
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年3月13日

派遣決定番号 K173

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市長　宜保 晴毅

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 kikaku-g@city.tomigusuku.lg.jp

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30年2月24日 13時00分 17時00分 240

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅

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】

10 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）

アドバイザー
への要望事項

企画部企画情報課

沖縄県豊見城市字豊崎３番地５９

交流型サービスオフィス「トヨプラ」

901-0292　沖縄県豊見城市字翁長854番地1

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。

岡田 良

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

豊見城市

 　豊見城市（以下、「当市」という）では平成２８年３月に策定した「人口ビジョン及びまち・ひ
と・しごと創生総合戦略」重点プロジェクトに掲げる”うない（女性）”の活躍できる地域の創造を
目指しているが、これまでに地域女性にターゲットを絞った就労・起業支援等の講座開催が一度もな
く、集客動向や年齢層、受講したい内容等、全く予想ができない。今後の本格的事業につなげる導線
として可能な限り内容の濃いものとしたい。

徒歩

人数

講義内容に関する指導・助言（企業スタッフ）

　就労や起業を目指す地域女性の活躍を支援していく当市としては、合理的・効果的取り組みが肝要となる。拠点の形成ハー
ドウェア）や仕組みの確立（ソフトウェア）のどちらも欠くことができないため、諸々の取り組みに対する継続的な支援を要
請したい。

○掲載可

　今回のアドバイザー派遣日程にかかわらず事前に何度か岡田氏と打ち合わせをし、地域女性の効率
的な集客と動機づけにかかわる知恵を頂いていた。また来年度以降、女性の活躍に関する事業の検討
を進めていくにあたり、手始めに今般の取り組みを企画したが、どのような講演の内容が彼女たちの
琴線に触れ、動機づけが可能なのかをアドバイザーに企画してもらうこととした。

　地域女性に対する講演前の感想として岡田氏の経験から、「再就職しようとする女性は”何かやり
たい＝就労”ではなく”何かやりたい＝いつか起業”と考える女性が多い傾向がある。」とあり、ど
ちらも視野に入れたセミナーにしたほうが良いとあった。講演会を運営するスタッフや他の講師もこ
ういった状況を鑑み、聴講する受講生が導入・動機づけしやすい内容を冒頭に、ついで自身が就労あ
るいは起業に向いているかを思慮していく内容に改善した。また同時にセミナー会場のレイアウトの
変更や配布資料およびアンケート内容変更、改善を実施した。

　当市広報誌への掲載や簡易パンフレット等の関係各所への配布により、集客結果は第１部の就業支
援セミナーには４名、第２部の起業支援セミナーには２８名となった。これまで近隣他市での同内容
でも起業というキーワードにより反応した事例や経験により、ある程度予測はしていたもののここま
で偏るとは意外である。効率的なセミナーにするため１、２部を合わせた（通しで受講しても充実す
る）内容とするため、講演やトークセッションの流れを再考してもらう。



　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。

③現段階では課題・問題が残っているため未定

　予算化の段階ではないが、女性活躍の場を創造することは「豊見城市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」における重点プロジェクトであることに変わりはない。実現可能なものから着手したい。

　今般のようなセミナーは当市では初めて実施したこともあり、応募してくる受講生の年齢層や何に
課題を持っているのかを想定することができなかった。集客１ヶ月間のあいだも配布場所の拡大やラ
ジオによる宣伝等工夫したが大いなる改善には至らなかった。

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。

アンケート結果は別添。

セミナー申し込み３０名のうち当市民はちょうど半数の１５名で残りは近隣市町村からである。那
覇市についてはこれまで様々なセミナーが実施されているようだが、その他の近隣市町村ではあまり
例がないようである。近隣市町村参加数を鑑みると、他自治体への横展開は可能性があると考えられ
る。

④特になし

⑤特になし

　就労にせよ企業にせよ”なにか始めたい”と思う女性に対し、導入を的確に実施し、彼女たちが持
つ課題を少しでも解決可能なツールを提供する方策が導き出せた。

④人材育成のカリキュラムやツールを策定できた



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市長　宜保 晴毅

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 kikaku-g@city.tomigusuku.lg.jp

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30年2月25日 11時00分 17時00分 40 320

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅

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】

30 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

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

　この手のセミナーは内容もさることながら、講演する講師の力量に依存するところが大きいように思う。集まった受講生の
レベルや心理を見抜き、すばやく場に合わせた対応や講義内容を差し替える必要がある。また様々な質問に対しても懇切丁寧
に住民のモチベーションを損なうことなく対応できる技能が必要である。

※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

豊見城市

企画部企画情報課

901-0292　沖縄県豊見城市字翁長854番地1

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。

岡田 良

A.感激・感銘を受けるレベル

沖縄県豊見城市字豊崎３番地５９

交流型サービスオフィス「トヨプラ」

徒歩

人数

就労及び起業を目指す一般女性

　応募してきた受講生の年齢層や受講生自身が持っている課題も様々。さらには家庭環境や知識レベ
ルもまちまちであることが考えられるため、３０名全員に導入しやすい内容をどのように設定すべき
が悩ましい。また、就労したい女性と企業を目指す受講生、どちらにも自身が持つ課題とその解決策
を一定程度理解してもらうためのハードルは決して低くはない。

　これまで当市では前例がない取り組みでありながらも、できる限り一定の成果を出したいという思
いがある。子育てや介護、その他の事情でいったん職を離れた女性は、時間の制限や職種の変遷など
で、なかなか職にありつけていないのが事実である。このような状況のなか、今回参加する受講生に
対しては、仕事を取り巻く情勢と自身のモチベーションの在り方にアプローチできたと感じてほし
い。またアンケートも実施するため、次の取り組みにつなげるような成果をのこしたい。

　主たる講師として講演していただいた。近隣市町村において”就労を目指す住民”と”人材を欲す
る企業”とのマッチングを図り、数百人単位で人材育成→就労→定着の仕組みを作り上げてきた実績
と年間数十件を超える”起業相談”を受けてきた、岡田氏の経験をもとに具体的な実例を挙げながら
初心者にもわかりやすい講義を実施してもらった。また質疑においては事情の違う一人一人の受講生
に対しても丁寧な対応を施していた。

　３０名のうち半数は豊見城市民（このようなセミナーの受講はおそらく初めて）であるため、広報
誌やチラシの”女性のための就労＆起業支援セミナー”というキャッチコピーでは雲をつかむような
感じで参加したものと思われる。公的資金が入っている今回の場所「トヨプラ」もどのような目的の
施設かも知らないと予測された（アンケート参照）。これらの受講生に対し講義を実施したことで目
的が伝わっただけでなく、一人一人のモチベーションと今後の課題がはっきりしたのではないかと感
じる。また継続的取り組みも必要と感じた。

○掲載可



　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。

④特になし

⑤特になし

　近い将来目指す、効果的な就労へのマッチングという仕組みについて何らかのメッセージは伝えた
かったが、人材を欲する企業側の意見が抜けていたため、一部を除き、受講生の琴線に触れるまでに
は至らなかったように思う（数名はセミナー後質問があった。）。

　他の自治体でどのレベルの講演やセミナーを実施しているかは現時点では不明だが、今回のセミ
ナーでは受講生から高評価を得られたことは事実である。また、セミナーへの参加は、就業や起業に
ついて関心のある方にとって最初のステップとして有用であることから、他自治体へも横展開しやす
いと考える。

　起業窓口の設置について多くの要望があった。これに関して当市は県内市町村の後塵を拝している
ため、優良事例を参考にし、取組を検討していく。

③現段階では課題・問題が残っているため未定

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。

アンケート結果は別添。

④人材育成のカリキュラムやツールを策定できた

　さまざまな課題を持つ女性に対し一人一人の解決に至るツールの提供とモチベーションの持ち方に
ついて良好な反応があったことは大いなる成果である。



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市長　宜保 晴毅

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 kikaku-g@city.tomigusuku.lg.jp

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30年2月26日 13時00分 15時00分 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅

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】

4 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

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

交流型サービスオフィス「トヨプラ」

徒歩

○掲載可

人数

当市の職員

　子育て等の事由でいったん離職した女性が再就職する際のハードルは決して低いとは言えない状況
である。働く意欲はあるものの家庭の事情で労働時間の制限、現在の自身にあった仕事・職種が分か
らないなど情報に乏しく、結果として多くの場合就業に繋がっていないのが実情である。こういった
課題を解決するためには就労希望者と人材欲する企業とのマッチング機能が重要である。また起業を
目指す女性には正しい起業における知識を習得できる環境を整えたい。

　今後、女性の活躍する地域を創造していこうと検討しているが、当市に住まう女性がどの程度就労
を希望しているのか、起業を目指しているのか、またそのレベルはどの程度なのかをこれまで知るす
べがなかったように思う。開催場所であるトヨプラの協力を得てセミナーを実施したことにより、こ
のような取り組みや今後の仕組み作りに高い要望があることが分かった。その場の（受講生のモチ
ベーションの高い）雰囲気とアンケート結果に基づき、次なる取り組みへの形が見えてきた。

セミナーのアンケート等の結果を受け、受講生、ひいては地域女性の動向を解説してもらった。
①特に女性の場合は「何か（いつか）やりたい＝就労」というよりは「何か（いつか）やりたい≒起
業」といったイメージを持っている場合が多い。②また一旦就労してもその知識を生かしていつかは
自分の得意分野で好きなことをやってみたいという気持ちが多い。③そういった背景から、県内女性
特有の勤労意欲の高さを生かした今後の取り組みが必要である。といったアドバイスを受けた。

　「豊見城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では重点プロジェクトに”うない（女性）”の活躍
を掲げている。重点プロジェクトを推進していくにあたり、何をきっかけにし（地域女性に対するア
プローチの仕方）、どのような仕組みを作っていくのかが明確ではなかったが、今回、セミナー講師
及びセミナー後のアドバイスといった支援から、きっかけ及び仕組み作りについての一端が見えてき
た。

沖縄県豊見城市字豊崎３番地５９

※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

豊見城市

企画部企画情報課

901-0292　沖縄県豊見城市字翁長854番地1

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。

岡田 良

B.大変満足できるレベル

セミナー開催に関しては女性活躍地域創造のスタートアップにすぎない。就労＆起業を目指す女性のニーズは一定程度高い
ことが分かったが、仕組みとして、あるいは地域醸成として確立していく必要がある。今後とも支援を望む。



　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。

⑤特になし

アンケート結果は別添。

②事業に係るシステムを構築できた

③現段階では課題・問題が残っているため未定

④特になし

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。

　事業実施の入り口には差し掛かっているが、市の具体的な事業への落とし込みについては庁内調整
もふくめ時間を要するものと思われる。

　関連政策や広域連携についてはまだ未定である。
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