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No 状況 内容 担当 期日 実績 備考

1 完了 内容確認の上、修正/追記：日本におけるインターネットガバナンス関連活動の経験と課題全員 6/28
2 完了 全体ワークプランを確認し、各自意見を書き込む 全員 6/28
3 完了 IGF 2023に向けた国内IGF活動活発化チームのチャーター案を作成する 前村 6/7
4 完了 IGF2021事前イベントに向けたスケジュール案を作成する 高松 6/7
5 完了 6/7打合せを踏まえ、IGF 2023に向けた国内IGF活動活発化チームのチャーター案を修正する前村 6/28
6 完了 IGF2021事前イベントプログラムの素案を作成する 堀田、兼保 6/28
7 完了 立石さんにステークホルダーエンゲージメントチームへの参加声掛けを行う 前村 6/28
8 完了 セッション公募の案内文および募集要項を仕上げ、メンバーに提示 堀田（プログラム検討サブチーム）7/6
9 一旦取り下げ全体ワークプランのマイルストーン案作成 高松 7/19

10 完了 第4回会合の議事録案および録画のラストコール実施 山崎 8/30-9/6
11 完了 第5回会合の議事録案および録画のラストコール実施 山崎 9/6-9/13
12 完了 プログラム提案採否案作成 プログラムチーム 9/上旬

13 完了 事前会合の日程確定 山崎 8/30-9/6
14 完了 第6回会合の議事録案および録画のラストコール実施 山崎

15 完了 第7回会合の議事録案作成 山崎 何を手伝えば良いですか？（本田

16 完了 第7回会合の議事録案および録画のラストコール実施 山崎

17 完了 事前会合開催アナウンス実施 山崎

18 完了 第8回会合の資料を掲載 山崎

19 第8回会合の議事録案を作成 前村

20 第8回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

21 第8回会合の議事録案を公開 山崎

22 完了 第8回会合の録画を作成 山崎

23 完了 第8回会合の録画のラストコール実施 山崎

24 完了 第8回会合の録画を公開 山崎

25 完了 事前会合用カウントダウンタイマー調達 山崎 10/26 10/20
26 完了 事前会合発表者との連絡用Slack設置 山崎

27 完了 事前会合発表者にSlackに入ってもらうよう連絡 山崎 10/20 なかなか入ってもらえなかった

28 完了 D2-3プログラム現地登壇者の有無及び人数を確認 立石 10/20
29 完了 オープニング・クロージング登壇者確定 立石・前村 10/22
30 完了 D2-1 日本のインガバ活動組織化...プログラム内容・登壇者確定 立石・前村 10/22
31 完了 D2-1 日本におけるマルチステークホルダー...概要紹介文作成 前村 10/19
32 完了 事前会合アンケート作成 高松
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33 完了 事前会合動画編集公開 山崎

34 事前会合レポート作成 山崎 12月上旬

35 完了 IGF2021報告会プログラム案作成 上村 11/29 11/29
36 完了 新体制案作成 前村

37 完了 第9回会合の資料を掲載 山崎

38 完了 第9回会合の議事録案を作成 山崎

39 完了 第9回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 6/10
40 完了 第9回会合の議事録を公開 山崎 6/16
41 完了 第9回会合の録画を作成 山崎

42 完了 第9回会合の録画のラストコール実施 山崎

43 完了 第9回会合の録画を公開 山崎

44 完了 IGF 2021国内事前会合用Slackを閉鎖 山崎 11/30 12/1
45 完了 IGF報告会テーマセッションのネタ探し 上村・前村 12/17 12/20 MLベース

46 完了 第10回会合の資料を掲載 山崎

47 第10回会合の議事録案作成 山崎

48 第10回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

49 第10回会合の議事録を公開 山崎

50 完了 第10回会合の録画を作成 山崎

51 完了 第10回会合の録画のラストコール実施 山崎

52 完了 第10回会合の録画を公開 山崎

53 完了 第11回会合の資料を掲載 山崎

54 完了 第11回会合の議事録案を作成 山崎 6/30
55 完了 第11回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 7/15
56 完了 第11回会合の議事録を公開 山崎 7/19
57 完了 第11回会合の録画を作成 山崎

58 完了 第11回会合の録画のラストコール実施 山崎

59 完了 第11回会合の録画を公開 山崎

60 完了 第12回会合の資料を掲載 山崎

61 完了 第12回会合の議事録案を作成 山崎 6/16
62 完了 第12回会合の議事録案および録画のラストコール実施 山崎 6/30
63 完了 第12回会合の議事録を公開 山崎 7/1
64 完了 第12回会合の録画を作成 山崎



3

No 状況 内容 担当 期日 実績 備考

65 完了 第12回会合の録画のラストコール実施 山崎

66 完了 第12回会合の録画を公開 山崎

67 完了 IGF報告会＞オープニング・クロージングのいずれかでのご挨拶者決定 飯田

68 完了 IGF報告会＞IGF2021報告部分の市民社会からの発表者探索決定 立石

69 完了 IGF報告会＞DFFT・データガバナンス＞話者探索決定 飯田

70 完了
IGF報告会＞国内のインターネットガバナンス関連活動の組織化＞セッショ
ン形態を考える 前村

71 完了 本格体制＞議論準備 前村

72 完了 第13回会合の議事録案を作成 山崎

73 完了 第13回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 6/13
74 完了 第13回会合の議事録を公開 山崎 6/16
75 完了 第13回会合の録画を作成 山崎

76 完了 第13回会合の録画のラストコール実施 山崎

77 完了 第13回会合の録画を公開 山崎

78 完了 第13回会合の資料掲載 山崎

79 完了 2022年・2023年のスケジュール案作成 山崎

80 完了 IGF報告会＞資料を公開 山崎

81 完了 IGF報告会＞録画を公開 山崎

82 完了 第14回会合の議事録案を作成 山崎

83 完了 第14回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

84 完了 第14回会合の議事録を公開 山崎

85 完了 第14回会合の録画を作成 山崎

86 完了 第14回会合の録画のラストコール実施 山崎

87 完了 第14回会合の録画を公開 山崎

88 完了 第14回会合の資料掲載 山崎

89 完了 第15回会合の議事録案を作成 山崎

90 完了 第15回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

91 完了 第15回会合の議事録を公開 山崎

92 完了 第15回会合の録画を作成 山崎

93 完了 第15回会合の録画のラストコール実施 山崎

94 完了 第15回会合の録画を公開 山崎

95 完了 第15回会合の資料掲載 山崎
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96 完了 2021体制を踏まえてプログラム委員会のカバー範囲提案ペーパーを作成 本田 堀田さん資料等で代替

97 完了 第16回会合の議事録案を作成 山崎

98 完了 第16回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

99 完了 第16回会合の議事録を公開 山崎

100 完了 第16回会合の資料を掲載

101 完了 第16回会合の録画を作成 山崎

102 完了 第16回会合の録画のラストコール実施 山崎

103 完了 第16回会合の録画を公開 山崎

104 完了 第17回会合の議事録案を作成 山崎

105 完了 第17回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

106 完了 第17回会合の議事録を公開 山崎

107 完了 第17回会合の資料を掲載 山崎

108 完了 第17回会合の録画を作成 山崎

109 完了 第17回会合の録画のラストコール実施 山崎

110 完了 第17回会合の録画を公開 山崎

111 完了 第18回会合の資料を掲載 山崎

112 完了 第18回会合の議事録案を作成 山崎 6/19
113 完了 第18回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

114 完了 第18回会合の議事録を公開 山崎

115 完了 第18回会合の録画を作成 山崎

116 完了 第18回会合の録画のラストコール実施 山崎

117 完了 第18回会合の録画を公開 山崎

118 完了 第19回会合の議事録案を作成 山崎 6/7
119 完了 第19回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 6/21
120 完了 第19回会合の議事録を公開 山崎 6/29
121 完了 第19回会合の録画を作成 山崎 5/31
122 完了 第19回会合の録画のラストコール実施 山崎 6/14
123 完了 第19回会合の録画を公開 山崎 6/29
124 完了 第20回会合の資料を公開 山崎 6/27
125 完了 第20回会合の議事録案を作成 山崎 6/28
126 完了 第20回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 7/12
127 完了 第20回会合の議事録を公開 山崎 7/19
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128 完了 第20回会合の録画を作成 山崎 6/21
129 完了 第20回会合の録画のラストコール実施 山崎 7/12
130 完了 第20回会合の録画を公開 山崎 7/19
131 完了 セッション提案期限延長案内 山崎 6/22
132 完了 IGF 2022ヴィレッジブース展示内容確定・申込 7/31 7/27
133 完了 第21回会合の資料を公開 山崎 7/22
134 完了 第21回会合の議事録案を作成 山崎 7/21
135 完了 第21回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 8/15
136 完了 第21回会合の議事録を公開 山崎 8/15
137 完了 第21回会合の発言録案を作成 山崎 8/10
138 完了 第21回会合の発言録案のラストコール実施 山崎 8/15
139 完了 第21回会合の発言録を公開 山崎 8/15
140 完了 第21回会合の録画を作成 山崎 7/12
141 完了 第21回会合の録画のラストコール実施 山崎 8/15
142 完了 第21回会合の録画を公開 山崎 8/15
143 IGF2022の事前イベントについてML上で議論を開始する 加藤

144 IGF2022について在京エチオピア大使館に確認する 飯田

145 完了 第22回会合の資料を公開 山崎 8/10
146 完了 第22回会合の議事録案を作成 山崎 8/2
147 完了 第22回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 8/2
148 完了 第22回会合の議事録を公開 山崎 8/10
149 完了 第22回会合の発言録案を作成 山崎 8/10
150 完了 第22回会合の発言録案のラストコール実施 山崎 8/17
151 完了 第22回会合の発言録を公開 山崎 8/17
152 完了 第22回会合の録画を作成 山崎 8/2
150 完了 第22回会合の録画のラストコール実施 山崎 8/10
151 完了 第22回会合の録画を公開 山崎 8/10
152 改定チャーターをWeb掲載 山崎

153 完了 第23回会合の資料を公開 山崎 8/25
154 完了 第23回会合の議事録案を作成 山崎 8/23
155 完了 第23回会合の議事録案のラストコール実施 山崎 8/30
156 完了 第23回会合の議事録を公開 山崎 9/7
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157 完了 第23回会合の発言録案を作成 山崎 9/1
158 完了 第23回会合の発言録案のラストコール実施 山崎 9/8
159 完了 第23回会合の発言録を公開 山崎 9/13
160 完了 第23回会合の録画を作成 山崎 8/23
161 完了 第23回会合の録画のラストコール実施 山崎 8/30
162 完了 第23回会合の録画を公開 山崎 9/7
163 完了 日本インターネットガバナンスフォーラム2022 1回目アナウンス 山崎 9/12
153 第24回会合の資料を公開 山崎

154 完了 第24回会合の議事録案を作成 山崎

155 第24回会合の議事録案のラストコール実施 山崎

156 第23回会合の議事録を公開 山崎

157 完了 第24回会合の発言録案を作成 山崎

158 第24回会合の発言録案のラストコール実施 山崎

159 第24回会合の発言録を公開 山崎

160 完了 第24回会合の録画を作成 山崎

161 第24回会合の録画のラストコール実施 山崎

162 第24回会合の録画を公開 山崎

163 日本インターネットガバナンスフォーラム2022 2回目アナウンス 山崎


