地域情報化アドバイザープロフィール
ふりがな
氏名

所属・役職

活動拠点

さかもと

せつお

坂本 世津夫
愛媛大学 社会連携推進機構・教授
愛媛大学 地域協働センター中予・副センター長

四国（愛媛県、高知県、徳島県、香川県）

昭和５３年３月：立命館大学経営学部卒業
昭和５３年４月：株式会社四国銀行入行
平成１１年３月：株式会社四国銀行 依願退職（最終、営業統括部副調査役）
平成１１年４月：財団法人高知県産業振興センター アライアンスセンター次長
平成１２年７月：財団法人高知県産業振興センター 退職

略歴

平成１２年９月：社団法人日本テレワーク協会 客員研究員
平成１３年７月：国際大学グローバル・コミュニケーション・センター センター・フェ
ロー
平成１４年４月：愛媛大学地域共同研究センター 客員助教授（地域情報学）
平成１６年 10 月：高知大学客員教授（学長アドバイザー）
平成１７年４月：高知大学生涯学習教育研究センター 教授
平成１８年４月：高知大学国際・地域連携センター 教授（生涯学習部門長）
平成２０年４月：高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門 教授
平成２３年３月：高知大学退職
平成２３年７月～平成 24 年 3 月：愛媛大学客員教授（総合情報メディアセンター）
平成２4 年７月～平成 25 年 3 月：愛媛大学客員教授（総合情報メディアセンター）
平成 26 年 10 月～愛媛大学社会連携推進機構 教授
令和元年 10 月 愛媛大学地域協働センター南予 副センター長
令和４年４月～ 愛媛大学地域協働センター中予 副センター長

地域情報化の
専門分野・技術
専門分野

地域情報化全般、ＩＣＴ人材育成、新事業創出、地域情報発信／観光、地域
コミュニティ／SNS、産業振興（地場産業・農業等）、6 次産業化、テレワー
ク（働き方改革）
人材（ＤＸ推進のための機運の醸成） 地域ビジネス 観光
私の得意とする分野は、ICT（情報通信技術）の利活用と、地域における「コ
ミュニケーション能力」（コンセンサス）の形成であるが、現在まで地域情

自治体向けメッセー
ジ

報化以外にも多数のプロジェクトを展開してきた。各省庁の情報など、最
新の情報を入手することも可能であると同時に、各省庁、関係機関にコネ
クションすることが可能である。また、日本の中の様々な地域を繋ぐこと
（地域連携）も可能である。愛媛県の南予地域（西予市、八幡浜市、大洲

市）では、自治体の総合計画、地方創生総合戦略、6 次産業化推進計画等に
かかわり、地方創生を支援（推進）している。

関連サイト

愛媛大学地域協働センター南予 http://ccr.ehime-u.ac.jp/rccn/
四国情報通信懇談会 http://shikoku-ict.jp/
愛媛大学ＣＯＣ http://ehime-coc.jp/
西予開成塾
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/keizai_suishin/seiyokais
eijyukutuushin/index.html
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子自治体ポータル ｅ・Ｇｏｖ（月刊誌）」,通巻 17 号,56pp-57pp 11.「生活の質
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2008 年 10 月～2009 年 3 月 黒潮町地域協議会 アドバイザー（高知県黒潮町）
2012 年 1 月～ 上島町情報化推進協議会 アドバイザー（愛媛県上島町）

これまで
に関与し
た地域情
報化に関
するプロ
ジェクト

2007 年 2 月～ APPLIC（全国地域情報化推進協会） アドバイザー
2007 年 4 月～ 四国情報通信懇談会 運営委員（四国）
2009 年 4 月～2015 年 3 月迄 運営委員長
2012 年 9 月～ 愛媛県今治市（関前） ICT 地域マネージャー
2013 年 7 月～ 高知県南国市 ICT 地域マネージャー
2013 年 8 月～ 高知県東洋町 ICT 地域マネージャー
2014 年 7 月～ 高知県南国市 ICT 地域マネージャー
2014 年 7 月～ 徳島県三好市 ICT 地域マネージャー
2015 年 7 月～高知県 ICT 地域マネージャー
2015 年 7 月～鳥取県日野町 ICT 地域マネージャー
2017 年 11 月 集落活動センターにおける ICT を利活用した運営の活性化や地域振興
の方策を検討（高知県）

