
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月15日

派遣決定番号 K121

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 教育長　宮里徳成

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11月27日 11時30分 21時00分 150 420

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

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】

6 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）

１．方言伝承事業（ことわざ）の取組の記録（１本）
２．伊江島の民話収録（紙芝居形式の番組化（１本）
３．編集体験講座の開催（収録CDを活用した民話冊子の映像化）

・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。

・記録作業については、２日目、３日目に引き続いて行う予定。
・編集についてはOJT的に指導を受け、内容的な取りまとめのノウハウを少しずつ伝授いただいてい
る段階。

地域で伝承していきたい文化や活動、イベントについて、住民自身の手による記録、発信を行いたい
場合に、横展開の可能性は十分にある。同じ離島部への展開など。

11:30～12:00　今回訪問の進め方について打合せ
13:00～17:00　番組の取りまとめ（編集）について、指導を受けた
18:00～21:00　方言伝承事業の取組みに同席。記録作業について実践的に支援をいただいた。
（うち19:00～20:00休憩）

1964年以来半世紀以上に渡り、伊江島方言(イージマグチ）の調査研究を続ける広島経済大学生塩睦
子教授をお迎えして、方言伝承事業として、伊江島の民話、伊江島のことわざ（かるた）づくりを進
めている。民話については、イージマグチによる収録CD付きの冊子２冊や、紙芝居として取りまと
めた。伊江島のことわざ（かるた）づくりには現在進行形で取り組んでいる。こうした伝承事業の成
果の活用、広報が課題となっている。

バス

人数

村民、企業、その他

○掲載可

※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

アドバイザー
への要望事項

総務課

伊江村

伊江村

473154　沖縄県伊江村東江上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



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。

地域おこし協力隊員は受け入れていないため、該当しない。

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。

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。
実施していません

④特になし

⑤特になし

２，３日目の成果とあわせて取りまとめ予定。

⑦その他



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月15日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 教育長　宮里徳成

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11月28日 10時00分 21時00分 240 420

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．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】

6 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。 ⑦その他

収録を行った生塩教授のインタビュー番組を、１、３日目の成果とあわせ、編集作業を経て取りまと
めていく予定（目指す成果「１」）。

実施していません

伊江村

伊江村

バス

人数

村民、企業、その他

1日目に同じ

1日目に同じ

10:00～12:00、15:00～17:00　番組の取りまとめ（編集）について、指導を受けた。
13:00～15:00　生塩教授のインタビュー番組の収録の企画、指導、収録支援。
20:00～21:00　方言伝承事業の取組みに同席。記録作業について実践的に支援をいただいた。

・これまで生塩教授と村民の間で進められてきた、方言伝承事業について、外部からの取材ではなく
役場、参加者主体での記録についての可能性を知ることができた。

・伝承事業への参画に加えて、記録発信事業を行うことは、村民の負担も大きく、体制づくりが課
題。

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。

※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　沖縄県伊江村東江上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



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。

地域おこし協力隊員は受け入れていないため、該当しない。

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

④その他



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年1月15日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 教育長　宮里徳成

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11月29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

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】

6 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

⑦その他

収録を行った民話紙芝居を、編集作業を経て取りまとめていく予定（目指す成果「２」）。

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。

実施していません

伊江村

伊江村

バス

人数

村民、企業、その他

1日目に同じ

1日目に同じ

8:30～12:00　番組の取りまとめ（編集）について、指導を受けた。
13:00～14:00　方言伝承事業の取組みに同席。記録作業について実践的に支援をいただいた。
14:00～16:00　民話紙芝居上演の収録、発信について、実践的に指導いただいた。

・これまで生塩教授と村民の間で進められてきた、方言伝承事業について、外部からの取材ではなく
役場、参加者主体での記録についての可能性を知ることができた。

・伝承事業への参画に加えて、記録発信事業を行うことは、村民の負担も大きく、体制づくりが課
題。

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。

※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　沖縄県伊江村東江上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



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。

地域おこし協力隊員は受け入れていないため、該当しない。

④特になし

⑤特になし
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