
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年9月22日

派遣決定番号 K026

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 伊江村長 島袋秀幸  

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail nouno-m@iejima.org

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成29年9月6日 11時30分 18時30分 30 390

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 伊江港

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

アドバイザー
への要望事項

総務課

伊江村

伊江村

473154　沖縄県伊江村字東江前３８番地

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

高橋 明子

B.大変満足できるレベル

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（１日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

伊江村

バス

○掲載可



５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

7 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（１日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

2015年4月に開局した地域WiMAXの利活用を目指し、2016年度ICT地域マネージャー派遣を受
け、自治体職員はもとより、中学生から伝統芸能継承を中心的に担ってきた80代の方々まで多彩な
村民の参画を得て、人材養成とともに貴重なコンテンツ制作が実現できた。今年度は、事業の継続・
発展が課題。

人数

役場職員、村民、企業

昨年度事業を受け、今年度は、村内で映像制作事業を展開する事業所とも連携し、村民発案の村の観
光資源をアーカイブ(映像)化するプロセスの定着をめざしている。アドバイザー支援第１日目は、事
業の継続・発展に向け、総務課はもとより、関係各課と村民発の観光資源をアーカイブ（映像）化す
る方策について協議、方向性を打ち出すことを目指した。

地域おこし協力隊員がいない。

⑤その他

商工観光課、教育委員会でそれぞれ推進する事業（プロジェクト）において、昨年度事業を受けての
アドバイザー支援を受けたいという要望があがり、今後、引き続いての地域情報化アドバイザー派遣
の申請を行いたい。

・人材養成には時間を擁するため、事業の定着に向けた継続的な取り組みが必要である。

・総務課では、村民発案の村の観光資源アーカイブ化について、具体的には戦争体験の記録を行って
いくことに対し、具体策を提示いただいた。支援第２日目以降に実施予定。
・商工観光課では、観光（民泊）クラウド構築にあたり、掲載する（映像）コンテンツを村民発案、
制作で行っていく可能性について、協議し、商工観光課の新規事業との組み合わせで発展させていき
たいという方向性が打ち出された。
・教育委員会では、昨年度事業の成果を受け、「伊江島方言の伝承事業」を記録、発信していきたい
という要望があり、教育委員会としても取り組んでいきたいという方向性が出された。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。
アンケート等は実施していない

観光クラウド構築にあたり、住民発案のコンテンツを、村民自ら制作する仕組みは、他の自治体での
横展開が可能である。ただし人材養成には時間が必要である点には留意が必要。

④特になし

⑤特になし

第１日目は、各課との調整を行ったため、方向性は確立したが成果物はない。

⑦その他

・2016年度ICTマネージャー事業の成果（事業の課題・問題点欄に記載）を受け、今年度以降の人
材育成、事業継続に関するアドバイス（総務課）。
・村民による映像制作（番組）を、民泊事業に関する情報を観光(民泊)クラウド(仮称)などに組み込
んでいくことにつなげていくための担当課（商工観光課）へのレクチャー
・村民発の有形無形の地域資源アーカイブづくりに関し、伝統芸能の継承などを管轄する教育委員会
との打合せ、アドバイス。





（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年9月22日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 伊江村長 島袋秀幸  

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail nouno-m@iejima.org

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成29年9月7日 8時30分 17時00分 60 450

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 伊江港

最寄駅からの交通手段

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（２日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

伊江村

総務課

473154　沖縄県伊江村字東江前３８番地

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

高橋 明子

B.大変満足できるレベル

伊江村

伊江村

バス



４．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

４－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

7 人

４－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

４－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

４－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

４－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

アンケート等は実施していない

人数

役場職員、村民、企業

第一日目に同じ
（2015年4月に開局した地域WiMAXの利活用を目指し、2016年度ICT地域マネージャー派遣を受
け、自治体職員はもとより、中学生から伝統芸能継承を中心的に担ってきた80代の方々まで多彩な
村民の参画を得て、人材養成とともに貴重なコンテンツ制作が実現できた。今年度は、事業の継続・
発展が課題。）

昨年度事業を受け、今年度は、村内で映像制作事業を展開する事業所とも連携し、村民発案の村の観
光資源をアーカイブ(映像)化するプロセスの定着をめざしている。アドバイザー支援第２日目は、村
内で映像制作事業を展開する事業所とも連携し、村民発地域資源アーカイブの制作、具体的には戦争
体験インタビュー番組の制作を目指した。

・戦争体験インタビュー番組の企画づくり支援。
・インタビュー（取材）支援、指導。
・編集支援、指導。

・戦争体験インタビュー番組の編集が進展した。第３日目での完成を目指す。
・新たな取材を実施することができた。事業の継続に向け、１回１回で村民がOJT的にポイントを体
得している。

・人材養成には時間を擁するため、事業の定着に向けた継続的な取り組みが必要である。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。

地域おこし協力隊員がいない。

⑥途中段階であり、具体的な成果物はできていない

番組の完成は第３日目となる

⑤その他

観光事業との関連で予算措置を行うなど、継続に向けて検討していきたい。

④特になし

⑤特になし





（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成29年9月22日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 伊江村長 島袋秀幸  

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail nouno-m@iejima.org

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成29年9月8日 8時30分 16時00分 60 390

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 伊江港

最寄駅からの交通手段

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（３日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

伊江村

総務課

473154　沖縄県伊江村字東江前３８番地

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

高橋 明子

B.大変満足できるレベル

伊江村

伊江村

バス



４．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

４－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

7 人

４－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（３日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

４－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

４－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

４－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

アンケート等は実施していない

人数

役場職員、村民、企業

第一日目に同じ
（2015年4月に開局した地域WiMAXの利活用を目指し、2016年度ICT地域マネージャー派遣を受
け、自治体職員はもとより、中学生から伝統芸能継承を中心的に担ってきた80代の方々まで多彩な
村民の参画を得て、人材養成とともに貴重なコンテンツ制作が実現できた。今年度は、事業の継続・
発展が課題。）

昨年度事業を受け、今年度は、村内で映像制作事業を展開する事業所とも連携し、村民発案の村の観
光資源をアーカイブ(映像)化するプロセスの定着をめざしている。アドバイザー支援第３日目は、２
日目に続き、村内で映像制作事業を展開する事業所とも連携し、村民発地域資源アーカイブの制作、
具体的には戦争体験インタビュー番組の制作を目指した。

・番組の編集支援、指導。
・村内活動視察、企画立案支援、アドバイス。

・戦争体験インタビュー番組の編集が進展し、仮完成した。
・村内の活動を視察し、村民発案の地域資源アーカイブづくりに向けたアドバイスを受けた。

・人材養成には時間を擁するため、事業の定着に向けた継続的な取り組みが必要である。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。

地域おこし協力隊員がいない

⑦その他

今回の派遣の目的であった村民発地域資源アーカイブ（具体的には戦争体験インタビュー番組）が仮
完成した。公開に向けて、今後調整する予定。

⑤その他

観光事業との関連で予算措置を行うなど、継続に向けて検討していきたい。

④特になし

⑤特になし
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