２年６月５日）から施行し、令和２年７月１日

から適用する。

この会則は、総会の承認のあった日（令和３年６月４日）から施行し、令和３年４月１日

から適用する。

ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会会計細則

（目的）

第１条 この細則は、会則第14条の規定に基づき、本会の会費及び会費の徴収手続等を定め

る 。

（会費）

第２条 普通会員は、次の区分による会費を納入する。

(1) 県 年額１０口（１０万円）

(2) 市 年額 ３口（３万円）

(3) 町村 年額 １口（１万円）

(4) ＮＰＯ、個人事業主 年額 １口（１万円）以上

(5) 団体、企業等 年額 ３口（３万円）以上

（会費の請求）

第３条 会費を徴収しようとするときは、会長名をもって、該当口数に相当する金額を明記し

た請求書を送付して行うものとする。

（附則）

平成１６年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「９０，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「２７，０００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「９，０００円」とそれぞれ読み替えるものとする。

（附則）

平成１７年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「７３，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「２１，９００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「７，３００円」とそれぞれ読み替えるものとする。

（附則）

平成１９年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「６９，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「２０，７００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「６，９００円」とそれぞれ読み替えるものとする。



（附則）

平成２０年度の会費から、第２条第１号中「１０万円」とあるのは「６５，０００円」と、

同条第２号及び第４号中「３万円」とあるのは「１９，５００円」と、同条第３号中「１万

円」とあるのは「６，５００円」とそれぞれ読み替えるものとする。




