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資 1 

資料１．文献・史料の整理 

ここでは、各文献・史料における尚巴志に関する記述について、尚巴志の人物像（偉業・功績・

人となり）を理解する上で参考になると思われるものを整理する。 

 

１－１．史料等の整理 

歴史史料における尚巴志に関する記述について、尚巴志の人物像（偉業・功績・人となり）を

理解する上で参考になると思われるものを整理する。 

 
№ 史料名・出典 原文 意訳 

１ 『おもろさうし』 

 

外間守善（校注） 

2000 『おもろさうし』下 

岩波文庫 

佐敷苗代に  

孵で物 真物  

取り揚がる みしや子 

 

佐敷門口に 

鬼鷲の 

羽撃ちする 見物 

又北の門口に 

佐敷の苗代に生まれたるはすぐれ者だ、

評判を呼ぶすぐれ者だ 

 

佐敷グスクの北門口で、鬼鷲が羽ばたい

ているさまは見事だよ 

 

[与並岳生 2005 新琉球王統史３『思紹

王、尚巴志王、尚泰久王』 新星出版社] 

２ 『中山世鑑』 

 

伊 波 普 猷 ・ 東 恩 納 寛

惇・横山重 

1972 『琉球史料叢書 

第 5 巻』 

東京美術 

尚巴志ハ、佐鋪按司、思紹ノ嫡子也。洪武

五年丙子ニ御誕生。洪武三十五年壬午、

御歳三十一ニシテ、父思紹ニ嗣テ、佐鋪

按司トゾ成給。 

長事、五尺ニモ不足、小勢ノ人ニテ、御坐

ケレバ、時ノ人、佐鋪小按司トゾ申ケル。其

賞罰、先王ノ舊規ニ、不達、進ンデハ、萬

人ヲ撫ン事ヲ計リ、退テハ、一身ニ欲有ン

事ヲ耻テ、居謙、不驕、居安、不忘危、民

飢則己飢、民寒則己寒ガ如クニシテ、萬

ヅ、人ノ愁ヲノミ、歎給。依テ、南方ノ諸侯、

歸之者、多シ。 

 

 

尚巴志は、佐敷按司思紹の嫡子であ

る。洪武五年(1372)壬子に誕生され、洪

武三十五年（一四〇二）壬午に三十一歳

で父思紹のあとを継いで佐敷按司となら

れた。 

尚巴志は身長が五尺にも足りなかった

ため、人々は佐敷小技司とお呼びした。 

その政治は先王の定めた法に違わず、

進んでは万人を慈しんだ。退いては自ら

に欲があることを恥じて謙虚で驕らず、安

らかなときも危ういことを忘れることなく、民

が飢えると自らも飢え、民が寒がれば自ら

も寒くして、すべて、人の悲しみばかりを

嘆いた。これによって、南方の接司達は帰

順する者が多かった。 

 

共徳澤、枯骨禽獣ニ及ケレバ、中山・山北

ノ二山モ、半ハ皆、山南王ニゾ、歸シタリケ

ル。依テ始テ、兵ヲ發シテ、浦添ヨリゾ征シ

給。 

その仁愛に満ちた恵みは、朽ち果てた

骨、鳥や獣までにもあまねく浸透し、中山

と北山の大半も山南王に帰順したため、

いよいよ挙兵して浦添に進攻された。 

 

[諸見友重 2011 『訳注中山世鑑』 榕樹

書林] 

3 『中山世譜』 

 

伊 波 普 猷 ・ 東 恩 納 寛

惇・横山重 

1972 『琉球史料叢書 

第 4 巻』 

東京美術 

巴志。生得身體極小。長不満五尺。故俗。

皆呼佐敷小接司。其幼年。嘗遊于與那

原。令鐵匠造劍。匠人急造農器。造劒甚

遲。巴志屢往間求。匠人佯爲造劍之状。

巴志還則止。漸漸鍛錬。三年而後成。巴

志得此劒。一日駕舟遊。忽然大鰐。翻浪

躍來。舟幾覆況。巴志按劒而立。鰐魚畏

退。不敢侵。時有異國商船。装載鐵塊。在

與那原貿易。皆見其劒。而要之。終以満

船所載之鐵。買之。巴志得鐵許多。散給

百姓。令造農器。百姓感服。巴志爲人。膽
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№ 史料名・出典 原文 意訳 

大志高。雄才蓋世。洪武二十五年。歳二

十一。父思紹。謂巴志曰。昔玉城王。失徳

廃政。國分爲三。勢如鼎足。自爾而後。殆

及百年。兵戦不息。生民塗炭。未有若此

時之甚者也。吾見當時諸按司。雖各據兵

柄。皆守戸之犬。不足與有爲也。今之世。

惟汝一人。可以有爲。汝能代吾。爲佐敷

按司。拯民於水火中。吾願足矣。巴志喟

然嘆曰。惟命是從。 

即續父。爲佐敷按司。調練兵馬。鳥添大

里按司。召群臣曰。今諸按司。皆不足懼。

惟佐敷按司之子。巴志。英明神武。有擎

天之翼。今續父領佐敷。吾甚懼焉。況吾

與巴志不睦。如之何則可乎。言未畢。喊

聾大起。巴志。早已領兵來攻。大里接司

大驚。催兵拒禦。奈巴志希世英雄。兼多

勇徤之兵。無力可禦。竟爲巴志所滅。巴

志。得大里等虚。威名大振。時乃中山武

寧王。壌覆先君之典刑。臣民遁隠。諸按

司相謂曰。巴志得大里。而地與首里甚

近。今王失徳。禍不遠矣。各散隠不朝。巴

志謂諸臣曰。琉球自開闢以来。一王治

世。山南・山北。皆假王也。今中山王。失

徳廃政。何時得平二山。而致一統之治

乎。諸臣皆曰。武寧王失徳。國勢日衰。山

南・山北。強暴益甚。由此觀之。式寧王。

非救民之主。乃傷國之螟蟲也。請光伐中

山。以建基業。然後平二山。以安社稷。是

萬民之幸。天理之順也。巴志便領大兵。

來間共罪。武寧慌忙。催軍拒禦。時諸按

司。閉戸高枕。曾莫之救。武寧悔之無及。

出城伏罪。諸按司。推巴志爲君。巴志固

辭。奉父思紹爲君。自能翼輔父王。與政

理治。臣民及諸按司。皆服。後滅山北。遂

平山南。以致一統之治。 

 

（遺老傳云。中山王巴志。有金彩圍屏。粧

飾甚美。他魯毎。要之不止。巴志曰。吾

聞。大里有泉。名呼喜汀志川泉。以此換

之如何。他魯毎。嘉換之。原來是泉。湧得

極大。大里等處百姓。皆引此泉爲耕。巴

志得泉。惟従己者與之。不従者。不許用

之。由是百姓。暗従中山者。不可勝數。時

他魯毎。不務政事。遊戯無度。臣民及諸

按司。皆怨之。卒爲巴志所滅云） 

4 『琉球国由来記』 

 

外間守善・波照間永吉

1997 『定本琉球国由

来記』 

角川書店 

4 道地里（三十六町云里） 

当国、里者、永楽年間、（欠）尚巴志王、国

中之定里積歟。 

 

 

5 駅（有制札県家。俗牌家ト云） 

当国、駅始者、永楽年間、（欠）尚巴志王、

琉球国帰一統、始造駅歟（東西之途、隔

月互馹次アリ。其所ノ役、昼夜相詰、勉公

事。通国用。今世之制度也）。 

 

5 『球陽』 

 

 附 （王定鼎丕敷教化） 

永楽年閒王定鼎丕敷教化統御萬民而改
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№ 史料名・出典 原文 意訳 

球陽研究会（編） 

1974 沖縄文化史料集

成 5『球陽 原文編』 

角川書店 

定國中里数以紀廣狭険易遠近且亦創建

驛郵以傳命令也而萬民楽業國家亦治焉 

6 『遺老説伝』 

 

嘉手納宗徳（編） 

1978 沖縄文化史料集

成 6『遺老説伝 球陽外

巻 原文・読み下し』 

角川書店 

一昔時尚巴志親率軍兵攻圍山北城山北

王已恃城郭堅固四繞嶮岨親守平郎門（即

大門）亦令一將本部大原守慶閒門（即後

門）相共協力督軍防備甚密巴志催兵攻城

諸軍兵爭先攻撃至于数日城已不陷于是

巴志將幣帛金玉竊賂大原以求開城而降

大原私収其賂即請山北王出城防戰山北

王親率精兵大奮勇力出平部門以便相戰

殺過一半此時大原詐以王爲敵被討奏関

内院妃嬪等王妃嬪聴之悉皆縊亡而山北

王混戦已久膂力已倦回入内院一時坐歇

將亦出城防戰忽見妃嬪盡就死地以爲空

宮大驚且怒即往護國社前叱其神石（神名

日嘉那比武今有其石堅實靑色闊五尺許

分爲十字）曰汝爲護國神常爲崇信何不祐

庇耶今国家將亡汝豈濁生哉即執其所帶

之劍（稱千代金丸）劈開其神石分爲四塊

亦把其劍欲自刎而薨謁神劍至靈不忍傷

主忽變鈍劍不肯少利山北王擲棄其劍于

志慶閒溪（在城後）別執一刀自刎 

而薨焉厥後千代金丸（又叫手金丸）流到

親泊村東水漲溪自此之後渓内夜夜光輝

射于斗牛閒大雨烈風不敢消滅焉伊平屋

人深奇怪之特来航梅見之水中只有一劍

即撈獲之誠此寶劍也即刻捧至首里以獻

于（闕）王即今王府第一寶劍是也 

 

 

 

１－２．文献資料の整理 

各文献等における尚巴志に関する記述について、尚巴志の人物像（偉業・功績・人となり）を

理解する上で参考になると思われるものを整理する。 

 

№ 文献名 内容 

1 『島尻郡誌』 

 

島尻郡教育部会員（編） 

1937 島尻郡教育部会 

 

第十二章 口碑伝説 第十一節 尚巴志 

琉球稀代の英傑、尚巴志が未だ雄志を抱いて佐敷按司たりし時のことである。 

或時交易の途中、馬天港に寄せる和船の武士、巴志按司の武芸絶倫な事を聞き、他

流試合の意味もあったのであらう。上陸して巴志の居城上城に訪ねて、田舎道をやって

来た。地理に暗いので上城の城も何処を経るやら皆目知らない。丁度其時巴志は野山

を散策して、農夫と共に畑の中にある時、大和武士巴志按司なる事も知らず、傲慢な態

度で巴志の居所を訪ねたので、巴志も一時はムット怒ったが、倭小な巴志大きな襟度を

示して上城への順路を指示し、自分は間道伝ひに先廻りして何知らぬ顔して待ってゐら

れた。大和武士夏の暑気に無風な日和なので暑い事夥しく、汗だく〱と辿って上城に着

き座敷に通されて待つ中に、先廻りした尚巴志礼服に着替へて応接の部屋に出てゐる。

大和武士、巴志の小さい体軀を見て、余りの小男に驚き且つ人違いでないかとまでも

思った位であったが、立居振舞の大将らしさ、又対談に臨んでの度胸に次第に打たれ、

侮辱の念は削える様になった。巴志は五尺にも足りぬ小男であったそうで、然も二十一
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№ 文献名 内容 

歳にして按司となり、極く若くて余りにも小さい青年按司なので、大和武士も予想の武士

にかけはなれた事に驚いた。 

先づ初対面の挨拶や来意を傲声に一応のべて、尚巴志に御返答を催促する様な顔

つきをした。巴志愛想よく応対し更に言辞を低うして、火鉢を片手に引き捧げて自ら煙草

盆代りにすゝめた。巴志の珍客歓待に出した此の火鉢は、驚く勿れ三百斤もあるもので

あったといふ。 

此の大和武士たかの知れた巴志かと思って、火鉢を寄せて煙草を吸はうとしたが、床

に釘つけされた様に、微動だにせない。これはと思って密に全力を籠て引いても、容易

なく動かない。この大火鉢を軽々と取り扱ふ巴志の力量に驚き、初めの気色も何処かへ

どんで、軀体倭小の巴志に低頭し試合をしないで降参し、余りの無躾と今までの非礼を

深く詫びすご〱と浜辺に来て見ると、不思議な事には海に浮かべた船が浜辺の砂上に

引き上げられてゐる。 

 武士は巴志の仕業に違いないと怒ったが、如何ともする事が出来ない。数名の船子と

共に引き下さんと掛ったが相変わらず力及ばぬので、巴志の処へ戻り三拝九拝して船の

ひきおろし方を依頼したので、巴志も微笑しつゝ共に立って大和武士の船を海に浮かべ

たと云ふ。大和武士其の力量の余りに強いに驚き、場天に碇泊も恐ろしく、愴惶出帆し

て逃げる様にして去った。 

巴志は大和武士と畑中に逢った時、武士を欺き道を遠巡りさせて、自分は浜辺に下

り、船をひき上げてから帰城したので武士が帰船せんと浜に行驚いたのは、矢張巴志の

仕業であったのである。 

2 『沖縄歴史物語』 

 

伊波普猷 

1946（『伊波普猷全集

二』/1993） 平凡社 

口碑に、彼は若い時分に、ユックイの坂の頂から三山の地形を見おろして、弾丸黒子

の小島が三つに分かれて、相争っているのはおかしい、自分はきっとこれを統一してみ

せる、と豪語した、ということだが、これに似寄った話が前掲『由来記』にも出ている。 

 

次には首里遷都の問題になるが、首里親国の建設は多分浦襲攻略以後で、これにつ

いては別に記録とてはなく、ただ尚巴志が「しより杜」一帯の高地に王城を築いた時、島

襲大里から首里まで、半間ごとに人夫を立たして、いわゆるリレー式に大里城の石を首

里に運んだという首里の伝承や、 初王城は識名の高台に物色してあったのを、首里に

変更したという識名辺の口碑にほの見えているだけである。 

3 『新稿沖縄の歴史』 

 

比嘉春潮 

1970 三一書房 

 

尚巴志は大胆で望みが大きく、知謀も世にすぐれていた。 

 

南山の滅亡については一つの伝説がある。それは高嶺間切の屋古村（この村は今地

名だけに残っている）に嘉手志川という泉があった。昔、大ひでりがあった。水がかれて

人民が非常に困った。それで村の人たちが舟を仕立てて他郷に水を求めて出かけようと

するところに、一疋の犬が山の中から全身水に濡れて出てきた。今、どこにも水が無いの

に、この犬がこんなに濡れている、一体どうしたことだろうと、人々が犬について行くと山

奥に泉があって、犬は泉の中に飛び込んでたちまち犬になってしまった。人々は大いに

喜んでかでしかでし
、 、 、 、 、 、

と叫び、村の人々が来て水を汲んだ。かでしというのは古い言葉で

多幸ということである。これからこの泉を嘉手志川と呼ぶようになった。 

ところが、中山王になった佐敷小按司尚巴志は、りっぱな金屏風を持っていた。南山

の他魯毎は贅沢だから、その金屏風が欲しくてたまらない。巴志に申し入れると嘉手志

川とならかえようとのこと、彼は喜んで泉と屏風を取りかえた。 

巴志は自分に従う百姓にはこの泉の水をやり、従わないものには使用を禁じた。その

ため百姓たちは巴志に味方するようになり、南山はついに亡んだ。というのである。 

 

それ（安国山碑文）によると、1417 年（尚思紹 12）年、国相懐機が中国におもむき、そ

の礼楽文物の盛を観、名山大川の壮を見て帰り、首里城外の安国山に土を高くし池を

掘り、政の憩の遊息のところとし、種々の花木を植えたので年を経て生い茂り、鳥もさえ
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№ 文献名 内容 

ずり、魚も泳ぎ、四季の眺めがよく、士民遊覧の地となったということで、今日でいえば都

市計画の一つということだろう。 

 

更に南山攻略の前年の 1428 年、城門外に建国門を建て、「中山」の額をかかげた。 

 

この他にも、場所は判明しないが、中国の使柴山が 1430 年渡来の際、海上風波に悩

まされたが仏力によって安全に到着したというので、大安禅寺を建て、更に 1432 年渡来

の時も、彼は私費を投じて千仏霊閣を建てたと彼自らその碑記に書いている。 

尚巴志はこのように中国その他との交通を盛んにし、その文物を取り入れることにつと

め、国を治めることに心を用い、また、国中の里程をはかり、広狭、険易、遠近を記し、駅

郵の制を立てて命令を伝達するようにもした。それで民業を楽しみ、国よく治まったと伝

えられている。 

4 『琉球・尚氏のすべて』 

 

喜舎場一隆（編） 

2000 新人物往来社 

まず１４０２年に巴志が佐敷（鋪）按司となったことが『中山世鑑』（巻三）に記されている

が、当時、山南王が暴君であったので諸侯らの勧めで山南王を攻略し、そして自ら代わ

って山南王となったが、さらに続いて中山王武寧をも滅ぼして中山の王位に就いたこと

が記されている。 

 

要するに、琉球の国家（三山）統一直後の支配構造は、尚巴志が中山国王として中山

領を支配していたのに対して、第一王子の他魯毎は山南王として南部の島尻地方を支

配し、さらに第二王子の尚忠は山北監守として北部の国頭地方を統治するという体制を

とっていたのであった。これが三山統一直後の琉球国の実情であった。 

5 『沖縄県の歴史』 

 

安里進 他 

2004 吉川弘文館 

さて、尚巴志は永楽二十年（1422）年に父思紹をついで第二代の中山王となった。首

里城は思紹の代から築城が開始されていたとされるが、宣徳二（1427）年に建立された、

「安国山樹華木之記碑」は王上の北に池を掘り、樹華木を植え、城外に庭園を造営した

ことを記している。池が現在の龍潭、樹華木を植えたのが安国山（現在のハンタン山）と

され、浦添グスクを模した、また風水を取りいれて中国の王宮にならったともされている。

いずれにせよ王城整備の記念碑の建立は、このころ尚巴志による首里城の造営がほぼ

おわったことを示している。このときの首里城は瑞泉門などの切石の櫓をのせた造作の

門で囲まれた内郭部分のみで、アーチ門に櫓をのせた歓会門などで囲まれた外郭部分

は第二尚氏の造営とされている。 

 

ところで、尚巴志が日本僧を殺害させたかは否かはさておくとしても、尚巴志と仏教の

関係はどうだったのだろうか。というのも前の浦添政権が仏教と深くかかわっていたと考

えられるのに対し、尚巴志政権の場合、そうみえないからである。尚巴志は国相の懐機と

ともに道教の本山竜虎山の天師府大人に符禄の交付を要請していたし、死後に王城の

北の天齎山（首里の天山とされる）に葬られたとされるが、懐機はその旨を天師府大人に

報じ、誥禄の交付を願っていた。それからすると尚巴志は道教に帰依とまではいわずとも

関わりがあったことになる。たしかに前述の柴山などが道教を琉球にもちこみ諸廟を建立

していたのであり、その可能性もないとはいえない。ただのちに懐機が首里と那覇を陸路

で結ぶため長虹堤を造営したさい、まつったのは天照大神であり、俗に御伊勢の寺（ウイ

シヌティラ）とよばれた長寿宮（寺）を建立していた。尚巴志代、道教、伊勢、そして仏教と

さまざまな信仰が展開されていたのである。 

6 『新琉球王統史３ 思紹

王、尚巴志王、尚泰久

王』 

 

与並岳生 

2005 新星出版社 

オモロには、佐敷按司を「意
い

地
ぢ

気
へき

按司」とか「大国
ぢ ゃ く に

按司」などとたたえていますが、これ

は佐敷按司となった思紹やその子の巴志のことと思われます。 

佐敷
さ し き

苗代
なわしる

に（佐敷の苗代に） 

孵
す

で物 真物
ま も の

（生まれたるは、すぐれ者ぞ） 

取
と

り揚
や

がる みしや子（評判を呼ぶ、すぐれ者ぞ） 

－というオモロは、思紹か巴志の誕生をたたえた歌ではないかといわれています。 
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〈巴志の人となり、豪胆にして、志高く、雄才なり〉と史記はたたえています。 

 

佐敷
さ し き

門口
ぢゃうぐち

に 

鬼
おに

鷲
わし

の 

羽
はね

撃
う

ちする 見物
み も ん

 

又北
にし

の門口
ぢゃうぐち

に 

という佐敷のオモロは、青年巴志が「若按司」として、羽ばたこうとするさまを歌ったものと

いわれています。‐佐敷グスクの、北門口で、鬼鷲が羽ばたいているさまは見事だよ、と

いう意味です。鬼鷲の鬼は鷲（霊鳥）の美称であり、雄々しく、立派な鷲の意です。いか

にも、巴志はこの佐敷から琉球制覇へ、羽ばたこうとしていたのです。 

 

幼年のころから、武芸に励んでいたのでしょう与那原に鍛冶がいたので、彼は訪ね行

き、剣を造らせます。しかし、この鍛冶屋は農具などを造るのは早いが、一向に剣を仕上

げてくれません。巴志は再三、催促に行きます。鍛冶屋は彼を見ると、剣造りをするよう

に見せますが、巴志が帰ると、放ったらかして農具造りをやります。そうして、巴志の剣を

仕上げるのに三年も費やしたのでした。 

剣を得た巴志は、与那原の海で、舟に乗って遊んでいました。すると忽然と、大ワニ

（鮫？）が波を裂いて襲いかかってきて、舟はひっくり返ってしまいました。幸いにそれほ

ど深くはなく、巴志は剣を抜いて立ち向かいました。その気迫に大ワニは恐れをなした

が、退散していきました。 

7 『琉球王国 人物列伝』

 

亀島靖 

2007 JCC 出版 

王朝経営の柱造りと人材登用 

尚巴志は間切り（現在の市町村単位）制度という行政単位を確立します。つぎに街道

を整備し、軍事道路と生活道路を充実させました。また、各間切から首里王朝への早馬

制度をととのえ、国内の情報収集システムも確立しました。 

とくに、人材の活用にかんしては、目をみはるものがあります。懐機という中国人を参

謀として登用し、内政、外交の担当として重用しています。尚巴志は、懐機から中国の易

姓革命の思想を教示されて天下統一の野望を育てていったと考えられます。 

また、倭寇の対馬六郎次郎を外交顧問とし、朝鮮国との窓口としています。尚巴志は、

経済、国際外交、政治機構などの政策を、合理的にすすめ、琉球王国のシステム化をは

かった人物と言えます。尚巴志の国策が、以降の琉球王国の経営に継承されることにな

ります。 

8 『 絵 で 解 る 琉 球 王 国 

歴史と人物』 

 

井上秀雄（監修） 

2011 ＪＣＣ出版部 

 

三山の覇者・尚巴志 

「琉球王国」を作った王・尚巴志もまた、琉球の戦国期（三山時代）を制した風雲児で

した。 

彼に始まる琉球は「万国の架け橋」を自負する交易国として、四百五十年に渡って存

続しました。その原点に立つ巴志は広い視野で琉球の優位性と時代の波を捉え、国の

基軸を定めた先覚者であったとも考えられます。 

彼は古琉球期（中世）の沖縄が生んだ英傑として、現在も人々の尊敬と関心を集めて

います。 

佐敷の若按司 

三山時代は沖縄本島が三国に分かれ、覇権を競い争った時代です。各地にグスク

（城）を構え、地域を治める按司が存在し、さらに彼らを束ねる三人の「王」が北部・中部・

南部にそれぞれの勢力圏を築いていました。勢い盛んな中部の「中山国」を筆頭に、三

山の王はそれぞれが明と冊封関係を結び、交易を行い国力を養っていました。そんなな

か、南部の小さな城・佐敷上グスクに巴志は誕生します。 

彼の人柄は「肝大ニ志高クシテ、雄才世ヲ蓋フ。（『球陽』桑江克英訳注）」と伝えられ、

若い時から人心を掴むカリスマ性を備えていたようです。 
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史書にこんな逸話があります。巴志がまだ少年の頃、鍛冶屋に命じて三年がかりで作

らせた剣がありました。ある日、与那原の港に来た大和商人がその剣を認め、これを求め

ます。巴志は商人と交渉し、遂に船一杯の鉄塊と剣を交換することになりました。そうして

手に入れた大量の鉄を、彼は百姓に分け与え農具を作らせます。領民は感服し、みな

巴志を敬うようになった…というものです。当時アジア一帯を往来した大和商人の活動は

沖縄にも及んでいました。鉄を産出しない琉球では、交易の運営が武力や生産力を左

右したものと考えられます。巴志には早くから先見の明があり、指導者の頭角を現してい

たことが、この話から伝わってきます。 

巴志は二十一歳で父から家督を譲り受け、佐敷按司となります。英明な若按司の評判

は遠方まで広がり、自然と従う人々が増えていったといいます。 

また一説には、そのころ「下の世の主」と呼ばれていた南部の有力按司（大里按司）を

討ち、武力を蓄えていたとも言われています。（『中山世鑑』巻三参照） 

三山統一 

１４０６年、巴志は浦添グスクに君臨していた中山王・武寧を滅ぼしたと言われていま

す。王府の歴史書によれば、巴志の挙兵は傲慢な武寧王に対する誅罰で、中山国の按

司たちも巴志を歓迎したとされています。その真偽は不明ですが、舜天王以降、禅譲な

どによって続いてきた中山王朝が初めて武力によって覆されたことになります。巴志は父

を中山王の位に就け、第一尚氏王朝を開きました。（父の死後、1422 年に巴志は二代目

琉球国王に即位）。その後も巴志は按司たちの信望を得て、１416 年に北山王・攀安知

を 1429 年に南山王・他魯毎を滅ぼし、三山を平定したとされています。 

こうして、約三百年も続いたとされる抗争の時代は、巴志の活躍によって幕をおろしま

す。ここに沖縄初の統一国家「琉球王国」が誕生するのです。（三山統一の過程には諸

説あり。ここでは現在定説となっている蔡温本『中山世譜』の記述に従いました） 

首里遷都 

三山時代、中山王の居城・浦添グスク周辺は城下町として整備され、沖縄でも も栄

えていました。しかし巴志はその首都と港（牧港）をそのまま使うのではなく、新たに場所

を選んで築いたと考えられています。それが「首里城」と「那覇港」です。 

首里城の創建時期は不明（前王統の察度王が既に首里城に移っていたという説もあ

り）ですが、本格的な整備は巴志の時代に行われたと見られています。それは城の拡充

だけでなく、周辺の環境整備まで含めた大規模な首都建設事業だったようです。首里城

はその作りから見ても、戦に備える城ではなく、外国の使者を迎える「国の顔」として造営

されたものと考えられます。本島中南部でひときわ高く、緑豊かな丘陵地に築かれた首

里城は、那覇港からもその姿がよく見えました。 

当時、那覇は首里とは隔てられた「浮島」と呼ばれていました。しかし、島の南は旧来

の港に比べて深く、当時の大型船（進貢船など）が入港できる数少ない入江でした。三

山統一直後、巴志はここを港として整備し、琉球の玄関口に定められたと考えられていま

す。 

巴志の息子・尚金福王の時代には、那覇と陸を結ぶ水上道路「長虹堤」が築かれ、首

里との往来が容易になります。政治の中心・首里と経済の中心・那覇は互いに連携しつ

つも、それぞれが独自の発展を遂げ、王国時代を通じてその要として機能しました。 

首都と港の新設という大事業には、交易国としての琉球の先の見据えた、巴志の確た

る国家観が現れていたと言えるのではないでしょうか。 

国相・懐機 

この頃、国を挙げて行われた数々の大工事を指揮したのは、明から派遣された懐機と

いう人物でした。彼は国王を補佐する「国相」という役職に就き、巴志の父から五代（約五

十年）に渡って琉球国王に仕えました。懐機は政治・外交分野でもブレーンとして重要な

役目を果たしたとされています。彼は明でも特に高い身分と知識の持ち主で、あらゆる分

野で当時 先端の情報を王に助言したと考えられます。 
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巴志が次々と的確な政策を打ち出せたのは、懐機のような参謀を持ち、常に国際的な

視点で琉球を見ていたからではないでしょうか。 

海外交易 

巴志の鋭い先見性は、海外交易において特に発揮されたと考えられます。彼が行っ

た国策としての東南アジア交易と、中継ぎ交易体制の確立が、その後の琉球の運営方

針と文化を規定したとも言えるからです。 

琉球とシャム（タイの旧名）との通商は十四世紀末頃から行われていたようですが、三

山統一後、巴志は積極的に航路を開拓し、さらに南のパレンバン（スマトラ島の都市）、

ジャワ等へも次々と交易船を派遣します。これら東南アジア貿易で手に入れた品々は、

琉球ではほとんど消費されず外国へと転売されました。 大の貿易相手国は、多い年で

二～三回の朝貢貿易を行った明でした。（『歴代宝案』第一集参照）。日本・明・朝鮮・東

南アジアの範囲で見れば、琉球はちょうどその中間地点に位置しています。巴志以降、

琉球の交易船は商品を満載して、この海域を往来するようになりました。 

その背景には、明が民間の渡海・交易を禁じる海禁政策を取っていたこともありまし

た。琉球は従来の商人に代わる流通の担い手として、一躍アジアの交易大国となったの

です。 

琉球は小さな島国ながら、こうした時流を見事に捉え、数ある朝貢国の中で も頻繁

に朝貢を行う国となりました。（明代の朝貢回数：琉球 171 回、ベトナム 89 回、朝鮮 30

回、日本 19 回『日支交渉史研究』より） 

尚巴志に始まる琉球 

三線や紅型、泡盛といった、のちの琉球文化の原型となるものは、この時代の交易を

通じてアジア各地から伝わったと考えられています。巴志が作った琉球王国は、その後

様々な困難に見舞われながらも、交易国家として独自の、そして豊かな文化を作り出し

ていくことになるのです。 

琉球の父とも言える偉大な王・尚巴志。彼の生涯と数々の偉業を、人々は今なお敬愛

してやみません。 

9 『琉球戦国列伝 駆け

抜けろ!古琉球の群星

たち!』 

 

上里隆史 

2012 ボーダーインク 

乱世の琉球を統一し、琉球王国を打ち立てた天下人。第一尚氏王朝、第 2 代の王。

神号は「勢治高真物（霊力高い優れた者）」。 

尚巴志は身長が 150 センチほどで小さく、「佐敷の小按司
く ー あ じ

」と呼ばれていました。尚巴

志という名前は、姓が「尚」で名前が「巴志」だったのではなく、「小按司」、あるいは「サバ

チ」という名前を漢字で当てたものとも考えられます。 

彼の性格は心が広くて志も高く、たぐいまれなる才能を持っていたといいます。 

31 歳の頃（1402 年）、尚巴志は父の思紹から呼ばれてこう言われました。 

「尚巴志よ。この国は昔、王が徳を失って政治をおこなわず、国が分かれて三つになり、

100 年も争いがやまない。民はずっと苦しんでいる。今の按司たちを見ても、みな家の門

を守る犬のように、自分の領地を守ることだけに精一杯で、仲間となるに足りない。しか

し、お前だけはこの琉球でただ一人、大きなことをなしとげることができる。お前はわしに

代わって佐敷按司となり、民を苦しみから救えば、わが願いはかなう」 

尚巴志は父の頼みを聞き、佐敷按司を継ぎました。ここから彼の天下統一の覇業がは

じまります。尚巴志は少年の頃、与那原の刀鍛冶に作らせた刀を、外国商人の持ってき

た鉄のかたまりと交換し、その鉄から農具を作って人々に与えたとの伝承が残っていま

す。人々が慕う天性の気質を、彼は持っていたのでしょう。 

佐敷按司になると、すぐさま南山 強の島添大里按司を倒してその名を琉球中に轟

かせ、1406 年には浦添グスクの中山王・武寧も滅ぼして、父の思紹を中山王につけま

す。 

思紹が中山王になった頃からみられるのは、那覇久米村の華人たちとの協力関係で

す。王茂・懐機といった久米村の福リーダーたちを取り立てて、王相という役職につか

せ、王に次ぐ立場として活躍させます。港湾都市の那覇に住む彼らは、新たに台頭して
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きた思紹・尚巴志と結びつき、旧勢力の武寧を倒して中山王につける手助けをすること

で、王茂らがひきいる久米村も交易による繁栄が約束されていました。これで尚巴志は、

心強いブレーン（頭脳）を得ることができました。 

中山の拠点を浦添グスクから首里城へと移し、王都周辺の整備にも着手しました。首

里城と周辺の都市整備には、華人たちが深くかかわりました。これまでの浦添ではなく、

華人の住む那覇により近い首里を選ぶことで、より深い連携が可能となりました。 

三山 強の中山を得て、那覇の久米村を味方につけることで、ますます勢いを増した

尚巴志は、1416 年に北山王の攀安知を攻めてこれを滅ぼしました。 

常に父の思紹を立てていた尚巴志ですが、1421 年に思紹が亡くなると、中山王として

1425 年に明から冊封（承認）されました。 

そして 1429 年、ほそぼそと続いていた南山の王・他魯毎を滅ぼし、ついに三山をすべ

て手中におさめ、天下統一の大事業をなしとげました。 

尚巴志は仏教も深く信仰していました。「十刹」という王府公認の１０カ寺を建て、また

第一尚氏の王の印鑑には、「海印」という仏教用語が刻んでありました。「宇宙のすべて

を知りうる仏の知恵」という意味です。同じ頃、英祖王の墓である浦添ようどれも改修し、

仏像が彫刻された石の棺も設置しています。 

ところで尚巴志と懐機のつながりは強く、１４３６年に尚巴志は懐機とともに中国の天師

道という道教の教団に、お守りのフダを求めていますが、そのフダが届いた際には２人で

感激した、と述べています。懐機の影響で尚巴志は道教の信者にもなったようです。 

そして 1438 年、尚巴志の病状が悪化した時にも、懐機は天師道に回復のためのフダ

を頼んでいます。しかしそれもむなしく、尚巴志は１４３９年に死去しました。懐機はまた天

師道の教祖に使者を送り、こう述べています。 

「おフダをもらいましたが、不幸にも尚巴志王は亡くなり、人々は号泣し、深い悲しみに暮

れているものの、私たちはあの世のことはわかりません。天師さま、尚巴志王がせめて天

上の世界に行けるように、どうかお導きください」 

もしかしたら、２人は王と臣下という関係を超えた、深い友情があったのかもしれませ

ん。 

尚巴志は首里の天山陵に葬られましたが、第二尚氏のクーデターで、破壊を恐れた

第一尚氏の家臣、平田子屋比久子により、王の遺骨が持ち去られたと伝えられていま

す。 

現在は読谷村伊良皆の佐敷森と呼ばれる場所に、尚巴志から尚思達までの王が葬られ

たと伝わる墓があります。思紹は佐敷ようどれという墓に眠っています。 

 

１－３．その他（舞台演劇・テレビドラマ等）の整理 

尚巴志を題材として制作された舞台演劇及びテレビ作品を整理する。 

 

№ タイトル 概要 

1 史劇 尚巴志と三山 

1974 年に那覇市の沖映劇場の本館新装開館記念として上演

された沖縄芝居。脚本・演出は城佐武郎、出演は大宜味小太

郎、真喜志康忠ら。1982 年に首里城復元期成会の基金募集

特別公演として 1 ヶ月間のロングラン公演で再演された。 

2 現代版組踊 翔べ！尚巴志 

現代版組踊「肝高の阿麻和利」の演出家・平田大一による脚

本・演出の舞台。原作は大盛永意の『第一尚氏物語』。出演は

沖縄県内の中高生で、舞台づくりを通して子供たちの心の教

育となることを目的に実施している。2008 年初演。 

3 現代版組踊 鬼鷲～琉球王尚巴志伝～ 平田大一演出による舞台。ストーリー・演出等はほぼ「翔べ！
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尚巴志」と同様であるが、「翔べ！尚巴志」の選抜メンバーに加

え、現代版組踊の卒業生や県内若手アーティストなどが参加。

「翔べ！尚巴志」のエンターテイメント性を更に強化した構成に

なっている。2008 年初演。 

4 琉球風雲児 尚巴志物語 

元俳優で沖縄タレントアカデミー校長の小澤公平による脚本・

演出の連続テレビ人形劇。沖縄テレビにおいて1995年10月か

ら 1996 年 4 月の間に全 26 回が放送された。主人公ハチ（尚巴

志）の少年期から琉球を統一するまでの一代記を描く。声の出

演は八木政男、新垣正弘ら。 

 

１－４．尚巴志関連文献・史料一覧 

関連文献・史料名を一覧にして整理する。 

 

①史料 
№ 史料名 成立年 主な所収文献 

1 『明実録』 
1368 年～

1644 年 

沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室 2001、2003、2006

『明実録の琉球史料』（1）～（3） 沖縄県文化振興会公文書館管理部史料

編集室 

2 
『李朝実録（朝鮮王

朝実録）』 

1413 年～

1864 年 

・池谷望子、内田晶子、高瀬恭子（編） 2005 『朝鮮王朝実録 琉球史料

集成 原文篇』 

・池谷望子、内田晶子、高瀬恭子（編） 2005 『琉球王朝実録 琉球史料

集成 訳注篇』 

3 『歴代宝案』 
1424 年～

1867 年 

・沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室 1992～2006 『歴代

法案 校訂本』 沖縄県教育委員会 

・沖縄県文化振興会公文書館管理部史料編集室 1994～2009 『歴代

宝案 訳注本』 沖縄県教育委員会 

4 『おもろさうし』 
1531 年～

1623 年 

・外間守善・西郷信綱（校注） 1972 『おもろさうし』岩波思想大系 18 岩

波書店 

・外間守善（校注） 2000 『おもろさうし』上・下 岩波文庫 

5 『中山世鑑』 1650 年 

・伊波普猷, 東恩納寛惇, 横山重（編） 1972 『琉球史料叢書』４巻，5 巻  

東京美術 

・諸見友重（訳注） 2011 『訳注中山世鑑』 榕樹書林 

6 『中山沿革志』 1684 年 

・原田禹雄（訳注） 1997 『汪楫 冊封琉球使録 三篇』 榕樹書林 

・那覇市企画部市史編集室 1977 『那覇市史 資料編第 1 巻 3 冊封使

録関係資料(原文編)』 那覇市役所 

7 
『 中 山 世 譜 』 （ 蔡 鐸

本） 
1701 年 

・沖縄県教育庁文化課 1973 『蔡鐸本中山世譜』 沖縄県教育委員会 

・原田禹雄（訳注） 1998 『蔡鐸本中山世譜 現代語訳』琉球弧叢書４

榕樹書林 

8 『琉球国由来記』 1713 年 

・伊波普猷, 東恩納寛惇, 横山重（編） 1972 『琉球史料叢書』１巻，２巻  

東京美術 

・外間守善, 波照間永吉 1997 『定本琉球国由来記』 角川書店 

9 
『奉使琉球詩 舶中

集』 

1718 年～

1720 年 
・鄔揚華 2010 『“徐葆光 奉使琉球詩 舶中集” 詳解』 出版舎 Mugen

10 『中山伝信録』 1721 年 ・原田禹雄（訳注） 1999 『中山傳信録』 榕樹書林 
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11 
『 中 山 世 譜 』 （ 蔡 温

本） 
1725 年 

・伊波普猷, 東恩納寛惇, 横山重（編） 1972 『琉球史料叢書』４巻 東

京美術 

12 『琉球国旧記』 1731 年 
・伊波普猷, 東恩納寛惇, 横山重（編） 1972 『琉球史料叢書』３巻 東

京美術 

13 『球陽』 
1743 年～

1876 年 
・球陽研究会（編） 1974 『沖縄文化史料集成』 角川書店 

14 『遺老説伝』 1745 年 

・嘉手納宗徳（編） 1978 沖縄文化史料集成６『遺老説伝 球陽外巻 原

文・読み下し』  

・琉球史料研究会 1969 『琉球民話集 球陽下巻遺老説伝口語訳』 

15 『琉球国志略』 1757 年 ・原田禹雄（訳注） 2003 『周煌琉球国志略』 榕樹書林 

16 
『佐銘川大ぬし由来

記』 
不詳 

・沖縄県立芸術大学付属研究所 2006 『鎌倉芳太郎資料集（ノート篇）第

2 巻 民俗・宗教』 

 

②文献 
№ 文献名 著編者 出版年 出版元 

1 『偉人伝』 親泊朝擢 1911 沖縄教育会 

2 
「沖縄教育史要」（1993『眞境名安興全集

2』） 
真境名安興 1931 琉球新報社 

3 『伝説補筆沖縄歴史』 島袋源一郎 1932 沖縄書籍 

4 『誌の国夢の国 琉球小話』 稲垣国三郎 1934 盛運堂 

5 
「尚巴志の勃興の琉球の創世記と祭祀とに及

ぼせる影響」（1975『伊波普猷全集６』） 
伊波普猷 1934 平凡社 

6 『第一尚姓尚巴志王統早解り』 神村朝儀 1937 沖縄県立図書館 

7 

「琉球国王の出自：佐敷尚氏・伊平屋尚氏の

関係の推測」（1984『折口信夫全集 16 民俗

学篇』） 

折口信夫 1937 中央公論社 

8 「つきしろ考」（1974『伊波普猷全集 5』） 伊波普猷 1938 平凡社 

9 「あまみや考」（1974『をなり神の島 2』） 伊波普猷 1939 平凡社 

10 「沖縄考」（1993『伊波普猷全集 4』） 伊波普猷 1942 平凡社 

11 
「沖縄歴史物語」（1998『沖縄歴史物語：日

本の縮図』） 
伊波普猷 1946 平凡社 

12 
「南島秘話・馬天の曙 尚巴志物語」（1954

『おきなわ』第 5 巻第 8 号） 
福里善光 1954 おきなわ社 

13 『伊平屋村誌』 新垣平八、諸見清吉（編） 1956 伊平屋村役所 

14 『琉球の歴史』 Kerr,George H. 1956 米国民政府 

15 『琉球の伝説集』 石川文一 1958 花城書店 

16 『島尻郡誌』 島尻郡教育部会員 1960 島尻郡教育部会 

17 『琉球文庫第 6 篇 風雲児尚巴志王』 石川文一 1960 琉球文庫発行所 

18 
『琉球文庫第 7 篇 尚巴志王三山統一 附尚

徳王の最期』 
石川文一 1961 琉球文庫発行所 

19 『琉球祖先宝鑑』 慶留間知徳 1962 琉球史料研究会 

20 『佐敷村誌』 佐敷村 1964 佐敷村 

21 『沖縄の歴史』 比嘉春潮 1965 沖縄タイムス社 

22 『琉球の歴史』 東恩納寛惇 1966 至文堂 

23 『沖縄歴史物語』 山里永吉 1967 勁草書房 

24 『鉄と琉球』 城間武松 1968 金秀鉄工 

25 『琉球史辞典』 中山盛茂 1969 文教図書 

26 『おきなわの昔話』 川平朝申 1969 清光出版 

27 『新稿沖縄の歴史』 比嘉春潮 1970 三一書房 

28 『伊平屋・伊是名の旅』 玉城義弘 1971 沖縄タイムス出版部 

29 『琉球王朝史 おきなわの民と王』 川平朝申 1974 月刊沖縄社 



資 12 

№ 文献名 著編者 出版年 出版元 

30 『沖縄の歴史』 宮城栄昌 1975 琉球新報社 

31 『沖縄の伝説』 
大城立裕、星雅彦、茨木

憲 
1976 角川書店 

32 『島尻郡誌 続』 
島尻郡誌（続）編集委員

会 
1977 南部振興会 

33 
『戦国乱世武将城郭百科：各地に割拠した

111 武将とその居城』 
新田完三（編） 1977 新人物往来社 

34 

「汪應祖と尚巴志と懐機-豊見城と首里都城

の建設をめぐって」（1978『新沖縄文学』第

38 号） 

太田良博 1978 沖縄タイムス社 

35 『南山の歴史』 金城唯仁 1979 みりおん出版 

36 『沖縄歴史散歩』 大城立裕 1980 創元社 

37 『異説・沖縄史』 太田良博 1980 月刊沖縄社 

38 
『世界児童伝記文学 19 日本の歴史(室町・

安土・桃山)』 
北川幸比古 1980 コ−キ出版 

39 『伊平屋村史』 諸見清吉（編） 1981 伊平屋村史発行委員会 

40 
「沖縄歴史人物ものがたり(2)尚巴志三山統

一す」（1981『青い海』第 11 巻第 5 号） 
船越義彰 1981 青い海出版 

41 
「特集 史劇・尚巴志と三山」（1982『沖縄公

論』第 14 号） 
城佐武郎 1982 沖縄公論社 

42 『沖縄大百科事典』 
沖縄大百科事典刊行事

務局 
1983 沖縄タイムス社 

43 『佐敷町史 2 民俗』 佐敷町史編集委員会 1984 佐敷町役場 

44 
「短歌・尚巴志の陵墓」（1984『青い海』第 14

巻第 6 号） 
當真荘平 1984 青い海出版社 

45 『沖縄県の歴史』 
新里恵二、田港朝昭、金

城正篤 
1984 山川出版社 

46 『月代の神々 尚思紹王統・門中の世系図』 當真荘平 1985 印刷センター大永 

47 『佐敷町の文化財』 
佐敷町文化財保護委員

会 
1986 佐敷町教育委員会 

48 『沖縄の夜明け 第一尚氏王統の興亡』 宮野賢吉 1986 那覇出版社 

49 『沖縄の伝説 100 のナゾ』 比嘉朝進 1987 沖縄総合図書 

50 『琉球史の再考察』 嘉手納宗徳 1987 沖縄あき書房 

51 『沖縄佐敷町の昔話』 
佐敷町教育委員会、立命

館大学説話文学研究会 
1989 佐敷町教育委員会 

52 『古琉球三山由来記集』 東江長太郎 1989 那覇出版社 

53 『王国時代の琉球史』 宜野座嗣剛 1989 東洋図書出版 

54 『沖縄の英雄伝』 
沖縄の英雄伝編集委員

会 
1991 むぎ社 

55 
「統一王国形成期の対外関係」（1991『新琉

球史古琉球編』） 
豊見山和行 1991 琉球新報社 

56 『沖縄県姓氏家系大辞典』 
沖縄県姓氏家系大辞典

編纂委員会 
1992 角川書店 

57 『琉球の英傑たち』 大城立裕 1992 プレジデント社 

58 『琉球王朝の謎 99』 坂元宇一郎 1992 実業之日本社 

59 『波瀾の琉球王朝』 三谷茉沙夫 1992 廣済堂出版 

60 『琉球王朝史』 新里金福 1993 朝文社 

61 『第一尚氏関連写真集』 
佐敷町文化財保護委員

会 
1996 佐敷町教育委員会 

62 『冊封使緑からみた琉球』 原田禹雄 1998 榕樹書林 

63 
『第一尚氏物語：尚巴志王の三山統一とその

後の王たち』 
大盛永意 1999 沖縄国映エージェンシー

64 『琉球・尚氏のすべて』 喜舎場一隆（編） 2000 新人物往来社 

65 『琉球歴史の謎とロマンその２人物ものがたり』 亀島靖 2000 環境芸術研究所 

66 『琉球弧叢書 7 冊封使録からみた琉球』 原田禹雄 2000 榕樹書林 
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№ 文献名 著編者 出版年 出版元 

67 
「尚巴志王咨文と古琉球仏教」（2002『沖縄

文化』第 93 号） 
知名定寛 2002 『沖縄文化』編集所 

68 『沖縄の偉人 まんが歴史事典』 

那覇出版社編集部（編）、

たまきまさみ（画）、島尻

勝太郎（監修） 

2003 那覇出版社 

69 『琉球と中国 忘れられた冊封使』 原田禹雄 2003 吉川弘文館 

70 『日本の時代史 18 琉球・沖縄史の世界』 豊見山和行（編） 2003 吉川弘文館 

71 『沖縄の伝説散歩』 長嶺操、徳元英隆 2004 沖縄文化社 

72 『沖縄県の歴史』 

安里進、高良倉吉、田名

真之、豊見山和行、西里

喜行、真栄平房昭 

2004 山川出版社 

73 
『新琉球王統史 3 思紹王、尚巴志王、尚泰

久王』 
与並岳生 2005 新星出版社 

74 
『士族門中家譜：沖縄の代表的士族の元祖

から現在の当主まで』 
比嘉朝進 2005 球陽出版 

75 『意外な首里城王朝紀』 比嘉朝進 2005 球陽出版 

76 『街道の日本史 56 琉球・沖縄と海上の道』 
豊見山和行、高良倉吉

（編） 
2005 吉川弘文館 

77 『琉球祭祀空間の研究‐カミとヒトの環境学』 伊從勉 2005 中央公論美術出版 

78 『やさしく読める 那覇港の歴史』 
港湾空間高度化環境研

究センター 
2005 

沖縄総合事務局那覇港

湾・空港整備事務所 

79 『玉城村史 8（上）文献資料編』 玉城村史編集委員会 2006 南城市役所 

80 『沖縄戦国時代の謎』 比嘉朝進 2006 那覇出版社 

81 
『琉球弧叢書 12 琉球王国の形成 三山統

一とその前後』 
和田久徳 2006 榕樹書林 

82 

「琉球文学を読み直す-物語の歴史叙述 尚

巴 志 の 物 語  三 山 統 一 神 話 の 再 検 証 」

（2006『国文学解釈と鑑賞』第 71 巻 10 号）

小峯和明 2006 至文堂 

83 『琉球王国 人物列伝』 亀島靖 2007 JCC 出版 

84 
『琉球・沖縄 歴史人物伝 親子で学ぶ沖縄

人の生き方』 
新城俊昭 2007 沖縄時事出版 

85 『おもしろ沖縄の伝説』 比嘉朝進 2009 球陽出版 

86 
『琉球弧叢書 20 アジアの海の古琉球‐東南

アジア・朝鮮・中国』 

内田晶子、高瀬恭子、池

谷望子 
2009 榕樹書林 

87 『南城市史総合版（通史）』 南城市史編集委員会 2010 南城市教育委員会 

88 

「琉球の説話世界：正史にみる第一尚氏をめ

ぐる伝承的叙述の成長」（2010『漢文文化圏

の説話世界』） 

島村幸一 2010 竹林舎 

89 『沖縄のサムレー 家譜にみる士族』 比嘉朝進 2011 球陽出版 

90 

「琉球国王の出自をめぐる歴史伝承：第一尚

氏王統の発祥を中心にして」（2011『東京都

市大学人間科学部紀要』第 2 号） 

保坂達雄 2011 
東京都市大学人間科学

部 

91 『津波古字誌』 津波古字誌編集委員会 2012 字津波古自治会 

92 『海の王国・琉球』 上里隆史 2012 洋泉社 

93 
『琉球戦国列伝 駆け抜けろ!古琉球の群星た

ち!』 
上里隆史 2012 ボーダーインク 

94 『がじゅまるブックス 3 琉球王権の源流』 谷川健一 2012 榕樹書林 

95 
「〈型〉を襲う物語―『佐銘川大ぬし由来記』の

説話精製」（2012『古代文学』第 51 号） 
保坂達雄 2012 古代文學会 

96 
「『佐銘川大ぬし由来記』の伝承世界」（2012

『口承文芸研究』第 35 号） 
保坂達雄 2012 口承文芸学会 

97 

「場天ノロから聞得大君へ、あるいはテダシロ

からツキシロへ」（2012『東京都市大学人間

科学部紀要』第 3 号） 

保坂達雄 2012 
東京都市大学人間科学

部 
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資料２ 各種検討の報告 

２－１．市民ワークショップでの検討 

（１）第１回ワークショップの記録 

日時:2013年2月28日（木）19:30～21:00 

場所:南城市シュガーホール ２階集会室 

参加者数:24名 

 

【進め方】 

テーマ:「尚巴志スピリットが語りかけることとは？ 楽しく尚巴志のスピリットを表現しよ

う！」 
 

19:30 挨拶  

19:35 はじまりのVTR 

19:37 アイスブレイク 〜ちょっと体を動かします〜 

    質問１ 昨日良く寝た人／今、お腹がすいている人の度合い？ 

    質問２ あなたの字は？（佐敷、知念、玉城、大里） 

    質問３ 尚巴志についてよく知っている／南城市に住んで何年？→グループ分け 

19:50 グループワーク 

１）グループ簡単な自己紹介（名前と所属、なぜ今日来たか？） 

２）ワークの内容とグランドルールの説明 

＊ ブレストをします。ブレストとは 

＊ グランドルール（とにかく何でもアイデアを出す、人の意見は否定しない等） 

３）ブレストレッスン１  

『遅刻の理由』をいっぱいかけるだけ書いてみよう 

４）ブレスト１ 本番 

『尚巴志』に関することなんでも書いてみよう 

→私が知っている尚巴志の魅力とは？／尚巴志スピリットってどんなもの！？ 

その他なんでも 

５）結果張り出し 

６）ブレストレッスン２ 

『なんじいぬいぐるみ まちがって10万個注文しちゃった！何ができる？』 

７）ブレスト２ 『尚巴志スピリットの活かし方（南城市）』 

８）結果発表 

20:55 総括（再度このWSがどのように活かされるか説明） 

21:00 終了（実際は15分ほど延長） 
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【記録】 

各グループ内で自己紹介を行い、「『尚巴志』に関して知っていることをなんでも書く」という

テーマでブレインストーミングを行った。その後、出されたキーワードについて各グループ3分ず

つ発表を行った。 

各グループの発表の内容については以下のとおりである。 

 

■グループ① 

 生まれは1372年である 

 佐敷グスクを居城とした 

 島添大里を討つ 

 アマチ門で生まれた 

 つきしろ宮を築いた 

 中山王武寧を討伐した 

 南山王他魯毎を討伐した 

 北山王攀安知を討伐した 

 背丈が184㎝ある（「はし
・ ・

」だから） 

 第一尚氏の2代目の王である 

 亡くなった日は1434年8月4日である 

 千代金丸という刀を持っていた 

 中国から尚姓をもらった 

 王としての即位期間は17年である 

 南蛮・中国・朝鮮・大和と盛んに貿易を行った 

 外交官に階級を設けた 

 佐敷グスク生垣の行方を知っている 

 尚巴志の家紋がある 

 

■グループ② 

 三山を統一した 

 身長5尺（約150㎝）足らずだが偉大な人物で

ある 

 祖父は伊平屋出身である 

 産まれた場所はアマチジョウガマである 

 トンチが利く 

 小さい頃に犬の乳で育った 

 刀と鉄を換えて農具をつくった 

 尚巴志マラソン 

 かっこいい 

 住居跡は佐敷に集中している 

 首里城を建設した 

 百十踏揚は尚巴志の孫である 

 妹は佐敷のノロである 

 龍潭池をつくった 

 

■グループ③ 

 1429年に三山を統一した 

 生まれは1376年である 

 佐敷生まれである 

 尚巴志マラソン 

 背は低いが力持ちである 

 髭がある 

 貿易戦略がある 

 小さい頃に犬と鳥に育てられた 

 祖父は佐銘川大主である 

 父は尚思紹である 

 有名人・歴史の人というイメージがある 

 大里城を滅ぼした 

 水源と刀を交換した 

 祖父は伊平屋→伊是名→馬天と居を移した 

 大和とのつながりが有り、博多にも行ったことがある

 祖先は糸満出身である 
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■グループ④ 

 小柄だが力持ちである 

 先見性がある 

 新里出身である 

 1429年に三山を統一した 

 尚巴志マラソン 

 妻がたくさんいたともいわれる（女好き？） 

 女性にもてたということはイケメンではないか 

 沖縄の英雄 

 第一尚氏の祖である 

 父は思紹である 

 負け戦が無かった 

 首里城を建造した 

 息子は尚忠である 

 護佐丸が家来である 

 平田子と屋比久子という家来がいた 

 知恵がある 

 カデシガーの伝説 

 北山王攀安知を討伐した 

 中国との貿易を盛んに行った 

 懐機と共に龍潭をつくった 

 国際感覚がある 

 視野が広かった 

 目が大きいというイメージがある 

 人を口説く上手さがある 

 お墓は読谷にある（隠れ墓） 

 母方は大里の大城出身である 

 当時にしては長生きである（70歳くらい） 

 第二尚氏に焼かれたために資料が少ない 

 資料は少ないが伝説が多い 

 第一尚王統は約40年間続いた 

 統一するまでに23年かかった 

 知名度で第二尚氏に押されている 

 

■グループ⑤ 

 三山を統一した 

 佐敷出身 

 偉大な人物 

 祖父（佐銘川大主）が伊平屋出身である 

 祖母は大城按司の娘である 

 母は佐敷出身である 

 小さい頃母に捨てられた（場所はアマチジョー

ガマ又はつきしろのカーという説） 

 小さい頃に鶏が温めて犬がお乳をあげて育て

た 

 刀と鉄を交換した 

 尚巴志の七男のお墓は大里にある 

 「尚」という名字をもらった 

 首里城を整備した 

 中山門をつくった 

 国相の懐機に龍潭をつくらせる 

 1429年に南山を滅ぼした 

 1416年に北山を滅ぼした 

 「鬼鷲」と呼ばれた 

 小按司（子按司）と呼ばれた 

 引きずるくらいの大きな刀を持っていた 

 倭寇（海賊）と協定を結んだ 

 カデシガーと金の屏風を交換した 

 三山統一後に、既に亡くなっていた父親を1代目

の王にした親孝行の人物である 
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「尚巴志スピリットをいかに活用するか」というテーマでブレインストーミングを行った。そ

の後、各グループ２分ずつプレゼンテーションを行った。 

各グループの発表内容は次の通りである。 

 

■グループ① 

写真 

 

内容  尚巴志像の完成（制作中。佐敷小学校の卒

業式で除幕を行う） 

 佐敷上グスクの整備をする 

 グッズをつくる（ストラップ、Tシャツ、キーホル

ダー、饅頭、泡盛等） 

 尚巴志ハーフマラソンでＰＲする 

 尚巴志歴史館をつくる 

 つきしろ宮を復元する 

 ミスター尚巴志イケメンコンテストを開催 

 佐敷ユウドレの知名度を上げる 

 読谷にある尚巴志のお墓の知名度を上げる 

 読谷の尚巴志のお墓から骨を分骨する 

 絵本をつくる 

 尚巴志まつりを復活させる 

 尚巴志の演劇をする 

 肖像画をつくる 

 小学校の授業に取り入れる 

 物産館に尚巴志コーナーを設置する 

 尚巴志のキャラクターをつくる際は、南城市

内からデザインを公募してほしい 

 尚巴志マラソンでの女子の優勝者には簪を

贈呈する 
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■グループ② 

写真 

  

内容  尚巴志の漫画、紙芝居をつくる 

 NHKの大河ドラマで取り上げてもらう 

 佐敷上グスクに舞台をつくってイベントを開

催 

 尚巴志ツアー 

 尚巴志イケメンコンテスト 

 尚巴志パン、尚巴志そば、尚巴志スイーツの

開発 

 尚巴志バス 

 南城市の入り口の道沿いに尚巴志のモニュ

メントを設置する 

 首里城と南城市のグスク等を繋げるバスコー

スをつくる 

 中国と南城市とで直接交流をする 

 尚巴志学という教材をつくり、学校で教える 

 キャラクターグッズの開発 

 尚巴志の劇を劇団四季やシルク・ドゥ・ソレイ

ユに世界中で上演してもらう 

 刀を農具に変えた伝説の復元 

 行列の再現 

 マラソンのTシャツを配布 

 民泊参加者のお土産 

 宣伝DVDの作成 

 送迎バス 

 ８月４日を「尚巴志の日」として南城市の公休

日にする 
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■グループ③ 

写真 

 

 

内容  犬と鳥に育てられたという逸話を子育て法に活かす 

 低身長でもいいじゃないかという心意気を見習う 

 尚巴志の貿易の能力を「外との付き合い方論」として発展させる 

 鉄の製造というイノベーションの精神を見習う 

 三山統一をするという「志」を南城市のものとして大切にする 

 尚巴志のフロンティア精神を見習う 

 尚巴志の様に死んだ後にも語られる人間になるにはどうすればいいかを考える 

 むやみに犬を捨てる人への警告に活かす「犬を捨てないで！育て犬です」 

 親孝行は大切だということを再確認することに活かす 

 「オレがやるんだ！」という心意気を見習う 

 歴史と現代、アジアと琉球、日本と琉球を繋げる橋（巴志）になることを意識する 

 尚巴志を語る前提としての琉球史を語るプラットフォームをつくることが必要 

 面白く書ける作家を見つけてドラマ化する。そして沖縄の独自性を訴える 

 平和を考える団体のシンボルになるのではないか 

 時代を読む策を尚巴志から学ぶ 

 尚巴志における懐機、平田子、屋比久子のように、部下に優秀な人材が居たことを知る 

 尚巴志の三山統一のように、血を流してでもやるときにはやる 
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■グループ④ 

写真 

 

内容  グッズ、尚巴志像つくる 

 尚巴志のイラストをバスのラッピングにする 

 毎年１回尚巴志の演劇を子供たちが行う 

 子供の頃から意識付けをするために、尚巴志

についての絵本の読み聞かせや尚巴志の歌

を歌うといった教育をする 

 授業のなかで琉球の歴史、尚巴志について

教育する 

 尚巴志を真似て南城市で貿易をする 

 外国人の歓待式をする 

 平和発信のシンボルにする 

 婚活のための「クラブ尚巴志」をつくり、全国

から男女を集めて婚活を行う 

 「クラブ尚巴志」で生まれたカップルの結婚

式を佐敷で行う 

 祈り 

 東御廻い 

 尚巴志の墓を佐敷に移す 

 尚巴志の資料づくりをする 

 資料館をつくる 

 ガイドを育成する 

 農機具 

 本をつくる 

 尚巴志ゆかりの地を巡るツアーを開発する 
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■グループ⑤ 

写真 

 

内容  尚巴志の事を知らない地元の子供たちに尚

巴志をテーマにした紙芝居（制作中）、漫画、

映画等で伝える 

 尚巴志の事を伝える尚巴志館（博物館）をつ

くり、尚巴志マラソンの入賞者の写真の掲示

等もする 

 尚巴志ゆかりのコースを歩くガイドツアー 

 キャラクター（巴志君）をつくる 

 尚巴志の絵のコンテストを開催 

 今回のワークショップのような、尚巴志につい

てのしゃべり場を設ける 

 第一尚氏をイメージした仮想行列を復元す

る 

 尚巴志まつりを開催 

 三山統一グスク巡り（南山・中山・北山を巡

る）ツアーをつくる 

 なんじぃに取って代わるような尚巴志アイテ

ムをつくる（キーホルダー、Ｔシャツ等） 

 ミスター尚巴志、ミスあまみきよコンテストを

開催 

 尚巴志なぞなぞをつくる 

 子供たちに学んでもらうために南城市で学校

教材をつくる 
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ワークショップの様子 
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（２）第２回ワークショップの記録 

日時:2013年7月11日（木）19:40～21:45 

場所:南城市シュガーホール ２階集会室 

参加者数:14名（一般市民6名） 

 

【進め方】 

主テーマ:「ものがたり力」 
 

19:40 挨拶  

19:45 ものがたりづくりのノウハウ紹介 

１） ものがたりの力（人を引き寄せる力）についての紹介 

・新エロイーズ、冬のソナタ、源氏物語、赤毛のアン、テンペスト 等 

２） 強いアイデンティティの紹介 

３） 本日のワークの内容説明 

・グループ分け 

・尚巴志スピリットを語り合い、ものがたりづくりを体験する 

４） 自己紹介、なんじょうの未来に伝えたいことについての意見交換 

５） ものがたりづくりのアドバイス 

・高知家のＣＭ上映 

・ものがたりに必要なものはセリフとシーン（場面） 

・テーマを決めてから、台本をつくる 

・現在もしくは未来の話でものがたりをつくる 

６） ドラマツルギーについて 

・作劇法 動機→葛藤→解決（参考までに） 

７） ＣＦ会議による作品上映 

20:25 グループワーク 

21:10 ストーリーの発表、感想 

21:40 総括 

21:45 終了（東京ガスのCM、CF会議での映像作品上映） 
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【記録】 

 

グループ① テーマ「尚巴志の志（助け合い、人と人とのつながり）」 

シーン１ （場所:北海道札幌の会社） 

沖縄県南城市出身の知念は、出張で北海道の札幌に来た。彼は故郷である沖

縄に自信が持てず、自己紹介のときに沖縄出身と言えずに「九州の南の方から

来ました」と言ってしまう。 

シーン２ 上司はそのことに気付き、知念を勇気づけるために、自らが南城市で体験し

たことを話す。南城市に行った際、タイヤがパンクして通りがかった見ず知ら

ずの女性に助られたというものだ。 

知念は、なぜ自分が沖縄出身と言えないのか悩みはじめる。 

シーン３ さらに上司は、会社を立ち上げたきっかけは、南城市出身の尚巴志の志（琉

球を統一し、人を助けあう心、人と人とのつながりを大切する心）であると話

し、南城市には感謝していると伝える。 

シーン４ 知念は故郷である南城市に自信が持てるようになり、誇りを持って自分の出

身地を言えるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

グループ② テーマ「くじけない心、負けない心」 

シーン１ （場所:伊平屋島） 

県外出身の男性と南城市出身の女性が出会い、意気投合する。 

シーン２ （場所:馬天港／ハーリーの練習中） 

二人で女性の出身地である南城市を訪れる。男性は、馬天港に連れて行って

もらったとき、そこから見える緑の山々とハーリーの練習を見て、伝統行事を

伝えていくという使命感に気付く。 

シーン３ 男性は地域のイベントに積極的に参加をするが、地域住民からは「県外出身

者に伝統行事のよさがわかるわけがない」とよそ者扱いされる。 

シーン４ 主人公の男性の努力により、地元住民の考え方が変わる。 

23年かけて地元の人たちのことを考えながら、ゆっくりと力をたくわえ琉

球を統一した尚巴志のくじけない心から、人とのつながりを大事にしていくこ

とに気付き、よそ者だからといってつまはじきにするのではなく、しっかりそ

の人の意見を皆で聞くことにした。すると、地元にいる人たちよりも、外から

来た人たちの方が地元のよさを知っており、それをしっかり守り伝えていく術

《グループワーク終了後の意見》 

・このような話は普段しないので、できるかどうか不安だったが、グループ内で様々な意見

が出た。このように、やる気になったらやれる時に、ウチナーンチュの力を感じる。 

・イメージはあるが、言葉で表現することが難しかった。 

・人によってさまざまな南城の姿があり、それぞれのよさを共有できた。 
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を持っていることに気付く。 

シーン５ 少しずつ地域に溶け込んでいった主人公の言動から、尚巴志を感じるものが

たくさんあり、「彼は尚巴志の生まれ変わりなのではないか」と噂される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ③ テーマ「地域のつながり、親子愛（綱がる親娘）」 

シーン１ 

 

渚: 

仲村渠に「渚」という若者がいた。那覇に勤める母の「波江」、地元の伝統

行事を取り締まる祖母の「潮」と三人で暮らしていた。 

「おかぁとおばぁと三人で暮らしているよ。青年活動も大好きだし毎日が楽し

いけど一つ悩みがあるんだよね」 

シーン２ 

潮: 

 

 

 

 

波江: 

今日は年に一度の伝統行事大綱引きの日。渚が もわくわくする日だ。 

「今日やゆかる日仲村渠ぬ綱引きぬ日なといしが、わったー波江はまぁかいう

がやー。波江、やーやわんかいくわっちー準備しみぃとしぇがや手伝いさんば

ー？ 今日ぬゆかる日に仕事なーや？」（今日はめでたい仲村渠の綱引きの日

だが、波江はなにをしているのか。波江、ごちそうの準備を手伝わないわけ？

こんなめでたい日に仕事なの？） 

「仕方ないさー。仕事しないとどんなして生きていくわけよー」 

母と祖母は朝から大ゲンカ。渚はうんざりした気持ちで綱引きの時間を迎え

た。 

シーン３ 

潮: 

 

西と東が一斉に綱を引く。渚と潮は東だ。 

「ありひゃーでじなとん」（大変だ！） 

潮の握る綱が切れそうになっている。そこに波江がやってきて切れそうにな

った綱を抑えた。 

東は結局負けてしまった。しかし、渚はすがすがしい気持ちだった。それは

あの綱が切れなかったからだ。 

シーン４ 潮: 

 

波江: 

「波江、やーゆーそーさ。やーが助けてぃきたくぅとぅかっちめーらんする」

（波江、あんたに助けられたよ） 

「おかぁーごめんね、今度からは少しは手伝うさーねー」 

渚は親子のつながりを見た 
 
 

《グループワーク終了後の意見》 

・南城市に暮らしていく中で、南城市のすばらしい歴史・文化に気づきながら、尚巴志のよ

うに皆のことを考え、将来を見据え、くじけない心と負けない心、強い力が伝わるなかで、

現代の尚巴志と思われるほどの人が育っていけたらと思う。 

《感想》 

・歴史の中にある人の気持ちが分かりやすく解説されていた。外から来たからこそ、いろい

ろな物事が客観的に見ることができることや、尚巴志が 23 年かけてみんなをまとめてい

った地道な努力など、新たな発見で現代にしてみると理解しやすかった。 
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ワークショップの様子 

  

 

《グループワーク終了後の意見》 

・尚思紹と尚巴志のつながりのような親子愛をテーマにした。地域コミュニティがあり、そ

の中で親子の愛が育まれることを伝えたかった。お互いに理解し分かり合えたところが重

要。 

・ケンカをしても簡単には切れないつながりが親子のつながりである。 

・身近なものを題材につくろうと思ったが、身近なものほど見えなくなるので、そこをどう

ものがたりにつなげるかが難しかった。 

・いくつかキーワードがでている中で、人の資源を残していきたいという話がでてきたので

それを中心に組み立てた。おじぃを引っ張るおばぁの強さから「引っ張る」にかけてこの

ものがたりにまで大きくなった。 

・南城市は、このものがたりのように３世代で暮らしている家庭が、都市部に比べて多いと

思う。親子の絆を大事にしていくべきだと思った。 

・様々なアイデアの共通点を探し、それをうまく組み合わせてストーリーをつくることは、

今後南城市を発信していく上で必要な技術だと思った。 
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（３）第３回ワークショップの記録 

日時:2013年8月2日（木）19:00～21:30 

場所:南城市玉城庁舎２階 

参加者数:24名（一般市民11名） 

 

【進め方】 

テーマ:「南城市でやってみたいこと」 

 

19:05 挨拶  

19:10 ワークショップの内容と目的  

19:15 市民からのプレゼン 

① 尚巴志紙芝居をこどもたちの手で！（大濱絵里子） 

② やっぱりなんじぃＴシャツでしょう（石田俊一） 

③ 軽トラで基金をつくるぞ！（比嘉幸雄） 

19:30 これまでのＷＳ、ＣＦ会議で出てきた企画案・キーワードの紹介 

19:35 グループ分け 

  テーブル１ 普及・啓発:みんなにもっと尚巴志を知ってもらうには！？ 

  テーブル２ 人材育成／教育:みんなで育てよう、次世代、子育て、私たち自身！ 

  テーブル３ 歴史・文化:もっともっと知ろう！南城市！歴史と文化 

  テーブル４ 観光・イベント:外とのつながりの起爆剤？観光とイベント！ 

  テーブル５ ネットワーク:みんなで仲良くネットワーク、しゃべり場、国際交流！？ 

  テーブル６ 生活・環境:生活環境整えて、やっぱり緑豊かな南城市 

19:40 グループワーク前半 

１）自己紹介（名前と出身地、南城市でやりたいこと、興味があること） 

２）ブレインストーミングの説明 

３）それぞれのアイデアにバリエーションをつける 

４）やりたいことの発表 

５）もっと楽しく、面白く実現するにはどうすればよいかを考える 

６）発表 

20:40 第３回ＣＦ会議での作品紹介（ＴＯＭＯＤＡＴＩ） 

20:45 グループワーク後半 

７）シュラバナ（熟考）・マナナ（聴聞） 

なぜそのアイデアを出したのか、本当にやりたいことは何なのかをよく考える  

８）自分が本当に実現させたかったことを共有し、中心にあるテーマをみつける 

９）発表 

21:30 総括 

21:35 終了 
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【記録】 

１．市民からのプレゼン 

①大濱絵里子「尚巴志紙芝居をこどもたちの手で！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②石田俊一「やっぱりなんじぃＴシャツでしょう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③比嘉幸雄「軽トラで基金をつくるぞ！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《百名小学校における活動》 

・毎週火曜日に読み聞かせを行っており、歴史や一番大事な部

分を紙芝居や絵本に落とし込んでいきたい。 

・卒業前の６年生を対象に、人権をテーマとしたワークショップも

開催した。「世界がもし百人の村だったら」という絵本を紹介し、

フェアトレードや人身売買、今後のエネルギー問題などを子供た

ちにしっかり考えてもらう。 

《尚巴志紙芝居について》 

・南城市福祉協会の赤い羽根共同募金の助成事業に採択されて実施した。 

・紙芝居は尚巴志誕生前の貝塚時代から始まり、尚巴志がこのように誕生したという流れになっている。

・尚巴志だけでなく、南城市には様々な文化財や素敵な場所がある。東御廻りの拝所 14 箇所のうち 11

箇所が南城市にあることは素晴らしく、自慢できることである。精神文化の南城市といわれているが、そ

ういったこともしっかり伝えていければいいと思う。 

・現状は、出張して様々な学校に行くことができないので、レンタルできるようにし、各学校で紹介できる

ようにしていけたらと思う。 

《やりたいことの可視化》 

・南城市を活性化させたいと思っている人はたくさんいると思う

が、活動の種類はたくさんある。やりたいことが見えることで、もっ

とつながりが強くなり、ネットワーク力が増えるのでは。そこで、どう

すればよいかと考えた。例えば、清掃をする人は青色、ガイドは

紫色、福祉系の人はピンク色など活動内容に応じたＴシャツを

着ていれば、その人が今どのような活動をしているかわかり、話

しかけやすくなるなど、交流の場が増えるのではないか。 

《経済性》 

・また、Ｔシャツの注文を承ることで、お金が貯まり、これを続けていくと経済性も確保される。しかも、そ

れが活動も活性化させ、南城市がよくなる。 

《ボランティア活動について》 

・南城市には、東御廻りの聖地がある。この資源を活かすため

に、歴史遺産につながる道として整備された玉城那覇自転車

道路の環境整備をボランティアで行っている。 

・環境整備として草刈や植栽などを行うが、かなりの労力が必要

となるので、どうしてもトラックが必要になってくる。 

・また、グスク群を文化財として保存することもボランティアで行い

たいと考えている。 

《軽トラのカーシェアリング》 

・軽トラのカーシェアリングを行い、様々な環境整備に利用できるようにしたい。そうすることにより、歴史

だけでなく、自然観察もできるのではないか。 
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２．グループワークの発表 

各グループのグループワークの内容については、以下のとおりである。 

 

■グループ① テーマ:「普及・啓発:みんなにもっと尚巴志を知ってもらうには！？」 

やりたい

こと 

・市外、県外への普及 

・馬天港の整備 

・演劇 

・ドラマ、漫画、映画 

・尚巴志の有名な話 

・ネットの活用 

・尚家の歴史 

・尚巴志の銅像を建立 

・電子化 

・ラジオドラマ 

・サイドストーリー 

・ネット配信 

・尚巴志の伝説 

実現する

には 

絵本や紙芝居を電子化するというアイデアが出たが、ただ電子化するだけでは興

味をもってもらうことはできない。市内で活動している「賞味期限」という団体や、

ＦＭなんじょうがあるが、そのような団体と協力し、毎週ラジオドラマをするのは

どうか。ラジオドラマと紙芝居を連動させ、目でも耳でも楽しめるようにする。 

本当に実

現させた

いテーマ 

郷土愛 

やりたいことを挙げた結果、南城市を盛り上げたい、尚巴志銅像をつくりたい、

馬天港を活性化したい等の意見がでてきた。この中心にあるものは「郷土愛」なの

ではないかという考えに至った。郷土を愛することによって南城市の素晴らしい歴

史や文化を深く知ることができ、それを周りに伝えていくことによって、普及・啓

発につながっていくのではないかと思った。さらに、周りが知ることにより、郷土

を愛する人が増え、地元の活性化につながるのではないか。 

 

■グループ② テーマ:「人材育成／教育:みんなで育てよう、次世代、子育て、私たち自身！」 

やりたい

こと 

・すべての子供たちが行き来できるよう

な場所づくり 

・大きな図書館をつくる 

・いつでもどこでも子供が集える場所づくり 

・地域交流、子供から老人まで本当のつ

ながり 

・中高生の居場所づくり 

・子供たち対象のガイドツアーをしたい

・ラジオ体操を市全域に普及する 

・尚巴志の歌をつくる、振り付け 

・多くの体験のできる場を設けたい 

・尚巴志クイズ 

・職人体験 

・中高生が本気になれる、達成感を得ら

れる場所づくり 

・読み聞かせを通して歴史などを知って

ほしい 

・すべての子供にチャンスを与える 

・Ｕターン者に「Ｕターン祝金」を交付 

・声をしっかり受けとる 

・急に子供を預けられる場所づくり 

・異世代協働 

・今ある絵本や大型紙芝居の活用 

・尚巴志の人物についての劇づくり 

・市民ミュージカル 

・子供たちに演じてもらうことによって、

心に落とし込む 

・どんな子でも得意分野を発揮 

・南城市名物作成から発信 

・昔のおもちゃづくりを通じる 

実現する

には 

子供は、保護者や家庭の支援がないと、遠いところへ行くことはできない。子供

たちが行きたいところに行けるようにするために、100円バスのような南城市を結ぶ

交通機関の整備をする。また、どこからでも、誰でも利用することができる、中心

となるような様々な体験ができる施設があればよいと思う。 

本当に実

現させた

いテーマ 

伝える 

いろいろな人たちとつながっていくことができるという考えから、子供たちに達

成感を与えられるような場づくり輝く舞台づくりができていければいいのではない
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かと思った。 

琉球王朝時代には、武器のない平和な国家があったが、薩摩に侵略されて、多く

の人たちが血を流しながら沖縄県になっていった。その後、沖縄戦という大戦で20

数万人という人が命を落としてしまった。そして今基地があり、翻弄されている沖

縄の現状はまったく変わらない。このような悲しい出来事がありながらも、力強く

生きている沖縄のおじぃ・おばぁは、見習わなければいけない存在だと思う。 

琉球王朝時代からある平和の心、悲しみを乗り越えたおじぃ・おばぁたちの底力

があったからこそ愛がある。平和と愛をチューニングしながら沖縄の「ちむぐくる」

を伝えることが大切である。 

 

■グループ③ テーマ:「歴史・文化:もっともっと知ろう！南城市！歴史と文化」 

やりたい

こと 

・尚巴志にまつわる謎解きツアー 

・やる気のあるメンバーを集める 

・シーカヤックで久高島に渡る 

・シーカヤックのレンタル 

・インストラクター探し 

・ディナーショー 

・先人の知恵を活かす 

・イノーやあけみおの美しい海と緑豊

かな自然を大切に残したい 

・紙芝居にする 

・東御廻りをしながら歴史探検 

・演劇をするならスポンサー探し 

・友人、知人、家族を巻き込む 

・ツアー会社や観光協会、商工会とのタイ

アップ 

・歴史・文化の継承がしやすくなる 

 

実現する

には 

謎解きツアーを実施するためには、やる気のあるメンバーを集め、やる気を高め

る。それから自分たちの友人、知人、家族を巻き込み、先輩方の知識や人脈をお借

りし、スポンサーを募る。それにより資金を集め、ツアー会社や観光協会、商工会

とタイアップし、実際に謎解きツアーを行う。ツアーの 後には、ディナーショー

を行う。 

本当に実

現させた

いテーマ 

継承 

グループ内で出たキーワードをまとめた結果、「歴史遺産を大切にして、先人の知

恵を活かし、自然を守りながら、自らのルーツを探す。そしてこれを子供たちへ、

未来へ継承していく」というキーワードにまとまり、継承というテーマになった。

継承の仕方は、歌があって、音楽があって、踊りもあってそこに歴史物語を語っ

て、親子３世代で伝えてくこともできる。 

 

■グループ④ テーマ:「観光・イベント:外とのつながりの起爆剤？観光とイベント！」 

やりたい

こと 

・ガイドのシナリオ作り 

・南城市おもてなし武将隊 

・ローカルアイドル、ゆる～く 

・みんなかっこよくなくていい 

・投げ銭 

・ガイドのタレント化 

・コンクール、オーディション 

・グダグダアイドルツアー 

・水牛車のアイデアに学ぶ 

・ビール祭、屋台村 

・尚巴志や按司の格好をした武将 

・シナリオをつくりガイドさんが自分

をアピールできるように 

・エコ・ミュージアム、まち全体が博物館

・南城市ビールをつくる 

・週末アイドル 

・尚巴志の部下 

・グダグダ感を演出 

・参加型 

・見せ方を考える 

・ダメでもともと！尚巴志の名もなき部下

がおくるグダグダエコミュージアム 

・奥武島にあるソーセージ（イカ墨とか）

・お金を払っても来たくなる道をつくる 

・関所を設けてお金を得られるようにする
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実現する

には 

【ダメでもともと！尚巴志の名もなき部下たちがおくるグダグダエコミュージアム】

尚巴志の部下を模したローカルアイドルたちがエコ・ミュージアムを行うツアー

である。アイドルたちは、オーディションを行い、ダメな方から選ぶ。 

ツアーの内容は、土日に８時集合で９時に来るようなグダグダなスタートから、

古い車（ハイエース等）に乗って、エコ・ミュージアムをする。市内の観光名所を

回りながら、全然弾けない三線を演奏したりなど、ダメさ加減をだすことにより、

相手が参加したくなるようにする。夜は、シュガーホールの駐車場で屋台村を行い、

そこで彼らのショーが見られるといった、観光とイベントを一緒にしたものである。

参加料は投げ銭。 

本当に実

現させた

いテーマ 

ゆるさ 

文化財も観光のひとつの目玉ではあるが、皆が文化財を語れるような状況にない

ことが問題ではないかと思う。 

もっと敷居を下げて本当の意味で皆の共有の財産にしていきたい。文化財を分か

りやすくとらえていけたらいいと思う。それで発信していくためには、一人ひとり

が大切な場所や人を、胸を張って言い合えるようにしたい。 

もう一つ重要なことが、南城市らしい南城市アピールである。それは、なんじぃ

にもみられるような「ゆるさ」である。文化財が、誰もが肩の力を抜いて接するこ

とができる存在になってくれれば、皆が語りだし、どんどん広がっていくのではな

いかと思う。さらに、そこから興味がわき、文化財を通して別のこともやってみた

いと思えるようになるのではないか。そうなると出会いの場が必要になってくる。

そこで尚巴志塾という学習する、発表する、仲間になるような場があればよい。ワ

ークショップがそのようなモデルなのではないかと思う。 

 

■グループ⑤ テーマ:「ネットワーク:みんなで仲良くネットワーク、しゃべり場、国際交流！？」 

やりたい

こと 

・孫会議を開催する 

・映画・漫画づくり 

・志高く、協働のまちづくりの実現 

・次世代に負担をかけず、自由さを残す

・使われていない民家を施設で活性化 

・市内の各拠点づくり 

・子供島言葉 

・映画撮影村、ロケ地 

・外国人とのコミュニケーションの場 

・第三者の立場から考える機会 

・スクガラフー 

・人の流動性 

・公民館をよりオープンに 

・外国人との交流での英語教育 

・今の世の中のことだけではなく、将来

に有効性を 

・米軍の人たちも来られる場 

・今の自分から離れる話し合い 

・南城市職員外国人枠 

・世界うちなーんちゅ大会を使用 

・プレゼン隊、プレゼンの観客は外国人

・長く続けていく 

・大人が留学 

・１分で南城市を語れる 

・南城大使となり、公費で南城営業 

実現する

には 

外国人とのコミュニケーションから深く考えていったが、青少年育成の場ではな

く、大人の英語教育を高めていくためにプレゼン隊を結成しようということになっ

た。南城市内で外国人に１分間で南城市をＰＲできる選抜を行い、ベスト３になる

と南城市の公費で世界各国に南城市ＰＲ留学できる。 

外国大使をつくろうということになった。 

映画に関しては、世界うちなーんちゅ大会を利用し、海外とのつながりをつくり、

ジョン・ウー監督に依頼をお願いする。ワーナー・ブラザーズに依頼をお願いし、

ハリウッドに進出できるような映画をつくる。 

本当に実

現させた

いテーマ 

自由さ 

ネットワークとはツールや方法だと思うので、他のグループとは少し視点を変え

たものがこのグループから出せるのではないかと考えた。グループ内では、次の世

代に負担をかけずに自由さを残す、今の世の中だけではなく将来に有効なものをつ
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くっていく、志を高くして協働のまちづくりの実現をしていくという意見が出た。

人は、それぞれの立場をもっているが、高い志というときに大きな視点を持って

いる必要がある。だが、それぞれの立場が違うので、話が平行線になってしまう。

もっと皆が同じ立場になるための場づくりをする必要があり、そのためには、うま

く伝えるための戦略を考えなくてはいけない。 

自分をきちんと表現できれば、今度は相手を受け入れる力が必要になる。その両

方を持つことによって自由さを持つことができ、皆が同じ立場になれる。 

 

■グループ⑥ テーマ:「生活・環境:生活環境整えて、やっぱり緑豊かな南城市」 

やりたい

こと 

・古民家を残す 

・古民家で文化体験 

・古民家を見学できるようにする 

・古民家でコンサート 

・古民家食堂 

・古民家でショップ 

・お年寄りがアクティブになれる居場所

・子供から大人までの居場所づくり 

・畑、エコ、緑を増やす 

・自然体験・文化体験 

・子供たちのムラヤー塾 

・気軽に話ができる場所 

・働いていないお母さんたちの居場所づ

くり 

・空いている畑を貸し出して自給自足 

・福祉につながる新しい産業づくり 

実現する

には 

古民家と広場と畑というテーマで考えた。まず問題となるのは、借りる場所を探

すことだが、福祉サービスをのせることで実際に形にすることができるのではない

か。また、古民家を利用した飲食店をプラスすることによって、高齢者や子供、お

母さんたちが集まれるような場所になり、コミュニティーづくりにつながると思う。

はじめは、地域で小さくスタートしていき、徐々に拡がっていくことにより、公

費に頼らず循環する地域ができてくるのではないか。 

本当に実

現させた

いテーマ 

愛 

各個人が本当に残していきたいものはなにかということを考えた結果、社会の矛

盾を変える、居場所づくり、世界平和、生活にこめられた人とのつながりを残すと

いう意見が出てきた。社会の矛盾を変えるとは、今の社会にある居心地の悪さをな

くし、一人ひとりが幸せを感じられるとか、自分のことより先に人のことを考える

ようになっていく必要がある。それは心にゆとりを持っている、心に豊かさがある

ということにつながると思う。まとめると「愛」になるのではないか。グループ⑥

のテーマは「緑」豊かな南城市だが、やはり「愛」豊かな南城市になるのではない

か。 

 

   

 

※第４・５回のワークショップは、マスタープランの普及版パンフレットのデザイン会議であり、パンフレット

がその成果なので、ワークショップ模様の報告は省略する。 
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２－２．庁内クロスファンクション会議での検討 

（１）第１回クロスファンクション（CF）会議の記録 

日時:2013年1月29日（火） 14:00～17:00 

場所:玉城庁舎2階ホール 

 

参加者 

氏名 所属部署  氏名 所属部署 

上原忠敬 文化課  知念寿 都市建設課 

喜瀬斗志也 文化課  照屋千秋 社会福祉課 

佐久本太樹 文化課  具志堅智子 財政課 

比嘉勇順 税務課  玉城綾乃 健康課 

知念弘樹 産業振興課  比嘉優紀子 総務課 

前城綾乃 まちづくり推進課  仲里みかる 観光・文化振興課 

永田成輝 情報推進課  仲里達磨 田園整備課 

 

 

1．アイスブレイクゲーム（バースデーライン） 

会議の導入として、バースデーラインゲームを行った。 

 

2．自己紹介ワークショップ 

次の4項目をA4の紙1枚ずつに書き、一人ずつ発表を行った。 

① 名前、所属、出身地（字） 

② 私がイメージする「尚巴志」のキーワード 

③ 南城市の好きなところ（歴史、文化、人、自然の分類からひとつ選択） 

④ 私が密かに考えている南城市での企画アイデア（密かにやってみたいこと） 

 

■「②私がイメージする「尚巴志」のキーワード」として出された意見 

琉球王朝、三山統一、佐敷出身、行動力、リーダーシップ、ハーフマラソン、イノベータ―、強者（強い）、

クーデター、王冠、男らしい、髭の生えた男の人、イケメン、小さいのにやることが大きい 

 

■「③南城市の好きなところ」として出された意見 

歴史 南城市の歴史ストーリー（琉球開闢から三山統一） 

文化 地域の行事、地域の芸能 

人 奥武島の門中オリンピック、なんじぃ 

自然 

 

朝のすがすがしさ、空気、新原ビーチ、久高島と海と太陽、知念城跡からみる海、自転車道等

からの風景、久高島の東のイノー、海岸と森のコントラスト、つきしろからの夜景 

その他 まだ見つけられていない 
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■「④南城市での企画アイデア」として出された意見 

キーワード 内容 

エコ・ミュージアム 市全体を博物館のようにする。グスク、工芸、音楽、カフェ等のエリアがいくつかあ

って、それらが繋がった一体的な空間にしたい。 

歴史資源ウォークラリー 市内の歴史的な資源を活用したウォーキングやウォークラリーをする。 

尚巴志杯 市内のチームのみが出場するスポーツ（野球）大会。会場を含め全て市内で構

成する。優勝すると尚巴志のトロフィーのようなものが授与される。 

南城市児童劇団 市の子供たちだけでつくる劇団。子供の頃から演劇やダンス等の表現に触れるこ

とで感性のある人に育つのではないか。 

なんじぃを探そう いくつかの観光地や施設のどこかになんじぃを潜ませて、それを探し出すとハッピ

ーになるという噂をつくる。それに連動したマップをつくって、南城市の新たなスポ

ット発見につなげられる。 

なんじぃ握手会 市の物産品を購入したときに握手券がついてくる等。 

「家族愛」のまち・南城 南城市といえば「家族愛」と言われるような街にしたい。そしてそれが南城市を拠

点にして広がってゆき、南城市が目立たないくらいになることが理想。 

自転車道ネットワーク 安全で楽に走れる自転車道のネットワークをつくる。自動車や道の起伏といったリ

スクを減らせば、楽しく乗れるようになるのではないか。 

フィルムオフィス 映画の撮影を南城市に誘致するフィルムオフィスを設ける。観光協会も発足して

いるし、フィルムオフィスもあれば更にPRできるのではないか。 

映画 色々な場所で、色々な人がいて、どのような暮らしをしているのかを物語にした映

画をつくりたい。 

東御廻いアプリ 東御廻いの拝所の大半は南城市内にある。しかし東御廻い自体があまり知られ

ていないので、東御廻いを紹介するアプリがあればよいのではないか。 

天体観測・プラネタリウム 南城市ではとてもきれいな星空が見えるので天体観測ができる。またプラネタリウ

ムの施設があればよいのではないか。 

なんじぃグッズ 
（焼印お菓子等） 

なんじぃの焼印があれば、一からお菓子を開発しなくても自分でつくったものに焼

印を押して販売できる。 

古民家で○○ 市内に残る古民家を活用してカフェやヨガ教室、ギャラリー等にする。 

南城市のベッドタウン化 那覇からも近く、自然もあり、しかし全くの田舎ではないところが最適。 

 

3．事例紹介 

以下の3つの事例について、司会より紹介を行った。 

 1万人のエイサー冷やし隊 

 新潟県高柳町で作成した和紙の地図 

 上高地で実施した謎解き修学旅行ワークシート 

 

4．グループワーク 

自己紹介ワークショップで発表されたそれぞれの企画アイデアを、共通性のある企画ごとに4

つのグループに分け、それぞれのグループでブレインストーミングを行った。その後、議論され

た企画について各グループが5分間ずつプレゼンテーションを行った。 

各グループのプレゼンテーションの内容については以下のとおりである。 
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■グループ① （チーム・ピラミッド） 

テーマ 「家族愛の街 南城」 

写真 

 

内容  今、世界に必要なのは家族愛。家族愛とはいってもそれは家族単体だけではなく、地域を含め

て愛で包む。 

 これを南城市の施策を通して地域一帯から世界に広めていく。 

 問題解決策となる施策としては、南城市の子供たちでつくる児童劇団、南城市のスポーツチー

ムが競う大会（例えば「尚巴志杯」という名称）を挙げる。 

 児童劇団やスポーツイベントが、地域のコミュニケーションの場となり、子供たちのコミュニケーシ

ョン能力を高めることもできる。 

 その結果、家族や地域間でのコミュニケーションが促進されて絆が深まり、愛があふれる空間を

生み出すことができる。 

 「愛」が南城市から世界に向けて広がっていくことができればよい。 
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■グループ② （ゆーじょんじゅん女性部） 

テーマ 「なんじぃプロデュース:久高島ナイトウォーク」 

写真  

  

内容  キーポイントは久高島の夜。ターゲットは口コミを広げる可能性の高い女性。 

 「なんじぃnight地図」を手に、久高島を巡ってもらう。 

 久高島の夜は足元が暗いので、道に足元を照らすロウソクを設置し、その灯りを頼りに歩いても

らう。また、「なんじぃライト」（ハート型でLEDで青く光る）を持つ。 

 歩き疲れた際は、島の古民家を使った「夜カフェ」で休憩ができる。翌朝は朝日を見ながらウォ

ーキングをする。 

 久高島産の塩を使った縁結びのお守りをつくる。 

 なんじぃの焼き印を押したどら焼き等、なんじぃを活用したお土産を開発。 

 なんじぃが時折出現し、握手会ができる。 

 久高島だけではなく、「なんじぃを探してハッピーになろう」企画などを市内で行う。 

 上記の事業で得られた収益は「なんじぃ基金」として、災害時や教育の施策に活用する。 
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■グループ③ （チーム・大塚愛） 

テーマ 「星空観察、東御廻いアプリ等」 

写真  

 

内容  プラネタリウムをつくるのではなく自然に見られる星空を活用し、南城市にちなんだ新しい星座を

つくる（なんじぃ座、ハート座等）。 

 つくった星座に神話のようなストーリーを付け、絵本等にして全国展開する。 

 絵本の舞台となった南城市に「聖地巡礼」的に人々が訪れ、盛り上がる。 

 東御廻いを知らない人や子供向けのスマートフォンアプリをつくって興味を持ってもらう。 

 スマートフォンのGPS機能を使い、実際に東御廻いのコースを歩かなくても追体験ができるシス

テム（GPS機能で歩いた距離を計測し、その距離によってボーナスを得られる）。 

 「絶対領域広告（女性の太ももに広告を貼る）」の南城市版を尚巴志ハーフマラソンの時に行

う。 

 ゲイのメッカといわれる百名ビーチに100万人のゲイを集める。 
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■グループ④ （チーム・ハートブレイク） 

テーマ 「南城市の自然を活かしたツーリング健康プログラム」 

写真 

 

内容  キーワードは「過酷」、「走りながら健康・下りても健康」、「風光明媚」、「史跡めぐり」、「本気でダ

イエット」。 

 ルートはゆいんちホテルをスタート→大里城跡公園でパークゴルフ→自転車道を通り糸数グス

ク→玉城グスクで空手→新原ビーチで散歩しマイナスイオンを浴びる→東海岸を走り岬公園で

ヨガ→斎場御嶽→テダ御川→佐敷上グスク→馬天御嶽→新里ビラ→ゆいんちホテルにゴー

ル。ゆいんちホテルで温浴したり、健康診断を受ける。 

 「ハートブレイク」という言葉は、南城市のシンボルの「ハート」が「ブレイクする（流行する）」という

意味とかけたもの。 

 現在ある南城市の自然や施設はまだまだ可能性がある。それらをこのようなプランで活かしなが

ら情報発信をする。 

 楽しみながら健康になって、南城市も元気になればいい。 

 季節は冬場。イベントまたはツアー商品化してもよいのでは。 

 



資 39 

5．尚巴志の人物像の調査報告 

事務局より、文献に見ることのできる尚巴志の人物像について調査報告を行った。 

 

6．次回のワークショップに向けての課題確認 

次回のクロスファンクション会議（3月8日開催）に向けて、南城市において自分がやって

みたい企画、または導入すると面白そうな事例を5分程度のプレゼンテーションにまとめるこ

とを確認した。 

 

会議の様子 
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（２）第２回クロスファンクション（CF）会議の記録 

日時:2013年3月8日（金）14:00～17:30 

場所:大里農村環境改善センター 

 

参加者 

氏名 所属部署  氏名 所属部署 

上原忠敬 文化課  知念寿 都市建設課 

喜瀬斗志也 文化課  照屋千秋 社会福祉課 

佐久本太樹 文化課  米須須美恵 生活環境課 

宮城光也 まちづくり推進課  玉城綾乃 健康課 

山口美晴 教育指導課    

与那嶺幹 総務課    

永田成輝 情報推進課    

 

 

1．前回の振り返り 

第1回のCF会議の振り返り及び市民ワークショップの結果を共有した。 

 

2．プレゼンテーション大会 

前半6組、休憩を挟んだ後半6組に分け、一組各5分ずつプレゼンテーションを行った。大会に見

立て、審査員が発表者、暫定チャンピオンのどちらの企画が面白いかをその都度決定していく勝

ち抜き形式で行った。審査員は事務局から1名、参加者から前後半4名ずつ選出した。 

各組のプレゼンテーション内容は以下の通り。 

 

3．プレゼンテーション概要 

①喜瀬斗志也（文化課） 

テーマ:「南城市エコ・ミュージアム」 

 尚巴志活用マスタープランの趣旨。南城市には素地（資源）が多くあるが、その素地が一枚

岩になりきれていない。 

 尚巴志活用マスタープランで重要なのが「尚巴志スピリッツ」。そのなかでも「一歩踏み出す

勇気」が大事。 

 「尚巴志スピリッツ」の受け皿となるのがエコ・ミュージアム。 

 エコ・ミュージアムのイメージの説明。（コア施設、サテライト） 

 なぜ⇒「市 大の特徴である文化財が市政に活きていない」、何を⇒「エコ・ミュージアム」、

どこで⇒「まち全体が博物館」、いつ⇒「常設展と企画展」、誰が「市民ひとりひとりのアイ

デア」、どのように⇒「一括交付金」 

 尚巴志スピリッツと自然・歴史・文化・ヒトを化学反応させる 

 ＜期待される効果の説明＞「モラルの向上」、「アイデンティティの情勢と地域おこしの教育」、
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「グローカルな南城ブランドと役割創出」、「健康増進・生きがい・交流の促進」 

 

②山口美晴（教育指導課） 

テーマ:「目指せ！尚巴志、輝け！南城っ子」 

 「尚巴志→高い志」。南城市の子供たちに高い志を持ってもらい、尚巴志の様な人物になって

ほしい。 

 小中学生を対象に、体験活動などを通して子供のうちに高い志を持たせ、南城市の未来を担

っていくような人材育成をする。 

 具体的な活動は2案で、「無人島でのキャンプ」と「公民館などを活用してのムラヤー塾」。 

 塾では地域の大学生などが講師として児童生徒の学習支援を行う。 

 塾に行けない子供たちの学習場所にもなり、放課後の居場所づくりにつながる。また、教員

を目指す大学生の練習の場になる。 

 

③玉城綾乃（健康課） 

テーマ:「尚巴志ハートバスツアー」 

 長崎の街歩きツアー「長崎さるく」についての説明。 

 南城市民に対する南城市で誇れるものは何かというアンケートで、 も多いのは「グスクに

代表される史跡」。 

 地域の人が、その地域の歴史を観光を通して紹介することで、アイデンティティや愛着を深

めることができる。 

 「長崎さるく」の、地域、行政、NPOが連携して、先人が培った歴史を時代に合わせて活用

していくという形が南城市の目指しているものにつながる。 

 ハートバスツアーの目的は初心者でも気軽に尚巴志の歴史を学ぶことができ、且つ南城市の

PRにもつなげること。 

 尚巴志ゆかりの地を電気バスで巡る。尚巴志は安国山に花木を植えて整備したと言われてい

るので、ツアーに花木の植樹を組み込む。各ポイントで関連グッズを置く。 

 ツアーコースの説明。 

 ＜ツアーのメリット＞①バスツアーなので季節に関係なくのんびり尚巴志の歴史に触れ合え

る。②五感で尚巴志の歴史を感じられる。③植樹を行う事により、ハートも満たされ景観も

良くなり、自然環境保全にも繋げられる。④グッズ売り上げに繋げられる。⑤物産館で南城

市産の食材を使った料理「メタボ対策メニュー」を販売し、健康と地産地消の普及に繋げら

れる。⑥電気バス、マイ箸の活用でエコ意識向上と環境に優しい観光に繋がる。⑦歴史を関

連付けた幅広いコース展開ができる。 

 

④与那嶺幹（総務課） 

テーマ:「尚巴志のストーリーを整理する」 

 尚巴志という名前が先行しすぎて、何をするかということが付いてこない。 

 これまでの取り組みの例。（尚巴志マラソン、尚巴志まつり） 

 どうすれば尚巴志が活用できるか。まずは尚巴志のストーリーを整理していくことが必要で
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はないか。 

 地図上の尚巴志に関連する各文化財について時系列で説明。 

 尚巴志ストーリーを市内の小学校の授業で活用してはどうか。教育委員会で教材をつくり、

総合学習の時間などのカリキュラムに組み込む。 

 ユインチホテルを拠点として尚巴志のストーリーを活かした散策コース、サイクリングコー

スを設定してはどうか。 

 

⑤糸数義人（政策調整室） 

テーマ:「環境に優しい観光のまちづくりを目指して～「使え省箸」～」 

 尚巴志といえば三山を統一した英雄。そのイメージは南城市を統一した現代の英雄・古謝景

春南城市長に繋がる。 

 南城市の4地区の繋がりを更に強固なものにするために、市内どこでも使える地域通貨を導

入してはどうか。メリットとしては南城市民としての意識の醸成や市内経済の活性化があげ

られる。 

 地域通貨としてだけではなく、観光客向けの金券として使用する事も可能にする。 

 年間に南城市を訪れる観光客は230万人。その約半数が市内で食事を取るとしたら115万膳の

割りばしが使い捨てにされる。自然の豊かさを売りにする南城市としてふさわしくない。 

 そこで南城市の偉人、尚巴志を活用する。「尚巴志」⇒「省箸（しょうはし）」。省箸とは資源

の消費に繋がらない何度でも使える箸。 

 「省箸普及観光促進事業」⇒市内観光施設の割りばしを、何度も使える箸に代える。 

 上位計画の「ちゃーがんじゅうCITY構想」や市民憲章、総合計画に基づくまちづくりに合致

する。財源には一括交付金を活用することも可能である。 

 

⑥照屋千秋（社会福祉課） 

テーマ:「尚巴志おもてなし武将隊」 

 市町村が地域おこしなど実施しているものは飽和状態となりつつある。（ゆるキャラ、ご当地

グルメ）しかし、そのなかで気になるものとして「名古屋おもてなし武将隊」がある。 

 「名古屋おもてなし武将隊」について紹介。当初、緊急雇用対策として始まったが反響が大

きく、現在も継続して事業を行っている。活動はCDデビューにまで幅を広げている。 

 「名古屋おもてなし武将隊」に学んで、尚巴志活用事業としても募集してはどうか。 

 メンバーはイケメンで構成し、CDデビューもする。 

 ただ見るだけではなく、記憶に残るものをつくる。また足を運びたい、楽しかったと思って

もらえる魅力のあるもの。 

 

⑦宮城光也（まちづくり推進課） 

テーマ:「南城まるごとユーモアミュージアム構想」 

 香川県直島のアートツーリズムの紹介。 

 尚巴志はユーモアに溢れる人物だったのではないか。三山統一という偉業を成し遂げるには

堅物ではできない。尚巴志は人々を笑顔にする力を持っていたはず。 
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 現代に必要なのは「笑顔」。そこに気付ける南城市。 

 南城市全体を「笑顔」に溢れたミュージアムにしたい。そこで、まず市内の道路沿いにユー

モアのあるアート作品などを設置したい。例えば笑い、感動を誘う看板・標語など。 

 一番やりたいのはトリックアート、野外オブジェ。 

 なんじょう「幸せづくり」応援隊（道端で突撃ライブ、一夜で沿道を花とアートで埋め尽く

す、朝の稲嶺交差点で1万名のあいさつ運動、市内広告塔をプロポーズで使用…） 

 

⑧永田成輝（情報推進課） 

テーマ:「尚巴志FESTA」 

 新たに「尚巴志FESTA」というイベントをやるということではなく、尚巴志ハーフマラソン

にプラスアルファをすることによって誰もが楽しめるようなものにしていく。 

 尚巴志ハーフマラソンの参加者の内、県外参加者は2%程度。また市内でも走る人以外には興

味のないもの。公式サイトでは尚巴志の説明がほんの少しなされているだけ。 

 プラスアルファで行うこととしてFlashMobを提案する。（FlashMob⇒街中で事前に打ち合

わせをしていた人たちが突然踊り出すなどのパフォーマンス） 

 人の多く集まる尚巴志ハーフマラソンの会場でFlashMobを行う。シュガーホールのオーケ

ストラのメンバーが尚巴志の恰好をして演奏をするなど。楽曲は「翔べ！尚巴志」や「鬼鷲」

のもの。 

 会場のパフォーマンスをプロが撮影・編集し、南城市のWebサイトで公開する。ただ映像を

埋め込むだけではなく、尚巴志のことがわかるような説明を充実させる。また、サイト上で

クイズをし、プレゼントなどをつけることで興味を持ってもらえるのではないか。 

 パフォーマンスの部分を変えていくことでマンネリ化を防ぎ、尚巴志について広めていく。 

 

⑨佐久本太樹（文化課） 

テーマ:「市民に広げよう！尚巴志の和！」 

 目的は尚巴志を活用したまちづくりのために市民に尚巴志について知ってもらうこと。効果

としては、尚巴志を多くの人に知ってもらうことで、尚巴志を共通の話題とした一体感が生

まれ、より良い市民共同のまちづくりが期待される。 

 実施事業としてはFMなんじょうの活用、尚巴志の絵本・紙芝居の作成。 

 FMなんじょうで尚巴志を主人公とした歴史ドラマ、また歴史講座などを放送。 

 ドラマの声優は市内から募集する。市民が演ずることで親近感がわく。 

 作成した絵本・紙芝居は学校、児童館などに配布。総合学習の時間に活用する。 

 尚巴志検定を実施する。 

 幼児向けの絵本・紙芝居の読み聞かせを行う。 

 市民みんなが尚巴志を知る事が尚巴志活用の第一歩になる。 

 

⑩仲里みかる（観光・文化振興課） 

テーマ:「広めよう尚巴志、深めよう知識～現・尚巴志王を誕生させよう～」 

 目的は現代版の尚巴志王を誕生させること。 
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 尚巴志のワークショップで出されたイメージ→「高い志」、「市民重視」、「親思い」、「男らし

い」、「イケメン」、「ヒゲ」。これらを併せ持つ人物を尚巴志王にする。 

 市内在住者、市内出身者から自薦・他薦問わず尚巴志王を募集。「高い志」、「市民重視」、「親

思い」にちなんだ自己PRをしてもらう。 

 他のコンテストに習い、尚巴志王を3名決める。 

 尚巴志王には市内の小学校6年生を対象に尚巴志の授業をしてもらう。事前に研修を行い、

知識を付ける。 

 そうすることで尚巴志に関する知識が小学生に身につく。さらにこの実践を継続していき、

市民がほとんど尚巴志についての知識を持っているという状態になっていく。 

 終的に「尚巴志＝南城」というイメージになると良い。 

 

⑪知念寿（都市建設課） 

テーマ:「尚巴志魂よ～大志を抱け」 

 尚巴志のイメージとしてイノベーションの精神がある。 

 尚巴志のイノベーション精神に習い、庁舎間巡回バスの新たな利用法を提案する。 

 庁舎間巡回バスの現状について。予算をもっと効率的に使って、多くの市民が使えるように

できないか。 

 要望としてはもっと巡回バスを増やせないか、各字やスーパー、病院、学校まで運行できな

いか、一般のバスが多く運行している与那原町、南風原町、八重瀬町のバス停へ運行できな

いか、乗りたくなるようなバスにできないかということ。 

 予算の問題は、民間事業者と連携することでお互いの経費の削減ができないか、病院、スー

パー、銀行、ホテルなどと連携できないか。 

 効果としては、交通弱者が健康で生き生きして元気になる。また交通弱者が新たな販売経路

になり購買が広がる。公共交通利用の増加に繋がる。観光客が増えて南城市のPRになる等。 

 問題点としては、既存のタクシー会社やバス会社からのクレームの可能性。民間企業が参入

できるかという懸念がある。 

 解決策として、新しく民間会社をつくり、南城市は負担金を支払い、その民間会社の株主に

なる。会社設立までは南城市がバックアップし、プロポーザル方式公募をしてタクシー会社

やバス会社を参入させるなど。 

 尚巴志の「高い志」で問題から逃げず、良くするためにどう動くか、南城市民へ尚巴志スピ

リットを広げるような取り組みにする。 

 

⑫比嘉優紀子（総務課）、前城綾乃（まちづくり推進課）、具志堅智子（財政課） 

テーマ:「尚パークMINI」 

 尚巴志とは誰か。「三山統一」、「雄才」、「首里城建造」、「南城市出身」 

 ミニチュアパーク（例、サンピエトロ大聖堂） 

 「尚パークMINI」⇒尚巴志関連の遺跡などを展示。ミニチュア住民で当時の生活を再現。 

 メリットは尚巴志について一つの場所で学べる。子供、大人も楽しめること。 
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（３）第３回クロスファンクション（CF）会議の記録 

日時:2013年7月4日（木）13:00～17:00 

場所:南城市大里庁舎3F 市民ギャラリー 

 

参加者 

氏名 所属部署  氏名 所属部署 

喜瀬斗志也 文化課  知念寿 田園整備課 

仲里久美子 文化課  仲里達磨 田園整備課 

佐久本太樹 文化課  宮城光也 まちづくり推進課 

知念弘樹 産業振興課  有銘志信 観光商工課 

糸数義人 政策調整課  前城綾乃 まちづくり推進課 

山口美晴 教育指導課  知念準 文化課 

照屋千秋 社会福祉課  大城秀子 文化課 

永田成輝 教育総務課    

 

 

1．前年度の振り返り、今年度の進行について 

第１回WS、第1・2回CF会議の振り返り及び、今後のWS・CF会議の流れを説明した。 

 

2．講師紹介 

 

 

 

 

 

3．フォトストーリーテリング（グループ分け、脚本づくり） 

参加者を３つのグループに分け、それぞれのグループでものがたりを共有し、ひとつのフォト

ストーリーをつくりあげるグループワークを行った。グループワークでは、各グループで脚本を

つくり、必要な写真を撮影、作品を完成させた。 

 

《栗山氏の経歴》 

 20歳の頃、冒険をしたいと思い、大学をやめてノープランで沖縄に来た。当時、演劇を

やっており、脚本家になりたいと思っていた。 

 沖縄は、夢をあきらめないで未来をつくると思わせてくれた場所であり、脚本家、もの

がたりづくりの原点である。 

 いろんな人にものがたりづくりを体験してほしいという想いで活動している。 

 

栗山宗大さん（脚本家・プロデューサー／物語家） 

・ものがたり法人 FireWorks 代表取締役副社長 

・早稲田大学 参加のデザイン研究所 招聘研究員 
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《映画『ふるさとがえり』について》 

 ふるさとがえりは人口５万人の岐阜県恵那市を舞台につくった。 

 13市町村が合併してできた恵那市だが、隣り合う地区の心がひとつになれないという問

題がある。それを解決するため、恵那市民と一緒になってものがたりをつくり、人と人

とが出会える映画づくりを行った。 

 恵那市の100年後に何を残したいのかというテーマのもといろいろな話し合いを行った。 

 

《第３回ＣＦ会議の目的》 

 南城市の未来をつくる皆さんに、ものがたりをつくることを体験してほしい。 

 今、もしくは未来を生きる人のものがたりをつくる。 

 社会のことや地域のことを語るのではなく、みなさん一人ひとりのものがたりを尚巴志

スピリットに結びつけてものがたりをつくり、それをグループで集約してひとつにする。 

 ものがたりづくりを通じて、尚巴志スピリットをより理解する。 

 

《ものがたりづくりに関して》 

 ものがたりづくりのコツとして、劇的欲求・葛藤あるいは対立・解決がある。この３つ

のポイントを押さえておけば心を打つものがたりができる。 

 この中で１番大事なものは、葛藤である。人は、葛藤のものがたりに共感する。 

 １つの価値観、１つの道徳的なメッセージを押し付けるようなことはしてほしくない。 

 テーマや伝えたいメッセージを共有し、そこからモチーフを導きだして決めるのがよい。 

 

4.発表 

各グループのものがたりの内容は以下のとおりである。 

 

■グループ① 

タイトル:「TOMODATI」 ／ テーマ:他の人を受け入れる心 

ストーリー ① 文化祭の時期、学級役員の主人公は、クラスになじめないパプアニューギニ

アからの転校生パタイに対して悩んでいる。 

② 悩んだ主人公は、尚巴志好きのおばぁに相談する。おばぁから「勇気を出し

て自分の心に正直に思った通りにやってごらん」とアドバイスを受ける。 

③ それから主人公はパタイのことを気にするようになり、いつも一生懸命に頑

張っているパタイに気づく。主人公は勇気を出してパタイに話しかける。 

④ 主人公はクラスのみんなを説得して、パタイの出身地であるパプアニューギ

ニアの劇をすることにした。文化祭は大成功に終わり、パタイと友達になる。

グ ル ー プ ワ

ー ク を 終 え

ての意見・感

想 

 壁をつくらずに受け入れることで成功したというイメージで進めた。 

 現場に行き、写真を撮ってみると様々な発想がでてきて、みんなで協力しな

がら進めることができた。実際に動くことが大事だと感じた。 
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■グループ② 

タイトル:「たつま少年のチャレンジ」 ／ テーマ:チャレンジ精神 

ストーリー ① なんじぃは宇宙から来て、色々な時代を見てきた。物思いにふけっていたな

んじぃの前に、自転車に乗れないたつま少年が現れる。たつま少年は、練習

するが上達せず、自転車に乗ることを諦めようとしていた。 

② そんなたつま少年に、なんじぃは、尚巴志王が三山統一を途中で諦めそうに

なったが、志を忘れず頑張ったので実現できたことを話し、たつま少年を励

ました。 

③ 励ましを受け、頑張ったたつま少年。二時間後には自転車に乗れるようにな

っていた。やっぱり志を持って頑張ることは大事ですね。 

グ ル ー プ ワ

ー ク を 終 え

ての意見・感

想 

 尚巴志が三山統一を成し遂げたように、あきらめずに頑張れば何事も成し遂

げることができるという意味をこめた。 

 撮影において、みんなで協力して作品をつくりあげていくことが楽しかった。

 時間の都合上、なんじぃが尚巴志の時代や沖縄戦などでつらいことを体験し

たけど頑張っているということが伝えられなくて残念である。 

 

■グループ③（監督:仲里久美子） 

タイトル:「俺は主人公が死ぬ映画は大きらいだ」 ／ テーマ:家族愛、親子愛 

ストーリー ① 独身でと子供や友達もおらず孤独な主人公は、心臓に病気を患っており、ゆ

っくりと病院のベッドで死を待っている。 

② 主人公の向かいのベッドには意識不明の老人がいる。その老人の娘が毎日見

舞いに来ては、意識のない父親に話しかけることが主人公には理解できなか

った。 

③ ある日、となりのベッドに主人公の父親が運ばれてきた。疎遠になっていた

父親だ。医者は父親に「あなたの病気は全力を尽くせば治るかもしれない。

しかし、あなたの息子は心臓の移植を必要とする重病にかかっている。あな

たの心臓なら助かるかもしれない。選択してほしい」と伝える。 

④ 数年後、主人公は結婚し子供もできた。あの時、父親が移植を選択してくれ

たので、主人公は絆や思いやりに気づくことができた。自分もそのように生

きたいと思う主人公は言う。「主人公が死ぬ映画も悪くない」 

グ ル ー プ ワ

ー ク を 終 え

ての意見・感

想 

 親子の絆を表現しようと思った。 

 ストーリーをつくることの難しさや、技術的な難しさを実感できた。 

 ひとつのテーマに向かってグループが協力し合うことによって、絆がつくら

れていくことが実感できた。 

 撮影においてもいろいろな人の協力のおかげで作品を完成することができ

た。 
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5.講評・総括《栗山氏》 

 作品自体も大事だが、作品をつくりあげるなかで話し合ったことや出てきた言葉を大切にし

てほしい。 

 各グループのテーマである、他の人を受け入れる心、あきらめない心、家族愛など、様々な

側面の尚巴志に出会えた。 

 社会・地域をよくしようと考えるほど人がいなくなると感じる。政策でも事業でも行うのは

人である。未来をつくる人は、人のものがたりを想像し、ものがたりをつくる力を磨いてほ

しい。 

 今回脚本に書いたような場面や会話が、いくつも存在して社会になっている。現実の１つ１

つの場面や会話、人間を大切にし、未来をつくっていける人になってほしい。 

 

会議の様子 
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（４）第４回クロスファンクション（CF）会議の記録 

第３回ワークショップと同時開催のため、5-1（3）を参照。 

 

（５）第５回クロスファンクション（CF）会議の記録 

日時:2013年10月15日（火）13:30～17:00 

場所:南城市大里庁舎3F 市民ギャラリー 

 

参加者 

氏名 所属部署  氏名 所属部署 

有銘志信 観光商工課  山口美晴 教育指導課 

具志堅智子 財政課  喜瀬斗志也 文化課 

玉城綾乃 生活環境課  佐久本太樹 文化課 

照屋千秋 社会福祉課    

仲里達磨 田園整備課    

仲里みかる まちづくり推進課    

永田成輝 教育総務課    

宮城光也 まちづくり推進課    

 

1．ワーク１:サテライト・ミュージアムの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資 50 

2．ワーク２:エコ・ミュージアムその他要素の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．意見のまとめ 

 

 

 

 

 

 

地域
活用したい

歴史文化資源
プラスαの要素 アイデア 場所 協力者 活用施設 サテライト像

ヤブサツのウラバル 早朝
ヨガ
ピラティス
ウォーキング

新原 ガイド友の会

サチバル（ものづくり）
カフェ
公民館（朝市）
新原ビーチ・百名ビーチ

ヤブサツの浦原健康づくりサテ
ライト

糸数城
アブチラガマ
糸数樋川

ナイトタイム
アクティブシニア

ライトアップ
JAZZ
伝統芸能

糸数
自治会
アーティスト
シュガーホール

サトウキビ畑
ベジタリカ
南部観光総合案内センター

歴史を感じるJAZZ night in
Itokazu

雄樋川 多世代
スポーツ
ごみひろい

堀川
協会
自治会
八重瀬町

沖縄ワールド
多和田スーパー
公民館

雄樋川クリーンアップサテライ
ト

佐敷上グスク
観光
（日帰り型or滞在型）

ハサマーが採れる
丸い石（力試し）
尚巴志と地域集落
上グスク周辺散策（ガイド付き）
佐敷グスクガイドツアー＆佐敷の海を見ながら琉歌を詠
む

字佐敷
新里
つきしろの宮
手登根

区民
文化財ガイド
観光協会
生活改善研究会
地元カフェ

公民館
シュガーホール

佐敷上グスクをより深く知るサ
テライト

佐敷上グスク

イベント（地域でできる
こと）
ウェルネス（健康促進
／体力づくり）

文化財巡り尚巴志バージョン
尚巴志vs攀安知まつり
精進料理がたべられる（上グスクで）
伝統芸能祭（ヌーバレーのような）
復元をツアー化する（体験）・みんなの手で100年後復元
電動自転車で山道サイクリングツアー
尚巴志分骨儀礼

観光協会
商工会
賞味期限
おきたん有志会
市内音楽家

ユインチ
読谷村

佐敷知名度UP
佐敷の地形を利用した健康促
進・体力向上

佐敷干潟
ハマジンチョウ

環境（エコ／ロハス）

海岸清掃
ボランティア学習
清掃活動
生物散策

字冨祖崎

ボランティア募集
区民・NPO
佐敷ひがたを守る会
あかゆらぬ花会

佐敷で環境学習をするサテラ
イト

ムーチー伝説
体験型orアート
IT活用
商品開発

ムーチーづくり・かすりを着てムーチー作り（外国人）
通販
英語・中国語サイト
ムーチー大福開発

西原
女性連合会（食改）
観光協会
商工会

保健センター
南風原公民館

島添大里グスク 武将隊 西原 青年会or公募
ゴルフ場
どこでも

伝統芸能
教育・人材育成
コミュニケーション

伝統芸能体験
ITにて発信
読み聞かせ・伝承を聞く

古堅
稲嶺
大城

区長さん
小学生・中学生
保護者

公民館
学校

うふざとタイムスリップサテライ
ト

斎場御嶽
教育・人材育成
体験

斎場御嶽を中心に沖縄の祈りの文化について学ぶ
斎場御嶽の歴史・文化を知るガイドウォーク
祈りをテーマに斎場御嶽のしきたりを体験
東御廻を歩く

字知念
観光協会
ガイド協会
知念

緑の館セーファ
がんじゅう駅

知念スピリチュアルサテライト

くるくま周辺 ウェルネス　環境（ロハス
市内のハーブ園等と協力しながら、沖縄原生のハーブを
はじめ、様々なハーブの紅葉について学ぶ
沖縄で育成するハーブについて学ぶ、育てる、味わう

知念　
くるくま　市内ハーブ関
係者　観光協会

くるくま 知念ハーブサテライト

知念城　波田真殿
ウフミチガー

教育・人材育成　体験
知念城を周辺に昔の生活文化、祭祀、水との関わりなど
自然とともに生きてきたライフスタイルを学ぶ
知念城周辺における昔の生活文化の体験

知念　 公民館 知念コミュニティセンター 知念歴史生活文化体験ゾーン

知念周辺の海　海辺
イベント
教育
環境

中城湾の豊かな海の恵みを体験する
地引き網による漁の体験
海岸線ウォークによるアーサなどの収穫
漂着物をテーマにした環境教育
サバ二などの海洋体験

安座真
漁協　観光協会　公民
館

あざまさんさんビーチ 海洋体験サテライト

知念

玉城

佐敷

大里パワーUPサテライト

大里
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（６）第６回クロスファンクション（CF）会議の記録 

日時:2013年7月4日（木）13:00～17:00 

場所:南城市大里庁舎3F 市民ギャラリー 

 

参加者 

氏名 所属部署  氏名 所属部署 

有銘志信 観光商工課  山口美晴 教育指導課 

具志堅智子 財政課  喜瀬斗志也 文化課 

玉城綾乃 生活環境課  佐久本太樹 文化課 

照屋千秋 社会福祉課  知念弘樹 産業振興課 

知念寿 田園整備課  比嘉優紀子 総務課 

仲里みかる まちづくり推進課  前城綾乃 まちづくり推進課 

永田成輝 教育総務課  与那嶺幹 産業振興課 

宮城光也 まちづくり推進課  米盛須美恵 観光商工課 

 

 

1．ワーク１:エコ・ミュージアム大喜利 

参加者を３つのグループに分け、前回CF会議において検討したトレイル、リアル・コア、デジ

タル・コアのまとめをもとに、各班にてそれぞれエコ・ミュージアム案を考えた。 

 

■グループ① 

尚巴志  動いて！食べて！泊まろう！  エコ・ミュージアム 

このエコ・ミュ

ージアムの一番

のみどころは？ 

一番みてほしいところは 美しい自然、文化財 

一番体験してほしいことは 動く、食べる、泊まる 

一番感じてほしいことは 美しい自然と人でいやされる 

コアミュージアムの場所は？ がんじゅう駅 

一番おすすめのトレイルは？ 食と自然でいやしのトレイル 

住んでよし、 

訪れてよしの 

観点から… 

住んでいる人にとってどん

ないいことがある？ 
飲食等で地域活性化 

訪れた人にとってどんない

いことがある？ 
心身ともに健康になる 

 

■グループ② 

尚巴志  グレートヒストリー  エコ・ミュージアム 

このエコ・ミュ

ージアムの一番

のみどころは？ 

一番みてほしいところは グスク・拝所 

一番体験してほしいことは 東御廻い 

一番感じてほしいことは 壮大な歴史 

コアミュージアムの場所は？ ユインチ周辺（南部東道路インター） 
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一番おすすめのトレイルは？ 琉球の歴史を巡る歴オタトレイル 

住んでよし、 

訪れてよしの 

観点から… 

住んでいる人にとってどん

ないいことがある？ 
地域振興とかいて銭とよむ 

訪れた人にとってどんない

いことがある？ 
人・文化との出会い 

トレイル案 

 

 

■グループ③ 

尚巴志  人と自然が紡ぐ  エコ・ミュージアム 

このエコ・ミュ

ージアムの一番

のみどころは？ 

一番みてほしいところは ここにしかない景観 

一番体験してほしいことは 自然を体感し、営みを体験してほしい 

一番感じてほしいことは 自然・歴史・文化・平和 

コアミュージアムの場所は？ 佐敷グスク周辺（第5回まとめの③） 

一番おすすめのトレイルは？ 佐敷グスク（歴史・文化）→自転車道（景観）

→つきしろ（営み）→階段（ミステリー）→佐

敷 

住んでよし、 

訪れてよしの 

観点から… 

住んでいる人にとってどん

ないいことがある？ 

人が訪れるということに誇りを持ち、まちをき

れいにする 

訪れた人にとってどんない

いことがある？ 

ここにしかない自然・歴史・文化・平和を享受

できる 

 

 

2．ワーク２:演者と裏方（互いが互いを支えあう関係構築） 

南城市のキーマン、プロデューサー的な人材のピックアップと情報共有を図るため、フレーム

ワーク表から重要と感じる事業をピックアップし、その事業について「観客としての役割」「プロ

デューサーとしての役割」など具体的人材を整理した。 
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■グループ① 

事業名 五感で感じるいやしのコンサート事業 

写真 

 

ピックア

ップされ

た人材 

【観客としての役割】観光客／市民・県民／外国人 
【プロデューサーとしての役割】喜瀬さんとか…／外部イベントプロデューサー／

秋元康／鈴木おさむ的な人／南城市役所（観光商工課・まちづくり振興課・文化課）

／各区長 
【演者としての役割】Jazz演者／民謡歌手（演者）／伝統芸能演者（市内外）／イ

ンディーズバンド／シュガーホールにきている演者／クラシック（重島清香さん）

【外部者】通訳／ユタ／南都地ビール・多良川・ユインチ・カフェ（市内）／マッ

サージ・足湯（ユインチホテルから）／手話 

 

■グループ② 

事業名 尚巴志ハーフマラソン付属イベント（フラッシュモブ） 

写真 
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ピックア

ップされ

た人材 

【観客としての役割】観光客／南城市民／ランナー／ビル・ゲイツ 
【プロデューサーとしての役割】観光協会（アマミキヨガイドの会・西銘さん）／

商工会／南城市役所（まちづくり推進課・観光商工課）／狩俣倫太郎さん 
【演者としての役割】劇団賞味期限／なんじぃ／オーケストラ／コーラス／市職員

／山城たかしさん／下地勇さん（尚巴志役）／FMなんじょう 
【外部者】宮本亜門／新聞社／RBC／トヨタ／ワイナイナ（完走） 

 

■グループ③ 

事業名 現代版 尚巴志劇 in グスク 

写真 

 

ピックア

ップされ

た人材 

【観客としての役割】区長／地域の人たち／観光客 
【プロデューサーとしての役割】南城市役所（まちづくり推進課・文化課・産業振

興課）／観光協会／区長／中村透さん（芸術アドバイザー）／宮城竹茂さん（音楽

監修）／FMなんじょう 
【演者としての役割】劇団賞味期限／市内（区内）の子供たち／市の三役／尚巴志

の子孫／特別バンド／おもてなし武将隊／比嘉ゆうじょんさん／尚巴志演劇出演者

【外部者】みうらもとおさん（演出）／音響照明業者／上里隆さん（歴史監修）／

旅行社／マスコミ 

 

 

3．ワーク３:ロードマップすごろく作成 

各班にて、マスタープランを実現させるためのマイルストーンを意識して、ロードマップを作

成し、すごろくに仕立てた。 
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■グループ① 

すごろく 

 

ゴール像

とマイル

ストーン 

【ゴール像（2029年）】様々な事業の成果により、南城市のイメージの定着や知名

度がUP!!その結果、観光客が増加し、地域活性化へ！！！ 

【マイルストーン】 

3カ月後:事業実施メンバーが固まる 
1年後:「五感で感じるいやしのコンサート事業」（健康増進）、ムラヤー塾スタート

5年後:県立博物館にて尚巴志コーナー設置 
10年後:人材育成成果あらわる／城建設決定！ 
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■グループ② 

すごろく 

 
ゴール像

とマイル

ストーン 

【ゴール像（2029年）】ハード施設・ソフト事業の整備が進んだことにより、市内

の尚巴志の認知度が高まり南城市民としてのアイデンティティが高まる。その市民

たちが自ら市外・世界へ発信していくことで県外・国外における尚巴志や南城市の

認知度がUPする。その結果、南城市人気が高まり、人口増加（若年層の増加）が！

人口増加に伴ってインフラ整備が進み、住みやすいまちに！  

【マイルストーン】 

3カ月後:「尚巴志紙芝居」 
2年後:第1回尚巴志まつり開催 
3年後:デジタルミュージアム ローンチ 
5年後:なんじぃゆるキャラグランプリ1位／琉神マブヤー8代目にハシシー就任 
10年後？:南部東道路完成 
15年後:人口6万人突破！ 
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■グループ② 

すごろく 

 

ゴール像

とマイル

ストーン 

【ゴール像（2029年）】16年にわたる普及事業の効果により、市民誰もが尚巴志に

ついて語れるようになった。市民が主役の尚巴志劇は、中国公演を行い、NHK大河

ドラマでドラマ化されることが決まった。それを記念し、ハーフマラソンはフルマ

ラソンになり、尚巴志像が建設された。南城市民は多様性に順応し、エコ・ミュー

ジアム効果により地域力がアップした。また、自然・歴史・文化が観光資源として

見直され、史跡やそれをつなぐインフラ整備が進んだ。今では、北部よりも南城に

観光客が集まる。  

【マイルストーン】 

5カ月後:尚巴志活用マスタープラン完成 
1年後:グスクでジャズコンサート開催 
3年後:尚巴志副読本完成／尚巴志劇の上映 
5年後:おもてなし武将隊発足 
10年後:エコ・ミュージアム体験者が100万人を突破！ 
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２－３．検討委員会での検討 

（１）第１回検討委員会 

日時:2013年3月21日（木）14:00～16:30 

場所:南城市大里庁舎3階講堂 

 

①事業の経緯・考え方について 

 本事業が教育委員会の担当になった経緯について聞きたい。 

 佐敷上グスクが国指定への意見具申中であること、合併後の旧佐敷地域に少し元気がないと

いう意見があったことを受けて、佐敷での地域おこしを展開していこうという考えが背景に

ある。また、教育委員会にて以前「歴史文化基本構想・保存活用計画」を策定したのだが、

より市民の意欲をあおりながら、これを活用できる方向にブラッシュアップしていく仕掛け

が必要だと思い、文化課で担当することになった。【事務局】 

 通常ならばまちおこし課が行うような事業だと思うが、教育委員会が行うことでのユニーク

さと弱点が両方あると思う。従来の教育委員会文化課の業務内容から大きく飛び出して、南

城市のまちおこしのユニークさをどう出せるか。また、尚巴志に関連させた南城市づくりに

どうつなげていくのかという問題意識がある。 

 近あちこちで聞くのが「教育は 大の投資である」という言葉だ。教育は子どもたちにそ

の後の考え方にとって大きなものになると思う。生涯教育も含めて、南城市民全体への教育

投資としてこの事業を行っていくと面白いのではないか。そして、尚巴志のように今の南城

市民が世界とつながれるような、そういう人材をつくる事業の土台となるのも面白いと思う。

南城市民の一人一人が、沖縄に生まれて育ってきたことに自信を持てるような機運が必要で

ある。架空の人物やファンタジーなものに歴史的裏付けをすると、もっと自信を持つのでは

ないか。尚巴志の事業は、琉球アイデンティティを目指し、その上で国際的に羽ばたけると

ころまで持っていくと、様々な事業ができると思う。事業関係者だけでなく市民一人一人の

持つロマンを表現することを応援するシステムがあってもいいと思う。 

 

②事例整理について 

 尚巴志の重要なポイントは、世界との交流を意識していた点ではないだろうか。交流事業の

調査を行ってもいいと思う。 

 滋賀県高月町では「雨森芳洲」という江戸時代の儒学者を活かしたまちづくりを行っている。

高月町は、尊敬する先人として雨森芳洲の考え方が住民に浸透し、生活の中に生きていると

思った。また韓国との交流が深い地域であり、韓国との交流の礎をつくった雨森芳洲の歴史

を遡りながら、韓国と今の高月町の交流の中から生まれてくるものを特産品化して全国展開

しようとしている。一番感心したのは、子どもたちにもそういう考え方をしっかりと伝えて

いる点である。親を大事にするという尚巴志のキーワードは教育につながり、外交・交易の

業績が南城市の特産品開発や観光といったまちおこしにもつながる。 

 世界の事例も整理したほうがいい。日本の事例だけでは、システム化されたやり方を真似す

ればよいとなりかねない。沖縄では沖縄なりの方法があって、それを積極的にやっていくこ
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とが重要であり、南城市にならできるのではないかと考えている。 

 

③尚巴志像について 

 当時の資料は断片的にではあるが確実に残っており、それを網羅しながら尚巴志像を導き出

せると思う。尚巴志というキャラクターが目立っているから、彼一人に注目してしまうが、

人物を知るにはその周りの関係性の中で位置づける必要があると思う。そういう側面から、

尚巴志の人物像や尚巴志スピリッツというものがみえてくるのではないか。関係性やストー

リーの中の尚巴志というものを強く打ち出した方がいいのではないかと思う。周辺の状況と

いうのは、意外と彼を引き立たせるのに重要な要素だと思う。 

 尚巴志が面白いのは、近世の人物とは違う、流動的で、いろいろな交流をしているところで

ある。尚巴志時代の琉球は、移住と混血と交流の中で成立しているので、現代の南城市づく

りをどうするのかということに、だぶらせたほうがわかりやすいのではないか。既成の権威

のある人物を普及するよりは、どうやって人物像を描いていくかという過程の中で、その集

約として尚巴志像ができる。南城市一帯が第一尚氏に関係するため、流動性の面白さという

ところに南城市を位置付ければいいのではないか。 

 私も文脈や周りの環境が必要だと思う。尚巴志を語るときには尚巴志だけを語らずに、周り

を語らなくてはいけない。尚巴志本人を語る言葉がなければ、文脈をみんなで共有しないと

いけない。語る環境をつくるためには、それぞれ偉人を持っている地域と連携しながらやっ

ていかないと、そこだけで盛り上がって終わっていくのではないか。 

 尚巴志スピリッツと尚巴志活用の文脈がわからない。尚巴志自体をわかっているならスピリ

ッツが出てくるはずなのに、いま尚巴志とはどんな人物であるかと議論しているところで、

先にスピリッツが出てくると、尚巴志像と連携せずに離れていってしまうと思う。尚巴志の

実像のようなものをつくっていかないといけないのではないか。また、私は沖縄で必要なの

は思想だと思う。キャッチーな言葉は存在するが、そのときの土台となる言葉があまりみら

れない。尚巴志が生きる形のもとになるスピリッツであるなら、思想も考えていかないとい

けないと思う。 

 年配の方の話によると、佐敷は祈りの場が多いという。東御廻りにしろ、わざわざ首里から

南部へ参拝に来るのには大きな理由があったのか。第一尚氏がつくったものを踏襲している

だけなのか。尚巴志が出た場所というのは重要な意味があったのか。首里に王朝があっても、

別の場所に重要な拠点が移らなかったというのはとても大事なことだと思う。 

 流動性や外に開かれたという話を重ね合わせると、「四海一家」という言葉が個人的にいいと

思う。「四方の海は、みな家族である」という意味で、尚巴志と同時代に琉球がスローガンと

して使った文言である。 

 

④事業の対象について 

 まちづくりは市民をターゲットとするのが共有されたイメージだと思うが、同時に、尚巴志

スピリットを理解し、思想として汲んでいけるターゲット層は、別に必要になるだろうと思

う。 

 この事業のターゲットは市民であると同時に南城市内外である、というふうな気概を持った



資 60 

ほうがいいのではないか。 近の研究の進展により、混血ウチナンチュの存在が明らかにな

り、そういう中で豊かになる世界がある。流動性があり、「四海一家」のような世界を突き出

していくのが面白そうだ。 

 市の「チャーガンジュー構想」では、三世代同居を図にして昔ながらの南城市の形であると

示しているが、ナイチャーは絵の中に入っていない。もう少しダイナミックなところから歴

史が生まれてきた、ないしは大地の力が生まれてきたということとリンクしていければ、ナ

イチャーとして嬉しいと思う。 

 

⑤事業の方向性、まちづくりとの関係性について 

 子どもにわかりやすく説明するのにどうしたらいいかを考えたときに、尚巴志の生き方が『ワ

ンピース』の主人公のルフィと重なるところがあると感じた。『ワンピース』の人気がある点

は、自分の居場所がないのではと思っている人に対し、自分を受け入れてくれる人がいたり、

一つのチームになれるということだと思う。尚巴志はいろいろな人材の多様な面を活かして

一つの国をつくったということであり、それは現代にとても必要とされている要素ではない

かと感じている。 

 現在・将来取り組むまちづくりと尚巴志との関係でとらえると、字つきしろは、南城市にな

ってからの地域第一号であり、南城市を象徴する場所になりえる。またつきしろというは尚

巴志とのつながりの中からついた名前だろうから、フィジカルな部分での拠点になりえると

思う。 

 まちづくりの視点から言うと、映画づくりとまちづくりはリンクすると思う。企画から撮影、

試写、上映のプロセスを共有し、すべて終わったところで評価される。尚巴志をモチーフと

した映画をつくることで、尚巴志像や尚巴志スピリッツを共有できると思う。 

 私の中では、シュガーホールの事業と本検討委員会がリンクしている。また、産業をどのよ

うにリンクするかという問題に結びつけなければいけない。本事業においても、いろいろな

人が参加してつくるようなスタイルに展開していくと面白いと思う。クロスファンクション

会議やワークショップ等では今は話を広げる時期にあると思うが、それをどう掘り下げるか、

そこから思想やスピリットをどうつくるかといった方向性が浮かび上がって、具体的な施策

を展開していく。それと同時に、それに対応した市の行政体制をどうつくっていくかが大き

いと思う。市は行政内だけではなくて、同時に市民とどう動くかという構想をつくっていか

なくてはいけない。 

 南城市のスタート時には、いくつかのプロジェクトが立ち上がり実現されていった。そのよ

うなことができる基盤があるところ、パワーがあるところだから、アイデアや組織力を結集

してほしい。 

 

⑥事務局への質疑 

 教育長の挨拶で庁内の体制がわからないと言っていたが、行政としてしっかり決まった方針

があってこの委員会が開かれているわけではないと考えていいのか。これから行政の中でも

問題を議論していくということか。 

 尚巴志を活用するという発想自体が市民から出てきたもので、與那嶺副市長から文化課長に
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打診があった。市民から出たアイデアをしっかり聞かないといけないという点と、既存の問

題をこの事業の中で解決していきたいというところから始まった。骨子ができているという

ことではない。【事務局】 

 本検討委員会の議論は 終的にはどういう形になるのか。諮問・答申のような関係になるの

か。 

 着地点については、もう少し骨子ができてから、次年度あたりに内部で協議したいと思って

いる。 終的には一つの計画書として体系化していこうと思う。【事務局】 

 

⑦創作組踊について 

 「翔べ！尚巴志」はどうなっているのか。 

 もともと実行委員会形式でやっているもので、那覇市と南城市が後援という形で場所を提供

している。本人たちで自主的な活動を行っているような状況にある。【事務局】 

 創作史劇やミュージカルなども、尚巴志が浸透していくきっかけになると思う。シュガーホ

ールでやってみるなどもいいかと思う。 

 現代版組踊は非常に子どもたちへの影響が大きい。私は「肝高の阿麻和利」の取り組みもみ

てきているが、子どもへの影響力が強く、以前不登校だった子どもたちが役作りの中心にな

ったりして大変面白い取り組みだった。 

 資料のGoogle検索ヒット数では、阿麻和利が圧倒的で、組踊、ミュージカルの影響力を感じ

る。尚巴志活用にも参考になると思う。 

 平田大一さんを南城市につけてみてはどうか。外から自由な立場で、役所の中で権限を持っ

た人が入ると、何かが生みだせるのかなと思う。 

 シュガーホールで長らく取り組んでいることもあり、他の方も育ってきているので、そうい

うこととリンクしながらのほうがいいと思う。【事務局】 

 

 

（２）第２回検討委員会 

日時:平成25年8月13日（火）13:00～15:30 

場所:南城市役所大里庁舎 ３階会議室２ 

 

①海士町の取り組みについて 

 海士町の取り組みはここ数年かなり注目されている。単に移住者が増えているということで

はなく、社会貢献型とでもいうべき人材（自分の人生とは何かというところから入り、地域

への貢献の仕方を見つける）が移住しており、彼らが同じような取り組みをしている人々を

誘うことで、地域貢献できる人材が集まるというサイクルができている。【事務局】 

 海士町では、島に戻ってきた町長が思い切った政策をたて、Iターン者が増えた。超高齢化し

た海士町はまるで数十年後の日本の姿のようであり、海士町の課題を解決することは数十年

後の日本の課題を解決することにつながるという考えのもと、Iターン者の中で課題解決の方

法を学ぶ学校をつくろうという動きが高まり、五感塾ができた。また、海士町の総合振興計

画の策定時には山崎亮氏（studio-L代表／コミュニティデザイナー）が関わり、グッドデザ
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イン賞を受賞している。海士町のこの冊子ですごいと思う点は、様々なアクションに対して

担当部署がきちんと掲載されており、アクションを興したい人はここに行けばよいと分かる

ことだ。ここには主体者としての役場の人がおり、市民と協働してアクションを起こすこと

ができる仕組みになっている。これがコミュニティデザインだと思う。 

 南城市では以前から滞在型観光をうたっているが、実際には半日程度の体験しかない。海士

町の1ヶ月から1年滞在するワーキングホリデーの取り組みは、南城市でも真似てよいのでは

ないか。市内には宿泊所が2ヶ所程しかないが、公民館を宿泊できるよう改良するなど工夫

次第で可能ではないか。 

 南城市でも面白い取り組みが行われているが、伝統的に地域にずっと住んでいる人々とどの

ように結び付けるのかが課題。海士町でも同様な課題は発生していると思うが、どのように

対処しているのか調べたほうがよい。 

 

②エコ・ミュージアムについて 

 エコ・ミュージアムとは市民にとっても耳慣れない言葉だろう 

 エコ・ミュージアムのエコは、エコロジー（生態学）に由来する言葉である。自然環境を見

せるという意味ではなく、生態系が様々な要素から成り立っているように、まちも様々な要

素から成り立っている。まち全体を博物館と捉え、博物館へ行くようにまち全体を見せよう

という概念である。【事務局】 

 神話の世界ではヤブサツの浦原から琉球が始まり、戦後の沖縄は親慶原の民政府から始まっ

た。南城市では沖縄の歴史を実感できる遺跡等の現物がある。南城市民も意外と歴史を知ら

ないため、博物館という施設をつくるよりもエコ・ミュージアム的な取り組みの方が面白い。

ただし、エコ・ミュージアムという言葉はなじみがないため、ネーミングを創造していかな

くてはならないだろう。 

 ハードとして定まった形がないことを利点とするなら、ソフトとしてどれだけ柔軟性を持っ

て運用できるかを意識した方がよい。新しい考え方が乗っかってきたときに、さっと展示物

を刷新できるような、考え方のイノベーションを意識した方がよい。 

 

③マスタープランの目的・取り組み方等について 

 資料３のなぜマスタープランを策定するのかという説明はよかった。未来とは何か、どうす

ればよいのかということを、南城市の生き方で世界に示していけるという視点はよい。伝統

や本物の力が南城市には残っており、それが世界を変える力になる。 

 伝統を通じてどう世界に寄与するかという話だが、その前に南城市がどう沖縄に寄与するか

という視点があってもよい。南城市にはグスクや御嶽があり、沖縄の伝統文化や精神文化の

基層が もよく見える場所のひとつである。例えばグスクとは何か、沖縄の精神文化とは何

かを考えるきっかけになるような、南城市の素地を通して県民が沖縄や琉球文化を見つめ直

すものとなってほしい。単なるまちおこしではなく、他の市町村の人々が関心を持てる手法

で実施してもらいたい。 

 市内では複数の課がそれぞれ構想や計画を策定している（ex.がんじゅうシティ構想、ムラヤ

ー構想）。これらの構想の足りない部分、例えばこれまでハード整備は市が行い、完成したハ



資 63 

ードの活用というソフト部分は民間に任せてきたが、本当に民間で活用できるのかという問

題がある。市としてハード整備だけではなく、ソフト部分にも関わる必要があるという意見

もある。尚巴志活用マスタープランは、そのような足りない部分を補完するものになるので

はないかと考えている。また、これまでの構想等は部署ごとにジャンル分けが行われており、

精神的なキーワードによるジャンル分けはなかったことから、フレキシブルに他の構想を補

完する形にできるのではないかと思う。【事務局】 

 物語がひとつの柱になるのではないか。南城市の物語で新しい柱をつくるとなると、マスタ

ープランではなくなるか。 

 尚巴志スピリットがあまりにも漠然としすぎていて、どう世界に貢献できるのか分かりにく

い。例えば、読谷村では17カ国300人の空手家を受け入れて空手の国際セミナーを実施して

いるが、これは、沖縄の文化のひとつである空手は、武器を持たずに自分の身を守るという

沖縄の平和のスピリットを体現していることを世界に発信しようと始めたものだ。このよう

なテーマなら分かりやすく、発信しやすい。南城市の場合、どこをどう発信すればよいのか、

世界に貢献する尚巴志スピリットとは何か、言葉の通じない世界の人々に発信するためには、

何を伝えるのかをはっきりさせる必要がある。 

 クロスファンクション会議やワークショップで出てきたワードは、ブータンのGNH（Gross 

National Happiness／国民総幸福量）に近いものだと思う。ブータンでもGNHが本当に指

標となっているのかという問題があり、そんなときに日本の南城市というところで、GNHに

近い概念の構想を策定するということは、生き方や地域文化の扱い方のひとつの例になるの

ではないか。現在の日本人は、皆どこに根をおろしてよいか分からないという状況になって

いるが、南城市では地に足のついた生活ができる可能性を秘めている。 

 事務局でも、上地委員の指摘通りマスタープランの性格づけに悩んでいる。尚巴志を行政計

画に結びつけることが難しい。全国で歴史的人物を活用したまちおこしの取り組みはあるが、

名前を冠しただけなど、本当に結びついて成功しているところは少ないようだ。何より、市

民が尚巴志についてよく知らないという状況があり、尚巴志をまちづくりに活かすという段

階までどうつないでいくのか。また、歴史文化資源と結びつけることも難しい。歴史文化基

本構想をより動ける形にリニューアルすることも役割のひとつだが、マスタープランとして

結びつけて行くことは難しい。【事務局】 

 この業務を知ったときは、南城市の誇る尚巴志を尊敬することから始める業務だと感じた。

例えば鹿児島では、西郷隆盛の悪口を一言でもいうと大変なことになるというくらい熱い思

いがある。そのような状況を目指したい。また、各課で策定する構想の細々とした部分を補

う構想であると捉えている。南城市では数年前に総合計画を策定したが、各分野には必ず「南

城市の素晴らしい歴史文化を活かしていく」という視点が入っている。これを尚巴志活用マ

スタープランでつないでいくのだろう。【事務局】 

 南城市には様々なよいものがあるが、それをうまく表現できていない。表現する形になって

いない。これはおそらく、深層心理的にうまく表現できるタイプ（話がうまい人）が地域の

人間に評価されにくいためではないかと思うが、しっかり表現できる形にする必要がある。

また、世界に貢献するということであるなら、南城市のオフィスを世界のどこかに設置する

くらいのことをした方がよい。さらに、世界のダイナミクスというか、人が流動しているこ
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とで新たな価値が生まれることを意識できるとよい。先ほど例に出た海士町では、東京にオ

フィスを持っている。政策として尖ったことをやっているように見える自治体は、やはり実

際に尖った仕組みを持っている。 

 

④マスタープランの形、事業のアウトプット・アウトカムについて 

 資料２で尚巴志マスタープランの形式として例示された課題型（スライド11）は、面白いと

思うが、在来のものとどういう風にリンクしていけるのか。役場内で「これはうちでやる事

業ではない」というふうになってしまわないか。 

 資料２の６スライド目に尚巴志マスタープランの立ち位置が示されているが、尚巴志活用マ

スタープランは、個別事業企画書型になるのではないか。切り込み隊長的な性格を持つ７つ

の物語をつくり、それを尚巴志に関係づけてはどうか。ヤハラヅカサや受水走水あたりを結

びつけて物語をつくる、ニーグスクとその他で物語をつくる、戦後の収容所や親慶原の民政

府跡を結びつけて…というふうに７つの物語を並べたマスタープランをつくる。そういう形

のほうが現実的ではないか。また、南城市は一風変わったところだという印象を持たせたほ

うが面白い。体系的にプランをつくるような性格ではないのではないか。 

 アウトカムとして、この事業の目標には「ひとづくり」が挙げられると思う。マスタープラ

ンを策定して事業が実施された後に、南城市のひとづくりができている状態、つまり尚巴志

スピリットを持った人材が育成されることがアウトカム指標なのではないかと考えている。

【事務局】 

 南城市は今までなかったものが始まる場所という性格がある。ヤハラヅカサしかり、港川原

人もしかり、尚巴志もしかりである。イノベーション精神、新しい生き方、新しい価値観を

持った人材が出て行く場所ではないか。 

 ブータンのGNHは指標である。何がどうだから幸せであるという指標をどうつくるのかが重

要で、アウトカムをどう評価するのかを考える必要がある。よい人材になったということを

評価する指標はないのだから、事業として意識しなくてはならない。文化財関係でいえば、

ブリティッシュ・カウンシルが文化的なものを指標化しようと取り組んでいる。 

 

⑤事務局からの質問 

先ほどの議論で、全国的に本物の文化が薄れているなか南城市には本物が残っていることが魅力だという

意見があった。その一方で、「テンペスト」のように史実に上乗せして新しいものを創作していく歴史の伝え方

がある。尚巴志マスタープランでは、そのような伝え方も視野に入れるべきだと思うが、尚巴志を市民の目

線で創作していくような歴史の伝え方についてどうお考えか？【事務局】 

 「テンペスト」の監修を務めさせてもらったが、あの話は完全にフィクションであることを

前提にしたものであり、それを肯定的に捉えている。フィクションであることを皆に周知し

た上での普及の仕方があってよい。その一方で、できる範囲では史実に基づいた基礎固めを

することが重要。史料から分からないことも多く、歴史像・人物像はあくまでも現在の時点

での仮の姿であり、将来的に変わっていく可能性がある。それを踏まえた上で、尚巴志とい

う人物像をきちんと研究して担保していく。そうすれば、市民が描いた自分たちの尚巴志像

（想像上の人物像）が独り歩きしてしまったときも安心できる。 
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県内でも特産品を開発して成功した事例もあり、失敗した事例もある。計画したけれども、実行されないとい

う事態にならないために、提言をいただきたい。【事務局】 

 ①市場のニーズがあるから実施する、②資源があるから実施する、というふたつには違いが

ある。これまで関わってきた事例で例えると、②のように地元に資源があるから買って下さ

いというプロダクトアウト型のプロジェクトでは、市場にニーズがあるのかが考慮されてお

らずなかなか成功しにくい。誰が買うのか、ビジネスとして成り立つのかを考えることが重

要。例えば読谷村では紅豚を特産品としているが、紅豚はもともと在来の豚ではなく、読谷

村に工場を設置することで村の特産品として売り出している。このように資源がなければ余

所から持ってきて特産品をつくることも可能である。先ほど話した空手の取り組みについて

も同様で、地域の空手家から意見が出されたものではなく、世界の空手家というマーケット

のニーズがあったことから、読谷村にそのための施設を設置した。10年間村と喧々諤々議論

しながら取り組んできたものであり、現在では関連団体が一丸となって取り組み、実際に地

域にお金も落ちている。地域にあるものを集めてそれを加工することが、必ずしも地域おこ

しや特産品開発ではない。マーケットと絡まなければ、持続的なビジネスにはならない。特

産品ではなく観光を考えた場合でも同様のことがいえるだろう。南城市が尚巴志を世界に発

信するとき、世界のニーズとマッチするのかを考えなくてはいけない。 

 

⑥事業へのコメント 

 教育史を研究しているが、近世以前の教育について記された文献資料はなかなかないため、

予想・創造で描くしかない。そのような創造力を持たなくては、一般庶民の教育は考えられ

ない。当時はおそらく共同体単位の教育だっただろう。おそらく尚巴志時代は農業中心とい

うよりも北海道の屯田兵のような組織だっただろう。上里委員が著書の中で表現しているよ

うに「激動時代」だったはずだ。そういうなかで南城市が形づくられていった。そのような

ことを、ある意味フィクションとして７つの物語として描く方法もあるのではないか。そこ

に上地委員の話のようにマーケットの視点を追加する。つまり、７つのアイデアを出すとい

うスタイルはどうか。南城市は 近、打って出る気風を生み出しつつある。打って出る素材・

ストーリーをつくって実行してみるということもよいのではないか。 

 南城市を訪れる人は、自分が何者か知りたいという人が多いように感じている。また、 近

小さな手づくり物屋さんが増えており、このふたつは同じ感情、つまり自己実現したいとい

う感情の表れではないか。自分が何者か知りたい人や、自分が何者か少しわかったのでそれ

を実現してみたい人が集まって、まちができつつあると感じている。この事業でクロスファ

ンクション会議やワークショップ運営に携わる中で考えたことは、実際に生きている人の躍

動感を無視したマスタープランはつくりたくないということであり、市民や役場の人が個人

として考えていることを引き出したいと思った。浅野委員がおっしゃった「打って出る」と

いうワードは、「自己実現したい」と同じように感じる。それが南城市のマーケットになるの

ではないか。県内では手づくり市が増えており、これは大量生産大量消費に疲れた人が多い

ということではないか。 

 尚巴志のキャンペーンが必要。市民が尚巴志について知らないことに加え、尚巴志を知らな
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い人は尚巴志スピリットを語ることはできない。せめて南城市民は尚巴志について語れるよ

うな状況にするための普及啓発活動が必要である。 

 尚巴志がまだ漠然としている。しっかりと市民に尚巴志そのものを徹底して認知させて、自

らの誇りといえる状況にすることが重要。うるま市だと「肝高の阿麻和利」がまちおこしの

キーワードになっているし、読谷村だと泰期をテーマにした祭りを開催したりしている。 

 尚巴志像の普及は、僕らのような歴史家の責任でもあると思っている。本や映像といった資

料だけではなく、例えば読谷村にある尚巴志の墓を調査する等のイベントがあれば話題にな

ると思う。墓の調査をして骨が出て、生前の姿を復元することができればメディアでも必ず

取り上げられるだろうし、多くの人が尚巴志という人物に注目するきっかけとなる。そのよ

うな行政ができることをいくつか実施することで、尚巴志の実像に迫ることもできるし、注

目される。挑戦的な文化事業があっていい。読谷村には阿麻和利の墓もあるし、尚巴志と同

時代の人として周辺を巻き込んで、学術的な手法で当時の謎を解明しながら、それがそのま

ま打ち上げ花火になる手法も考えた方がよい。 

－ 百十踏揚もクローズアップしたい。 

－ 伊良皆という集落は佐敷の人々で構成されており、そうしたつながりもある。 

 南城市が合併した当時は、４町村の微妙なバランスの中で、50～60代の面白い人が集まって

まちづくりを考えていた。今は、若い人が市役所の中で面白いことを考えている印象を持っ

ている。 

 「いいのは分かっているけど、したくはない」という人々がいる。そのような中で新しいこ

とを始めようとするとき、どこに担保を求めるのか。アフリカでは英語を話す人が多いが、

現地の人々は現地語を話すため、同じ場所に住みながら言語によってふたつの世界がある。

マスタープランを書類として策定して、よい計画ができたとする。どのようにしてその計画

の「よい」という価値をそのまま広げて行くのか。「これっていいよね」ということをきちん

と押し通せる計画であってほしい。 

 

 

（３）第３回検討委員会 

日時:2013年11月20日（水）15:00～17:00 

場所:南城市大里庁舎3階会議室２ 

 

①尚巴志像・副読本について 

 資料４－９ページに示されたロードマップで副読本の作成が位置付けられているが、副読本

を作成できるほど尚巴志について分かっているのか。 

 市民WSや庁内CF会議をみていると尚巴志について知らない人も多く、普及の必要性を感じ

ている。また、ただの伝記ではなく、フィクションであるということを前提にしながら、我々

が生きていく力をもらうためのストーリーとして、尚巴志像を描く方法もあると思う。【事務

局】 

 副読本は、書き方によっては十分可能だと思う。明らかになっているが市民が知らないこと

は多い。また、尚巴志が各時代においてどのように語られてきたのかということを含めたフ
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ィクションとして描く副読本もあり得る。 

 偉人伝としての尚巴志ではなく、尚巴志をとりまく人々や自然や歴史をテーマにすると、ボ

リュームの大きなものができると思う。また、ここで差している副読本とは歴史科学の本で

はなく、小学生向けの読み物だと思う。 

 上里委員のおっしゃるように、尚巴志の捉え方を副読本とすることは賛成である。しかし、

歴史的な史料がなく実証できない部分は、無理に描くよりも曖昧なまま留めておく方が適切

かと思う。観光では史実に基づかない観光用のストーリーをつくってしまうことがあるが、

本事業は文化課が実施する事業なので、観光客に供するストーリーと歴史的な事実は分けて

議論した方がよい。南城市には多くのモノが残されているのだから、不明な部分を無理につ

なげて語るのではなく、モノを見てもらうことで見る人に想像してもらうことができるので

はないか。 

 

②プラットフォームづくりの重要性 

 資料３－６ページに尚巴志活用MP流三本の矢として「尚巴志の普及・啓発・情報発信施策」

「地域おこしの人材育成施策」「尚巴志エコ・ミュージアム創造施策」の３つが挙げられてい

るが、マスタープランというものの目標のひとつはプラットフォームをつくることだと思う。

プラットフォームがなくては、様々な施策を考えても誰が実施し誰がチェックするのかとい

うことが曖昧になってしまう。私はエコ・ミュージアムがプラットフォームになる基盤であ

ると思う。この三本の矢は並行して進むようになっているが、上から下に時間軸で流れて行

くというよりは、基盤となるエコ・ミュージアムがあり、その上に尚巴志の普及啓発や人材

育成があるという、レイヤーを重ねて行くイメージだ。エコ・ミュージアムの事務局が中心

となって、様々な事業が進められていくイメージがある。 

 南城市が合併して数年経ち、４町村間を調整するだけではなく新たなストーリーをつくりあ

げる段階に来ているのではないかと考えている。面白い人材も現れていると思うが、そのよ

うな人々が集う常設のプラットフォームが必要で、そのプラットフォームの財政をどうする

のか、行政がどう関わるのかを考える必要がある。市民主体というが、極めて現実的に考え

て、誰が担当し、どのように給料を支払うのか、うまく回していくためには組織はどのよう

な形態がよいのかを考える必要がある。 

 佐敷小学校には尚巴志の像が建立されているが、子供たちにどのように伝えられているのだ

ろうか。昨年５月には佐敷小学校のPTAが尚巴志の墓の調査をしている。尚巴志への思いが

なければこのような動きは生まれないわけで、尚巴志スピリットはこのような部分に結び付

いていくのだと思う。このような動きをどう捉えるのか。 

 マスタープランを運営していくためのプラットフォームについては、上地委員からのご指摘

どおり市内には尚巴志をめぐる動き等があり、これはプラットフォームを求めているという

ことではないかと感じている。プラットフォームをどのように築くかという点については、

私は以前シュガーホール業務に関わらせていただいており、市民ミュージカルがよいプラッ

トフォームの築き方ではないかと感じたことが契機となっている。【事務局】 

 尚巴志スピリット＝多くの市民が尚巴志をどのように考えるかについては、いかに市民に素

材を多く与えるかという問題で、このマスタープランにおいてもそこが重要だと思う。歴史
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的に明らかになっている事実を、市民にどのように投げかけるかが大切であり、尚巴志歴史

館を構想しているのであれば、そこが人々に歴史の素材を提供するプラットフォームになる

こともあり得るのではないか。 

 大学で歴史研究に携わる学生たちは、歴史学として研究・発表する機会はあるが、それを地

域で活かしていく機会は、大学のカリキュラムでは得られない。そのような人々が関わるた

めのワンクッションとしてのプラットフォームがあってもよいのでは。 

 プラットフォームには、喜瀬さんや上里委員の話の様な”機会”のプラットフォームと、人々

が集う場としての”場”のプラットフォームがある。具体的な話になるが、地域デザインセン

ターの活動をしていて、人が集まるプラットフォームとして保育園を利用することを考えた。

保育園は園地がありよいサイズ感だ。近々使われなくなる保育園があることは分かっている

ので、そのような保育園のリユースがあってもよいのではないか。 

 

③市民と行政の関わり方について 

 このマスタープランは大枠を語れないような複雑性を持っており、もう少し機能をシンプル

にした方が理解しやすいし、市民にも単純な方が受け入れられやすいと思う。まちづくりの

活動をしてきて思うことは、能力や特性やモノがつながるのではなく、「人がつながる」とい

うこと。人がつながっていれば、あっていないところは人があわせてくれる。まちづくりの

成功事例として挙げられる地域には、地域をまとめて引き上げてくれる個人がいる。この事

業でプロデューサーになれる人材が生まれたとき、その人にどうつなぎ役になってもらうの

か、どのような立ち位置なのか（給料が出るのか、ボランティアベースなのか、ボランティ

アだとするならば彼らにどんなメリットがあるのか）、その辺りが見えない。 

 地域の人材活用は理想ではあるが、現実的には難しいと思う。市民WSに関わって感じたこ

とは、WSの担当者と接点のある市民は積極的に参加してくれるが、接点のない市民はそう

ではないということ。担当者との信頼関係があるかどうかで、このような結果になるのだと

思う。こういう人材が地域にいるから活用しようと行政は考えるが、実際に動くかはその人

の気持ち次第だ。接点のない市民からすると役場は敷居の高い相手であり、いかに市民との

接点を増やして信頼関係を築いていくかが重要。尚巴志は弱い立場だった女性や農民と一緒

にチームを組んでひとつの国をつくった。それが尚巴志スピリットだと理解しており、そう

いう努力が大切だと思う。資料４－６ページに紹介されたNPO法人かやぶき集落萩ノ島は、

行政の人間が一市民として活動を始めることで、周囲の人間も同意して活動が広がった。南

城市でもそういうところが足がかりになるかもしれない。 

 ムラヤー構想と重なる部分があるということだが、ムラヤーを変えることは歴史的には重大

なことで、どう実施していくのか。エコ・ミュージアムが中心になるとして、人物と組織、

そしてその収支をどうするかをクリアできればうまく動き出す気がしている。 

 三本の矢は、すべてハードではなくソフト事業である。これを、どこが（誰が）主体的に担

うのかが見えない。進め方によっては、市民が協力してくれるのか、地域のものになるのか

不安だ。主体は市民ということは分かるが、実際の実務を担う主体はどこになるのかを考え

る必要がある。 

 「小谷マーイ」は典型的なエコ・ミュージアムだと思うが、このような活動を他の場所でや
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りたいという話が出てきたときにサポートする組織がプラットフォームだと思う。シュガー

ホールは、市から年間１億円の補助があるおかげで自主事業ができている。半島芸術祭は工

芸家自身がショップを持っていることで、ある程度採算がとれている。では、このエコ・ミ

ュージアムはどのような財源でやっていくのか。今回資料で示された内容では、市がサポー

トするという部分が見えない。しばらくは市が予算なり人材なりをサポートして組織づくり

を行わなくてはならないと市長に直談判してでも実施する必要がある。 

 資料４－３ページで「役場内での部署を横断するための仕組み」が挙げられているが、市内

横断ネットワークについてもっと言及してほしい。このままでは市民に丸投げしている印象

を受けてしまうため、行政として何をするのかという言及が必要。北中城村の大城集落の事

例でも役場職員のOBが核となっている。私も地域おこしを始めるときは、その地域に住んで

いる役場職員を探したりする。予算補助を受けるにしても地域の人にとっては書類を作成す

るだけでも難しいため、そういうサポートも必要。 

 資料４－９ページのロードマップ中に「市民発案の事業が多様化し、まちづくりが行政の仕

事ではなくなる！」とあるが、押し付け様な印象を受けるので書きぶりを修正した方がよい。

まちづくりに関わる団体等は10年くらいで活動を閉じてしまうことが多く、15年後を想定す

ると人の入れ換わりがあるはずだ。 

 

④尚巴志三山統一600周年、尚巴志スピリット、マスタープラン等の広がりについて 

 尚巴志三山統一600周年は、琉球という歴史の始まりがここにあるのだから、南城市だけで

はなく沖縄県全体をあげて実施しなくてはならないテーマだと思う。 

 尚巴志の三山統一とは、アジア諸国を含め様々な人々と仲良くすることだったと思う。2029

年は心で結びついていく世界を目指すことがよい。 

 行政がイニシアティブをとって行ってきた事業の整理も必要だろう。2029年度を着地点とす

るならば、今後起こると考えられることをどう取り込んで発展していくのかを、どう担保す

るのか。 

 尚巴志を理解したり演じたりしながら自らの中に内在化していく話しと、それによって尚巴

志スピリットを持った人がまちづくりをする話を一緒に議論してはいけないと思う。 

 尚巴志スピリットとは何かに言及しないまま壮大な話が始まるため、分かりづらい状態にな

っている。尚巴志スピリットを核にするのであれば、尚巴志スピリットとは何かを定義しな

くてはならないと思う。 

 尚巴志スピリットが基盤になるかはさておき、市民WS等から導き出された尚巴志スピリッ

トは６つある。こういう精神性を持った南城市民が育成されていくことで、新しい南城市を

つくっていくことが、尚巴志スピリットが指していることだと思う。これが 初にあるべき

かはともかく、目指しているところはそこなのかなと思う。 

 2029年の三山統一600周年が県レベルの事業だとすれば、南城市は８年前の合併から外に広

がっていく力がついてきたのかなと思う。歴史上の人物は捉えられ方がふたつあり、ひとつ

は偉人伝的な捉え方、もうひとつは文脈的な捉え方である。ここでは、尚巴志をテキストと

して捉えている。コンテキストやストーリーが見えるから、面白いと感じのめり込めるので

ある。尚巴志単体ではなく、三山統一の歴史が尚巴志の魅力だと思う。そう考えればライバ
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ルだった他自治体との連携可能性があり、県のレベルにまでつなげていけるのではないか。 

 

 

（４）第４回検討委員会 

日時：平成25年2月20日（木）15:00～17:00 

場所：南城市役所大里庁舎 ３階会議室２ 

 

①尚巴志をどうアピールすべきか？ 

 滋賀県高月町の雨森芳洲の事例は、道徳だけでなく、産業振興もセットである。商工会が

中心となり、芳洲が交流に尽力した韓国をモチーフにしたキムチやにごり酒等の特産品開

発を行っている。また、韓国との文化交流にも定評がある。いずれも郷土の偉人・芳洲に

関連した活動や取組として市内外に知られている。 

 「李藝（りげい）」という15世紀の韓国の人物が尚巴志と交流している。この時代、倭寇が

朝鮮から住民を拉致し周辺諸国へ売り飛ばしているが、李藝はこれらの被害者を連れ戻し

た外交官である。琉球にも来て尚巴志と会談したと考えられており、結果、琉球在住の被

害者を連れ帰っている。現在、韓国の子孫団体が沖縄に李藝の像を造りたいという動きが

あり、尚巴志の海外交流の一端を象徴している。 

 安里進先生の説によると、尚巴志が武寧を倒した頃、13～14世紀は再生稲作が中心だった

が、佐敷あたりから高度な稲作農法として二期作が普及し始めた。当時までは集落数が少

なかったが、15世紀に入ると生産性も上がり、集落の数が増えてくる。尚巴志の業績をと

らえるには、そういう時代背景も理解しなければならない。 

 海外からの観光客にとって、南城市はとらえどころがないらしい。そういう意味では目に

見えるわかりやすい施設や像みたいなものも重要ではないか。 

－ 目に見えるものなら、かつての集落を復元するという考え方もあるのでは。子どもたちに

「南城市は水が豊かで、水田が勢力の基盤になった」ということを教える題材にもなりう

る。立派な建物を造るより復元のほうが予算も少なくて済むのではないか。 

－ 再び高月町の例だが、芳洲の実家を「芳洲庵」として整備し、展示施設と交流センターを

兼ねたような利用をしている。 

－ 集落復元ならば、古民家や水田など当時の生活インフラを再生し、三山統一のバックボー

ンになったことを実感できるような施設になればよい。ここを南城市の国際交流拠点とし

て位置づけることもできると思う。沖縄と本土の違いが博物館に行かずとも、フィールド

で体感できるということは重要。 

－ 佐敷や新里あたりに場天ノロ関連文化財群が分布している。鎌倉芳太郎が詳細なスケッチ

等を残しているので、復元する際の材料になるだろう。 

－ 博物館など残念なケースも多い。一つの機能だけでなくいろんな機能を持たせたい。内地

の沖縄イメージを投影した映画村のような機能があれば、いろんな切り口で使える。 

 初にも言ったことだが、尚巴志だけでなく、尚巴志の周辺の人物に焦点を当てれば、参

考となる史料は拡大する。例えば「尚巴志を支えた女性たち」のような視点で尚巴志の逆

照射ができる。女性を大事にしてきた琉球の歴史の掘り起しにもつながる。 
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 ブックレットのような副読本を作るという手段もある。 

 

②エコ・ミュージアムの具体像 

 「小谷まーい」のように地域の人がガイドしながら地域を見せる取組が始まっている。こ

うしたいわばサテライト・ミュージアム的な活動の中で、地域の人が気づいた問題点（例

えば石積みが崩れそう等）を文化課にあげてもらい、それに対応する仕組み（文化遺産の

修理等）をつくりたい。【事務局】 

 建物や集落の復元のような取組は、本当に正しいのか（真正性）が担保されるのかという

問題があるものの、できあがったものはエコ・ミュージアムの核として利用できる。しか

し、核から出発して点在する地区をどう回ってもらうか、資源を活用したソフト事業をど

うするか、という課題がある。 

 「今あるものをどう活用するか」という視点も重要。例えば、仲井間グスクは雑草ばかり

で誰にも知られていない。カーもごみだらけ。今ある資源を維持管理して、見せるという

ことにも注力してほしい。 

－ そうした文化遺産をきれいにして、日常的な南城市散策コースができればいい。健康増進

課のウォーキング事業を巻き込むこともできる。 

－ 市史編纂室で集落の文化遺産サイン業務を行っているので改善されるだろう。【事務局】 

 住んでいる人の目線が必要。地域の個性を活かして無駄なものをつくらないようにする。

垣花ヒージャーのように、何もないのに人が集まる場になるのが理想。 

 

③地域の人材活用・育成 

 市民大学、市民協働、ムラヤー構想、なんじいなどいろんな事業があるが、活動している

市民の数は限られているし、多角化すると市民の活動が散らばってしまうので、そこは統

制する必要がある。 

 外部の人が地域の中に入っていくときには、地域のフォーカスパーソンが必要で、そうし

た人材の育成が望まれる。また、一口に「地域と関わる」というが、地域がどこまで関わ

るか・受け入れるという部分を明らかにする必要がある。普通の生活は生活として残して

いく。 

 子どもの教育に力を入れるべき。市内で就学困難児童が増えている。公民館で「尚巴志塾」

のような無料サービスを行うとか、字単位の「尚巴志奨学金」をつくるとかのシステムを

つくったほうがよい。 

 

④マスタープランの伝え方 

 カルタという方法もある。カルタだと何回でも遊びながら学べ、表現力プラス想像力があ

る。言葉も説教じみていないし、インパクトを持って伝えられる。 

－ カルタを琉歌でつくるのはどうか。子どもたちが８・８・８・６の形式になじみが出るの

ではないか。 

－ 本格的な琉歌は敷居が高いので、素人も参加できる部門をつくるべき。 

－ 元々、琉歌には本格的なものと、歌を読み替えた遊びのもの（パロディ版）が両立し、対
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比されていた。 

 

⑤字の取り組み支援 

 各字で事業提案するとき、大人数でプレゼンに来るときは必ず市の職員が入ってインプッ

トしているようである。MPには行政と市民が交わるという提案があるが、字出身職員を担

当にするなど役場側のアレンジも求められる。 

 今後まちづくり振興課と文化課の絡み、プラットフォームとの絡みが重要になってくる。

そこに財政基盤をどう折り合いをつけるかが課題。 

 エコ･ミュージアムで主体となるのは字であって、地域の人がいてこそ文化財は生きてくる。

字ごとの意識をつくっていくのが一番大事になると思うが、どう浸透させて広げていくか

の字単位の取組がMPでみえない。 

－ 人口300人以下など弱小の字をどう拾い上げていくかという点も重要になる。 

－ 南城市は字単位で仲のいい地域だと思う。でも他字の動向は知らないことが多いので、字

同士がＰＲしてお互いに知ることが必要。 

－ 尚巴志スピリットを基盤にして、家族を大事にする、高齢化や防災面での対応策を明確に

するなど、各集落に光を当てる機運が育てばおもしろいと思うが、MPでは集落の取組がよ

くみえない。役場と集落が今後一緒になれるかが課題になる。 

－ サテライトをどうつくっていくかについて、MPではまだ漠然としている。地域に入って具

体化していく作業は平成27年度からスタートする。【事務局】 

 防災の切り口はいい。経済や活性化は関心を持たない人もいるが、命はみんなに共通なの

で、全市につながっていく。 

－ 例えば石獅子は防災資源だから、これを防災の切り口で取り上げる可能性はある。津波の

経験はあるはずなのに言い伝えが残っていない。サテライトでは防災行政とつながること

も必要では。 

－ 津波は千年に一度は沖縄を襲っているが、スパンが大きいので伝わっていないのでは。 

 地域が関わり地域の発展に寄与する観光として、コミュニティベースドツーリズム（CBT）

という考え方がある。観光では、文化財を文化資源ととらえ、いかに活用するか、そこに

観光がどう関われるかが問われるようになっている。観光は地域住民と観光客とのつなぎ

の役割をすることがあり、私も学生と一緒に北中城村で、地域の資源を調査して、グリー

ンマップに落として、地域住民が改めて自分たちの資源を再確認することのお手伝いをし

ている。観光という考え方に基づいて地域を再生するという立場である。 
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資料３ 市民周知シンポジウム（円卓会議）の記録 

３－１．円卓会議の実施概要 

（１）沿革 

日時：2014年3月1日（土）14:30～17:00 

場所：南城市役所大里庁舎 市民ギャラリー 

主催：南城市教育委員会 

開催協力：特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく、公益財団法人みらいファンド沖縄 

テーマ：南城市尚巴志のまちづくりを考える円卓会議「尚巴志を活かしたまちづくりのために、

市民の知恵とチカラが発揮できる場をつくるには？」 

議事次第：①挨拶（大城秀子氏 文化課課長）～②話題提供（上里隆史氏）～③論点提供（喜瀬

斗志也氏）～④セッション１（各自の取り組み紹介や論点提供者へ質問）～⑤サブセッション（休

憩を兼ねて、会場全体で歓談）～⑥セッション２（全体で意見交換） 

登壇者： 上里 隆史 氏（歴史研究家） 

上地 哲 氏（沖縄国際大学産業情報学部 非常勤講師） 

石田 俊輔 氏（なんじょう地域デザインセンター 理事） 

大濱 絵里子 氏（紙芝居グループ「トライアングル」） 

城間 正一 氏（尚巴志像建立期成会 副会長） 

又吉 俊充 氏（沖縄タイムス社 南部総局編集部 記者） 

屋我 英樹 氏（一般社団法人南城市観光協会 主任） 

喜瀬 斗志也 氏（南城市教育委員会 文化課 主事） 

 

（２）話題提供の概要 

 尚巴志とは、1400年代初頭に佐敷より身を興して沖縄島を統一し、「琉球王国」を成立させ

た天下人で、通称「佐敷小按司」。神号「勢治高真物（せじだかまもの）」。 

 尚巴志の人物像として、①身長150センチに満たない、②豪胆で志高く、抜きんでた英雄の

才がある（『球陽』より）、③名刀と鉄器を交換した逸話に代表されるような、民衆を思いや

り人望ある人物、等が挙げられる。 

 また、王都・港湾整備や地方行政（間切）の制度を確立し、およそ500年続く「琉球」のカ

タチをつくった。 

 尚巴志は1372年の中国（明）と外交関係成立、アジア各地との中継貿易などを始めた。東南

アジアや日本、朝鮮などの各地域と積極的な交易活動を推進したため、海外のヒト・モノが

流入した。また、優秀な外来者を積極登用した。 

 外来宗教を受け入れ、仏教をさかんにし、官寺（十刹）を建設した。また、中国の道教も信

仰。在来宗教についても、「場（馬）天ノロ」（テダシロ）を頂点に組織化を図った？ これ

は現代の南城市聖地化の原点では？ 琉球の宗教文化の雛形を準備したといえる。 

 尚巴志の人物像や歴史は、「残された史料から少ないからよくわからない」とは必ずしも言え

ない。1420年頃の琉球代主書状（「阿多文書」）に尚巴志の直筆？がある。丹念に拾っていけ
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ば文書の数は増える。また、尚巴志に関係する人々をとおして人物像を浮き彫りにすること

ができる。 

 第一尚氏は「海印」を用いた。言葉の響きがいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）論点提供 

 なぜ尚巴志を活用するのか？というと、①尚巴志は南城市の出身であるから、②尚巴志で多

くの資源が活きるから、である。 

 ②については、南城市の指定文化財はグスク時代が中心であり、多くの文化遺産を観光に活

かすには「尚巴志」というキーワードが必要。重要なことは、尚巴志を広義的にとらえるこ

とで、強みを最大限に活かすという視点である。 
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 尚巴志の何を活かすべきか？ まずは精神的価値であり、それからキャラクターや遺跡等の

物質的な価値だと考えている。足腰の強い商品づくりを行い、地元の人が愛するものを観光

客にも提供するという順序になる。 

 尚巴志活用マスタープランは、①尚巴志の普及・啓発・情報発信、②地域興しの人材育成、

③エコ・ミュージアムの創造の三本柱からなる。平成26年度から始動して、三山統一600年

に当たる2029年までに「尚巴志スピリットを持った人材大国」を実現したい。 

 立ち上がりは一括交付金を活用するが（５年ぐらいを想定）、将来的には独立した組織を目指

したい。クラウドファンディングや地域ならではの商品開発を財源とする考え。 

 今日の論点は、①尚巴志を活かしてどんなことができそうか？と、②多くの人が参加しやす

い仕組みづくりはどう取り組めばいいか？だと考えている。 
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（４）セッション１の主な意見  「尚巴志はなぜ浸透しないか？」 

 尚巴志の像を造ろうと資金を集めている。取り組みは旧佐敷町時代の佐敷文化協会の中から

スタートし、現在は佐敷や南城市の枠にとどまらず、全県的な支援が集まってきている。像

建立には大体二千万円ほどかかる見込み。シュガーホールか旧佐敷町役場が候補地。[城間氏] 

 「尚巴志ハーフマラソン」など名前が使われているが、子どもたちや地域外の人へもわかり

やすく尚巴志を知ってもらうことが必要。[屋我氏] 

 滋賀県高月町（現長浜市）では、雨森芳洲の言葉がまちのいろんなところで生きていて、ま

ちの誇りになっている。雨森の業績にちなんで、韓国との交流、キムチやマッコリ等の特産

品づくり、学校副読本など多様な取組につながっている。[上地氏] 

 尚巴志を知る機会が少ないし、関連資料も少ないと思っている。郷土の素晴らしい人に誇り

を持ってもらうため、紙芝居事業を行っており、これをとおして住んでいる地域を知っても

らい、人への思いやり・やさしさが育まれればと思っている。[大濱氏] 

 偉人としての文脈ではなく、歴史の中での、沖縄全体の中での文脈づくりが必要。何のため

にやるかを明確にした参加が必要で、例えば「子どもにバトンを渡していく」などの直接的

ではない目標のほうが参加が得やすい。[石田氏] 

 尚巴志をキーワードにした新聞記事としては、現状ではハーフマラソンがほとんど。市民か

らの積極的な情報発信があれば変わっていく。[又吉氏] 

 

（５）サブセッションの主な意見  「尚巴志スピリットを育むにはどんな取り組みがあったらいいか？」 

 総合的な学習の時間等を活用して、尚巴志について時間をかけて学び（WS 等）、発表する機

会をつくる。 

 歌や広報誌への連載など啓発活動。 

 平和学習（尚巴志が三山統一して平和な世にしたことを平和学習につなげられないか？） 

 演劇や教育現場。 
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 エンタメ時代劇。 

 尚巴志奨学金（採用時の条件など尚巴志に関連させる）。 

 学芸会等の劇の際に「尚巴志」の劇シナリオを子どもたちに考えさせる機会を与える。 

 尚巴志の貿易促進の知恵等を現代に結びつける。 

 小学生と高校や大学生を結びつけた尚巴志コミュニティ。 

 ネットワーク。 

 「もう逃げられないぞ」。 

 子ども。 

 三山を統一しようと思い立った心や経緯を含めて、尚巴志の人物像がよくわからない。 

 琉球史の小中高での教育義務化。 

 副読本。 

 

（６）セッション２の主な意見  「尚巴志のまちづくりの実現にむけて何から着手する？」 

 地域の文化財が保存・継承されているというが、実は引き継がれていないことも多いのでは

ないか。一方、大里のイオンタウンのように、現代社会で人が集まるという要素には生活の

リアリティがある。[石田氏] 

 南城市は井泉（カー）が豊かなところだが、戦前まではカーが地域社会で人が集まり賑わい

があるところだった。このように生活に欠かせないということが失われているわけで、文化

財の必要性を生活の中で再定義しなければいけない。[上里氏] 

 南城市の水がきれいで豊かという特徴は、クレソン畑という資源となって表れている。歴史

をただ受け継ぐだけではダメで、歴史や文化の中からストーリーを育て、それを商品の付加

価値として転化しないとモノは売れない。[上地氏] 

 歴史に興味を持つ人はいいが、無関心層に対してどう伝えるか？ 尚巴志のイラストコンテ

ストなどを行い、その時代考証を行う中で「尚巴志とは何者か？」を内部化していくことが

できるのでは。[又吉氏] 

 一人ひとりが輝ける人づくりがまちづくりの基本。学習発表会などふるさと教育を行い、背

景を知る子育てを進めていくと、感謝の心を持った子どもが育つ。[大濱氏] 
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３－２．参加者の主な意見 

（１）印象に残ったこと・良いアイデアだと思ったこと 

 内輪でイザコザが起こることをよく耳にします。“世代をおく（対象：子ども etc）”ことで

目的を共有するという話がとても参考になりました。 

 各々の活動を共有させること。 

 尚巴志のことをもっと知りたいし、知ろうと思った。 

 文化財の現状、課題・問題。 

 まちづくりに向けて、なぜ尚巴志を取り入れていくのか、明確なコンセプトがない。 

 高月町の事例。 

 尚巴志副読本があればいいと思いました。まずは知ることから。 

 雨森芳洲の地域を誇り、人を誇る姿勢はいい。 

 「子ども」→「孫」 見えないからこそ目的が明確になる。 

 尚巴志奨学金。 

 文化継承は義務的なものではなく、「思い」でやるもの。 

 商品はストーリーがないと売れない。[2 件] 

 幼少年からの人材育成。 

 産業はその地域の文化とつながっている。 

 小学生と高校生・大学生をつなげる「尚巴志コミュニティ」（地元の後輩たちの面倒をみたり

ふれあうことによって、地元愛が生まれたり教育水準の向上も図れる）。 

 「尚巴志ちんすこう」とかを今後売っていくとしたら、小さな紙に尚巴志のストーリーを書

いて（マンガ等）、それを読んだ後にちんすこうを食べてもらうと、観光客として南城市を訪

れてくれるかもしれない（尚巴志×食べ物のストーリー）。 

 「尚巴志」というビッグネームながら、世間的にはピンとこないという感じがあります。し

かし、これだけいろんな人・いろんな動きがあり、熱気が感じられたことがよかったです。 

 子どもたちに尚巴志スピリットを落とし込むには、各小学校の校長・教員レベルを一堂に集

めて、市の熱意を伝えることが必要。行政と教育機関の連携なしでは、まちづくりは一過性

のもので終わるだろう。要はどれだけこの取り込みに“本気”の人材を集められるか。 

 成功しているうるま市の“阿麻和利を活用したまちづくり”を参考にすべく、うるま市の人

材との意見交換会などもっとしてみたら？と思います。 

 行政だけの計画ではなく、地域の思いももっと取り入れたまちづくりにしてほしい。 

 生活と文化財をつなげる。例）カー。／ストーリーを打ち出す。 

 「跳べ！尚巴志」の再演希望！[2 件] 

 南城市民をメインとして市外からも出演者を集めたらいいのでは？ 読谷村の「読谷山花織

の宴」に私も出演するのだが、出演や鑑賞をとおして読谷の偉人について興味を持つように

もなった。南城市外のみんなにも「尚巴志」を知ってもらうキッカケになるのでは？ 

 それぞれがその場所でがんばっている活動を、目標を明確にわかりやすくひとつにまとめて

いき、わかりやすく広がればいいですね。期待しています。 
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（２）あなたが考える「尚巴志スピリット」を一言で言うと？ 

 愛。柔軟性。 

 出身地で人物が取り上げられ、大切にされることはありますが、尚巴志は国王という点で少

し特殊なイメージを持ちました。 

 人と人とのつながりからのストーリー性。 

 人間づくり。 

 ネットワーク（尚巴志に関わりのある地域へのつながりをつくる）。 

 三山を統一しようとする心意気。 

 庶民にやさしい政治家だな～と思いました。今の政府もこうあってほしいです。 

 国をつくる志だと思う。 

 真の善を見抜く力。 

 歴史でつながる。 

 平和を築いた偉い人。 

 包容力。 

 地元スピリット＝地元愛。 

 地元愛、郷土愛、琉球愛＝利他的であるということ、全体のために。 

 温故知新。「温めよう。南城市」「知ろう。南城市」「志。尚巴志。南城市」 
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