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出席団体 部門名 役職 出席者

1 1 北海道 旭川市 企画財政部情報政策課 課長 西島　猛

2 1 北海道 浦幌町 総務課 課長補佐 山本輝男

3 2 青森県 青森市 企画財政部情報政策課 課長 相馬邦彦

4 2 青森県 鶴田町 総務課 課長 中野貞二

5 3 岩手県 盛岡市 企画部情報企画室 室長 佐藤光彦

6 3 岩手県 滝沢村 経営企画部経営企画課 副主査 鈴木　信

7 4 宮城県 多賀城市 総務部行政管理課 課長 内海啓二

8 4 宮城県 歌津町 企画観光課企画調整係 畠山貴博

9 5 秋田県 秋田市 企画調整部情報政策課 課長 伊藤　守

10 5 秋田県 森吉町 企画観光課 課長 竹田勇人

11 6 山形県 米沢市 総務部総務課 課長 渡部登一

12 6 山形県 舟形町 総務課 課長 伊藤清紀

13 7 福島県 郡山市 企画部情報政策課 課長補佐 幸田文孝

14 7 福島県 船引町 総務課 文書情報係長 渡辺義英

15 8 茨城県 水戸市 総務部情報システム課 課長補佐 町井光男

16 8 茨城県 関城町 企画課電算係 係長 中村　博

17 9 栃木県 栃木市 総務部総務課 情報管理担当係長 大出光一

18 9 栃木県 西那須野町 総務部企画課 主査 小出浩美

19 10 群馬県 高崎市 市長公室情報政策課 課長 神宮和夫

20 10 群馬県 大泉町 企画部副部長兼企画情報課 課長 石井俊一

21 11 埼玉県 蕨市 総務部企画財政室情報管理担当 主幹 今井　武

22 11 埼玉県 大里町 総務課 課長補佐 岡田　実

23 12 千葉県 松戸市 総務企画本部総務課 課長 飯箸秀行

24 12 千葉県 成東町 企画課 課長 小川利一

25 13 東京都 町田市 情報システム課 主査 荒井陽一

26 13 東京都 稲城市 総務部電子情報担当 課長 永島康雄

27 13 東京都 日の出町 庶務課 課長 濱中健一

28 14 神奈川県 南足柄市 企画部情報管理課 主幹 加藤　孝

29 14 神奈川県 横須賀市 企画調整部副部長・情報政策課 課長 廣川聡美

30 15 新潟県 新潟市 情報政策課 課長 中野俊一

31 16 富山県 富山市 企画管理部情報統計課 課長 濱谷交紀

32 16 富山県 福岡町 企画情報課 課長 司辻節夫

33 17 石川県 金沢市 情報政策課 課長 上田外茂男

34 17 石川県 富来町 総務課 主幹 北　富美夫

35 18 福井県 福井市 総務部情報システム室 室長 田中利憲

36 18 福井県 丸岡町 総務課（情報化推進室） 課長補佐 佐々木幸治

37 18 福井県 今庄町 総務課 課長 窪田秀治

38 19 山梨県 甲府市 総務部情報管理課 課長 早川高仁

39 19 山梨県 春日居町 総務課庶務係 係長 丸山幹夫

40 20 長野県 松本市 総務部情報統計課 課長 上條　温

41 21 岐阜県 関市 総務部電子情報課 課長 小林　誠

42 21 岐阜県 垂井町 総務課 課長 山田利夫

43 22 静岡県 静岡市 総務部情報政策課 参事兼情報ｼｽﾃﾑ担当主幹 山下雅男

44 22 静岡県 大仁町 総務課電算係 係長 鈴木朋宏

45 23 愛知県 春日井市 総務部情報政策課 課長 森　典嗣

46 23 愛知県 長久手町 町長公室長兼２１世紀課 課長 田中憲二

47 24 三重県 上野市 企画振興部情報政策課 課長 西澤民郎

48 24 三重県 菰野町 秘書広報課 課長 桜木政史
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49 25 滋賀県 大津市 企画部情報政策課 主幹 日比　均

50 25 滋賀県 木之本町 総務課 課長 山表雄二

51 26 京都府 長岡京市 企画部企画推進課 課長 辻井仁史

52 26 京都府 園部町 企画情報課 課長 永塚則昭

53 27 大阪府 高石市 総務部庶務課情報推進室 参事兼室長 村田　卓

54 27 大阪府 岸和田市 企画調整部情報政策課 課長 北田義和

55 27 大阪府 岬町 情報政策課 主幹 四至本直秀

56 28 兵庫県 川西市 総務部総務室情報課 課長補佐 橋本政彦

57 28 兵庫県 山東町 総務課 財政係長 天野修二

58 29 奈良県 生駒市 企画財政部情報政策課 課長 奥田　博

59 29 奈良県 下市町 情報センター 所長 横田　等

60 30 和歌山県 御坊市 総務課情報化推進室 室長 山中久幸

61 30 和歌山県 打田町 総務課 課長 岩坪初雄

62 31 鳥取県 鳥取市 企画部情報政策課 課長補佐 見生義明

63 31 鳥取県 江府町 総務課 課長 竹内敏朗

64 32 島根県 松江市 企画財政部情報システム課 課長 松浦　豊

65 32 島根県 旭町 総務課 課長 岩倉初喜

66 33 岡山県 新見市 企画総務部企画課 課長 角川宣行

67 33 岡山県 加茂川町 企画課 課長 岡田　清

68 34 広島県 福山市 市長室情報政策課 課長 小畠泰造

69 34 広島県 高宮町 企画課 課長 近藤一郎

70 35 山口県 柳井市 企画部企画課 課長 林　幹男

71 35 山口県 鹿野町 総務課 主幹 潮田秀彦

72 36 徳島県 徳島市 総務部情報推進課 課長 片山隆信

73 36 徳島県 穴吹町 地域振興課 課長補佐 上谷敏也

74 37 香川県 高松市 総務部情報システム課 課長 綾田保弘

75 37 香川県 仁尾町 企画情報課 主任主事 宮崎洋一

76 38 愛媛県 大洲市 企画情報課 課長 山田隆司

77 38 愛媛県 広見町 総務課 課長 甲岡秀文

78 39 高知県 高知市 企画財政部情報システム課 課長 河渕康典

79 39 高知県 土佐山田町 総務課行政改革推進係 係長 高橋千恵

80 40 福岡県 飯塚市 情報化推進本部 情報化推進担当課長 井桁　登

81 40 福岡県 三輪町 総務課情報推進係 係長 宮﨑康博

82 41 佐賀県 唐津市 企画情報部情報政策課 課長 山岡裕明

83 41 佐賀県 北方町 企画課 課長補佐 坂口　勉

84 42 長崎県 長崎市 企画部情報システム課 課長 原　大策

85 42 長崎県 芦辺町 総務課 課長 布川昌敏

86 43 熊本県 熊本市 情報企画課 課長 宮下　茂

87 43 熊本県 菊陽町 総務課 課長兼人事係長 吉岡典次

88 44 大分県 津久見市 総務課 課長 川﨑信人

89 44 大分県 玖珠町 企画課情報管理係 主任 松本真里

90 45 宮崎県 宮崎市 総務部情報政策課 課長補佐 沼口　浩

91 45 宮崎県 北方町 総務課 課長 柳田健一

92 46 鹿児島県 鹿児島市 企画部情報政策課 課長 幾留　修

93 46 鹿児島県 吉田町 総務課 主任 上塘一史

94 47 沖縄県 那覇市 総務部電子計算課 課長 普天間光男

95 47 沖縄県 嘉手納町 企画財政課 主任主事 我謝治彦
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