
講習会/相談会の実施予定場所

利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 1/2

申請者名 株式会社エヌ・エス・シー

様式３号

体制図

講習会等の実施計画

株式会社エヌ・エス・シー

只見町

支援員及びアシスタント

• デジタル活用支援員研修
の受講（支援員）

• 講習会/相談会時の
講師及びアシスタント

• 庁内各課との連携調整
• 講習会/相談会の会場の提供
• アシスタント募集や講習会/相談会等開催に係る住民への周知広報
• 定例会への参加、情報共有 等

• 事業計画
• 業務全体総括
• 支援員人材確保/研修管理
• 講習会/相談会等の参加者受付
• 講習会/相談会等の実施運営
• 教材の作成等

講習会/相談会
の実施

連携・
支援

只見町には大きく３つのエリアがあり、講習会等は、只見町の公共施設
である、只見振興センター、朝日振興センター、明和振興センターの3箇
所で実施。
①スマートフォン所有者向け
②スマートフォン未所有者向け（体験教室）
の2種類の講習会を各拠点にて実施する。

基礎講座およびマイナンバー申請方法の講座など、日常生活において
利活用できる内容や、より生活を便利にできる内容を中心に実施する。
なお、スマートフォン所有者向けの講習会では、相談会も開催し、利用
者の具体的ニーズに寄り添った対応を行うことで、ご参加頂いた方の満
足度の向上を図ると共に、地域全体のICTリテラシーの向上を図る。

研修・
管理

▲講習会等実施予定場所位置状況図（Googleマップ）

明和振興センター

朝日振興センター

只見町

只見振興センター

只見振興センター

朝日振興センター

明和振興センター



利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 2/2
様式３号

講師を確保・養成・管理 講習会等の実施イメージ

マイナン
バーカード

マイナポータル マイナポイント e-Tax オンライン診療 地域オンライン行政

実施コマ数 ６

支援員数 アシスタント数 基本講座：実施コマ総数 応用講座：実施コマ総数

６ ４ ２１ ６

電源の入
れ方等

電話のか
け方等

アプ
リ等

ネットの
使い方等

メール等
の使い方

地図アプリ
の使い方

SNSの
使い方

オンライ
ン会議

安心・
安全

実施コマ数 ３ 1.5 ６ ６ ３ 1.5

基本講座

応用講座

※相談会を計６コマ実施

講師は、申請者である株式会社エヌ・エス・シーの社員より選出する。

予定者 講師としてのレベル

諏江
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室の講師を5年以上
勤めている。eネットキャラバン認定講師。令和2年度デジタル活用支援
員推進事業地域実証事業における、支援員の研修講師を担当。

山内
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを2
年以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証
事業における責任者。

三星
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを2
年以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証
事業における、支援員の研修講師及び管理・事業推進を担当。

佐藤
地域内の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを1年
以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証事
業における、支援員の研修講師及び事業推進を担当。

古川 地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを1
年程度勤めている。一ノ瀬

講師は、執行団体が管理するデジタル活用支援の研修を修了すること
とする。アシスタントには、只見町の地域の方を積極的に採用し、将来
的に講師へのステップアップに繋がるように人材発掘・育成にも力を入
れていく。
なお、講師及びアシスタントの管理は、LINE等でグループ作成し、常に
最新の情報を共有、連絡、指示ができる環境を構築する。

時間 １日目 ２日目

13:00～14:00
安全安心な利用＋ｱﾌﾟﾘのｲﾝｽ

ﾄｰﾙ
LINEなどのSNSの使い方

14:00～15:00 地図アプリの使い方 インターネットの使い方

15:00～16:00
マイナンバーカードの申請方
法＋キャッシュレス体験

相談会

＜スマートフォン所有者向け＞
◆６コマx１クールｘ３拠点＝１８コマ
◆各拠点定員１０名

時間 １日目 ２日目

10:00～11:00
電源の入れ方、ボタン操作等

カメラの使い方
インターネットの使い方

11:00～12:00 地図アプリの使い方
マイナンバーカードの申請方

法

12:00~13:00 ー 相談会

＜スマートフォン未所有者向け＞
◆５コマｘ１クールｘ３拠点＝１５コマ
◆各拠点定員１０名

総コマ数：３３コマ
計３拠点で実施



講習会/相談会の実施予定場所

利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 1/2

申請者名 株式会社エヌ・エス・シー

様式３号

体制図

講習会等の実施計画

株式会社エヌ・エス・シー

西会津町

支援員及びアシスタント

• デジタル活用支援員研修
の受講（支援員）

• 講習会/相談会時の
講師及びアシスタント

• 庁内各課との連携調整
• 講習会/相談会の会場の提供
• アシスタント募集や講習会/相談会等開催に係る住民への周知広報
• 地域オンライン行政サービスに関する情報提供
• 講習会後のマイナンバーカードの申請手続きの手伝い
• 講習会終了後の住民へのフォローアップ（LINEの活用を予定）
• 定例会への参加、情報共有 等

• 事業計画
• 業務全体総括
• 支援員人材確保/研修管理
• 講習会/相談会等の参加者受付
• 講習会/相談会等の実施運営
• 教材の作成等 講習会/相談会

の実施

連携・
支援

講習会等は、西会津町中心部に２拠点、山間部の奥川1拠点、
新郷１拠点の計4箇所の公共施設で実施する。
①スマートフォン所有者向け
②スマートフォン未所有者向け（体験教室）
の2種類の講習会を各拠点にて実施する。

基礎講座およびマイナンバー申請方法の講座など、日常生活に
おいて利活用できる内容や、地域オンライン行政サービス等、よ
り生活を便利にできる内容を中心に実施する。なお、スマート
フォン所有者向けの講習会では、相談会も開催し、利用者の具
体的ニーズに寄り添った対応を行い、講習会後も西会津町様独
自で参加者へのフォローアップを行うことにより、ご参加頂いた
方の満足度の向上を図ると共に、地域全体のICTリテラシーの向
上を図る。

研修・
管理

▲講習会等実施予定場所位置状況図（Googleマップ）

西会津町公民館

西会津町役場新郷連絡所

西会津町奥川みらい交流館

西会津町役場

西会津町公民館

西会津町役場新郷連絡所

西会津町奥川みらい交流館

西会津町役場

マイナンバーカード普及促進

「マイナンバーカードの申請
方法」の講座時には、
西会津町町民税務課にご

協力を頂き、講習会後即座
にマイナンバーカードの申
請ができる体制を整える予
定。

スマホでの申請、各拠点で
町職員による申請手続きの
お手伝いを可能にし、安心
して申請頂けるようにします。



利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 2/2
様式３号

講師を確保・養成・管理 講習会等の実施イメージ

マイナン
バーカード

マイナポータル マイナポイント e-Tax オンライン診療 地域オンライン行政

実施コマ数 ８ ４

支援員数 アシスタント数 基本講座：実施コマ総数 応用講座：実施コマ総数

６ ４ ２０ １２

電源の入
れ方等

電話のか
け方等

アプ
リ等

ネットの
使い方等

メール等
の使い方

地図アプリ
の使い方

SNSの
使い方

オンライ
ン会議

安心・
安全

実施コマ数 ４ ２ ６ ４ ２ ２

基本講座

応用講座

※相談会を計４コマ実施

講師は、申請者である株式会社エヌ・エス・シーの社員より選出する。

講師は、執行団体が管理するデジタル活用支援の研修を修了すること
とする。アシスタントには、西会津町の地域の方を積極的に採用し、将
来的に講師へのステップアップに繋がるように人材発掘・育成にも力を
入れていく。
なお、講師及びアシスタントの管理は、LINE等でグループ作成し、常に
最新の情報を共有、連絡、指示ができる環境を構築する。

時間 １日目 ２日目

13:00～14:00
安全安心な利用＋ｱﾌﾟﾘのｲﾝｽ
ﾄｰﾙ＋地図アプリの使い方

LINEなどのSNSの使い方
＋インターネットの使い方

14:00～15:00
マイナンバーカードの申請方
法＋キャッシュレス体験

地域オンライン行政サービス

15:00～16:00 相談会

＜スマートフォン所有者向け＞
◆５コマx１クールｘ４拠点＝２０コマ
◆各拠点定員１０名

時間 １日目 ２日目

10:00～11:00
電源の入れ方、ボタン操作等

カメラの使い方
インターネットの使い方＋SNS

（YouTube等）

11:00～12:00 地図アプリの使い方
マイナンバーカードの申請方

法

＜スマートフォン未所有者向け＞
◆４コマｘ１クールｘ４拠点＝１６コマ
◆各拠点定員１０名

総コマ数：３６コマ
計４拠点で実施

予定者 講師としてのレベル

諏江
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室の講師を5年以上
勤めている。eネットキャラバン認定講師。令和2年度デジタル活用支援
員推進事業地域実証事業における、支援員の研修講師を担当。

山内
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを2
年以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証
事業における責任者。

三星
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを2
年以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証
事業における、支援員の研修講師及び管理・事業推進を担当。

佐藤
地域内の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを1年
以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証事
業における、支援員の研修講師及び事業推進を担当。

古川 地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを1
年程度勤めている。一ノ瀬



講習会/相談会の実施予定場所

利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 1/2

申請者名 株式会社エヌ・エス・シー

様式３号

体制図

講習会等の実施計画

株式会社エヌ・エス・シー

柳津町

支援員及びアシスタント

• デジタル活用支援員研修
の受講（支援員）

• 講習会/相談会時の
講師及びアシスタント

• 庁内各課との連携調整
• 講習会/相談会の会場の提供
• アシスタント募集や講習会/相談会等開催に係る住民への周知広報
• 地域オンライン行政サービスに関する情報提供
• 定例会への参加、情報共有 等

• 事業計画
• 業務全体総括
• 支援員人材確保/研修管理
• 講習会/相談会等の参加者受付
• 講習会/相談会等の実施運営
• 教材の作成等

講習会/相談会
の実施

連携・
支援

柳津町には大きく２つのエリアがあり、講習会等は、柳津町の公共施設である、柳津街中にあ
る「やないづふれあい館」、西山エリアにある「地域住民交流センター（ゆきげ館）」の2箇所で
実施する。
①スマートフォン所有者向け
②スマートフォン未所有者向け（体験教室）
の2種類の講習会を各拠点にて実施する。

基礎講座およびマイナンバー申請方法の講座など、日常生活において利活用できる内容や、
地域オンライン行政サービス等、より生活を便利にできる内容を中心に実施する。なお、いず
れの地域においても、相談会も開催し、利用者の具体的ニーズに寄り添った対応を行うことで、
ご参加頂いた方の満足度の向上を図ると共に、地域全体のICTリテラシーの向上を図る。

研修・
管理

▲講習会等実施予定場所位置状況図（Googleマップ）

やないづふれいあい館

地域住民交流センター
（ゆきげ館）

柳津町

ゆきげ館

やないづふれあい館



利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 2/2
様式３号

講師を確保・養成・管理 講習会等の実施イメージ

マイナン
バーカード

マイナポータル マイナポイント e-Tax オンライン診療 地域オンライン行政

実施コマ数 ６ ４

支援員数 アシスタント数 基本講座：実施コマ総数 応用講座：実施コマ総数

６ ４ １８ １０

電源の入
れ方等

電話のか
け方等

アプ
リ等

ネットの
使い方等

メール等
の使い方

地図アプリ
の使い方

SNSの
使い方

オンライ
ン会議

安心・
安全

実施コマ数 ２ ２ ４ ６ ２ ２

基本講座

応用講座

※相談会を計６コマ実施

講師は、申請者である株式会社エヌ・エス・シーの社員より選出する。

講師は、執行団体が管理するデジタル活用支援の研修を修了すること
とする。アシスタントには、柳津町の地域の方を年齢層問わず、積極
的に採用し、将来的に講師へのステップアップに繋がるように人材発
掘・育成にも力を入れていく。
なお、講師及びアシスタントの管理は、LINE等でグループ作成し、常に
最新の情報を共有、連絡、指示ができる環境を構築する。

時間 １日目 ２日目

13:00～14:00
安全安心な利用＋ｱﾌﾟﾘのｲﾝｽ

ﾄｰﾙ
LINEなどのSNSの使い方＋イン

ターネットの使い方

14:00～15:00 地図アプリの使い方 地域オンライン行政

15:00～16:00
マイナンバーカードの申請方
法＋キャッシュレス体験

相談会

＜スマートフォン所有者向け＞
◆６コマx２クールｘ２拠点＝２４コマ
◆各拠点定員１０名

時間 １日目 ２日目

10:00～11:00
電源の入れ方、ボタン操作等

カメラの使い方
インターネットの使い方＋SNS

（YouTube等）

11:00～12:00 地図アプリの使い方
マイナンバーカードの申請方

法

12:00~13:00 ー 相談会

＜スマートフォン未所有者向け＞
◆５コマｘ１クールｘ２拠点＝１０コマ
◆各拠点定員１０名

総コマ数：３４コマ
計２拠点で実施

予定者 講師としてのレベル

諏江
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室の講師を5年以上
勤めている。eネットキャラバン認定講師。令和2年度デジタル活用支援
員推進事業地域実証事業における、支援員の研修講師を担当。

山内
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを2
年以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証
事業における責任者。

三星
地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを2
年以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証
事業における、支援員の研修講師及び管理・事業推進を担当。

佐藤
地域内の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを1年
以上勤めている。令和2年度デジタル活用支援員推進事業地域実証事
業における、支援員の研修講師及び事業推進を担当。

古川 地域内外の各種事業におけるスマホ・タブレット教室のアシスタントを1
年程度勤めている。一ノ瀬


