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本業務の概要

１－１．業務の目的と内容 

 

（１）業務の目的 

南城型エコミュージアム実施計画（以下「総論」と呼ぶ）におけるサテライトの計画内容を掘り下げるとともに、

これまでに策定した各論１、各論２の内容を踏襲しながら市民や市内観光関連事業者における計画の理解を

深め、南城型エコミュージアムの普及、啓発、情報発信、環境整備につなげるための情報整理を目的とする。 

 

 

 

 

（２）業務の内容 

１）与件及び関連計画等の整理 

基礎資料（南城型エコミュージアム実施計画［総論］報告書、南城型エコミュージアム実施計画［各論１］及

び［各論２］報告書）を整理・把握し、事業の位置づけを明確にする。 

 

２）地域入り懇談会の実施 

南城型エコミュージアムにおける27のサテライトのうち、９地区について実施計画の説明を行い、地域の現

状と将来像の確認を行う。また、今年度文化課が実施する尚巴志塾の成果について地域へ情報提供し、客

観的魅力として記述する。これらの情報を基に手ぬぐいのデザインを制作し、懇談会の成果を可視化するとと

もに、地域の魅力をデザイン化する過程について共有する。 

 

３）過年度懇談会実施地域の経過把握 

前年度までに地域入り懇談会を実施した地域（津波古、小谷、新里、佐敷、知名、安座真、久手堅、久高、

垣花、仲村渠、糸数、船越、前川、西原、南風原、大城、稲福、真境名）を対象に、意見交換会を実施し、取り

組みの経過を把握する。 

 

４）ブランディング事業の実施と検証 

市内において南城型エコミュージアムのブランドを発信するための取り組みとして、ブランディング事業を実

施する。実施後は、必ず効果検証を行うこととし、参加者からアンケート調査等によって感想を得る。 

 

５）南城型エコミュージアム検討会議の開催 

これまでの取り組みを踏まえて、将来的に南城型エコミュージアムの担い手として想定できる観光関連事業

者等を招集し、計画策定後の進め方を検討するための会議を開催する。 

検討会議の参加者は、市内の観光関連事業者や地域関係者等から構成し、学識経験者を１人招集する。 

今年度の対象サテライト９地区 

手登根、知念、百名、新原、玉城、奥武、富里、當山、稲嶺 
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本業務の概要 

６）南城型エコミュージアム実施計画書（各論２）のとりまとめ及び印刷製本 

市と協議しながら計画書の執筆を行う。 
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本業務の概要

１－２．基礎資料の整理 

 

１－２－１．南城型エコミュージアム実施計画（総論）について 

南城市では、平成29年２月に「南城型エコミュージアム実施計画」（以下、総論という）を策定した。これは、

南城市全体の取組方針を位置づけたものであり、南城型エコミュージアムの「総論」というべき内容である。 

総論では、南城型エコミュージアムとはどのようなものか、その目標と方針、サテライトミュージアム候補地と

候補地ごとの魅力及び将来像、行うべき取組、サテライト同士をつなぐディスカバリー・トレイル、総論実現にむ

けた取組などを取りまとめた。以下に概要を整理する。 

 

（１）南城型エコミュージアムが目指すもの 

１）目標 

南城型エコミュージアムは、エコミュージアムの概念を活用しながら、観光まちづくりを行っていこうとするも

のである。観光まちづくりの取組を進めるなかで、南城市らしい資源管理と観光誘客の施策を表裏一体として

進め、観光客の満足度を高めるとともに、リピーターを増やしながら若者や子育て世代の移住定住を促進し、

持続可能な地域づくりに寄与していきたい。そして、住民自身が地域に根づく資源の価値を高めるとともに、魅

力的な着地型観光に取り組み、より多くの観光客をひきつけるまちとなるため、南城型エコミュージアムは次の

ような目標をもちたい。 

 

 

 

 

２）方針 

 

 

・人々が歴史的に受け継いできた南城市の自然や文化、生活様式や伝統などを次世代へと継承していくため

には、住民自身の資源との関わりを深める必要がある。 

・住民が地域の魅力や価値に改めて気づき、自らが主体となって資源の維持・管理を行ったり、魅力を伝える

活動を促す。 

 

 

・地域ならではの観光体験を提供する着地型観光をすすめ、観光客のより深い地域への理解を促す。 

・地域の何気ない日常生活や受け継がれた文化に価値を見出し、観光客を魅きつけるプログラムや商品を創

出することで、観光客の誘客を図る。 

・観光という手段をとおして地域にお金が落ちる仕組みをつくり、地域振興を図る。 

  

地域の価値を育み、人々がめぐり会う魅力あふれる観光まちづくり 

住民の主体的な資源管理の促進 方針１ 

魅力的な着地型観光の推進と観光客の誘客 方針２ 
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本業務の概要 

 

 

・観光客の市内の滞在を促すためにも、市内に点在する多様な要素どうしを様々なテーマで結びつけ、組み

合わせることで、人々が回遊する仕組みを生み出す。 

・観光客が地域をめぐるなかで住民と出会い、交流が生まれるような仕組みづくりを行う。 

・観光客の目的地への円滑な誘導を図るべく、地域内外において活発な情報発信を行う。 

 

 

・これまで市の様々なセクションにおいて実施してきた、歴史や文化、産業、地域振興にかかる事業をエコミュ

ージアムで包括し、体制面や事業内容について連携を図ることで事業の相乗効果を高める。 

・市内各地で実施されている既存のイベントとの親和性を持たせ、付加価値を高める。 

 

 

（２）サテライト候補地 

１）サテライト候補地について 

南城型エコミュージアムでは、サテライトはひとつのストーリーで結ばれた地域である。よって必ずしも集落

（自治会）単位というわけではないが、総論ではサテライト候補地を集落単位で、27の候補地を整理している。 

なお、サテライト候補地はこれらの集落に限らず、今後のエコミュージアム展開において、随時、追加のエリ

ア設定も行う予定である。本事業はムラヤー構想と緊密な連携をとりながら進め、各地域の資源をいかした地

域活性化や観光振興につなげることを企図しており、最終的には市内の全70自治会がそれぞれのストーリー

で合従連衡し、サテライトとしての活動を行うことも視野に入れている。 

図表 サテライト候補地 
旧 

市町村 
サテライト候補地 

佐敷 
佐敷、新里、小谷、津波
古、手登根 

大里 
西原、南風原、大城、稲
福、真境名、稲嶺 

知念 
知名、安座真、久手堅、
知念、久高 

玉城 
百名、新原、仲村渠、垣
花、玉城、富里、當山、
奥武、糸数、船越、前川 

 

２）南城型サテライト事業の展開 

南城型エコミュージアムの活動に住民の参画を促すためには、サテライトの住民一人ひとりが地域に関心を

持つ必要がある。そのため、住民が地域資源を活用していく手順として、総論では「ウムイ（想い）」をキーワー

ドに、次のような活動の展開を位置づけている。 

回遊と交流を促す仕組みづくり 方針３ 

関連事業を包括し、相乗効果を図る 方針４ 



  

5 

本業務の概要

表 南城型サテライト事業の展開 

ウムイを 

めぐらす 

子どもからお年寄りまで住民一人ひとりが、自分が暮らす地域にどんな資源があるのか、ある
いは昔どんな出来事が起こったのか、過去から現在に至るまで地域に想いを巡らせます。み
んなで資源の調査を行ったり、話し合いを重ねたりするなかで、地域の特徴や魅力を見つけ
出します。 

ウムイを 

よせる 

みんなで想いをめぐらせて発見した地域の魅力の一つひとつに想いをよせて、花や作物を大
事に育てるように地域資源の管理を日常的に行い、資源の継承や復活にむけた活動を展開
します。資源に想いを寄せる人々のなかから、活動のサポーターを育成します。 

ウムイを 

こめる 

これまで想いを寄せて育ててきた資源に、地域を愛するたくさんの想いを込めて、新たな付加
価値を加えます。サテライトの日常風景や人々の生活に眠る価値を再編集し、地域発の観光
プログラムの創出や産業振興につなげていきます。 

ウムイを 

とどける 

地域の資源にぎっしりつまったみんなの想いを、より多くの住民や市民、観光客に届けます。多
様なメディアを活用して、南城型エコミュージアムの理念が社会に浸透するように、広く地域内
外に情報発信を行います。 

 

 

（３）ディスカバリー・トレイルのコンセプト 

南城市におけるディスカバリー・トレイルは、特定のテーマで結んだり、トレイルを歩きながら地域のディープ

な歴史を聞いたり、先達の文化的工夫が紹介されたりなどの仕組みと物語性を持ったルートとする。総論では、

既存の取組を活用したり、市内の道路事情や移動手段、イベントやリラックスできる場所の分布などを考慮し

たりしながら、時間をかけて地域とともにつくりあげていくこととし、次のコンセプトを提案した。 

 

コンセプト① ダイナミックストーリーと小さな発見 

「南城市歴史文化基本構想」の流れを汲み、各自治会の地域資源を活用するのであれば、「歴史物語の
舞台を歩く」という大きなストーリーが心に響きやすい。歴史の再発見と伝承、そして市民のアイデンティティの確
立に結びつくようなコース設定が望ましく、南城市しかない「物語」を歩きながら体感させる。一方、歴史に興味
がない観光客に対してのトレイルを歩くことの価値づけも必要で、「いつまでも変わらない沖縄の風を感じる」など
の旅情を呼び起こすような誘導を行う。 

また、トレイルを歩きながら、当時の社会事情、工夫した点などを紹介し、クイズ形式も取り入れ、知識と目の
前のもののつながったときの「あ！」という小さな発見を大事にする。 

コンセプト② トレイルに地域の哲学や昔の暮らしの解説などを込める 

ガイダンスが重要で、ガイドのストーリーテリングでライブ感を出し、昔の生活を感じ学ぶ。ライブ感には当時の
面影を連想させることが重要なので、景観を保全したり昔から使っていた道などを復活させたりして、いつまでも
変わらない沖縄の風景と息吹を感じることができるようにしたい。今、聞かないと失われてしまうよもやま話や異
説など、マイナーな伝承を残していくことも重要。また、昔だけでなく、畑や地域の商店、オープンガーデンなど
で現代を生きる人々と触れ合える仕組みをつくる。 

コンセプト③ 「歩くことで社会貢献する」という価値付け 

地域と全体の二重管理で「歩くことで社会貢献する」という価値づけをし、地域にお金が落ちる地域還元の
仕組みを整える。「成長するエコミュージアム」として、市民発案で新しいトレイルルートが派生的にできていくよう
な環境づくりを進める。年に一度「南城市ディスカバリー・トレイル of the Year」を実施し、市内のベストトレイルを決
定するなど遊びの要素があってよい。 

基本的には、自治会間を結ぶ中距離のディスカバリー・トレイルとし、セルフでもガイドでもどちらでも歩けるよう
にする。小谷マーイのような集落内の散策ルートはサテライトの取組に含まれ、そこに生活する住民ガイドが案
内するのがよい。また、歩きたくなるようにアレンジされたトレイル地図・集落地図を用意する。 
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（４）実施体制の展望 

１）地域を動かす体制 

南城型エコミュージアムのサテライトは集落（自治会）が主役である。総論では、地域のセルフマネジメントに

ついて、エコミュージアムの理念を浸透させ、地域の体制などを整えていく段階である《施行期（チンダミ期）》

と、サテライト運営を本格化する《本格運用期（カチャーシー期）》にわけて位置づけている。 

施行期では、自治会とプラットフォーム（後述）が連携して、本格運用期においては自治会の負担を減らし、

地域のなかで役割分担を図るための新たな体制について提案した。 

 

２）全体をコーディネートし地域をサポートする体制 

総論では、南城市全体で南城型エコミュージアムを構築するにあたって、運営のためのプラットフォームを

提案している。運営プラットフォームは、エコミュージアム全体のマネジメントを担う役割と、各サテライトのエリ

アマネジメントをサポートする役割という大きく二つの役割を持つ。 

プラットフォーム中核組織（中間支援組織）は、「南城市観光協会＋なんじょう地域デザインセンター＋市内

の旅行業者＋企画・制作会社」で構成することを提案している。エコミュージアムの主役の一方は地域住民で

あり、もう一方は観光客・来訪者であり、観光客対応として旅行業者が、地域対応としてデザインセンターの仲

介が必要であるためである。両者の役割を観光協会が束ねる形で、地域住民が活躍する体験プログラムを運

営し、企画・制作会社がプロモーション活動を行うことで、観光客を誘客することがスムーズになる。この体制

であれば、コアミュージアムを設置した場合も、その管理運営を担うことができると考えられる。 

図 プラットフォーム中核コンソーシアム(※)のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コンソーシアムとは…互いに⼒を合わせて目的に達しようとする組織や⼈の集団。共同事業体、組合協議会などのこと。 
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１－２－２．南城型エコミュージアム実施計画（各論１）について 

本市では、平成29年２月に策定した「総論」をふまえて、平成30年３月に「南城型エコミュージアム実施計

画（各論１）」（以下、各論１という）を策定した。 

各論１では、27のサテライト候補地のうち９地域（小谷、佐敷、久手堅、安座真、知名、久高、垣花、仲村渠、

前川）を対象に、地域入り懇談会として将来像の再検証や観光受け入れ等の意向について確認する意見交

換と、学生が参加する観光スタイルコンペティションを実施した。そのほか、ディスカバリー・トレイル、ブランデ

ィング、モデル事業の計画について取りまとめた。以下に概要を整理する。 

 

（１）地域入り懇談会 

①地域との意見交換 

対象地域において、事業及び実施計画（総論）の内容の説明と観光受入等についての意見交換を行った。

意見交換の主な目的は、①南城型エコミュージアムに関する市の取組を知ってもらうこと、②地域振興や観

光に対する地域の考え方を確認し、地域がやりたいことや課題と感じていること等について把握すること、③次

年度以降これらの問題意識を具体的な取組へとつなげていくために、方向づけや背中を押すこと等である。 

対象地域はそれぞれ特徴が異なり、自治会活動の状況や観光に関する議論の深まり方についても違いが

ある。そのため地域入り懇談会でも様々な意見が出されたが、次のような共通する問題も見受けられた。 

表 地域入り懇談会からみえた地域が抱える問題 
①地域資源
の価値共有 

南城型エコミュージアムでは、地域住民一人ひとりが地域の歴史文化や様々な資源につ
いて学び、大切に育んでいくことを基盤に据えている。しかし、文化遺産をはじめとする地域資源
について、住民自身があまり知らないという地区もあり、地域資源の価値や魅力についてサテ
ライト内で共有することが課題となっている。とくに世代間の知識・関心の差は顕著であり、地域
資源についての経験や知識・技術を持つ世代が健在なうちに、継承・共有のための取組を行
うことが重要である。 

また、地域の魅力については住民だからこそ気づきにくい魅力があることから、外部者の視点
による客観的な魅力・価値についても、サテライト内で共有していくことが望まれる。 

②人材不足と
若者の巻き込
み 

人材不足は、多くのサテライト候補地が抱える悩みである。「ムラヤー利活用戦略」において
も、自治会が直面する問題として担い手不足が挙げられており、新たな地域活動の担い手の
獲得が課題となっている。また、実際に活動を引っ張るリーダー的存在や、まちづくりに一歩踏
み出す尚巴志スピリットを持った人材の育成も重要である。 

人材不足の根本的な解決のためには、三世代同近居の取組や仕事づくり等の市ぐるみで
の取組が必要になる。サテライト候補地では、まずは、これまで地域活動とは縁遠かった人々
に地域活動に参加してもらうための取組から始めることが考えられる。とくに若者の巻き込みは、
①で整理した地域資源の価値を世代を超えて共有することにもつながるものである。若者の年
中行事や地域活動への参画をどう促すかが鍵となる。 

③観光による
地域への還
元（リターン） 

地域入り懇談会のなかでは、観光客の増加によって地域で問題が起きていることから観光
に対して批判的な印象を持つ意見もあったが、一方で、観光客の入域を拒めないのであれば、
地域にも（金銭的に）還元されるような仕組みづくりを目指したいとする意見もあった。地域散策
等に取り組んでいるが収益化が課題となっている地区もある。南城型エコミュージアムは、エコ
ミュージアムという概念を活用して観光まちづくりを行うものであり、地域として観光をどう考えるの
か、訪れる観光客に地域がどのように対応するかについて議論し、観光によって地域が潤う仕
組みを検討していく必要がある。 

④地域資源
の有効活用 

サテライト候補地には、ムラヤーが防災・観光拠点として位置づけられている地区もあることか
ら、その観光活用が課題となっている。ムラヤーの活用にあたっては、ムラヤーを核として観光を
促進し、地域にお金が落ちる仕組みを構築することが望ましい。また、近年Airbnb等の普及に
より民泊需要が高まっていることから、地域に存在する古民家や空き家を活用したビジネスチャ
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ンスと考えられ、このような地域資源を活用することも重要である。 
また、その他の地域内に存在する資源が有効活用できていないことが課題として挙がる地域

も多い。例えば、綱曳きのための綱づくりの技術や稲作等の農業技術を活用して、地域の記憶
や技術を継承することが望まれている。地域資源の活用は、体験プログラム等として提供する
ことで課題③の観光による地域への還元にもつながることが期待される。 

 

②観光スタイルコンペティションと手ぬぐいデザイン 

若者の視点から地域の客観的な魅力を評価し、南城型エコミュージアムにおける観光スタイルを提案して

もらうことを目的に、観光スタイルコンペティションを実施した。コンペティションには県内外の大学や団体の計

９チームが参加し、①地域の現状と課題、②観光スタイルの提案、③取組による効果と地区の将来像、④こ

れらを表現する手ぬぐいのデザインコンセプトの４つをプレゼンした。プレゼンをもとに審査員による審査を行い、

もっとも優れた提案をしたチームに贈られる「最優秀賞」、南城市長が受賞者を決める「南城市長賞」、もっとも

尚巴志スピリットにあふれたチームに送られる「尚巴志賞」を決定した。 

また、受賞の有無にかかわらず、学生が提案した手ぬぐいデザインコンセプトをもとに、それぞれの地域の魅

力をまとめた手ぬぐいデザインを９地域分作成した。 

 

（２）プロモーションの考え方 

南城型エコミュージアムは、地域ならではの取組をこれまでどおり継続するとともに、地域活動を発展させて

観光につなげていくことが重要になる。そのため、観光客等へ向けた外向きのプロモーションに加え、市民にエ

コミュージアムへ参画してもらうことを目的とした地域に対する内向きのプロモーションが必要となる。 

内向きのプロモーションのターゲットとしては、市民活動そのものが南城型エコミュージアムに包括されるも

のであることから、自治会や、青年会・婦人会等の各種組織、地域資源を活用した取組を行っている法人や

任意団体等が想定される。一方で外向きのターゲットとしては、各サテライトが市民の日常の場であることをふ

まえ、地域に配慮ができる成熟した観光客や、「地域の人」や「ストーリー」に関心がある層が想定される。プロ

モーションのあり方については、次のような方法を示している。 

表 プロモーションのアプローチ方法 
１）内向けのプ
ロモーション 

 市民を対象としたプロモーションを行うことで、エコミュージアムへの市民参画を促すことを

狙いとする。 
 地域にとって負担とならないような方法や、地域資源とのつながりを強めることを目的にモ

チベーションを高めるような手法をとることが望ましい。 
 行政主導で進めるのではなく、自主的な取組としてもらうためにも、地域と対話を重ねて地

域が本当にやりたいことを引き出したり、何かしらの利益を得ることができる仕組みを構築し

たりすることが大切である。 
 具体的な方法としては、プラットフォームや外部のプロデューサーによる地域の取組をおもし

ろくする仕組みづくり、地域活動の発表機会の提供や収益化への助言、地域発案の新し

い取組の相談、助成金による支援等が考えられる。地域資源の価値が共有されていない

地域に対しては、地域の宝探しをするといった活動を行うことも有効だと考える。 
２）外向けのプ
ロモーション 

 市外に広く南城型エコミュージアムを認知してもらい、実際の訪問へとつなげることを狙いと

する。 
 思わず誰かに話したくなるような話題性のあるもの、コンテンツをとおして南城市のファンに
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なってもらえるような効果的なプロモーションが求められる。 
 エコミュージアムのコンセプトや楽しみ方がわかりやすく伝わるようなプロモーションが求めら

れる。 
 入域の際のマナー等についても、プロモーションとして伝えることが重要である。 
 各サテライトにおけるエコミュージアムの取組が進み、市全体の方向性が固まった段階

で、改めて効果的なプロモーションのあり方を検討する必要がある。 

 

（３）モデル事業の検討 

サテライト候補地における活動を支援する目的で、各論２以降にモデル事業を実施するが、各論１ではモデ

ル事業の取組主体の例示や事業のコンセプトについて取りまとめている。 

取組の主体となる範囲には様々なパターンが考えられるが、ひとつの集落（自治会）による取組に限定せず、

地域横断的な活動や、任意団体等の活動についても、南城型エコミュージアムの促進にかかる活動であれば

モデル事業の対象としている。 

モデル事業のコンセプトについては、コンセプト①だけを追求したり、コンセプト②だけにこだわったりせず、両

者をうまくバランスさせながら取組むことが望ましいとしている。 

表 モデル事業の取組主体の例 
主体 概要 

サテライト発案の取組 サテライトが新たに取り組みたいと考えている活動や、現在行われている行事・
活動の改善にむけた取組等。 

地域横断的な取組 共通の課題を有するサテライト同士が地域横断的に行う解決にむけた取組や、
小学校区等で連携して実施する取組等。 

部外者発案でサテライトを巻
き込んだ取組 地域外の人が発案して地域に持ち込み、地域と一緒になって行う取組等。 

地域内の任意団体の取組 サテライトの単位である自治会の活動とは別に、有志で結成された団体が行う
エコミュージアムに関する取組等。 

表 モデル事業のコンセプト 
コンセプト① 

どこまで遊べる
かという視点を
持つ 

 地域が主体となってエコミュージアムに関わる活動を行う場合、主体となる人々が楽しんで

いることが重要である。 
 多くの人に参画してもらうためにも楽しい・おもしろいと感じてもらうことは重要である。若者が

好きそうな要素を加えたり、これまで関わりが薄かった層の関心を高めたりする工夫が必要

になる。 
 お酒の席や、一見「ワルノリ」に見える話から、新たな活動の芽が出ることもある。地域資源

を活用することをおそれず、「どこまで遊べるか」という視点を持って活動に取組むことが大

切である。 
コンセプト② 

文化遺産の本
質的な価値を
担保する 

 文化遺産をはじめとする地域資源を活用した取組は「楽しければ全てよし」とはいかず、文

化遺産の本質的価値を発信することが不可欠である。 
 楽しんで取組内容を考える人と、文化遺産の本質的な価値を語る人が同一人物である必

要はないと考える。学術的な部分は市教育委員会等がサポートするといった方法を検討

する。 
 運営プラットフォームも、地域等が進める取組等について相談を受けつつ、アドバイスを行う

ことを想定する。 
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１－２－３．南城型エコミュージアム実施計画（各論２）について 

本市では、「総論」及び「各論１」をふまえて、平成31年２月に「南城型エコミュージアム実施計画（各論２）」

（以下、各論２という）を策定した。 

各論２では、27のサテライト候補地のうち９地域（津波古、新里、西原、南風原、大城、稲福、真境名、糸数、

船越）の住民を対象に、地域入り懇談会を「手ぬぐいデザインを考える会」として実施した。そのほか、過年度

懇談会実施地域のフォローアップや、モデル事業及びブランディング事業を実施し、その成果について取りま

とめた。以下に概要を整理する。 

 

（１）地域入り懇談会 

９地域のサテライト候補地を対象に、地域入り懇談会として「手ぬぐいデザインを考える会」を実施した。会の

目的は、①住民が地域の特徴や魅力について共有すること、②地域の魅力などをデザイン（商品化）する過

程を経験すること、③地域の将来像等について確認すること、の３つである。全３回の実施をとおして、地域の

魅力等を表現した手ぬぐいのデザイン作成を行った。デザイン作成にあたっては、コンセプトや盛り込む要素を

地域住民で検討し、デザイン化の過程をプロのデザイナーに依頼した。 

また、同年に文化課が実施した「尚巴志塾事業」の塾生が感じた地域の魅力等についても、客観的視点とし

て整理した。 

図 地域入り懇談会の流れ 

第１回 
 事業及び地域入り懇談会の趣旨説明 

 アイスブレイクとして、地域の色を考える 

 地域の特徴・魅力、キーワードなど について意見を出し合う 

 

第２回 
 第１回の振り返り 

 実際にデザイン・レイアウトを考えてもらう 

 （地域によっては）デザイナーとのマッチング 

 

第３回 
 デザイナー作成のラフ案について確認、修正事項の確認 

 地域の概要及び将来像の修正事項について確認 

 

最終 
【必要な地域のみ】 

 手ぬぐいデザインの最終確認 

 将来像等の最終確認 

 

（２）過年度対象地域のフォローアップ 

平成29年度事業の対象であった９地域（小谷、佐敷、知名、安座真、久手堅、久高、垣花、仲村渠、前川）

を対象に、今後の観光交流の受け入れ意志等を確認する目的で意見交換を行った。 
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（３）モデル事業の実施 

過年度懇談会実施地域のフォローアップで意見交換を行った９地域のなかから、久手堅、久高、仲村渠の

３地区を対象に、地域資源の付加価値を模索すること、また、その過程をとおしてサテライト同士のつながりを

深めることを目指し、モデル事業を実施した。 

モデル事業では、「食と祭祀（穀物に関する神話や祭祀）」をテーマに、対象の３地区の食と祭祀などの文化

や食材資源を確認する「地域巡り」と、地域巡りで紹介した食材を使用したコース料理を試食する「試食会」を

実施した。参加者は、①料理人、②見届け人、③地域の人々、④外部の人々（視点）の４者とした。 

試食会の食事の様子 

 

 

 

 

 

 

モデル事業の効果の検証 
項目 効果 

１日目 

「地域巡り」 
 サテライト候補地から７地区・17名が参加。 
 それぞれの活動の励みや参考になったとの感想が多く、過疎化や後継者不足といった課題

に共感している様子もみうけられた。また、実際に連携したい内容を見つけた地域や、資源

の交換を希望する地域もあり、つながりが深まったといえる。 
２日目 

「試食会」 
 食材のネーミングや、提供する際にその地域独自の歴史や生産する上での取組の背景を

わかりやすく伝えることが、消費者に付加価値を感じてもらうことにつながるといったヒントが得

られた。 
 商品化する前に、商品の強みを分析し、プロモーション活動をしていくことが重要といった意

見が得られた 
モデル事業
全体 

 今回のモデル事業について、地域の話を聞きながら、その地域で生産された食材を使用し

た料理を食べるという体験は、ツアー化しても観光客は魅力に感じるだろうという評価を得た。 
 ただし、地域が収益を重視するあまり、キャパシティを超えた受け入れを行うようになってしまう

と、魅力の減少や負担増加につながることが懸念される。見届け人からは、地域の人々自

身が地域の資源を理解し、主体となれるプログラムを構築・運営することで地域にお金が落

ちる仕組みをつくることが重要であるとのコメントがあった。 

 

（４）ブランディング事業の実施 

南城市の中核地を拠点として南城型エコミュージアムの内外に対するブランドを創造し、その意義を広める

ため、市民及びサテライト候補地の住民に、エコミュージアムの取り組み伝えるブランディング事業を実施した。 

ブランディング事業として、平成30年12月15日～16日に実施された「NANJO CITY FOOD FESTA 冬の豊

年美味（ホウネンウマチー）」において、対象地域の展示を実施した。展示内容は、エコミュージアム事業に関

するパネル展示と、サテライト候補地から物品を借用し展示するサテライト展示、手ぬぐいデザイン展示の３種
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類である。展示のテーマは「『いのり』と『いのち』のつながり」とした。 

展示期間中のエコミュージアムブースへの来場者数は概ね300〜400名程度であったが、アンケートから

は展示や手ぬぐいデザインに対するよい反応が多数見られ、南城型エコミュージアムの意義が伝わる展示会

となった。一方で、市内外問わず、エコミュージアム自体の認知度はまだ低く、継続したブランディング意識の

醸成及びプロモーションの必要性が感じられた。 

パネル展示の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サテライト展示の様子（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

展示した手ぬぐいデザイン 

 

 



 

第２章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

２－１．実施概要 

 

（１）目的 

地域入り懇談会は、昨年度に引き続き、「手ぬぐいデザインを考える会」を軸に実施した。手ぬぐいデザイン

を考える会は、①住民が大切に考えている地域の魅力や特徴と、②総論（平成28年度策定）で取りまとめた

地域の将来像について、楽しく話し合うことを目的としている。また、話し合いの結果を手ぬぐいデザインとして

表現し、事業後に地域がデザインを活用することで、地域の特徴や魅力が地域内外に共有されたり、コミュニ

ティビジネスの展開へつながることを期待する。 

 

（２）実施概要 

手ぬぐいデザインを考える会は、９つの対象サテライトごとに全３回実施した。また、会のなかで出された意

見を基に、総論（平成28年度策定）で取りまとめた地域概要と将来像の修正・確認を行った。 

今年度はデザインを洗練させるために、欠かせない要素を絞り込んだ上でコンセプトの検討を行った。また、

地域は「コンセプトの検討」、デザイナーは「デザインの検討」を行うこととし、役割を明確化した。 

 

地域入り懇談会の流れ 

事前説明  事業及び地域入り懇談会の趣旨説明 

 

第１回 
 地域入り懇談会の趣旨及び流れの説明 

 地域の特徴・魅力、キーワードなど について意見を出し合う 

 

第２回 

 第１回の振り返り 

 デザイナーとのマッチング 

 デザインに欠かせない要素や、デザインのコンセプトについて意見を出し合う 

 デザインのレイアウトやイメージ、色を考える 

 

第３回 

 第１回と第２回の振り返り 

 デザイナーが作成したデザインを披露し、修正事項を確認する 

 地域の将来像について、修正事項を確認する 

 

最終 
【必要な地域のみ】 

 手ぬぐいデザインの最終確認 

 将来像等の最終確認 
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地域入り懇談会の実施 

地域入り懇談会の実施概要 
地域 実施日 実施概要 

手登根 

2019/07/24（水） 事業説明 
2019/08/22（木） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（地域の色・資源・魅力を深める） 
2019/09/26（木） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/11/28（木） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

知念 

2019/07/25（木） 事業説明 
2019/08/28（水） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（資源・魅力を深める） 
2019/10/01（火） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/11/26（火） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

百名 

2019/08/08（木） 事業説明 
2019/11/14（木） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（地域の色・資源・魅力を深める） 
2019/12/12（木） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2020/01/09（木） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

新原 

2019/07/20（土） 事業説明 
2019/08/17（土） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（地域の色・資源・魅力を深める） 
2019/10/19（土） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/11/16（土） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

玉城 

2019/08/29（木） 事業説明 
2019/10/10（木） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（資源・魅力を深める） 
2019/11/28（木） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2020/01/09（木） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

奥武 

2019/07/18（木） 事業説明 
2019/09/05（木） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（地域の色・資源・魅力を深める） 
2019/10/24（木） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/12/12（木） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

富里 

2019/07/09（火） 事業説明 
2019/09/06（金） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（資源・魅力を深める） 
2019/10/08（火） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/12/10（火） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

當山 

2019/07/04（木） 事業説明 
2019/08/29（木） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（資源・魅力を深める） 
2019/09/19（木） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/11/14（木） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 

稲嶺 

2019/07/25（木） 事業説明 
2019/09/17（火） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（資源・魅力を深める） 
2019/10/17（木） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（手ぬぐいのデザインを考える） 
2019/12/17（火） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認／将来像等の確認） 
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地域入り懇談会の実施

２－２．サテライトの将来像・手ぬぐいデザイン 

 

本年度の地域入り懇談会では、手ぬぐいデザインの作成と、総論（平成28年度策定）で整理された地域の

将来像について修正・確認を行った。次頁より、手ぬぐいデザイン及び地域の意向を得て再整理した地域概要

及び将来像を示す。 

また、同年に市教育委員会文化課が実施した尚巴志塾事業において、塾生から出た地域の魅力等につい

ても整理した。 
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地域入り懇談会の実施 

（１）手登根 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

手登根エイサーを復活させ、活性化にむけてがんばる地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の東方に位置し、佐敷区、伊原区、屋比久区、外間区、冨祖崎区等に隣接して
いる。 

・人口は845人で、世帯数329世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約27.5％。 

・平田大比屋と手登根大比屋が治めていたとされる地域で、平田村と手登根村があっ
た。 

自然資源  ・知念半島の須久名山の南麓に立地する。アカバンタからの眺望は絶景である。 

・手登根大比屋の墓、平田大比屋の墓は丘陵上の森の中にあり、独特の植生を見るこ
とができる。 

歴史文化資源  ・主な文化資源には、フッチャー石や手登根殿、東風平殿（平田殿）、ノロ殿内、土帝
君がある。 

・手登根大比屋は明国で学問を極め、その際に持ち帰った細長い大石をアカバンタと呼
ばれる集落高台から投げたとされている。その石がフッチャー石と呼ばれる。 

・手登根エイサー（古式エイサー）は、他地域に類を見ない独特の歌と踊りとして、芸能
の原型を色濃く残している。平成26年にエイサーの保存会を発足。 

・ユックィーヌヒラは、聞得大君の就任儀式の御新下りのルートとなった道である。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置。 

産業資源  ・主な産業は、サトウキビやオクラを中心とした農業である。 

・飲食店の「cafeちゅふぁーら」「うちのやまち」「沖縄ぜんざい  いいやんべぇ」や製菓業の
「お菓子のみやぎ」がある。また、雑貨・工芸の「TIDAMOON」「ボノホ」（陶器専門店）
がある。 

・東陽バスの38番とNバスが運行。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人クラブ、PTA、ゆうゆう会、三線同好会、エイサー保存会で
ある。エイサー保存会は定期的に練習を行っている。 

・伝統芸能としてヌーバレー、エイサーがあり、他にも盆踊、軽スポーツ大会、慰霊祭、敬
老会といった行事を行っている。 

・地域行事のなかでも、手登根エイサー（古式エイサー）はなくしたくないと考えている。 

観光動向  ・2016年9月に、アカバンタと呼ばれる広場で琉舞や民謡を披露する毛遊びを実施。
2012年当時の区長を中心とした実行委員会が発足し、区民とともに広場を整地した。
区内外から300名ほどの人が訪れ、歌や踊りを楽しんだ。 

・最近では知念スクガー（底川集落）へと続くルートを歩く散策も行われている。 

・集落内にはオープンガーデンの定番となっている民家がある。 

ＰＲポイント  ・本来（念仏踊）のエイサー継続・発展のために、2014年10月に「手登根古式エイサー
保存会」を発足し、毎月練習している。また、２つの組踊（アハゴン、クシアンジ）を復活
させた。 

・フッチャー石は市の有形民俗文化財である。尚巴志ゆかりの地や拝所がある。 

・ゆうゆうとぅとは「あわてない」という意味で、争わずにおっとり物事を進める手登根の気質
を表した言葉である。 

やりたいこと  ・伝統行事も含めて、若者が興味を持てる取り組みを行いたい。エイサーを小学生に教
えたい。 

・今後興味のある活動は、高齢者の一人暮らしへの対応、若者の地域活動への巻き込
み、伝統・文化・芸能の継承・振興など。 

・アカバンタへと続く「ユックィーヌヒラ」を通れるように整備したい。 

課題  ・少子高齢化が進み、以前より活気がない。少子高齢化が進んだことにより自治会費免
除者が増え、自治会活動費への影響がある。 

・若者が少なく、行事参加も少ない。青年会がなく、エイサーは50～60代が中心。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆手登根の将来像 

アカバンタから広がるゆうゆうとぅのムラおこし 

地域資源： ①手登根エイサー（古式エイサー）    ②アカバンタ・フッチャ―石    ③手登根殿 

方 向 性： アカバンタは旧佐敷町全体が見渡せる広場であり、手登根大比屋がフッチャー石を投げたとされ

る言い伝えがあります。また、アカバンタでは、明治末期頃まで毛遊びが行われており、この文化

を継承しようと2016年から 「アカバンタ毛遊び」という歌や踊りを楽しむ催物を不定期で開催して

います。 

将来的には、このアカバンタ毛遊びを住民や観光客が交流できる観光イベントへと成長させ、毛

遊びに訪れるついでに、集落内のカフェや雑貨店にも足を運んでもらうことが考えられます。毛遊

びでは、手登根エイサーや組踊といった地域ならではの芸能を披露することで、手登根の魅力を

発信していきます。そのために、まずは住民みんなで、ゆうゆうとぅ（あわてず）と楽しみながら実

施する体制づくりを目指します。 

イチ押 し： 手登根エイサー講座 

手登根エイサーは古式エイサーともいわれ、男性が手踊りする手登根ならではの芸能である。こ

の手登根エイサーを継承していくために、保存会が中心となって、観光客を含めた地域内外の人

を対象にしたエイサー講座を実施する。教える立場の地域にとっては改めて手登根エイサーを見

つめ直す機会となり、受講者にとっては、手登根の魅力を知る機会となる両得な催しとする。 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 
・手登根は琉球王国ゆかりの場所が多く、平田大比屋と手登根大比屋の伝承が残っ
ている。この歴史を大事にしていきたい。 

・ぜんざい屋さんやオススメのカフェ等、飲食店が複数ある。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・琉球王国ゆかりの地であることを実感できるコースをつくり、手登根の歴史を若い住
民にも知ってもらいたい。平田大比屋と手登根大比屋に関する史跡に絞り、伝承を
クイズ形式等で紹介しながら巡るコースを作成すれば、子どもたちも楽しく参加できる
のではないか。 

・歴史には諸説あるため、偏った案内をしないように注意が必要である。 
・御新下りなどにも使用されたユックィーヌヒラが整備されておらず通れなくなっているた
め、人が通れる道に再生したい。 
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地域入り懇談会の実施 

（２）知念 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

知念グスクがあり、自然とゆいまーるが残る地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の東方に位置し、吉富区、手登根区、具志堅区に隣接する。 

・人口は592人で、世帯数238世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約38.5％。 

・集落の形成時期は近世であり、知念大川の嶽の南にできた知念村と、神山之嶽の東
斜面にできた波田真村が、次第に統合されて形成された。1945年に字具志堅が分離
独立した。 

・北部の台地上には、陸上自衛隊知念分屯地がある。 

自然資源  ・知念親川のフクギ群、新屋のサキシマスオウノキ、下上原の鹿化石出土地は市の天
然記念物に指定されている。 

・「南城市景観まちづくり計画」で重点地区候補に挙げられている。 

歴史文化資源  ・主な文化資源には、知念城跡、神山之殿（波田真村の御嶽）、知念ウファカル及び
大川（沖縄の稲作発祥伝説に関連）、知念按司の墓、知念のシーサー（魔除けや火
災防止）がある。 

・知念グスクはアマミキヨが天から降りてきたところとされ、敷地内の御嶽や火の神等は
県内全域からの参拝客も多く訪れる。城跡は石積みの高さ１～２mの城壁が残る古城
と、切石積みの城壁に表・裏２門を配置した新城の２つの城からなる。 

・ウファカルは、アマミキヨが天から稲を持ち返りこの地に植えたという稲作発祥の地と伝
えられ、湧き出る水が知念大川に続いており、その側には拝所としての殿が残っている。

・昭和中期に廃村になった底川集落跡がひっそりとたたずみ、往時をしのばせている。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置済み。 

産業資源  ・主な産業は、野菜やサトウキビを中心とした農業である。 

・「株式会社仲善」はノニやウコン等の栽培・加工を行うとともに、「カフェくるくま」「くるくまの
森」（薬草園・カフェ・ショップ・遊歩道）を運営し好評を博している。 

・「café  森のテラス」「かばさ」（沖縄料理店）等の飲食施設も立地しており、高台からの
眺望が人気である。 

・東陽バスの38番が運行。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人クラブ、女性会、青年会、PTAである。 

・公民館に隣接するグラウンドにおいて、老人クラブがグラウンドゴルフを楽しんでいる。 

・自治会の年中行事への区民の参加率はよいと認識されている。 

観光動向  ・国道331号線やニライカナイ橋は、ドライブスポットとして多くの観光客が訪れている。 

・カフェくるくまなど眺望のよいカフェ・レストランが多く、概ね評判がよい。 

・雑貨・工芸等の「涯山窯」「南蛮焼知念窯」等がある。 

・知念まーいのマップが制作されており、まち歩きの準備は整っている。 

ＰＲポイント  ・知念グスクや知念大川は、聞得大君による東御廻りで巡礼された場所である。 

・高台からみえる海はコマカ島や久高島を望むことができる。また、海から昇る朝日もオス
スメである。 

・５年に一度の大綱曳きは、区民総出で綱づくりをする。 

・近隣の住民が育てた野菜等をわけてもらえることも多い。 

やりたいこと  ・復活した「大綱曳き」の綱づくりを通じて、地域の絆を深めたい。 

・昔行われていた村遊びを復活させたい。 

・先人たちが残してくれた歴史文化遺産を、区の発展や観光まちづくりに活かしたい。 

・興味のある活動は、教育、人材育成、若者の地域活動への巻き込みなど。 

課題  ・高齢化が進んでいることが課題である。昔からの慣習を改革すべきと考えている。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆知念の将来像 

歴史文化を活用して区の発展に挑む観光むらづくり 

地域資源： ①知念グスク            ②大綱曳き            ③海を望む景観 

方 向 性： 国指定史跡の知念城跡（知念グスク）と、稲作発祥の地のひとつとされるウファカルや琉球王国

の豊年祈願が行われた知念大川などの史跡が有名です。「カフェくるくま」がある高台から知念地

域を一望できるほか、集落の様々なところで久高島やコマカ島を望むことができる観光ポテンシ

ャルの高い地区です。 

将来的には、カフェなどを訪れる観光客をターゲットに、グスクから海まで含めた区域内の文化遺

産を巡る散策プログラムを開発、販売することが期待されます。そのためには、地域住民が地域

の歴史文化に興味と誇りを持ち、その魅力を磨いていくことが大切です。復活した大綱曳きの綱

づくりなどを通じて地域の交流を促進し、歴史文化を次世代へ継承していきます。また、観光客

むけの地域巡りプログラムを開発する前に、まずは地域内イベントとして実施し、若者や転入者な

ど様々な住民を巻き込んで、歴史文化への関心を高めていきます。 

イチ押 し： 住民同士で集う「アートと歴史文化遺産巡り」 

地域内のアーティストと住民で連携して、歴史文化遺産を巡りながら絵画やアクセサリーづくりが

体験できる地域イベントを実施。イベントのなかで、地域をよく知る住民と若者や新しい住民の親

睦を深めながら、住民に歴史文化への関心を高めてもらう。 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 

・知念の自然は、昔にタイムスリップしたような独特の雰囲気があってよい。 
・「おもろさうし」にも登場する知念グスクや、沖縄の一般的な亀甲墓とは違う知念按司
の墓は他地域にはない特徴であり、他地域の人にも紹介したい。 

・漂着ゴミを活用した祭りの飾りやアート作品等、暮らしの工夫に魅力を感じる。 
・海は、人が少なく静かで、ゆっくりしたい人にオススメである。 
・海や知念城跡等からは朝日が望める。 
・坂が多く、足腰が鍛えられそう。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・地域の人と巡ることで、かつての歴史や暮らしを知ることができる。 
・インスタ映えが流行っているので、知念城跡で昔の衣装を着る体験をしたり、ガイドが
衣装を着て案内したりする。また、ウチナーグチでの祈り方を紹介する。 

・知念城跡で朝日をみた後、知念の歴史や文化を感じつつ、地域住民が制作してい
る漂着物アートという新たな文化や、また、そのような魅力的な住民がいることに触れ
てもらいたい。 

・海側では、自然や海の景色で癒やされるようのんびり過ごしてもらいたい。 
・ターゲットは、地域内外の人や、知念に訪れた人、癒やされたい人としてはどうか。 
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地域入り懇談会の実施 

（３）百名 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

アマミキヨが降り立った地として知られる歴史ある地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の南方に位置し、新原区、玉城区、仲村渠区に隣接する。 

・人口は796人で、世帯数341世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約29％。 

・集落の形成時期は古琉球である。百名は『おもろさうし』にも「ひゃくな」とみえ、百名から
首里へ使者が遣わされたことが謡われている。 

自然資源  ・百名ビーチは、長く続く白い砂浜や波の浸食でできた石灰岩の岩場があるなど、自然
のままの姿が残る。 

・集落は海から離れた石灰岩台地上に位置し、急崖下に狭い海岸低地が開ける。 

歴史文化資源  ・伝統芸能として、南城市指定無形民俗文化財である「稲摺節」「長者大主」がある。 

・主な文化資源には、浜川御嶽（アマミキヨが住んだ場所とされる）、ヤハラヅカサ（アマ
ミキヨが降り立った聖地）、受水走水（稲作発祥の地と伝わる）、ヤブサツの御嶽（斎場
御嶽と並び称される重要な御嶽）、焚字炉（文字を書いた後、不要になった紙を焼くた
めに使われた炉）、百名の石獅子がある。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置済み。 

産業資源  ・主な産業として、小規模ではあるが野菜やサトウキビを中心とした農業がある。 

・「海の展望台  シーサイドカフェ」「カフェ  ビーンズ」「Café  やぶさち」「天空の茶屋」「居
酒屋 百名」「かどや」等があり、カフェ・レストランが集積している。 

・沖縄バスの39番が運行。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人会、女性部（婦人会）、青年会、こども会、PTA、各種部会
がある。 

・浜下り、六月ウマチー、綱曳き、生まりの御願、初ウビー御願、植田祭といった伝統行
事のほかにも、慰霊の日や納涼夏祭り、敬老会、忘年会、区民運動会やグランドゴル
フ大会、新春健康マラソン大会のスポーツイベントなどを実施している。 

・公民館利用が活発で、青年会のエイサー練習、婦人会の余興練習、PTAと子ども会
の綱つくり、灯篭づくり、老人クラブのミニデイ・グランドゴルフ・ペタンクが行われている。 

観光動向  ・百名ビーチは、海水浴やビーチパーティ、パラセイリング等を楽しむ人の姿がみられる。 

・集落内には、天ぷら店や民泊業者の事務所なども立地している。 

ＰＲポイント  ・伝統芸能として、稲作発祥の地にちなんで古くから受け継がれる「稲摺節」と、他の御
願にはみられない独特の芸能「長者大主」が有名である。 

・市の総合体育大会において、陸上競技（成年男子の部）で６連覇中である。 

やりたいこと  ・収益事業の強化や特産品開発などに関心があり、水資源の活用、米づくり、地域名
所のマップづくり・文化財巡り体験などの取り組みを行いたい。 

・今後興味のある活動は、高齢者の一人暮らしへの対応、人材育成、子育て支援、観
光、伝統・文化・芸能の振興などに関心がある。そのための人材育成や観光と関連づ
けた資金づくりなどを行いたい。 

・公民館を活用して子育てサロン、子育て支援活動、子育てに関する専門家の講演等を
実施したい。 

・自治会でNPO法人を設立すること、インターネットの活用や各種団体を通したお知らせ
に関心がある。 

課題  ・少子高齢化に伴い、一人世帯、高齢者世帯が増加する一方、生徒が少なく、子育て
世代が流出している。特に農業後継者がとても少ない状況である。 

・人口増加のため、空き家の有効活用や現住宅の３世代化に興味がある。 

・行事を旧暦で行っているため、平日にあたると参加が少ない。 

・子育ての環境を整えるために、子どもの遊び場がほしい。 

・農業振興・後継者育成、地域観光への取り組みが課題である。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆百名の将来像 

歩いて知る琉球はじまりの地づくり 

地域資源： ①数々の拝所         ②稲摺節などの伝統芸能         ③自然・眺望 

方 向 性： 百名には海と山の自然環境、国造りや穀物起源に関わる神話を含め豊かな資源があります。こ

れらをいかしたまち歩きが考えられ、ヤハラヅカサから受水走水を起点とする稲作発祥ルート、

カフェが立地する側から海岸線に降りるルートなどで、ガイドウォークの展開が考えられます。民

泊事業所もあるため、民泊をいかした滞在型交流の展開も考えられます。 

 このような取り組みを進めることで、来訪者に百名の魅力を広めるとともに、地域内での文化の

継承につなげることが期待できます。まずは、地域の高齢者から、百名に伝わる物語や拝所の由

来・関わり方などの話を聞き、区内で理解を深めることから始めます。 

イチ押 し： 根国ひゃくなウォーキング 

「根国」とは、「国の中心」というような地域を称える言葉で、「おもろさうし」には百名を根国と詠ん

だものが登場する。集落内には、拝所や井泉など古くから継承されてきた雰囲気ある場所があり、

これらを結んで、歴史ある百名を体感してもらうウォーキングを実施する。 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 

・琉球開びゃくに由来する資源・スピリチュアルスポットが多い。また、このような拝所等
は、木々に囲まれてうっそうとしており、雰囲気がある。インスタ映えするパワースポット
が多い。 

・普段はあまり使われていないが受水・走水散策路は虫の声や緑に囲まれた自然を
楽しむことができる。 

・行方がわからない２体のシーサーなど、冒険的な要素がある。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・受験や試験などで合格を勝ち取りたい受験生をターゲットにすることで、百名の資源
を結びつけることができる。 

・紙を焼いたという焚字炉が残されており、学問と結びつけることができる。さらに稲穂を
くわえた鶴がおりた場所という稲作発祥伝説を結びつけて、願いを込めた折り鶴を折
って焚字炉におさめることで運気をアップさせるという切り口での取り組みが可能では
ないか。 

・ヤブサチ御嶽を周遊コースに含める際には、カフェやぶさちと連携して食事のデリバ
リー等ができれば、コース参加者は疲れた体を風景とご飯で癒やすことができ、カフ
ェにとっては収入となるような関係が築けるのではないか。 
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地域入り懇談会の実施 

（４）新原 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

ビーチに隣接し、観光客も多く訪れる地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の南方に位置しており、玉城区、百名区に隣接する。 

・人口は208人で、世帯数84世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約33.2％。 

・18世紀末に投網漁を営む首里の森山家が定着して新原屋取が形成されたとされる。も
ともとは百名２区であったが、大正11年に行政的に分離して新原区となった。なお、地
籍は未分離（百名のまま）である。 

・西側の新原貝塚から東側はアイハンタ御嶽までの石灰岩丘陵地域と、稲作発祥地で
ある「受水・走水」のある聖域全体は「ヤブサツの浦原」と呼ばれている。琉球国王が
稲の初穂儀礼に聞得大君らを従えて「ヤブサツの浦原」や斎場御嶽、久高島などを親
拝したことが東御廻りの信仰へとつながった。 

自然資源  ・新原ビーチは、集落の南側で太平洋に面しており、長く続く白い砂浜や、波の浸食でで
きた石灰岩の岩場など自然のままの姿が残る。百名ビーチとは隣り合っている。 

・新原ビーチ・百名ビーチは天然ビーチで、多くのウミガメが産卵に来る。しかし、近年は
バーベキューやキャンプなどで減少傾向にあるといわれている。 

・「南城市景観まちづくり計画」で重点地区候補に挙げられている。 

歴史文化資源  ・百名・新原ビーチ付近には、沖縄考古編年前Ⅳ期の百名第２貝塚・新原貝塚郡があ
り、沖縄考古編年後期の砂丘系遺跡が多い。 

・琉球開闢神アマミキヨが沖縄本島上陸に際し第一歩を示したとされるヤハラヅカサ
や、仮住まいしたとされる浜川御嶽など、琉球開闢に関係する拝所が所在する。 

・主な文化資源として「カラウカハ」という井泉及び拝所があり、「受水・走水」とともに稲
作発祥伝説の言い伝えが残されている。中国から稲を運んできたとされる鶴が力尽き
て落ちた場所とされている。 

産業資源  ・カフェ等として「食堂かりか」「Café Bean's」等がある。 

・イノーは、近年漁獲量の減少が危惧されているが、魚や貝、モズク、タコなどが捕れ
る。近年は知念や奥武の漁業者によるモズク養殖が盛んである。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人会、婦人会、子ども会である。青年会は会員が減り、休眠
状態である。 

・子ども会の活動や年中行事への区民の参加率はよいととらえられている。 

・地域行事として、初ウビーウォーキング（昔は新春マラソンとして実施していた）、清明
祭、浜での綱曳き、生まりぬ御願、区民運動会（不定期でビーチで開催することもあ
る）、敬老会等を行っている。また年に４回、自治会で集落の草刈り作業を行っている。 

観光動向  ・新原ビーチがあり、グラスボートやマリンスポーツなどのマリンアクティビティやバーベキュ
ー等が楽しめ、夏場に多くの観光客が訪れている。 

・レジャー施設の「新原海底観光センター」「みーばるマリンセンター」がある。また、宿泊
施設として「ビーチサイドペンションみーばる」「百名伽藍」がある。百名伽藍は、2016年
に「ワールド・ラグジュアリー・ホテル・アワード」において、２連覇を達成している。 

・集落の東西の浜にトイレが設置されていたが、東側のトイレは台風で度々使用不能にな
ったため、2010年に新原バス停留所隣に移設された。しかし、浜からトイレへの道がな
いため、浜からトイレへの動線整備が課題である。

ＰＲポイント  ・新原ビーチは遠浅の海であるため、大潮の干潮時には沖合のリーフまで歩いて行くこと
ができる。 

・集落は砂浜（新原ビーチ）に接しており、海と共生した地域の暮らしをみることができる。
印象的な景観が広がっている。

やりたいこと  ― 

課題  ・人口減少のため自治会予算の確保や、区長や役員の選任、青年会・婦人会の組織
維持が課題となっている。 

・津波等災害対策が急務である。 

・観光客等の受け入れについては課題もあり、今後行政との連携が必要である。
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地域入り懇談会の実施 

 

 

  



  

31 

地域入り懇談会の実施

◆新原の将来像 

海と聖地を誇りに、観光と共存するムラ 

地域資源： ①砂浜（新原ビーチ）     ②稲作発祥由来の地（カラウカハ）     ③ヤハラヅカサ 

方 向 性： ヤハラヅカサに近い聖地的な空間と、新原ビーチ周辺の活気ある空間と、住民ののんびりとした

生活空間からなり、夏と冬ではみせる表情が違います。集落西側の海岸沿いには高級ホテルが

立地し、また新原ビーチでは海水浴やガラスボート、マリンスポーツなどのアクティビティが行わ

れており、観光客が多く訪れている地域です。しかし、近年はマナーの悪い観光客等がみられる

ことが問題となっており、いかに観光と住民生活を両立させるかが課題となっています。観光によ

る活性化と住民生活を両立させるあり方を模索し、住民が大切にしてきた砂浜を今後も守ってい

くための方法を検討していきます。 

イチ押 し： 浜とのつながりの発信 

新原の人々にとって、砂浜は自慢の自然であり、身近な遊び場であり、運動会や綱引きの会場と

なる生活の一部でもある。住民の浜とのつながりを伝えることで、訪れる観光客のマナー向上を

期待する。浜でのルールを、事業者を含めて改めて確認し、地域の人々の浜での思い出や大切

に思う気持ちとともに、市役所等の関係部署と連携して発信する。 

 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 ・琉球開びゃく神話があること、稲作発祥の伝説があること、海と新原の人々の生活を
感じることができること など。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・少子高齢化という課題のなかで、単なる海水浴場のある地域としてではなく、琉球開
びゃく神話、稲作発祥伝説、海と向き合う生活のある地域という新原の本質的価値
を、次世代へ伝えていくことが重要である。また、あわせてそれを来訪者にも知ってもら
う必要がある。 

・地元ガイドとともに、地域の歴史や生活文化、自然環境について現場を見ながら回
るコースが考えられる。その際、実際に砂浜を歩いたり、地域の人たちの言葉を入れ
込んだマップを使ったりすることで、より相手に伝わりやすくすることが重要である。 
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地域入り懇談会の実施 

（５）玉城 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

玉城城跡がある眺望の優れた地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の南方に位置し、百名区、仲村渠区、喜良原区、中山区に隣接している。南北
に細長い形状である。 

・人口は191人で、世帯数87世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約28.3％。 

・玉城間切の頃からドゥームラとされ、旧玉城村内で最も古い集落だと考えられている。
かつては水田があり、稲作が営まれていた。 

自然資源  ・玉城城跡周辺は斜面緑地が広がっており、南側への眺めにもすぐれる。 

・南側は海に面している。海は遠浅で、大潮の干潮時は広大なイノーが姿を現し、潮干
がりや釣りなどの活動が行われる。 

歴史文化資源  ・国指定史跡玉城城跡が集落後背地にあり、地域の人々によって大切に拝まれてい
る。琉球石灰岩をくり抜いて造られた主郭の城門はシンボル的で、内部には『中山世
鑑』における琉球開闢神話で阿摩美久が造ったとされる御嶽があり、東御廻りの拝所
の一つとなっている。 

・獅子舞（無形民俗文化財）は350年以上前から伝承されていると伝わる。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置済み。 

産業資源  ・農業（サトウキビ中心）、観光（玉城焼［陶芸］、カフェ等）が主産業である。 

・集落は斜面地に形成され、ペンションや陶芸工房などが立地している。「山の茶屋・楽
水」「浜辺の茶屋」等のカフェ・レストランが立地。 

・琉球バスの50番、51番、53番が運行。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は老人会、女性部（婦人会）、青年会、こども会である。 

・老人会の活動は活発で、毎週２回ゲートボールを行っている。 

・「農地海岸モデル清掃」に区民が参加（平成26年9月）。 

観光動向  ・玉城城跡では、夏至と冬至には太陽光が城門から差し込む現象がみられることから、
毎年冬至の朝には大勢の人が訪れている。城跡に隣接して「沖縄県立玉城青少年の
家」があり、森林を活かしたアウトドア活動などが行われている。 

・「山の茶屋・楽水」の背後の「さちばるの庭」は、その緑の豊かさと展望のよさから、癒し
を求めて訪れた人が散策している。 

・レジャー施設等の「琉球ゴルフ倶楽部」や宿泊施設の「海坐～kaiza～」、「ペンションウ
エストビュー」、「ヴィラさちばるやーどぅい」、雑貨・工芸等の民間事業者「玉城焼」、「ぷ
ーら」がある。 

ＰＲポイント  ・他の自治会に比べて世帯数が少ないので、横のつながりが強く、住民が協力的な自
治会である。 

・地域の自慢としては、約400年もの歴史があると伝承とされる獅子舞があり、陶芸の玉
城焼があることである。 

やりたいこと  ・今後興味のある活動は、地域づくり人材の育成など。 

課題  ・高齢化しており、人が少なくなってきている。どのように人を呼び込んだらいいかを考えて
いる。 

・玉城は住みやすいところで人気があり、県外からの移住者が人口の３分の１近くを占め
る。地元の人と移住者が一緒になって活動していけるような雰囲気づくりに取り組む必要
がある。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆玉城の将来像 

歴史ある獅子舞と玉城城跡を誇りに、自然とともに暮らす地域 

地域資源： ①獅子舞          ②玉城城跡          ③自然（集落後背の山や眺望など） 

方 向 性： 玉城は、約400年もの歴史がある獅子舞と、琉球最古といわれる玉城城跡があり、とても歴史の

深い地域です。集落は山に囲まれた斜面に立地し、海を望む眺望に優れており、自然の素晴ら

しさを求めて移住者が増えています。工芸や画家、演奏者等のアーティストが多い地域で、区で

はアーティストの発信拠点として、旧公民館跡のギャラリー開設に向けて話合いを進めていること

から、芸術のまちとしての発展も期待されます。また、海岸線のカフェや集落内にあるペンション

には、癒しを求めて多くの観光客が訪れています。一方で、来訪者のなかには、マナーが悪い

（車や宿泊施設での騒音など）人がみられることが問題となっています。玉城の自然とともに育ま

れてきた地域の歴史や文化、静かな暮らしを守っていくためにも、地域と観光のよりよい関係を築

く方法を模索していきます。 

イチ押 し： 玉城の過ごし方の発信 

玉城の自然とともにある穏やかな時間は、地域と観光客のどちらにとっても価値があるものである。

地域と観光客のより良い関係を築くためには、観光客の地域への理解を深め、一緒に地域づくり

に取り組んでいくことが考えられる。例えば、玉城の歴史や文化、観光資源、玉城で過ごす際に守

ってほしいことに関して、イラスト付きのマップなどを作成し、ギャラリーなど観光客が立ち寄る場

所で発信する方法が考えられる。 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 

・玉城城跡は、琉球開びゃくの神アマミキヨが築いた城との伝説がある。城門はハート
型で、夏至と冬至には太陽光が城門から差し込む現象がみられる。 

・玉城城跡の崖下には、沖縄県玉城青少年の家のウォークコースがある。自然豊か
で神秘的な光景（重なり合う岩々、木々の根が織りなす形状の美しさ、鍾乳石）が
広がるとともに、王墓や井戸などの歴史的な文化財が残っている。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・玉城を代表する玉城城跡は歴史的にも貴重なので、より多くの人々に知ってもらいた
い。玉城の土地を継承していくためにも、地元の若者の玉城城跡への理解を深める
ことが大切である。 

・城跡崖下のウォークコースに広がる神秘的な自然と、王墓や玉城城跡の石門など
の文化財を巡るコースが考えられる。コースの散策後は、玉城城跡の広場で一休み
するなど、休憩時間をもうける工夫が必要である。ターゲットは、歴史や散策に関心
のある小・中・高校生や玉城城跡に関心のある観光客が想定される。 

・城跡崖下は、倒れている木々をくぐったり、急傾斜の道をロープを使って進んだりする
必要がある。参加者は、足元が悪いところでも散策できるような年代（小学校高学年
以上など）に限定する必要がある。 
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地域入り懇談会の実施 

（６）奥武 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

離島にあり、漁業集落らしさが際立つ地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の南海岸から150mの距離に位置する、標高18.2mの離島である。また、志堅原
の西部や雄樋川近くに飛び地（開墾農地）がある。 

・人口は912人で、世帯数367世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約30.5％。 

・700年前の玉城グスク落城の際に玉城按司の子女が奥武島に逃れて国建てしたとの
伝承がある。 

自然資源  ・島は石灰岩質で中央が小高くなり、家々が展開する。斜面緑地がわずかに残る。 

・島の周囲には奥武沙灘や透明度の高い海が広がっている。 

・「南城市景観まちづくり計画」で重点地区候補に挙げられている。 

歴史文化資源  ・主な文化資源には、奥武観音堂（約400年前、奥武島に漂着した中国船を救助したお
礼に贈られた金の観音像が祀られている）や竜宮神（奥武島の海人祭の時には漕ぎ
手が安全を祈願する場所）、ハーリー等がある。 

・観音堂は浮亀山とも称し、旧暦8月15日にはウシデークが踊られ、旧暦9月18日にはウ
クァンノンオガミ（御観音拝み）が行われる。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置済み。 

産業資源  ・島内に耕地は少なく、伝統的に漁業に従事する者が多かった。 

・「奥武島海産物食堂」「中本鮮魚店」「大城天ぷら店」等の飲食店がある。 

・北東部が埋め立てられ、漁港、いまいゆ市場、スポーツ施設、駐車場等が整備。 

・琉球バスの53番が運行。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人会、女性部、青年会、こども会、PTAである。 

・地域行事の中でも、海神祭やウシデーク、出世祝い敬老会、区民運動会、エイサー、
綱曳き等はなくしたくない行事だと考えられている。 

・奥武出身の嶺井門中の運動会「嶺井藤八・ウシ記念オリンピック」がオリンピックの年に
開催されるのが有名。 

観光動向  ・奥武島の西部に広がる奧武沙灘という場所が、パドルスポーツや遊漁・遊覧などの観
光にも利用されている。 

・レジャー体験「奥武島海底観光グラスボート」、特産品販売施設の「奥武島体験交流
施設・奥武島いまいゆ市場」、宿泊施設の「民宿おおじま」がある。 

・奥武島には、県内からの来訪者だけでなく、近年は県外観光客も多く訪れている（１日
100～500名ほど）。 

ＰＲポイント  ・ハーリーと天ぷらが有名である。橋から飛び降りハーリーに乗り込む姿は圧巻。島の特
産品は、モズク、イカ、海ぶどう等で、いまいゆ市場の新鮮な海鮮丼も人気がある。 

・トビイカを干す風景が国土交通省の島の宝100選に選ばれている。 

・櫂を用いる棒術「砂掻ヌ手」が伝わる。 

・自治会及び区内の各種団体の活動が活発である。 

・観音堂を中心に37ヵ所の拝所がある。 

やりたいこと  ・公民館が老朽化しているため、災害時の避難場所はもちろん、館内に奥武島の伝統
芸能や文化、歴史の展示コーナー、またハーリー船の手作り体験コーナーなどを設置
し、体験型施設として新築したい。 

・思い出づくりをして、観光客のリピーターを増やしたい。また、ブルーツーリズムの取り組
みにも関心がある。

課題  ・区民の憩いの場であり、災害時避難場所である公民館が老朽化しており、コンクリート
が剥離して落下することもあり危険である。 

・宅地の不足や自治活動費などの課題はあるが、対策はできていない。空き家の有効
活用や現住宅の３世代化、収益事業の強化、特産品開発などに興味がある。 

・区長への負担集中も課題としてとらえており、自治会でNPO法人を設立することなどに
興味がある。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆奥武の将来像 

奥武観音堂を誇りに団結する島づくり 

地域資源： ①奥武観音堂          ②ハーリー          ③住民同士のつながり（絆） 

方 向 性： 漁業が盛んで、島内で食べられる海鮮丼や天ぷらが人気を呼んでいるほか、旧暦5月4日のハ

ーリーは橋から飛び降りてサバニに乗り込む勇壮な姿が有名で、多くの観光客が訪れている地域

です。区としての取り組みも盛んで、伝統行事・芸能の継承のほか、自治会や区内の各種団体な

どが活発に活動しています。奥武観音堂は、座礁した唐船を助けた島民へのお礼として贈られた

観音像を祀ったもので、島民にとって心の拠り所であり、島の団結の象徴となっています。今後も

観音堂を中心に島の結びつきを深め、伝統祭祀や行事、産業などを通じた、島の活性化を目指

します。 

イチ押 し： 島内商店スタンプラリー 

島内には、天ぷらや刺し身、海鮮丼などの食に関する店舗や、商店、宿泊施設が存在する。この

ような島内の店舗・施設をつなぐ仕掛け（例えば島内店舗・施設を利用することでスタンプを獲得

するスタンプラリーなど）を実施し、来訪者のリピートや満足度の向上、島内事業者が連携する仕

組みを検討します。 

 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 

・天ぷらがおいしいことは大きな魅力だが、奥武島は天ぷらだけではない、一歩踏み
込んだところにある歴史や文化財も知ってもらいたい。 

・島のなかにグスクが２つあることは珍しい。 
・拝所には必ず井戸があり、セットになっていることは面白い。 
・竜宮神からの眺めは素晴らしい。 
・猫好きにとっては猫と出会える場所となる。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・観光客や地元の歴史を知りたい方々に、天ぷらだけではない奥武島の魅力を知っ
てもらうことが重要である。ただし、奥武島を訪れるきっかけとしては天ぷらをはじめとす
る”食”の要素がよいため、天ぷら店をまわりながら、ついでに歴史・文化に触れるこ
とができるよう、同じマップ上に資源を示すなどの工夫が考えられる。 

・猫に出会える島であるが、猫に餌だけを与えるに来る観光客など、地域では問題を
抱えている。その点には配慮が必要である。 
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地域入り懇談会の実施 

（７）富里 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

第一尚氏の人々が移り住んだ地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の南方に位置し、中山区、屋嘉部区、當山区、志堅原区と隣接している。 

・人口は464人で、世帯数179世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約22％。 

・尚敬王代に間切番所が玉城から富里に移されたと伝わる。 

・尚泰久王代に豊見城按司が富里にきて、仲栄真城を築城して居住したと伝えられ、そ
の時代に摩文仁の小渡・米須から宇堂志家（小渡家）をつれてきて、今の公民館敷地
に住居を与え、各所に拝所を設けて宇堂志家に祭事の管理人をさせ、祭政一致の祭り
事をしていたといわれている。 

自然資源  ・斜面緑地が多く残り、風致地区に指定されている。 

・番所があったことから宿道が通っており、その道沿いに井泉が点在し、せせらぎのある
風情を感じることができる。 

歴史文化資源  ・尚泰久王の子らが政変でこの地に逃れ居住したなど、第一尚氏と縁が深い。 

・主な文化資源には、尚泰久王の墓（琉球を統一した尚巴志王統の第６代王の陵墓）
や百十踏揚の墓（尚泰久王の王女の墓）がある。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置済み。 

産業資源  ・玉城総合体育館、中央公民館、オキナワインターナショナルスクールが立地する。 

・その他、製造・加工等の「農業生産法人 有限会社 EM玉城牧場牛乳」やカフェ・レ
ストラン等の「レストラン  シャム」「八幡亭」がある。 

・琉球バスの51番、53番が運行。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人会、青年会、PTAである。 

・ミニデイサービスを行っている。 

・地域行事の中でも綱曳きや盆踊り等の行事は、地域のコミュニケーションのためになくし
たくないと考えられている。 

観光動向  ・雑貨・工芸等の「木工房 木彫屋KIBORIYA」がある。 

・一部道路に「沖縄の道自転車道」の位置づけがされている。 

ＰＲポイント  ・富里は旧玉城村の中心地として、公共施設が集中している。 

・尚泰久の墓をはじめ第一尚氏に関する文化財が地域に点在しており、歴史が深い地
域である。 

・百十踏揚のものと伝わる金の簪が、門中によって保管されている。 

やりたいこと  ・公民館を利用した学ぶ機会、例えばそろばん、楽器の使い方、書道、パソコン教室等
を実施したい。 

・今後興味のある活動は、福祉、高齢者の一人暮らしへの対応、健康づくり、若者の地
域活動への巻き込み、自治会加入率の向上、観光、伝統・文化・芸能の振興、独自
の資金造成、助成金を活用した事業の実施などである。 

課題  ・生活困窮者が自立して生活できるようになるかどうかで、少子高齢化を抜けられるかが
決まるので、それに対する支援が課題だととらえている。 

・第一尚氏の伝承にまつわる文化遺産の劣化や伝承の断絶が進みつつあり、学術的
調査を急ぐ必要がある。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆富里の将来像 

ひと味違う歴史と癒しのムラづくり 

地域資源： ①湧き水など豊かな自然     ②第一尚氏関連文化財     ③綱引きなどの伝統行事 

方 向 性： 富里は尚泰久王の子どもたちが移り住んだ地域であり、第一尚氏に由来するグスクや拝所、墓な

どの文化遺産が多数分布しています。歴史上有名な人物が眠る富里には、今後も定期的に来訪

者が訪れることが想定されます。一方で富里は、やんばる山と呼ばれる集落後背の山に囲まれ、

湧き水が今でも豊富に流れ、琉球石灰岩が隆起してできた巨石があり、ホタルが飛び交う自然

豊かな地域です。富里の自然は訪れる人にとっても癒やしの空間となる可能性があり、なによりも

地域の人は、自然とともにある集落の環境を好み、次世代に引き継いでいきたいと考えています。

まずは住民と富里を訪れる人のどちらにとっても心地よい空間を整える取組を進めていき、住ん

でよし、訪れてよしの地域を目指します。 

イチ押 し： 癒しの散策路継承プロジェクト 

第一尚氏関連文化遺産に至る道や集落内の沿道は、自治会や門中で定期的に清掃・草刈りを

行っている。地域内外の人にとって、思わず歩いてみたくなる癒しの散策路を継承していくために、

今後も定期的な清掃・草刈りや親水空間としての井泉の維持管理を継続していく。 

 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 
・歴史上有名な百十踏場や尚泰久王をはじめ、第一尚氏一族の墓が集中する地域
である。 

・沖縄最大級といわれるヒンプンや希少な石畳道が集落内に残っている。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・尚泰久王一族の墓を歴史の年代順に巡ることで、第一尚氏の歴史と富里の歴史
への理解を深めることができる。隣の當山にある尚布里の墓をコースに含めること
で、尚泰久王の子どもたちが富里の地に移り住んだ理由に迫ることができる。 

・富里で暮らす親子や、歴史に興味がある人をターゲットに設定する場合、歴史をわ
かりやすく伝えることが重要である。散策時の資料として、①資源の説明が記載され
たマップと、②歴史上の出来事や人物を解説した小冊子を作成する方法が考えられ
る。 
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地域入り懇談会の実施 

（８）當山 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

第一尚氏への誇りでつながる地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の南方に位置し、志堅原区、富里区、屋嘉部区、前川区、堀川区に隣接してい
る。 

・人口は460人で、世帯数188世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約24.3％。 

・當山に最初に住んだ人々は赤嶺一族だといわれている。その後、三山統一した尚巴
志の子どもである尚布里が移り住んだとされている。 

自然資源  ・集落の西側に宇和原の森があり、緑豊かな景観をつくっている。 

歴史文化資源  ・尚布里が隠遁した地で、第一尚氏ゆかりの文化財群（上江洲之殿、上江洲神屋、屋
良神屋、八幡加那志の墓、大川グスク、安次富グスクなど）がある。 

・市の集落域サイン整備事業で文化財等へのサインを設置済み。 

産業資源  ・玉城郵便局、バンビ保育園、青の空（介護施設）が立地する。 

・主な産業は農業（サトウキビ・野菜）である。 

・製造・加工等の「菓子工房こはるびより」、「matte pan」、「ビン  food café ‘eju（イージュ）」
や、飲食店の「居酒屋たまや」がある。 

・琉球バスの51番、53番が運行。 

・近年では「多面的機能支払交付金による伝統行事の継承」（田園整備課）等の事業
が行われている。 

地域活動の概況  ・地域の主要な団体は、老人会（結の会）、女性会、青年会、こども会、PTAである。月１
回評議委員会を開き、常会と総会が年に３～４回ほど。 

・老人会ではミニデイサービスを実施（月１回）。ゲートボール等の活動も活発。 

・こども会には幼稚園から入れて、エイサーや年末のイルミネーションの飾りつけ等の活動
を行っている。 

・女性会は告別式のときなどジューシーをつくる役割を担っている。月１回、公民館まわり
の清掃と花植えを行っている。 

・三線愛好会が10名前後いて、行事の際に地謡をお願いしている。 

・地域行事の中でも腰ゆくいと綱曳きは昔から続いているのでなくしたくないと考えている。

観光動向  ・雑貨・工芸等の「アトリエ+ショップcococo」がある。 

ＰＲポイント  ・第一尚氏ゆかりの地。尚布里が最後に辿り着いた場所とされ、お墓がある。 

・第一尚氏第６代の尚泰久王の子、安次富加那巴志、美津葉多武喜（三津葉多武
喜）、八幡加那志、百十踏場の子孫が旧暦5月15日に上江洲の殿で年１回集まって
いる。 

・農業が昔から盛んな地域。かつては稲作が盛んで米味噌がよく作られていた。炙った
バナナの葉で包まれた米味噌と梅のおにぎりは、字の行事で婦人会がよくつくっていた
定番の食事。 

・町村合併前から玉城村内でも有数のスポーツが盛んな地域である。 

やりたいこと  ・今後興味のある活動に防災がある。高台にあることをいかし、災害の際に備えて他地
区からの避難者の受入れ体制づくりに取り組みたい。 

・公民館を改修工事し、第一尚氏をテーマにしたまち歩きの拠点としたい。 

課題  ・高齢化が進み、20代、30代の人口が少ない。子どもは増えているが、待機児童が問
題。大きくなると大学や就職で出ていくので、地元出身の若者に戻って来てほしい。 

・綱曳きは旧暦で行っているので参加率が悪く、特に大人の参加が少ない。 

・区長への負担集中など課題はあるが、対策できていない。各種委員会の設置に興味
がある。 

・情報発信について、インターネットの活用や各種団体を通してのお知らせなどに興味が
ある。外灯、地滑り対策なども必要。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆當山の将来像 

祖先を敬い、伝統行事を大事にする地域 

地域資源： ①石獅子       ②上江洲の殿       ③先人から受け継いだ伝統行事（綱引き等） 

方 向 性： 丘陵地にある集落からは海や畑が見え、散策するにはとても気持ちのいい空間です。地域の

人々は、第一尚氏を祖先として誇りに思い、先人から受け継いだ伝統行事を大切にしています。

集落には古い石獅子や、尚布里をはじめ第一尚氏にまつわる史跡もあり、第一尚氏の歴史や当

時の暮らしをテーマとしたまち歩きを行いたいと地域では考えています。そのためには、第一尚氏

の歴史や先人の暮らしを紐解き、地域内外へ伝えていくことが重要です。當山は小学校や中学

校が隣接することから、学校と連携して高齢者から学ぶ地域学習を行う方法も考えられます。子

どもたちへのふるさと教育に力を入れることで、當山の歴史文化の次世代への継承を目指します。 

イチ押 し： 第一尚氏を知る紙芝居の読み聞かせ 

地域の高齢者への聞き取りに加え、大学や市の文化課に尚布里や尚泰久の子ども等の来歴・人

物像を調べてもらう。その資料をもとに、自治会や子育て世代が中心となって、第一尚氏に関す

る紙芝居のストーリーを考える。いくつもの紙芝居をつくり、公民館で子どもたちに読み聞かせをし

て地域への関心を高め、當山の歴史や伝統行事を大切にする心を育てる。 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 

・琉球を統一した尚巴志の六男尚布里が最後に辿り着いた地である。昨年、首里城
が焼けたことで琉球王国の歴史に注目が集まっている。尚布里は、首里城の一度
目の焼失に関係する人物でもある。 

・尚布里や地域住民を守るように４体の石獅子があり、火返し（火災予防）の思想が
残っている。 

・ケーキ屋の「菓子工房こはるびより」や、陶芸雑貨の「アトリエ+ショップcococo」が
あり、市外や海外からも誘客できるコンテンツが点在している。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・歴史に詳しくない人でも気軽に学べるように、主要な文化財を巡りながら石獅子４体
のスケッチラリーを行うイベントが考えられる。散策の合間にケーキ屋や陶芸雑貨の
お店に立ち寄るなど、参加者同士でゆんたくしながら休憩する時間をもうけるとよい。 

・参加者にはハガキに各石獅子の絵を描いてもらい、散策の最後に集落内のポストへ
投函してもらう。自分宛てにハガキを送る場合は後日思い出を振り返ることができ、自
分以外に送る場合は新たな来訪のきっかけにつなげることができると考えられる。 

・ターゲットとしては、市内外や九州地区の小学生、歴女、外国人観光客（日本語が
話せる人／通訳付きの人）が想定される。 

・子ども会、女性会、老人会、青年会等の組織と連携して実施し、當山ファンの増加
や観光客の誘致、移住者を増やして地域活性化につなげていくことが考えられる。
當山区民自身も、第一尚氏とのつながりを再認識し、地域の歴史に誇りを持って後
世へ伝えていくことが重要である。 
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地域入り懇談会の実施 

（９）稲嶺 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の実施

②地域概要と将来像 

獅子が見守る伝統文化が息づく地区 

項目  概要 

地域の概況  ・市域の西方に位置し、目取真区、平川区、湧稲国区、さらに八重瀬町に隣接してい
る。 

・人口は1,313人で、世帯数493世帯である（2019年12月現在）。高齢化率は約
17.4％。 

・戦前は集落北側に軽便鉄道の稲嶺駅があり、那覇や糸満に行くのに便利だった。 

自然資源  ・饒波川の上流部にあたり、斜面緑地が比較的残っている。 

歴史文化資源  ・主な文化資源には、稲嶺の獅子舞（市無形民俗文化財）がある。稲嶺の獅子舞は、
区の守り神と火ゲーシ（火災予防）の守り神として獅子を祀られている。旧暦の8月13日
～15日にかけて行われる十五夜遊びで演じられる。 

・現集落の西方に古島（旧集落）があった。 

・南米への海外移民を多く出した地域である。 

産業資源  ・主な産業は、農業（野菜、サトウキビ）である。特にトマトは有名である。 

・カフェ・レストラン等の「EM玉城牧場  稲嶺十字路店」「そうざい凮月」「憩い空間たかふ
じ」等がある。 

・琉球バスの51番、53番、54番が運行。 

・近年では「多面的機能支払交付金による伝統行事の継承」（田園整備課）等の事業
が行われている。 

地域活動の概況  ・自治会組織の各種部会の活動がさかんである。稲嶺合同生年祝等を開催している。 

・地域行事の中でも旧盆と綱曳きは活性化に関わるためなくしたくないと考えている。 

観光動向  ・レジャー施設の「大里ゴルフセンター」がある。 

・二つの県道（48号線、77号線）が通るので、レンタカーなど通過観光は多いと考えられ
る。 

・これらの県道が交わる稲嶺十字路は、南城市内でも交通量が最大級の交差点。 

ＰＲポイント  ・稲嶺の十五夜遊びは、別名「獅子のウトゥイムチ（おもてなし）」といわれ、獅子を上座に
安置してとり行われる。 

・2015年にハワイ県系人の獅子舞団体と「稲嶺伝統芸能保存会」による獅子舞をとおし
た交流会を実施。 

・合同生年祝では、区の十三祝いの子どもたちと一緒に長者の大主を披露している。 

・高速道路やスーパー等が近いといった利便性が高く、人口が増えている。 

やりたいこと  ・自治会費の低減と自治会加入促進、区内放送を活用した情報発信に関心がある。 

・伝統芸能を継承するなかで、老若男女の交流を深める。 

課題  ・行事の参加者が少ない。 

・区長への負担集中については、役員と協力しながら対策を進めている。 

・情報発信に関して現在は自治会だよりを発行しているが、区内放送の活用についても
興味がある。 
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地域入り懇談会の実施 
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地域入り懇談会の実施

◆稲嶺の将来像 

伝統芸能で交流の和を広げる里づくり 

地域資源： ①伝統芸能            ②人のつながり           ③交通の要衝 

方 向 性： 伝統ある獅子舞や舞方棒、松竹梅や長者の大主といった伝統芸能が盛んで、住民同士のつな

がりを大切にしている地域です。また、戦前は県営軽便鉄道の稲嶺駅があり、現在も稲嶺十字路

があり、多くの車輌が行き交う交通の要衝です。利便性が高く、人口が増加していることも特徴の

ひとつです。 

伝統芸能が残る稲嶺では、他地域を交えた芸能交流を楽しみながら、伝統文化を継承し、地域

を盛り上げていくことが考えられます。将来的には、稲嶺の文化を学びながら伝統芸能を堪能す

るスタディツアーや、獅子舞や舞方棒といった芸能に触れる体験プログラムを実施することが期

待できます。 

イチ押 し： 交流獅子の活用 

稲嶺の獅子舞は、迫力のある動きで住民からも人気がある。獅子は本来区の行事でのみ披露さ

れ、地域外に持ち出すことはできないが、区では、地域外のイベントに持ち出せるように交流獅子

を制作した。この交流獅子を活用して、地域内外の人々に稲嶺の伝統文化を知ってもらう機会を

設ける。例えば、市内の獅子舞が残る地区と獅子舞を共演するイベントを開催する。イベント時に

は、各地区の獅子舞の本来の姿を解説付きで演舞するなど、他地区と交流しながら魅力を発信

することで、区の行事のPRにつなげる。 

 

 

③外部からの視点  ※尚巴志塾（文化課）等より 

市文化課が実施する「平成31年度尚巴志塾事業」において塾生が感じた対象地域の魅力・特徴や、その

他、外部から対象地域を見た際の地域の魅力等について整理する。 

 

項 目  尚巴志塾などからのフィードバック内容 

地域の魅力・特徴 

・稲嶺は歴史文化が深く、稲嶺区合同生年祝等の伝統芸能が盛んである。また、一
時消滅した青年会を復活させようという動きがある。 

・稲嶺に隣接する大里グリーンタウンには、オススメの絶景スポットがある。 
・交通の利便性がよく、小学校やスーパー等も近く、人口が増えている。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・地域内外へ地域の活動や景色のよさを情報発信することで、子育て世代が住みや
すい地域であることをアピールする。 

・稲嶺と大里グリーンタウンは隣接しており、その魅力（利便性がよく住みやすい）や課
題（青年会活動などを通した伝統の継承）が共通している。そこで、２地域で連携して
コースを作成し、伝統文化や住みやすさといった地域の魅力を知ってもらうことが考え
られる。 

・交通利便性をいかして、公共交通を利用した巡り方が考えられる。 
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３－１．実施概要 

 

（１）目的 

過年度懇談会実施地域へのフォローアップとして、平成29年度事業及び平成30年度事業において地域入

り懇談会を実施した18地域を対象に、事業終了後の取り組み状況や今後の活動希望を把握するためにヒアリ

ングを行った。 

 

 

（２）実施概要 

過年度懇談会実施地域へのヒアリングは下表のとおり実施した。 

過年度フォローアップの実施概要 
№ 地域 実施日 場所 

1 津波古 11月26日（火） 津波古公民館 

2 小谷 11月25日（月） 小谷構造改善センター 

3 新里 11月26日（火） 新里公民館 

4 佐敷 11月20日（水） 佐敷公民館 

5 久手堅 11月29日（金） 久手堅公民館 

6 安座真 11月25日（月） 安座真ムラヤー 

7 知名 11月29日（金） 知名ムラヤー 

8 久高 1月8日（水） 久高島 

9 垣花 11月25日（月） 垣花構造改善センター 

10 仲村渠 11月26日（火） 仲村渠児童館 

11 糸数 12月3日（火） なんじょう市民活動支援センター 

12 船越 12月10日（火） 公民館 

13 前川 11月29日（金） 前川ムラヤー 

14 西原 12月19日（木） 大里城趾公園体験交流センター 

15 南風原 12月12日（木） 南風原農村集落総合管理施設 

16 大城 12月10日（火） 大城集落センター 

17 稲福 11月25日（月） 大里高齢者健康センター 

18 真境名 12月17日（火） 真境名公民館 
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３－２．経過把握ヒアリングの記録 

 

（１）津波古 

日 時 令和元年11月26日（火）13：00～14：00 場 所 津波古公民館 

参加者 津波古区 書記１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤） 

 

①保全に関わる取組 

 津波古の天の浜は、素晴らしい資源だと思う。区で海の運動会などを実施したりもしたが、浜で勝

手にマリンスポーツなどの商売をしている人もおり、危険な状態である。区に指定管理で浜の管理

を委託してくれれば有効活用できるのではないか。 

 区内美化活動を実施している。現在は草刈りが中心となっているが、浜のゴミ拾いなどを行っても

よいのではないか。 

 健康長寿に関わる活動しては、歩け歩け運動やラジオ体操、健康講演会などを実施している。しか

し、参加率はあまりよくない状況である。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいの販売は芳しくない。本染めであるため単価が2,000円となっているが、地元の人は高くて

買わない。プリントであれば単価500円程度で販売できるので、本物志向の本染め手ぬぐいと、柄さ

え見えればよいという安価な手ぬぐいの２本だてで進めるとよいのでは。また、2,000円という値段

であれば、高級感のある包装など工夫が必要だった。 

 手ぬぐいの販売に関しては、当初はなんじょうセレクションに出品する予定だった。しかし、出品

する段になって、要項には記載がなかった「販売実績があるものしか出品できない」という条件に

合致しないということで出品できなかった経緯がある。 

 手ぬぐいデザインをラベルに使用した泡盛の販売については、泡盛を売るためには酒類の販売許可

が必要であるため、区の会計から独立させて許可を取得しようと考えたが、公民館が所在する地域

は住居専用地域であるため商売はできないとわかった。がんじゅう駅など、販売許可を得ていると

ころが代理で販売してくれる仕組みが構築できればよい。また、首里城の火災を受けて、市か観光

協会が中心になって売上の一部を寄付するような仕組みをつくり、首里城のシールをつけて販売す

るような取り組みができないか。 

 実現しなかったが、公民館で空手の海外研修生の宿泊を受け入れる構想もあった。区内の空手道場

には海外から研修生が訪れており、その宿泊の問題があることを知ったことがきっかけである。食

事はデイゴの会などのボランティアにお願いし、棒術などの伝統芸能を披露しておもてなしするこ

とを考えていた。そうすることで、保存会のモチベーション向上（芸能を披露する場が固定されて

おり、モチベーション維持に難がある）なども解決できると考えた。しかし、このときにも公民館

が住居専用地域に立地するために宿泊業の許可が出ないなど、当初の構想どおりに実施できないこ

とがわかり断念した。 

 尚巴志塾で作成したコースを活用しようと、それぞれのスポットに看板を設置し、QRコードで説明

文を読めるようにしようと見積もりを依頼している段階である。尚巴志塾で設定したテーマは「ノ

スタルジー津波古」なので、古写真を集めていきたいと考えているが、古写真を集める活動も個人

では限界がある。Facebookでもかつて沖縄に住んでいた米軍人などが写真をアップしていくページ

があり、そのようなページをサーチして写真を集めるなどのサポートがあるとよい。古写真は気軽
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に民俗に触れることができるので、入り口として、皆が自由にアクセスできるアーカイブやライブ

ラリーのような古写真データを集めるプラットフォームを市のほうで作成してもよいのではないか。 

 

 

（２）小谷 

日 時 令和元年11月25日（月）14：30～10：00 場 所 小谷構造改善センター 

参加者 小谷区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村） 

 

①保全に関わる取組 

 地域の３つの宝に挙げていたのが、イルミネーション、うくくまーい、バーキだが、それぞれの活

動は継続している。 

 イルミネーションに関しては、運営の中心は50代だが、子どもから高齢者まで区民総出で取り組ん

でおり、区がひとつにまとまる一大行事になっている。高齢者にとって、区外から来た人に「小谷

はこんなところだよ」と紹介する機会ともなっており、地域の誇りを感じることができるので重要。 

 うくくまーいについて、2013-15年度は商工会事業で芽出しをし、16-17年度はイベントとして実施

したが、イルミネーションと時期的にかぶっていたため負担が大きかった。そのため地域内で協議

をし、18-19年度はオーダーがあったら対応する形に変えている。 

 バーキづくり体験は、現在うくくまーいとセットで対応することが多く、今年度は「かりゆし長寿

大学」や「県民カレッジ」など県主催のプログラムの依頼で実施した。１回きりの体験教室なので、

（事前につくり込みをするなど）講師の負担が大きく、10名以上の規模を受け入れるのが難しい。 

 うくくまーいの主体であるバーキの里うくく会が、まーいコースにある拝所等の清掃を年４～５回

ほど実施している。それ以外の拝所や農村公園などは自治会で行うが、草刈りなどは追いつかない

ので、区長など役員３名だけで追加実施することもある。 

 以前セルフウォークをする来訪者が多いという課題があり、現在もいるとは思うが、あまり表面化

していない（区長自身がセルフウォークをあまり見かけない）。ミモザの木の宿泊者がたまに歩いて

いるが、それらはマップを購入しているはずなので、完全にフリーというわけではない。マップは

公民館の他、ミモザの木などが販売に協力してくれている。 

 朝市は現在休止中。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 うくくまーいは当分は現在の等身大でできることをやるというスタイルで継続したい。オーダーや

参加者の年齢に合わせて回るコースや時間を調整している。 

 集落ガイドの数は横ばい。また、バーキづくりの指導者が限られる（知念政敏さんのみ）という課

題もまだ解決できていない。勉強会は開いているが、特にバーキづくりは工芸技術を習得するのが

難しい。 

 陶芸家の佐野さんが製作した獅子２体を区の入口に飾る予定。台座が30万円ほどするので寄付など

で集めなければならない。 

 地域づくりについては、「同じ人がいろんなことを一生懸命やっている」という状況で負担が大きく、

後継者育成の課題がある。 
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（３）新里 

日 時 令和元年11月26日（火）17：30～18：30 場 所 新里公民館 

参加者 新里区 区長、書記、文化部 ３人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉） 

 

① 保全に関わる取組 

 拝所を含めた地域の清掃作業は班別で役割を分担しており、４ヵ月に１回ペースで行っている。作

業当日に参加できない人は事前に清掃することになっている。 

 タクガーは、地域の清掃範囲に含まれておらず、個人がボランティアで清掃を行っているようだ。 

 行事や地域活動には協力依頼を出して住民を集めている。区の行事は女性会が支えてくれている。 

 地区のコミュニティ維持が課題であり、PTAの任期が終了した後にも、若い世代が楽しみながら集

まれるような取り組みがあるとよいと考えている。 

 体協には若い世代も参加しており、区からは反省会などの予算も出している。しかし、体協と地域

行事との関わりをうまくつなげられていない。 

 若い人たちなりに頑張っているので、無理に行事や地域活動に参加させることはしたくない。 

 

②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいデザインについては、手ぬぐいではなく、Tシャツにプリントして販売したいと考えてお

り、デザイナーのドゥカティと打ち合わせ中である。また、販売場所と予算の管理方法を検討して

いる。 

 ドゥカティでの店頭販売も考えていたが現状では難しそうなので、まずは地区で販売してみようと

考えている。 

 作成するTシャツは、「新里」という地区名を除けば、沖縄南城セレクションなどで販売できる可能

性はないか。 

 他地区では、海外等で暮らす出身者への贈り物にしてはどうかという話もあった。［国建］ 

 ５年に一度のウチナーンチュ大会でも販売できる可能性があるのではないか。［市］ 

 ミニデイのスポレク用のユニフォームとしての活用可能性も検討中である。民泊の学生向けに南

城市Tシャツとして販売できるとおもしろいと思う。 

 前区長が「佐銘川大主物語」を紙芝居風に取りまとめ、地区のサマーキャンプや文化展で子どもた

ちへの読み聞かせを実施した。絵の制作には地区の中学生も関わっている。 

 前区長は尚巴志塾で地域サポーターも務めており、尚巴志塾で作成したオリジナルコースを活用し

て、御嶽めぐりを企画し文化部で実施予定である。 
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（４）佐敷 

日 時 令和元年11月20日（水）17：00～18：00 場 所 佐敷公民館 

参加者 佐敷区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉） 

 

 

①保全に関わる取組 

 班の拝み場所は各班が清掃することになっている。その他の文化財や、そこに向かう道の清掃は区

長が実施している状況であり、作業が追いついていない。佐敷城跡などは市に清掃作業を要請して

いる。 

 つきしろに続く道やモリヤマ御嶽、クベヤマ御嶽は、清掃していないため入れない状況である。 

 佐敷ようどれについて、以前は門中が拝みなどを行っていたが、担い手不足のため、今年から区で

代行してほしいとお願いされている。 

 地域の行事や活動には、老人会とPTAを中心に人を集めており、市職員も手伝ってくれている。 

 その他の団体がなく、PTAの任期が終了すると、公民館や地域との接点がなくなってしまい、老人

会の会員数も減っている状況である。 

 

②活用に関わる取組や可能性 

 佐敷小学校で尚巴志の紙芝居の読み聞かせや学芸会などが行われている。 

 地域の文化を継承する取組として、子どもたちを対象に尚巴志の紙芝居の読み聞かせを行いたいと

考えている。 

 地域で尚巴志に関わる取組はしていない。干潟も小学校で行く程度で、地域では活用してはない。 

 10年ほど前にPTAで史跡めぐりを計画して、佐敷城跡などを巡ったことがある。 

 前区長は尚巴志への関心が高く、尚巴志塾や南城市民大学などに参加しており、そこで知り合った

他地域の人と共に佐敷区での史跡めぐりを行っていたが、住民の参加が少なく地域には普及できて

いない。 

 現状の取り組みだけで手一杯であり、手ぬぐいの販売は難しい。今は地域住民とのつながりを強化

していきたい。 
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（５）久手堅 

日 時 令和元年11月29日（金）15：00～16：30 場 所 久手堅公民館 

参加者 久手堅区 区長１人 
事務局 観光商工課（横山）、国建（吉） 

 

①保全に関わる取組 

 区の全体清掃は年に３回ある。 

 散策路づくりについて、当初は18名で取り組んでいたが、定期的な集まりを負担に思う人もいたの

で、現在、区長が個人で取り組んでいる。 

 ヌーバレーの練習時に１ヵ月ほど「クッキングナイト」としてバーベキューを実施したが、住民の

集まりはよくなかった。 

 地域活動に継続して取り組むために組織した「昇い太陽クディキンの会」は、上手く動かせていな

い。また、地域外の人と連携してみても、継続して関わってくれる人は少ない。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 久手堅区には斎場御嶽と海や山、ヌーバレーのような伝統行事といった特色があり、特に斎場御嶽

や自然を活かした取組をしていきたい。斎場御嶽は、自らの幸福感を高める祈りの場所であると考

えている。 

 「伝統」はそれを感じた人の取組が伝統につながると考えている。地域の人材を活用して、古武術

（棒）を奉納太鼓や奉納演武にアレンジして、住民に広められるとよい。 

 綿花に関心がある移住希望者がいるので、区の伝統工芸品として、自然のもので染めたスカーフを

つくってはどうかと考えている。 

 少子高齢化の対策としては、学童クラブが必要だと考えている。すでに区内に学童クラブはあるが、

今後は、入所できない児童が出るという。共働きの問題はすぐに解決できるものではなく、こうし

た取組が重要である。その後、独居老人をケアする仕組みを考え、世代間交流を図りたい。 

 山をつくるには海も大切である。自然が循環していることを子どもたちに教えたい。「はまぐり」を

活用した特産品づくりにも注目している。 

 他のサテライトとも連携していきたい。例えば、他地域の野草の成分を分析し、化粧品づくりや、

栄養価の高い特産品づくりにつなげたいと考えている。第一次産業は地域づくりのスタートライン

であり、観光を下支えするためにも必要である。 

 手ぬぐいデザインは、久高区のようなパターン柄やシンプルなデザインは使い勝手がよいのではな

いか。 
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（６）安座真 

日 時 令和元年11月25日（月）10：30～11：30 場 所 安座真ムラヤー 

参加者 安座真区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村） 

 

①保全に関わる取組 

 年間10以上の伝統行事があり、神アサギなど拝所を拝んでいる。そのため年２回は区民で清掃をす

るし、加えて年４回ほどは区長たち役員で清掃している。 

 エコミュージアム総論で今後の方向性だった「芸術のムラづくり」は、その重要な要素だったこら

くりアーツでの芸術作品が県立芸大によってほぼ撤去されており、その後進展していない。 

 しかし、作品を展示していた海岸緑地広場は、きれいに保全することに区として主体的に取り組ん

でいる。ここは夏場など区民が夕涼みに訪れる場所で、以前は雑草が生い茂り夜は怖かったが、ア

ート作品展示で雰囲気が明るくなった。 

 地域資源の大神宮（うふじちゅう）に関して、安座真港の共同売店が壁のデザインに採用しており、

また大神宮の紙芝居も店で上演したことがあった。この共同売店は地域と観光客を結ぶ接点となり

つつある。 

 県の「かりゆし長寿大学」で屋比久区長が講師となり、安座真の歴史などを紹介したことがあった。 

 山羊のモモちゃんを飼育しており、観光客も足を止めてくれるようになった。 

 安座真は昔は木陰も多く、歩いて楽しい地域だった。「ファーカンダー」という祖父母と孫をセット

で呼ぶ言葉が地域にはあるが、おじいさん・おばあさんと孫が一緒に歩いている風景を受け継いで

いきたい。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 区長が１年任期なので、活動を継続するために、老人会を復活させようと調整している。名称も「美

化朗人会」と前向きになれる表現にしようと話し合っている。 

 社協の事業に「緑花で広げよう区民の輪」というテーマで応募し、採用され今は緑地広場にベゴニ

ア1500本を植えている。これは台風の影響を受けない時期を花で彩るためであり、11月から３月ま

で花をつけるベゴニアを選定した。当面の目標は市のオープンガーデン事業にオブザーバー参加す

ること。 

 海岸緑地広場の維持管理を市と譲り合っていた時期がある。きちんと役割分担してもらえれば区が

全面的に管理しても構わないが、活動の安全性が担保されるような仕組みを市につくってもらいた

い。例えば浦添市は「ちゅらまちサポーター」という市民の美化緑化ボランティアがあって、活動

に市が保険をかけられる制度になっている。 

 安座真には飲食店など増えているが、積極的に連携しようという取り組みは、今はない。ただ、飲

食店はヌーバレーのときなど協賛してくれるし、関係が悪いわけではない。ヌーバレーの際にこれ

らの飲食ブースを出店してもらうなどが考えられるし、海岸緑地広場で飲食店参加のイベントを開

催することもアイデアとしてある。 

 耕作放棄地が連続してハブのすみかとなっているので、共同で菜園にするなどの取り組みに発展さ

せたい。 
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（７）知名 

日 時 令和元年11月29日（金）17：00～18：00 場 所 知名ムラヤー 

参加者 知名区 区長１人 
事務局 観光商工課（横山）、国建（吉） 

 

①保全に関わる取組 

 ヌーバレーについて、2019年は「ウチナー紀聞」等のTV番組や新聞に取り上げてもらった。また、

沖縄県から表彰してもらえることになっている。 

 ヌーバレー継承の問題は人口減少等による後継者不足である。地域内に若者が少なく、地域外から

出身者などに参加してもらっている。 

 ヌーバレーの会場である農村公園の柵が老朽して危険であるため整備したい。 

 自治会加入率は90％程度である。アパートの住民も加入している。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 以前から市観光協会が実施するナイトツーリズムの受け入れを行っている。 近では、団体客（80
名）に、知名ムラヤーで四つ竹と胡蝶の舞を披露した。芸能披露後は、胡蝶の舞の体験を通じて交

流した。 

 現在、ムラヤーで宿泊できるように認可地縁団体の申請書類を作成中である。宿泊の問い合わせも

ある。民泊を実施するときには、管理費や人件費の捻出が課題になると考えており、赤字運営とな

らない価格を検討している。 

 区はインターネットを接続していないので、市のホームページ等で、ムラヤーの情報を発信しても

らえるとよい。 

 ムラヤーは普段、日舞愛好会や琉舞愛好会、舞踊の先生が子どもに教える場所として週１回程度、

利用している。また、夏休みには１週間、民生委員が子どもたちに勉強を教えており、その他にも

ハロウィンのイベントや料理教室として住民の利用が多い。 
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（８）久高 

日 時 令和２年1月8日（水）11：30～12：20 場 所 久高島離島総合センター 

参加者 久高区 区長、会計 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村） 

 

①保全に関わる取組 

 高齢人口が増えており、区で老人ホームを運営するため、協議会が母体となって法人設立の準備中

であり、１月中に勉強会を予定。 

 久高への移住希望者を受け入れる住宅がないかとまちづくり推進課から連絡を受けたことがある。

ちなみに「平成32年度までに８人の人口増」という目標（久高島総合計画実施計画か？）はクリア

済み（２家族が転入）。 

 市では総合戦略を次年度改訂予定で、市の人口均衡化のため、知念・玉城においてまず関係人口

を広げる取り組みができないか検討中。［市］ 

 過年度の空き家調査のうち、１軒はすぐに貸せる状態で、３軒は改修すれば貸せるようになる（い

ずれも所有者に了解済み）。改修に使える事業があれば教えてほしい。 

 西銘幸太さんを中心に、沖縄県の「保全利用協定」で島の資源を活用する際のルールを検討中であ

る。それ以前から、島の伝統行事のときには通行止めにするなど対策をとっていた。 

 久高島総合計画で位置づけた取組のひとつに、海岸漂着ゴミの焼却炉の設置があった。これは本土

の有志グループが毎年ボランティアツアーで来島し、ゴミ収集してくれているのだが、焼却できな

いため公民館にゴミがたまっている。一度申請したが、焼却炉のスペック不足だったため却下され

た。再チャレンジの予定。（まちづくり推進課が窓口） 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 観光客増加による課題としてトイレ整備があったが、これは現在予算措置され解決済み。 

 ガイド利用が現状５％程度のところを20％にしたい。次年度からガイド義務付けに着手する予定。 

 入島料については税方式の導入は難しかったため、どのような形にするか継続審議中（島民カード

方式など）。 

 観光案内所は現在個人に運営委託しており、自分が製作した土産品も販売している。想定していた

よりは利用は少ない印象。設置した場所の問題かもしれない。 

 グランピング事業はシマアッチー事業の関連もあり去年の９月頃から予約が増えたが、冬場は利用

は少ない。利用者からは宿泊の問合せが多く、宿泊できるようにアレンジすることも検討すべき。

なお、利用動線が異なるため、一般の島民はこの事業のことは知らない人が多い。 

 キャンプ利用に関して、運動場側にテント設営し焚火までしている利用者がいる。また、運動場で

ヨガツアーをしている業者がいるが（月１回程度）、島にお金が落ちているわけではない。 

 植物工場は来月あたりに初出荷の予定。運営は神谷産業で、島内雇用などの実利がある。 

 その他、離島活性化事業で様々な取り組みが行われている。 
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（９）垣花 

日 時 令和元年11月25日（月）9：00～10：00 場 所 垣花構造改善センター 

参加者 垣花区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村） 

①保全に関わる取組 

 地域の３つの宝に挙げていたのが、ワナガー、長寿、若い人だが、このうち若者は少なくなり、後

継者不足が深刻化している。行事の挨拶のときなど出身者に戻ってきてくれるようなメッセージを

発したり、区外に住んでいても出身者に子どもが誕生したときなどお祝いしたりしているが、なか

なか若者世帯のＵターンが実現しない。 

 ワナガー（垣花樋川）はじめ区の聖域・拝所は年４回（正月、綱引き、ウマリヌウガンなど）清掃

している。 

 数え97歳の長寿を祝うカジマヤーは、家族が出費し、道ジュネーなど区全体でお祝いするものだが、

近年は97歳になっても資金不足などで断念するケースが増えている。また、芸能を披露できる人も

減っている。今後はますます増えるだろうから、場合によっては近隣区や校区で協力して実施でき

るような仕組みにしないといけないかもしれない。 

 垣花は区外から転入している人がもともと多く、区の活動にも参加してくれる積極的な人もいる。 

 空き家が20件ほどあるが、仏壇などで使える状況ではない。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 垣花樋川の観光利用過多について心配する声があったが、具体的には夏場に利用者が集中すること

であり、その際に駐車できないから仲村渠側から車で侵入し、農家に迷惑をかけるケースが生じて

いることである。対策として農道に注意喚起の看板を立てたり、新たな駐車場を整備したりするこ

とが考えられる（現在の入口横の土地を提供してもよいとのこと）。 

 垣花樋川の利用者問題のもうひとつが、公民館にトイレを借りに来ても開いていないことが多いと

いうことだが、区としてはトイレ管理までする余裕がない。有料化するなど区予算の持ち出しがな

い形なら検討できるかもしれない。 

 県の新規就農者助成もあり、現在農業を始める若い人が若干増えている。この助成が近年減額され

ているが、初期投資リスクを減らさないと就農者は増えないため、市でも対策を検討してほしい。

また、植え付けや収穫を若い農家が共同してできる環境をつくることが、これからの農業の働き方

に必要な視点ではないか。 

 垣花には土地を守る人はいても、活かせる人がいない。今後実施される予定の土地の整理事業に期

待したい。また、潰れ地や農業用水で困ったことがあってもなかなか個々の農家が協力してくれな

いが、今後、灌漑排水事業に取り組むことで協力し合う気運をつくりたい。 

 修学旅行民泊に取り組んでいる家庭が５件ほどあるが、非常にタイトなスケジュールで、せっかく

の農業体験も時間がなく十分に楽しんでもらえない。旅行社主導のこうした民泊ではない農業体験

サービスが必要。 
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（10）仲村渠 

日 時 令和１年11月26日（火）16：00～17：00 場 所 仲村渠児童館 

参加者 仲村渠区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉） 

 

①保全に関わる取組 

 地域の３つの宝のひとつであるミントングスクは大切な場所であるが、区は管理に関わっていない。 

 ミントングスクの門中と久高の門中は昔から交流があり、昔はミントンから久高へ田芋を贈ってい

たらしい。田芋を復活させたいと計画を立てている。 

 仲村渠樋川は月に２回、当番制で清掃している。 

 仲村渠区では児童館を公民館として利用しているため、他地区のように自由に集まることができな

い。また、綱や稲作会の道具などを保管できる場所がなく、個人から借りている状況であり、公民

館や倉庫が必要であると考えている。 

 行事には住民や出身者が集まってくれるが、清掃活動などは人手が不足している。 

 住民が地域活動や行事に関心を高めてもらえるような取り組みをしたいと考えている。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 モデル事業の後に、仲村渠区から20名ほどで久高島へ渡り、西銘氏（モデル事業でガイドを実施）

に案内してもらった。参加した住民のなかには両地区の繋がりを知らない人もいて、ミントンと久

高のつながりを知ってもらうことができた。 

 稲作会では、上がり太陽プランに採択され、稲作文化の復活・継承と移住の促進を目指す取り組み

を進めている。 

 市が主催する「冬の豊年美味～NNJO CITY FOOD FESTA～」では昨年に引き続き、稲作会で赤

米と豚汁を販売する予定である。 

 稲作会では田の増反や米の商標登録等も検討している。 

 稲作会の課題としては、会のメンバーが忙しく、会を支えてくれていた住民の参加も減っており、

リーダーへの負担が集中していることである。 

 雑誌「モモト」に、稲作会の活動を中心に仲村渠アミシヌ御願を取り上げてもらった。 

 樋川の下は田園だったが、今は遊休地となっている場所が多い。そこで、畑作をしてみたい住民に

貸し出すことができないか話し合いをしている。 

 区長は市民大学を受講しており、そこで他地区の区長とともに「チーム棚田」を結成した。上がり

太陽プランに採択され、田畑の復元と市民農園の企画・運営・管理することを目指して活動してい

る。現在は、区長個人の土地を貸して、農家用の倉庫をつくっている。 

 地域住民を増やすため、区有地の売却を考えている。この地域に住みたいという人を優先的に受け

入れたいと考えており、情報発信に協力してほしい。 
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（11）糸数 

日 時 令和元年12月３日（火）13：30～14：20 場 所 なんじょう市民活動支援センター 

参加者 糸数区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤） 

 

①保全に関わる取組 

 かつては、集落内の道を整備するための予算として、区費徴収の際に「横線整備基金」を徴収して

いた。その予算で合併前に集落内の細道はすべて車が通れる幅に整備できた。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいは100枚作成したものが完売し、追加で100枚作成した。そのうち60枚程度が売れた。残り

をアブチラガマ案内センターで売る話は、評議会でも議題になったが在庫管理の難しさで実現して

いない。 

 アブチラガマとグスクをつなぐ旧道の整備ができないか。配水池の側からグスクへ上がる旧道と、

ダキドゥンビラは定期的に草刈りをして通れるようにしてもらいたい。以前は区で草刈りしていた

が、グスクが国指定史跡に指定されてからは、市へ要望することしかできない。 

 グスクと集落・アブチラガマをつなぐという視点では、新春ウォーキングのコースを、グスクを通

るコースとする案も考えられる。グスクで初日の出を見てから下りてくるコースである。 

 

 

（12）船越 

日 時 令和元年12月10日（火）10：00～10：40 場 所 船越公民館 

参加者 船越区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤） 

 

①保全に関わる取組 

 サボテンの写真を撮りにきたついでに船越大川を訪れる観光客はいる。しかし、土等が溜まってお

り上ウッカーまで行けないので、清掃できればと考えている。 

 新春マラソンや綱引き、夏祭りなどの集落行事は継続して実施している。行事にあわせて戻ってく

る出身者もいる。 

 青年会の活動は現時点では活発とはいえないが、祭りの準備には青年層にも参加してもらっている。 

 手ぬぐいの作成などは、地域が団結してひとつのことをしようという趣旨で取り組んだものだ。そ

のように皆でまとまって取り組みできればよいと感じている。その一歩として、草刈りなどの行事

に若い人がもっと参加してくれればよい。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいは500枚作成した。1枚250円で区民を中心に販売し、ほぼ完売状態である。 

 現在のところ観光まちづくり等について新しい取り組みは考えていないが、昔から続いていること

を今後も続けていくことが重要だと考えている。伝統行事の保全が大切だ。 
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（13）前川 

日 時 令和元年11月29日（金）13：30～14：30 場 所 前川ムラヤー 

参加者 前川区 区長１人 
事務局 観光商工課（横山）、国建（吉） 

 

①保全に関わる取組 

 保存会や青年会等の人数が少なく、伝統芸能の継承が課題である。市の無形民俗文化財に指定され

ている寄鍬（ユシグェー）は、24名で演じるため、人数が必要である。 

 区内の企業には、地域行事やイベントに協賛してもらっているほか、区民運動会にも参加してもら

っている。 

 

②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいデザインについて、区としては、市の無形民俗文化財であるアヤグがモチーフになってい

れば活用しやすかったと感じた。 

 前川ムラヤーでは民泊を推進しており、来月末にも県外からの予約が入っている。また、大学関係

者からも予約が入る。 

 平和学習の際、着替えやトイレ休憩にもムラヤーを貸しているが、 近は平和学習の予約は減少し

ている。 

 前川民間防空壕は、2018年に市指定史跡となっており、区としても活用したいと考えている。防空

壕の一部は見学することができるが、整備が必要な場所もある。 

 株式会社南都の学芸員等と連携し、地域の子どもたちが文化財に触れる機会を設けられるとよい。

前川区の希望があれば、市から学芸員へつなぐことができる。「市」 

 区の祭りや運動会等の行事以外では地域内交流はできていないため、スポーツ交流を検討している。

課題としては、ムラヤーは観光拠点施設のため、スポーツ施設や公民館として利用しづらくなり、

住民に活用してもらえていない。 

 芸術祭は４年に１度実施することになっており、来年開催する予定である。 
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（14）西原 

日 時 令和元年12月19日（木）19：00～19：40 場 所 大里城趾公園体験交流センター 

参加者 西原区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜） 

 

①保全に関わる取組 

 今年、区内の文化財の由来を記録する予定であったが、実施できなかったので次年度実施したい。 

 区では、ウマチー前の時期に年１回、草刈りと清掃を実施している。場所は集落や大里城跡、大里

城趾公園にある拝所周辺である。48世帯のうち、各世帯から１名ずつ参加する。 

 西原区はそもそも継承者となる子どもの人数自体が少なく、また棒術を教えても進学や就職の関係

で区外に出てしまう。現在、棒術を披露できる人は区内に３名程度しかおらず、次世代にどのよう

に継承できるかが課題である。 

 新たな取組として月見会を開催した。長らく開催していなかった敬老会も１月に予定している。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいデザインの活用については、今度、常会で議論する。 

 うふざとヌムーチー祭は、区で主催していた時期もあったが、現在は実行委員会の主催となってい

る。西原はムーチーの伝承が残る地域なので、今後、区としても積極的に関わっていきたい。 

 区では、将来的に大里城趾公園の維持管理や島添大里城跡の活用に取り組むことで、地域の活性化

を図りたいと考えている。大里城趾公園の指定管理について市と話し合いを行っていたが、体制や

予算面を考慮した結果、自治会組織として指定管理を受けないこととなった。その代わり、区の活

性化を考えているメンバーや区の事業者などから有志を募り、大里城趾公園の指定管理に向けて組

織を立ち上げる。現在、組織立ち上げのための勉強会や話合いを行っており、次年度に国の活性化

事業にエントリーして事業を始めたいと考えている。 

 新たな組織では、次のことに取り組んでいきたい。 

①大里城趾公園内にある農地を活用した農業体験の実施、生産した農産物をムーチー祭で販売 

②大里城趾公園のパークゴルフ場の管理・運営、オートキャンプやフリーマーケットの開催 

③大里城趾公園体験交流センター（公民館）への常駐職員の配置、観光客への対応 

④琉球舞踊館うどいと連携した民泊事業の実施、空き家活用も検討中 

 近、チチンガーの向かいに「菜」というカフェがオープンし、区民の居場所となりつつある。人

が集まる場所、飲食できる場所として注目している。 

 今月、市の都市建設課が西原区で開催したフォト巡りウォークは、体験プログラムとしておもしろ

い取組であり、参考にしたいと思った。 
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（15）南風原 

日 時 令和元年12月12日（木）14：00～14：40 場 所 南風原農村集落総合管理施設 

参加者 南風原区 区長１人、区民３人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜） 

 

①保全に関わる取組 

 食栄森御嶽の神屋の鍵は区長が管理しており、参拝者が訪れる度に区長が対応している。 

 年に４回、区民全員で区の主要な場所の清掃・草刈りを行っている。その他の場所は、区長と役員

で清掃・草刈りを行っている。 

 綱引きの子どもの参加率は高い。区内の子どもの数は以前より増加しており、また区出身の親が子

どもを連れて参加している。一方、区外に転出する人が多く、旗頭や綱引きの中心となる年代が少

なくなっている。 

 綱引きの綱は今でも区民の手づくりでつくっている。ただし、材料や人手が足りないため、毎年一

部をつくり直して使用している。以前は金武町からワラを購入していたが、今は市内で稲作を営む

人から購入している。 

 かつては、45歳の人たちが中心となって綱引きの準備や運営を取り仕切っていたが、今は40代の人

が少ないので年齢は関係なくなっている。 

 ３世代の交流を目的に、高齢者と子どもを対象としたグランドゴルフのイベントを開催している。 

 自治会に加入しない人は行事にも参加しない。参加するきっかけがあったらよいと思う。 

 南風原音頭は毎日区内放送で流している。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいデザインは、区の予算で制作し区民全員に無料配布する予定である。デザイナーと色や部

数について相談したい。 

 食栄森御嶽の参拝者の土産として、南風原の手ぬぐいを200円程度で販売してもよいかもしれない。 

 食栄森御嶽の参拝者の車を停めるスペースがないので、市で南風原農村公園の広場（フェンスで囲

まれたところ）を駐車場として整備してもらいたい。 

 今年の夏、地域の子どもたちを対象に、尚巴志塾で考案したオリジナルコースの散策を実施予定で

あったが実現できなかった。子どもたちは、各門中で文化財を拝むことがあっても、その由来まで

はわからないので、次年度に実施して伝えていければと思う。 

 上ヌ井と下ヌ井は構造が素晴らしく価値があるそうなので、水に親しめる空間として市で整備して

もらいたい。 

 真境名区へ向かう道は、真境名側が封鎖されて車で通り抜けできない。道中に拝所があるので、市

で道を整備してもらいたい。 
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（16）大城 

日 時 令和元年12月10日（火）17：30～18：30 場 所 大城集落センター 

参加者 大城区 区長、住民２人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉） 

 

①保全に関わる取組 

 区の伝統継承が課題であり、現在、エイサー等は小・中学生から教えている。10年に一度のシタク

大綱曳や組踊は特に継承が難しく、実施の間隔をあけないなどの取組を検討している。 

 大城城跡の清掃は、区や門中で年に２回及び行事の際に実施している。グスクまで続く道は、区長

が清掃している。 

 市文化課の大城城跡の発掘調査の成果が知りたい。グスクの広場は運動場ほどの広さがあり、本来

は素晴らしい石積みがあったと考えているが、現在はほとんど残っていない。 

 

②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいを100枚作成した。2020年１月に公民館の改築祝と新年会、生年祝いの合同開催を予定し

ており、そのチケットの記念品として配布する予定である。また、手ぬぐいのデザインをかりゆし

ウェアにプリントしようと試作中である。 

 今後、かりゆしウェアや手ぬぐいは公民館で販売したいと考えている。また、手ぬぐいを作成した

他地域と連携して、地域物産館での販売や、市のふるさと納税の返礼品に活用できれば、外部にも

普及できると考えている。 

 大城区では、自治会未加入や伝統行事の担い手不足等の問題がある。住民の繋がりの強化と地域活

性化に取り組むため、2019年に南城市の地域コミュニティ計画策定助成事業の採択を受けて、コミ

ュニティ計画を策定する委員会と「大城区盛り上げ隊」を組織した。また、住民の意向を把握する

ため、中学生以上の住民を対象にアンケートを実施している。 

 アンケートでは自治会未加入者の意向も把握したいと考えていたが、アンケートの回収率は20％程

度であり、未加入者からの回収が難航している。 

 大城区の行事や地域活動の情報を住民向けに発信するために区のLINEアカウントを作成した。ま

だ、役員などの関係者しか知らないので、住民にも周知していきたい。 
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（17）稲福 

日 時 令和元年11月25日（月）13：00～13：50 場 所 大里高齢者健康センター 

参加者 稲福区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村） 

 

①保全に関わる取組 

 区の伝統行事は継承している。ウマチーは門中単位の拝みが中心だが、稲福が大城ノロの管轄であ

るため、大城区とのつながりのある行事でもある。 

 稲福には外から定着している人も一定数いて、今度の区の役員にも２名は出身者以外が選ばれる予

定である。 

 稲福の区域内で民間ディベロッパーによる33棟の建売住宅開発が進められている。すでに数件入居

しているが、新しい入居者は自治会活動に理解があり、区費にも協力的。 

 上稲福とは少し温度差というか地域意識の違いがあるように感じている。 

 役所が移転し、上稲福の立地条件もよくなっているが、集落道の幅員が狭く、建築基準法で住宅が

建てられないという事情があり、県道沿いを除いて住宅開発は進んでいない。 

 大城や真境名など周辺と連携した事業は行っていない。大城に関しては、芸能も盛んで地域内で完

結できる規模なので、他から協力してもらう必要を感じていないのでは。 

 役所が移転して変わった点は、不法投棄が増えた（ようである）ことと、集落内を走る車両が増え

たことなど。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいデザインについては、ワークショップに参加した区の壮年グループから「何か形にしよう」

という話は出ている。このグループは体協のスポーツ大会にエントリーするなどまとまりがあり、

地域の後継者となる存在と期待している。 

 老人会が去年から再活動を始めている。 

 ミーバイ養殖やパーラー、そば屋など新たな事業者の展開がある。 

 稲福グスク（ウィーグスク）周辺を公園化して、展望台など整備できるとよい。 

 集落域文化遺産サイン整備事業で整備されたもののうち、おもろに関するサインの位置を変えたい

と文化課に相談した経緯がある（補助事業であるため却下）。セルフウォークしている人はいない様

子。 

 公民館近くの空き家を活用して学童など子どもの居場所づくりを行いたいという声が上がっている。 
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（18）真境名 

日 時 令和元年12月17日（火）10：00～10：40 場 所 真境名公民館 

参加者 真境名区 区長１人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜） 

 

①保全に関わる取組 

 区の清掃・草刈りは、年に３回実施しており、50名ほどの区民が参加する。公民館や拝所、私道の

清掃・草刈りを行っている。８月の開催回は夏休み期間なので、PTAと子どもたちにも参加しても

らっている。 

 区内の小学生は16名、中学生は６名であり子どもが少ない。PTAの活動として、子ども綱引きと夏

休みのビーチパーティを実施している。 

 子ども綱引きは、小学生は全員参加するが、中学生の参加が少なくなってきている。大人の参加は、

PTAと区の役員や役員経験者のみである。 

 11月10日に真境名区パークゴルフ大会を開催し、70～80名の区民が参加した。数年前にPTAと子ど

もたちにも参加を呼びかけて以来、毎年参加してくれている。パークゴルフだけでなく、区の表彰

式や中学生による余興（三線）、懇親会（ヒージャー汁）を一緒に実施している。今の真境名区がで

きる取組としては、このイベントを盛り上げることである。 

 
②活用に関わる取組や可能性 

 手ぬぐいを制作して、全世帯（72世帯）に配布したいと考えている。100枚制作することになると思

うが、余った手ぬぐいをどう扱うべきか。また、あまり単価が高いと予算が確保できない。 

 うふざとヌムーチー祭で販売しているムーチーは、真境名区の玉城さんが制作したシンタを使って

つくられている。シンタに感動した来場者の数名から、シンタの注文があったそうだ。 

 シンタの材料となる縞竹は、区内や近隣地域であまり取れなくなっている。シンタを制作するため

には、やんばるから竹を取り寄せる必要がある。 

 小谷や稲福、新里もかつては竹細工の制作に取り組んでいた。市内の遊休農地を活用して竹を育

てる場所があってもよいかもしれない。［市］ 

 昨年度、真境名区の取組例としてまとめた「竹細工体験を使った食の体験学習」については、まだ

取り組んでいない。 
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ブランディング事業の実施

４－１．実施概要 

 

（１）目的 

ブランディング事業は、内外へ情報発信を行い、南城型エコミュージアムのブランドを創造することを目的と

している。今年度のブランディング事業においては全27のサテライトが揃い、エコミュージアムの全体像を捉え

るとともに、内向けのブランディングとして市民及びサテライト候補地の住民に、エコミュージアムの取組やサテ

ライトのストーリーを伝えるものとした。 

 

（２）実施概要 

2019年12月7日～8日に実施された「NANJO CITY FOOD FESTA 冬の

豊年美味（ホウネンウマチー）」において、対象地域の展示会を行った。展

示会場では、エコミュージアム事業についての説明パネル展示と、各地域

から借用した展示品を紹介するサテライト展示、手ぬぐいデザインの紹介

パネル展示の３種類を実施した。 

なお、今回、悪天候により12月７日のイベント開催が中止となり、12月8

日のみの実施となった。 

表 ブランディング事業の実施概要 
日付 場所 概要 

2019/12/07（土） 11：00～18：00 南城市公共駐車場 
特設会場 悪天候による中止 

2019/12/08（日） 11：00～18：00 南城市公共駐車場 
特設会場 

・エコミュージアムについてのパネル展示 
・サテライト展示 
・手ぬぐいデザインのパネル展示 

サテライト展示の対象地域 

  平成29年度（各論１）対象地域 

小谷、佐敷、久手堅、安座真、知名、久高、垣花、仲村渠、前川 

平成30年度（各論２）対象地域 

津波古、新里、西原、南風原、大城、稲福、真境名、糸数、船越 

令和元年度（各論３）対象地域 

手登根、知念、百名、新原、玉城、奥武、富里、當山、稲嶺 
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４－２．ブランディング事業の実施・検証 

 

４－２－１．実施内容 

（１）ブランディングテーマ 

 

 

 

昨年、ブランディングのテーマとして上記を設定した。このテーマは、市内各地で行われている年中行事や

伝統芸能などとともに今日まで受け継がれている地域の暮らし方や文化に関わるものであり、地域づくりの根

幹として捉えられるものであることから、南城型エコミュージアム全体のテーマとしても扱われている。 

今年度のブランディング事業では、上記のテーマに加え、さらに下記の３つの切り口を紹介し、各地域の区

及び区民の協力を得て、展示品の選定・収集を行った。 

 

【テーマその１】 “食文化” 

命をつないできた食文化は、地域ごとの違いや南城市の地域性を表現できる。また、各地域で使用もしくは

つくられた食文化（食そのものや食にまつわる器具・習慣など）は、物語を含んでいる。 

 

【テーマその２】 “祭事・行事の道具” 

各地域の伝統芸能や祭事にはそれぞれの意味があり、その道具の一部を見るだけで物語性を垣間見るこ

とができる。各地域の祭事道具から人々に伝わって来た南城市の地域性を感じられる。 

 

【テーマその３】 “暮らしの道具” 

暮らしの道具とは日常的に使われている道具のことであり、地域の方々の生活や産業に深く関わるもの。農

家で使用する農機具、漁業で使われる道具、現役で活躍している道具や以前使用していたものなど切り口も

多い。 

 

  

『いのり』と『いのち』のつながり 
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（２）展示内容 

１）パネル展示 

南城型エコミュージアムを端的に伝えるため、昨年同様に次の３つの展示パネルを設置した。 

 

①南城型エコミュージアムのねらい 

展示の趣旨とエコミュージアムの視点の共有を目的に、安座真区の写真に下記のキャプションをつけて展

示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南城市には多くの史跡や文化財が残されています。これらは数百年という時間を伝えるとともに、その間、ずっとこ

の地を守り、祈りを捧げてきた人々の営みの中に受け継がれてきたものです。 

例えば、南城市の各地で行われている年中行事のウマチーでは、五穀豊穣を祈り、自然や祖先、そしてその土地

の神々に対する感謝を伝え、この地の安寧を祈ります。 

今回の展示では、こうした日常的な地域の姿にスポットをあて、ありのままの自然体の暮らしの中に、魅力を感じて

もらうことをねらいとしています。あるひとは、「自分の地域には何もない」と言います。しかし、今ある人々の営み自

体に価値があり、飾らない日々の姿こそ、今の時代に大切に受け継がれてきた宝物です。 

一つ一つの展示物にはそれぞれ、深い物語があります。数百年の間、いのりを捧げ、現在までいのちを受け継いで

きた地域の姿を感じていただければ幸いです。 
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②地域の歴史や文化が宝物 

南風原区の食榮森御嶽の写真に下記のキャプションを加え展示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③エコミュージアムのコツ 

台風後の久高島の写真に下記のキャプションを加え展示した。 

 

 

  

地域の歴史や文化はそれ自体が

宝物 

私たちが体験したいものは、ある

がままの地域の姿。 

地域をまるごと博物館と捉え、私た

ちは「エコミュージアム」と呼んでい

ます。 

空がある。 

海もある。 

でも人は何もない島だという。 

耳を澄まして聞いてみよう。波の音、風の音、虫や鳥の

声、木々のざわめき、生活の音。 

エコミュージアムの体験にはコツがあります。 
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２）サテライト展示 

全体のテーマである「『いのり』と『いのち』のつながり」に沿って、27地域からそれぞれ展示品を選定し、展示

した。また、展示品の説明文では、地区の方々から伺った”思い”や”物語を”紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安座真の紙芝居（実演） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船越の⼒⽯（チチシ）を持ち上げようとする来場者 会場内の様子 
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【小谷】 サギジョーキ 

今もバーキなどの竹細工をつくる人がいる小谷。急峻な
山に囲まれた集落は静かな佇まいで、小谷まーいと呼
ばれるまち歩きが定着してきています。サギジョーキは
1972年の本土復帰頃まで沖縄の各家庭の台所にあり、
冷蔵庫などがなかった時代に食べ物を入れて天井から
吊るし、ネコやネズミ、ハエや虫などの被害を防いでくれ
る道具として用いられていました。また、底のあみ間にす
き間があるのは通気性をよくするためで、食べ物が腐りに
くいようにつくられています。 

サギジョーキに残り物を入れて吊るしておけば、お腹が減
った子どもたちがおやつがないかと探しに来て食べてい
った。そんな情景が浮かんでくる道具です。 

【佐敷】 大太鼓 

昨年は各家庭で育てた豚を売る際に重さを計るための
天秤ばかりを展示させていただいたのですが、特別に
佐敷らしい道具という訳でもなく、今年の展示品の選定
に困っていました。公民館で何か面白いものはないかと
探したのですが、どうも直感的にいいと思えるものに辿り
着けないでいました。諦めきれず公民館の裏の倉庫を
見せていただいたところ、こちらの大太鼓を見つけまし
た。ちなみに佐敷には青年会はなく、独自のエイサーも
ないそうです。実物は複数の板をつないで作られている
胴の部分が弱く、楽器としての役割より芝居や演劇の
小道具として使われていたのではないかと思われます。
細かな情報はまだわからないので、ご存知の方、ぜひ
教えてください！ 

【久手堅】 ウンサク（お神酒） 

ウンサクはウマチーの際にお供えするお神酒のことで、
久手堅では旧暦の２月、５月、６月（２回）、７月にウマ
チーを行っています。 

ウンサクの原料はお米とはったい粉で、アルコールは入
っていません。通常は一晩発酵させますが、一週間程
度発酵させれば、甘みも増してより美味しくなるそうです。
できあがったウンサクをペットボトルにつめて拝所にお供
えし、拝みに来た人（門中）がそれぞれに持ってきた茶
碗で飲み、祈りを捧げます。古くからウンサクをお供えし
ていたということは、この地にもともと麦作と稲作の文化
があったことを伝えています。 
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【安座真】 大神宮（うふじちゅう）の顔出しパネルと紙芝居 

「大神宮（うふじちゅう）」とは、安座真に伝わる伝説の巨
人のこと。身長は３メートルもあり、なんと120歳まで生き
たと伝えられています。また、死後にお墓を開けてみたと
ころ、お墓には落ち葉が詰まっていただけで、大神宮の
亡骸は見つからなかったのだとか。この伝承を今に伝え
る行事として、安座真では旧暦の６月にお餅を120個捧
げる「ウユエー」という行事が行われています。 

今回展示しているパネルと紙芝居は沖縄県立芸大の
学生が制作し、安座真のムラヤーに保存されているも
のです。巨人の顔出しパネルのはずですが、実際に顔
を出して見ると、身長は150cm程度と小さくなる。ン？普
通に立った方が背が高いんじゃないの？と思った皆
様、ぜひ試しに、パネルに顔を入れてみてください。 

【知名】 ヌーバレーとげんのう 

 

ヌーバレーとは毎年、旧盆の翌日に無縁仏を供養して
あの世（グソー）へ送るとともに、村の繁盛や五穀豊穣
を祈願する神事です。知名には階段状の観客席を有
する大きな広場があり、ここに舞台をつくって30余の演目
を披露します。諸説あるそうですが約250年前から続く神
事で、知名で生まれた人にとってヌーバレーは毎年必ず
行う行事であり、この写真は琉球王朝時代から今につ
ながる貴重な行事として知名のヌーバレーへの思いの
強さを感じさせてくれます。また、げんのう（金槌）は会場
に残されていたものを公民館で保管していたものです。
ヌーバレーの舞台は地域の皆さんが共同で制作してお
り、さびたげんのうからもヌーバレーを支える区の人たちの
営みが垣間見えてきます。 

【久高】 ガンシナーとしめ飾り 

ガンシナーは頭の上に水がめやバーキなどを乗せる際
に安定させるための道具。久高島では水道が無い時
代、毎日の水汲みは女性の仕事でした。このためオバ
ーは頭に水がめを乗せた状態で両手を使えるのだそう
な。展示品は久高島のオバーたちがつくったもの。素材
にアダンの気根を切って干して割いた繊維（アダナシ）を
使っており、丈夫で長持ちするそうです。アダナシは水に
つけると柔らかくなるのでロープにしたり、草履をつくるな
どしたそうです。ちなみに久高島では樹木を勝手に伐採
してはいけません。島の人も神人に聞いてから木を切る
時期を決めます。また木を切る前にお酒と祈りを捧げてか
ら必要な分だけ使わせてもらうと言います。 

生命線である水を運び、命をつなげた。そんな大切な島
の道具です。 
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【垣花】 垣花樋川の湧水 

豊富な水量を誇る垣花樋川の湧水は、大きな干ばつが
あった年も枯れることがなく、給水のため他地域から水を
買いに来る人もいたそうです。湧水は飲み水、水浴び、
馬などの世話、田畑の水源としても使われ、現在も一部
で生活用水として利用されています。昔は「みやらび（若
い娘）の美らさは垣花」と歌われることもありましたが、樋
川までの急な坂道を上り下りするのが大変で、よそからは
嫁が来なかったと笑い話になっています。現在は米軍
が使用した取水ポンプにより汲み上げられ、区の簡易水
道としても使われています。 

【仲村渠】 ヤーマ 

ヤーマは田植えのときに苗を等間隔に植えるための道
具です。ヤーマを転がしてついた跡を目安に苗を植えて
いきます。稲穂をくわえた鶴が飛来し、稲が芽吹いたと
いう伝承は有名ですね。仲村渠では旧正月後の 初
の午（うま）の日に、受水走水で、豊作を祈願して区民
自ら田植えを行う親田（うぇーだ）御願を行っています。 

また、近年地域で稲作会を発足し、古代米の復活に
取り組んでいます。田植え、草取り、稲刈り、脱穀など
一連の作業をお手伝いしてくれる方も募集中とのこと。
ちなみに、ここで採れた古代米は独特の香りを纏い、風
味豊かで味わい深いため、毎年楽しみにしている人も
いるそうです。 

【前川】 石 

前川は丘陵地に集落が形成され、周辺の無数の洞窟
や石畳などがこの地の風土を伝えています。地区内の
沖縄ワールド玉泉洞やガンガラーの谷などが観光資
源として有名ですが、雄樋川沿いの崖地にも50を超え
る防空壕が掘られているなど、戦前戦後を通して地域
の暮らしを伝えています。 

さて、このガンガラーの谷の名前の由来は「谷に石を落
としたら、ガンガラーガンガラーと音を立てて落ちていっ
たから」というものだそうです。展示品は前川ムラヤーの
隣地に落ちていた琉球石灰岩で、特別な由来のあるも
のではありませんが、穴の開いた形状といい風格とい
い、この地の地質をよく表しており、まさに「ガンガラーガ
ンガラー」と音がしそうな石です。 

  



  

79 

ブランディング事業の実施

【津波古】 馬天消防團の書類箱と婦人会の帳簿箱 

津波古のムラヤーの倉庫でふと目に止まった古い箱。
棚の上の方から降ろしてみると、なんと1948年12月とい
う表書き。箱の中からは当時の消防團と婦人会の活動
記録などが書かれた資料が出てきました。どちらも当時
の文化や生活を知る上でとても興味深い内容の資料
です。ということで南城市の文化課の人に調べていた
だきデジタルアーカイブ化していただくことになりました。
内容の細かな部分はアーカイブ化と調査が終わってか
らのお楽しみだそうです。 

【新里】 汗水節の鍬 

汗水節（あしみじぶし）は、1929年に仲本稔氏の作詞、
宮良長包氏の作曲で作られた民謡です。４年後の
1933年に新里出身の西村正五郎氏が振り付けして、
佐敷村の運動会で新里青年団により初めて披露され
ました。昭和初期の沖縄の農村の暮らしは大変苦しく厳
しいものがありました。しかし、額に汗して働けばいつか
豊かになり、子どもたちに学問をさせ、公衆のために尽く
すことが未来につながるという歌詞に込められた思い
が、聴く人々の心を打ったといいます。新里地区では
敬老会、運動会、アブシバレーなど地域行事の際に
団体で踊られ、その振り付けとともに伝えられています。

【西原】 区費の集金箱 

西原では毎月第４日曜日に公民館で区費を集めてお
り、今もこの集金箱を使っているそうです。箱の内部は大
小７つに区分けされており、時代によって異なる金額や
貨幣（ドルやB円）を扱ったのではないかと推察されま
す。試しにお札を入れてみてください、あらびっくり！お札
の幅がぴったりのサイズでハマります。現在の西原の世
帯数は48戸。一度に１年分の区費を納める人も増え、
集金箱も上等な金庫に変わってしまったのだとか。しか
し、今も昔も区費を納めるために公民館に集まった人同
士がお茶を飲み、ゆんたくするのだそうです。これも人と
人を繋げる場なんですね。 
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【南風原】 南風原音頭の歌詞 

南風原音頭とは、南風原区の人なら誰もが知っている
歌と踊り。作詞は武富良一氏、合併前は大里村の中
心だったこと、さらには大里グスクに隣接し、他の地域よ
りも早期に簡易水道が整備されたことなど、南風原区
の歩みや情景を歌詩の中に織り込んでいるほか、男女
の区別をすてて共存共栄を謳うなど、昭和初期に創ら
れた歌詞としてはかなり先進的な感覚を持っていること
が特徴。ちなみに、南風原区では４番と５番の歌詞が
入れ替わっている音源もあり、地区の皆さんの中ではど
ちらが正しいのかという熱い議論も交わされていました。

【大城】 祭日日記 

大城で行われる祭事の手順やお供え物について詳しく
記された日誌です。冒頭に「沖縄の総てを木葉微塵に
した沖縄作戦は亦（また）先祖傳来の諸行事も全く顧る
余裕を無くした 此に於て災危を免れ吾大城部落の安
穏と繁栄を期する為 戦後四年再び字節日帳を発記
す 一九四九年丑年初夏」とあり、約70年前に戦争に
よって失われそうになった諸行事について日誌に記し、
受け継いでいこうという意思が見えます。新しい方は約
40年前から現在までのチンブク持ち名簿が記されてお
り、祭日日誌が代々受け継がれ、現在も行事ごとの手
順確認のために使われています。 

【稲福】 バーキづくり 

以前は沖縄県南部の至るところで竹細工をつくっていた
そうですが、現在は加工できる人が減っているのだそう
です。バーキにも大小あり、大きいものは食品や農産物
を入れ、中くらいのものは石や土を運ぶ工事現場など
で使用されることが多かったそうです。今回お借りしたも
のは非常に模様が美しく、民芸品としての価値も高そう
ですね。現在は趣味でつくっているとのことでしたが、
色々なバーキをつくる技術を現在につなげていただい
たことに感謝です。 
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【真境名】 シンタとシンメーナービ 

シンメーナービで芋などを蒸す際に使われるシンタ（蓋）
はススキと竹で編まれた立派なもの。形状も美しく使い
込まれていくうちに独特の風合いを纏います。現在も真
境名に住む80代の玉城さんがそのつくり方を伝えてお
り、大里地区のムーチー祭などでも使われているそうで
す。竹を割いて柔らかく整え、長さを揃えたススキを編み
こむ。実際に使っている道具としても価値があり、民芸
の美しさを有します。 

【糸数】 掃除サーブー 

糸数区の十五夜遊びで開演前に披露される一人芝居
「掃除サーブー」の小道具（竹ぼうきと鍬と頭飾り）で
す。掃除サーブーは、村の青年が地頭にあしびなーの
掃除を命じられ、掃除を終えた後に綺麗になった庭を見
て自己陶酔するという内容です。「自分は人より秀でた
ものは何もない・・・」と思っていた男ですが、あしびなー
の掃除をしてみたところ、「こんなに綺麗に掃除したのは
誰か！？」と話題になったというもの。ちょっぴりお茶目
な雰囲気もある掃除サーブーが、この後の展開ですご
いことになるかどうか、それは見てからのお楽しみ。かな
り貴重な演目だと思います。 

【船越】 力石（チチシ） 

田植えのスピードやスポーツなど、とにかく競争すること
が好きだったという船越の人々。ムラヤーの前に置か
れているチチシは、持ち上げて力くらべをするための石
で、筋力だけでなく不整形の石をバランスよく持ち上げる
技術も必要なのだそうです。現在の船越地区はほとん
どが宅地や畑になっていますが、もともと水が豊富で稲
作なども行われていたそうです。沼地や田んぼが多く、
船で渡ったことが地名の由来と言われています。大小
複数あるチチシを持ち上げることができるかどうか…誰も
が一度はチャレンジしてみたいと思わせますね。 
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【手登根】 太鼓 

手登根のネーネーから「手登根ゆぅゆぅとぅ」という言葉を
何度も聞かされました。手登根の人は、ゆっくりしていると
か慌てないという気質を表す言葉だそうです。そんな手
登根には古式エイサーと呼ばれる手踊りが中心となる
独特のエイサーが伝わっており、守礼門が再建された
際に披露され、首里までわざわざ見に行ったという話し
を楽しそうに聞かせてくれました。 

３つある太鼓の中で一番古い太鼓に1958年（守礼門
が再建された年）と書かれているので、恐らく首里城で
古式エイサーを披露した当時のものであると考えられま
す。ちなみにこのとき、ネーネーは中学生だったそうで
す。 

【知念】 ウンサクとオーダー 

 

美しい海と知念城跡を擁する知念区。毎年、５月と６月
のウマチーの際、公民館でこの巨大なバケツ容器（約
70リットル）に３杯分のウンサク（お神酒）をつくります。そし
て出来上がったウンサクをオーダーで担ぎ、二人で急
な斜面を登って知念城跡にお供えに行くのだとか。ウン
サクは知念城跡に供えた後、大家を筆頭に区民に配
り、各家に持ち帰ってお供えされるそうです。余談です
が、このオーダーは区民運動会でも使用されるそうで
す。日頃からウマチーに向けた体力づくりに余念がない
のだと思います。 

【百名】 帰ってきたシーサーではなくコーラのビン 

百名の座波さん宅にあった石獅子が、あるとき、不運に
も盗難に遭ってしまったのですが、近年、盗んだ本人が
返しにきたそうです。何かバチが当たったのかな？と思
いましたが、どうやら反対で、持って行った人が経営す
る事業がとても順調で、これはきっとシーサーのおかげ
だということで、事情を話して丁寧に返しに来たそうで
す。なんとも良い話だったので、今回の展示会で「帰っ
てきたシーサー」として展示を予定していましたが、重くて
運べなかったので、今回は特別にその方のお家の庭に
転がっていたコーラの瓶をお借りして展示させていただき
ました。ファミリーサイズってやつだそうです。 
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【新原】 白砂 

新原（みーばる）は白砂のビーチが有名な地区。砂浜
から続く集落も白砂に覆われたちょっと幻想的な集落
風景が印象的です。昔から守ってきた自然が残る白
砂の浜周辺にはヤシガニやウミガメもやってくるといいま
す。さらに昔は巨大なシャコ貝が採れたそうで幅１メート
ル以上の大きなシャコ貝の殻が民家の敷地に置いて
あったりします。貴重な自然を守ってきた先人に感謝し
つつ、今日も白砂の中で新原の集落は静かに佇んで
います。今回は区長さんに教わった場所で砂を採取し
ました。白砂の浜は場所により砂の質が異なるそうで
す。触り心地はいかがでしょうか？ 

【玉城】 ドラとドラを叩くヤツ 

十五夜やエイサーなどで使われるドラ。 

行事の際、このドラを鳴らしながら地区内を練り歩くと皆
さんが集まってくるのだとか。きっとドラの音（ね）を聞くと
地区の皆さんはチムワサワサーするのでしょう。ワラで
つくられたドラを叩くためのものは、しっかりしているのにド
ラを傷めないように工夫されたものだそうです。名前を聞
いたら「ドラを叩くヤツさ」と教えてくれました。 初は静か
に優しく、徐々に強く響くように打つと、やはり心がザワ
ザワしてくるのでぜひ叩いてみていただきたいのです
が、思い切って鳴らしてみると周囲にいる玉城の人が
集まってしまう恐れがあるのでご注意ください。 

【奥武】 観音堂祭 

奥武島には５年に一度、島民総出で行う観音堂祭が
あります。男性たちが隊列を組んで渦を巻き円陣をつく
るスーマチ（渦巻き）や奥武島伝統の棒術、女性陣が
かすりの衣装を身につけて舞うウシデーク（臼太鼓）な
どを島の守り神である観音堂へ奉納します。展示品の
三又のヤイグヮーとエーク（ハーリーを漕ぐための櫂）
は、砂掻ヌ手と呼ばれる棒術で使われるもので、激しく
削れたエークが演舞の激しさを物語っています。また、
ハーリーの際も使われるドラはハーリー鐘と呼ばれてい
ました。 
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【富里】 水道管 

富里には尚泰久王（琉球を統一した尚巴志王統の第６
代王）の陵墓や百十踏揚（尚泰久王の王女）の墓、尚
布里（尚巴志の六男）の墓など第一尚氏とのゆかりが
強く残っています。 

この水道管は、山側の水源から富里の公民館にある
「正泉井（セイセンガー）」までを繋いだもので、かつて集
落の中心にある生活用水として使われていたそうです。
戦前は荒焼きの陶器製、戦後は米軍が敷いた鋼管だ
ったといいます。現在は上下水道が整備され、生活用
水としての役割は終えていますが、正泉井は今も集落の
暮らしと命を繋いだ場として大切にされています。 

【當山】 力石（チチシ） 

當山は旧玉城村で、地区を守る風格ある石獅子が有
名な地区です。とはいえ、固定されている石獅子を持っ
てくる訳にいかず、他に何かないかと相談したところ、も
ともと稲作の文化があるそうで、地区の行事の際に区の
女性陣が総出で全員分のおにぎりを握るという習慣が
あるのだとか。昔からおにぎりの中身は味噌と梅干し。そ
れからバナナの葉っぱでおにぎりを包んで保存性を高め
るのが當山流。美味しそうなおにぎりの話を聞いている
と、「ぼ、ぼくは、お、おにぎりが食べたいんだなぁ」という
裸の人を思い出しましたが、年代的に若い人には伝わ
らないんだろうなと思い、口に溜まった唾液とともに言葉
を飲み込みました。そして、おにぎりが間に合わなかった
のでムラヤーにあったチチシをお借りしました。 

【稲嶺】 松竹梅 

稲嶺と書いて「いなんみ」と読むそうな。かつては軽便鉄
道の駅があり、馬車から鉄道に乗り換えるなど、交通の
要衝だったと聞きました。そして、石を投げれば８割の確
率で新垣さんに当たるという稲嶺区の伝統芸能のひと
つが松竹梅鶴亀の舞。美しく着飾った５名がそれぞれ
松、竹、梅、鶴、亀があしらわれた冠をつけ、手には黄
金の扇子を持ち華やかに舞う。保存会の皆さんによる
と、稲嶺では伝統芸能を通して人が繋がるのだそうな。
若い人も年配の皆さんも、芸能を通じて知り合い、和を
醸すのでしょう。どんな舞かぜひ見に行っていただきたい
です。 
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３）手ぬぐいデザイン展示 

地域の特徴を抽出しデザイナーとともに構成した各地区の手ぬぐいデザイン18点を、B１サイズのパネルに

して展示した。なお、手ぬぐいデザインについて、ブランディング事業実施日に調整中であった９地区について

は展示していない。 
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４－２－２．効果の検証 

（１）アンケート結果 

日時：2019年12月8日11 〜時 18時 

場所：NANJO CITY FOOD FESTA 冬の豊年美味（ホウネンウマチー） 展示場内 

回収数：１７件（直接聞き取りもしくは記入依頼方式） 

 

＜属性＞ 

男女比はほぼ半々で、家族連れなども来場しており、年代も比較的バラバラとなっている。また、居住地に関

しては７割が南城市在住だったが、那覇、糸満、南風原などからの来場もあった。 

   

 

＜展示内容について（複数回答可）＞ 

特に気になった展示と、購入したいと思った手ぬぐいデ

ザインについて質問した。 

百名の「帰ってきたシーサーではなくコーラの瓶」が

最も注目を集め、手ぬぐいのデザインは津波古のデザ

インが好評な結果となった。また、解答欄に「全部」と記

入する方も複数みられた。  
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自由記入欄（感想など） 

何だこりゃと思って説明を読んでウケて全部見ようという気にさせられた。この文を考えた人すごい。面白かっ

た！！ユーモアあって大好きです。 

よかった。 

すごく頑張っているのが分かる。しょーもないのもあるけどしょうが無いよね(笑) 歴史を知るのは良いことだ。 

見てすごいと思った。 

消防團、婦人会 帳簿入れ等 おもしろ～い 

自分が生まれ育ったところにこのようなすごいものが眠っている。改めて市のすごさに感動です。 

私は地域でドラを扱う伝統芸能に携わっており、昔の方が実際にドラを叩く道具を手作りで制作し、また音もよく、

現在私の地域で使用されているものより、音の質と響きも良いので、今度作ってみたいと思いました。 

久高のイザイホー、クバの木（神の木）、嘉数仁然さんの講演会やれないか？ 

さわれる展示に子どもたちも喜んでいました。久手堅のウンサクが美味しかった（少し匂いはまだきついかも） 

もっとCMしてほしい。糸満の広報にも入れてほしい。 

ピロシキおいしかった。 

手ぬぐいは全区でやってほしい！  

昔は山に薪を取りに行ったことを思い出した。シンメーナービをかまどで使っていた。 

 

 

（２）まとめ 

昨年に引き続き２回目の展示会は天候に恵まれず1日だけの開催となってしまったが、全27のサテライト展

示は物量もあり、見応えのある内容となった。 

キャプション（説明書き）ではあたかも南城市を冒険し、探検しているような切り口の文章を展示した。このた

め展示品を探す旅の中で出会った人やそこで聞いた話、選定の経緯や検討の内容も臆せず掲載し、ユーモ

アを交えた内容が見る人の興味を惹いている。博物館に展示されている品々を見るのではなく、現在進行中

の南城型エコミュージアムがそれぞれの動きの中で徐々に変化していること、そしてリアリティーある背伸びを

しない身の丈の展示であったことが評価されたものと考えられる。地域に入って話を聞くこと自体が南城型エコ

ミュージアムの楽しみ方のひとつであり、思わぬ発見や好奇心をくすぐられる切り口を見つける機会となる。あ

る人には懐かしく、ある人には新しい。それらに出会うための冒険の入り口（興味の入り口）として来場者に受け

止めていただいたことが、今回のブランディング事業の成果と考えられる。 

アンケートで寄せられた展示会への感想では、力石や白砂など、触れることができる展示品を評価する声

が聞かれた。また、自らの地域に対する再評価や足元にある生活文化に対する共感が書かれた内容もあっ

た。ブランディング事業の目的は地域で生活している人たちに再度目を向けてもらい、外部の人間から見た際

の価値や面白さを理解していただくこと、そしてこのような取組自体に面白さを感じいただくことであり、今回の

ブランディング事業で目指した内向きのブランディングは、一定の成果があったといえる。 

手ぬぐいデザインに関しても購入意思を示す人が何人もおり、極めて前向きな評価をいただいていることか

ら、今後は手ぬぐいの商品化とともに、売り場や売り先の想定、南城型エコミュージアムとしての想いを伝える

POPなど、什器や販売促進ツールの開発など継続的なブランディングをしていくことが望ましい。 
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地域文化の見せ方として、学術的な説明だけでなく、現場の臨場感や裏側の物語を感じることができる内容

にすることで、南城型エコミュージアムのキャラクターを際立たせることとなった。 

今後は海外や県外からの観光客へのアプローチも必要となってくるが、観光振興だけにとらわれず、地域文

化の保護や継承についての発信も同時に行うことが極めて重要であり、守り育てる地域文化を外部の人たちに

理解してもらい共感や支援を得ることで、南城型エコミュージアムのブランディングを一歩前進させることが求

められる。 
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５－１．実施概要 

 

（１）プレイヤー会議とは 

南城型エコミュージアム検討会議は、南城型エコミュージアムの令和2年度以降の取組を検討する場として

設定した。エコミュージアム事業は、平成28年度に総論を策定して全体の方向性を定めた後、平成29年度か

ら令和元年度まで27のサテライトを対象にエコミュージアムの浸透や推進を目的とした各論の策定に努めてき

た。令和2年度からは、地域資源を活用した観光まちづくりの取組を進めていくことになる。そのため、検討会

議は、実際にエコミュージアムを動かす担い手となることが想定されるメンバーを集めた「プレイヤー会議」とし

て実施した。 

 

表 プレイヤー会議メンバー 

№ ジャンル 氏名 所属 

1 学識者 波多野 想 琉球大学 国際地域創造学部 教授 

2 
デザイン、 

プロモーション 
金城 良治 （株）ストリズム 代表取締役 

3 観光コーディネート 相澤 和人 イーストホームタウン沖縄（株） 代表取締役社長 

4 宿泊 砂川 卓郎 ユインチホテル南城 総支配人（タピック沖縄㈱） 

5 芸能 知念 百合香
南城市文化センター・シュガーホール（指定管理者㈱共立メン
テナンス） 

6 食 屋比久 保 琉球会席月桃庵 料理長 

 

 

（２）会議の開催 

プレイヤー会議の開催状況は、下記のとおりである。 

 

表 プレイヤー会議の開催概要 

回 日時 内容 

第１回 
令和元年８月28日 

14：00～16：00 

①エコミュージアム事業の背景等の共有 

②プレイヤー会議の目的の共有 

③参加者のこれまでの活動共有（自己紹介） 

④意見交換（南城市の各種観光トピックの動向／推進体制など） 

第２回 
令和元年11月27日 

15：00～17：00 

①前回会議の意見の振り返り 

②意見交換（推進協議会の段階的整備案／エコミュージアム事業の選定
基準案など） 

第３回 
令和2年１月22日 

15：00～17：00 

①前回会議の意見の振り返り 

②意見交換（本年度の成果概要／次年度の予定事業と各プレイヤーの関
与／今後のロードマップ再考など） 
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５－２．プレイヤー会議の記録 

 

（１）プレイヤー会議 第１回 

日時：2019年８月28日（水） 14：00～16：00 

場所：南城市役所３階 312会議室 

 

１）会次第 

１．エコミュージアム事業の背景等の共有 

２．プレイヤー会議の目的の共有 

３．参加者のこれまでの活動共有（自己紹介） 

４．意見交換 

 

２）出席者 

氏名 所属・役職 参加 

相澤 和人 イーストホームタウン沖縄（株） 代表取締役社長 ○ 

金城 良治 （株）ストリズム 代表取締役 ○ 

砂川 卓郎 ユインチホテル南城 総支配人 ○ 

知念 百合香 南城市文化センター シュガーホール ○ 

波多野 想 琉球大学 国際地域創造学部 教授 ○ 

屋比久 保 琉球会席月桃庵 料理長 ○ 

 

３）意見交換内容 ※下記はテーマごとに整理したため、発言順ではない。 

ア．テーマ「食」 

■地域の食材の活用 

 昨年度のモデル事業では、サテライト３地区を「食」で繋ぐ内容の企画を実施した。地域の食材に

関わる場所を散策し、屋比久さんの店でその食材を使った料理を提供してもらった。何か新たな気

づきはあったか。［事務局］ 
 佐敷で生まれ育ったが、地域のことを何も知らなかったことを痛感した。久高はイラブー、仲

村渠は米、久手堅は薬草などの食材がある。元々は洋食の料理人だが、琉球料理を作れる人が

減少していることを懸念し、今の店へ転職した。収穫量や収穫する人が減ると、その歴史と文

化がなくなってしまう。イラブーはずっと調理してみたかった食材であり、モデル事業後も継

続して扱っている。料理とともに歴史を語ることで、付加価値を高めたい。また、南城市はよ

い食材が多いので活用していきたい。［屋比久］ 

 モデル事業で検証したように、日中は南城市を観光してもらって、夜は振り返りの場として、南城

市にゆかりのある那覇の飲食店で食事をするという行程があってもよいのでは。宿泊地の那覇の店

舗を二次サテライトと考え、南城市に経済を循環させる仕組みになる。［事務局］ 
 モデル事業は、３つの地域を対象に、食の話題を絡めながらガイド付きで散策を行い、夜に各

宿泊先にチェックインした後、那覇でコース料理を食べるというツアーを想定したものである。

ユインチホテルと連携した企画も実施してみたい。［市］ 
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 自身のビール工場で、久高島産の裸麦を使った「久高島ヴァイツェン」を開発した。久高島の課題

は、高校・大学・就職先がないこと、人口減少及び高齢化である。原料として農産物を全量買い取

ることで、職業として農業ができる状況を生み出したい。現在、久高島では、御神酒の原料となる

麦を地元産のものを使用していないので、文化の継承にも繋げられたらと思う。［事務局］ 
 久高島での麦の生産は、文化の継承や景観の復元・継承につながるいい試みである。［波多野］ 
 久高島はブランド力や物語性が強く、東京のマーケットでも売りやすい。現地で消費してもら

うことが１番だが、アウトリーチも必要である。「OKINAWA SANGO BEER」を販売するお

きなわワールド等の市内事業者と連携し、本物の歴史や文化は現地にあることを伝える気運を

高めていくとよい。エコミュージアムはあくまでも概念であり、主役となるのは各地区である。

［事務局］ 

■歴史と食のコラボ 

 金城さんの提案資料は、サテライト在の飲食店からスタートして地域をまわる、あるいは散策後に

飲食店でゆっくりしながらエコミュージアムの振り返りをするイメージだと理解した。DINING 
OUTと同様に、「食」が重要なテーマになってくる。［事務局］ 

 Vitamin-Nの「あがり美味ーい」の取組について教えてほしい。［事務局］ 
 歴史好きは少ないが、ご飯嫌いはあまりいない。広告の見せ方として、ご飯にまつわる歴史を

たどるストーリーのほうが関心が集まる。「あがり美味ーい」は市商工会の企画で、８つの飲

食店が参加した。インスタ映えの料理を味わいつつ、歴史が学べる企画である。［金城］ 
 参加したCafe やぶさちは、オーナーの案内による地域文化めぐりを実施している。これをモ

デルに、飲食店に集合して地域をめぐり、最後に土地に結びついた料理を食べる企画が考えら

れる。聖地には駐車場やトイレがない等のインフラ面の課題があるが、飲食店と連携すれば解

決できるのでは。［金城］ 

 小規模な飲食店は、自身の仕事で手一杯なのでメリットが必要。「聖地のゆくい処」といった認証制

度をつくり、区とカフェが連携するのはどうか。聖地でイベントを開催し、参加者にカフェのサー

ビスチケットを配布したり、土地にまつわるメニューをカフェで提供するのはどうか。最近は清掃

イベントもオシャレなので、聖地の掃除に参加することがカッコいいという打ち出し方もありうる。

［金城］ 
 清掃イベントは、文化財の認識や価値を高めるために重要な取組である。［波多野］ 

 資源のガイドは、飲食店側が実施したほうがより付加価値が高まるだろうか。［市］ 
 飲食店のオーナーがガイドできるとよいが、実際は厳しい。私自身も資源のことをある程度知

っているが、食のことはわからない。食と地域資源の専門家が連携する形がよいのでは。［金

城］ 
 様々な得意分野を持つガイドシステムがあるとよい。尚巴志塾やなんじょう市民大学の人材が

衣食住のガイダンスを行うような展開も考えられる。［事務局］ 

■富裕層への対応 

 民泊や市内に宿泊している人がエコミュージアムのターゲットになる。一方、ラグジュアリー層は

ウェルネスとの相性がいい。ラグジュアリー層を対象にしたアイディアはあるか。［市］ 
 昨年、野外レストランDINING OUTに料理人として参加した。知念城跡という場所も良く、

参加者から普段体験できないことが体験できたとの声をもらった。料金はかなり高額だが、タ

ーゲットを明確にしたからできたことだと思う。観光において食事は必須であり、質にこだわ

って富裕層をターゲットとするのもありだと感じた。［屋比久］ 

 沖縄は健康長寿のイメージがあったが、現在は不健康の人も多い。観光立県だが食事が美味しくな

いと言われることもある。沖縄の食事は健康に良いので、南城市で食事をすれば健康長寿になれる

という売出し方もある。［屋比久］ 
 昔は家庭料理や豆腐ようが美味しくないと言われていた。最近は県外でも沖縄料理の居酒屋は
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人気がある。［相澤］ 

 以前、富裕層を対象にしたツアーの際に、市内の食事場所に困ったことがある。ホテル以外が条件

だったので、割烹常と与那原町の鮨の穴ゆうゆう東浜店を案内した。参加者には喜んでもらったが、

南城市は富裕層向けの食の提供が弱い。南城市では以前から、ゴルフ後の食事場所として料亭が必

要と言われている。［相澤］ 

 

イ．その他のテーマ 

■ウェルネス 

 ウェルネスツーリズムでは、南城市の精神文化や歴史資源等の素材を活かし、原点回帰や出会った

きっかけ等をカウンセリングしながら聖地を巡っている。地域の素材を活用したストーリーのもと

で実施するとより効果が高まるので、エコミュージアムに含まれる取組といえる。琉球大学の荒川

先生によれば、神経症の社員のメンタルヘルスとして、ウェルネスは今後伸びしろがある分野だ。

［相澤］ 

■音楽 

 シュガーホールのミュージカルは、エコミュージアムの音楽をテーマとする取組のひとつといえる。

エコミュージアムでも、昔のものと今のものを統合してアレンジすることが求められるのでは。映

画「メリー・ポピンズ」のように、最新技術でアレンジするからこそ、若い世代に受け入れられる。

［相澤］ 

 「地域めぐり出前ステージ」は、70字全ての地域で開催した後は実施していないが、おきたん有志

会との連携は今後も継続したい。吹奏楽や芝居、三線と津軽三味線のコラボ等を行った。シュガー

ホールへの来訪促進に効果があったと感じている。［知念］ 

 他の取組として、お年寄りや保育園生向けに、ジュニアコーラスの交流プログラムを開催している。

学校や福祉施設へのアウトリーチも以前実施していた。ニューイヤーコンサートは、かぎやで風と

オーケストラのコラボ企画であり、今後も継続したい。今年度より運営方法が指定管理に変わった

が、南城市ならではの公演や企画を展開していきたい。［知念］ 
 シュガーホールは、県内唯一の音楽占用のホールであるとともに、芸能の公演も行う。館長か

らも、地域観光との関わりやニーズを生み出し、観客として取り込む必要があると伺っている。

［市］ 

■地域との交流 

 市として、質の高い観光に取り組んでいきたい。地域を訪れるとおもしろい話が聞けるが、それも

本質的価値に含まれると思う。エコミュージアムでは、地域との関係が重要となる。「なんじょうナ

イトツーリズム」の取組内容や課題等について伺いたい。［市］ 
 今も実施している取組であり、暮らしながら旅をすることがテーマである。宿泊の受入ではな

く、交流なら可能との地域の声を受け、地域芸能で交流する内容で始めた企画である。［相澤］ 
 民家で食事をとり、カチャーシーを一緒に踊る内容で、参加者の満足度は高い。課題としては、

ビジネス的に毎日実施するのは、地域側の負担が大きいことがあげられる。また、プロモーシ

ョンも中断しており、自身や観光協会のツアー客が参加する程度である。今後は、タマレンタ

企画と連携してプロモーションできると、より良い商品になると思う。［相澤］ 
 地域のキャパシティとして、大人数を受け入れることはできない。体制を維持するために単価

を上げる必要があるが、満足度を得られる内容となるかが課題である。商品をつくっても購入

されない事態に陥る可能性があるので、事業の試算を出すことが重要である。［金城］ 

 「なんじょうナイトツーリズム」では、主にどの部分に経費がかかるか。［市］ 
 経費は人件費が大部分を占める。内訳としては、民家の手配や調整、安全管理といった受入側

のコーディネートが中心である。［金城］ 
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 妻の実家が、「なんじょうナイトツーリズム」の受け入れ世帯だったので、自身もカチャーシーを踊

って観光客と交流した。受け入れ側にとっても、この機会に親戚が集まって信頼関係も深まるとい

うメリットがある。［市］ 
 これまで満足度が低い民家や公民館はない。儲けるというより、娘や息子など親戚が久しぶり

に集まり、ツアーの謝礼金で食事へでかけるなど、家族が集うきっかけになっている。［相澤］ 
 以前、１日目が「なんじょうナイトツーリズム」で、２日目は那覇の飲食店で民謡ショーとい

う行程でツアーを実施した。比べるのは良くないが、青年会の踊りとつくられたショーとは、

全然違うとの評価をもらった。［相澤］ 

 旅の醍醐味は自分の生活圏から抜け出し、違う生活圏で違う体験ができることだと思う。芸能や食

に訴求することで満足度が上がる。地域の価値を明らかにしておくことは重要だと感じた。［市］ 

 今年度、三幸学園の講師を引き受けている。観光プロデュースの授業のなかで、南城市を舞台に地

域イベントの企画を行いたいが、本業務でできないかと考えている。［相澤］ 

 

ウ．市内回遊促進やマネタイズのあり方 

 南城市は通過型観光といわれる。ホテルや飛行機のチェックインまでにレンタカーで斎場御嶽のみ

訪れる人もかなり多い。数から質の観光への展開が課題のひとつだ。ユインチホテルは公共交通の

中心となる中核地に立地し、拠点のひとつになり得る。エコミュージアムの取組イメージはあるか。

［市］ 
 南城市はコンテンツが多く、一泊では廻れない。一方、当ホテルの宿泊数は、年間で平均1.23

泊であり、県の平均宿泊数の４～５泊に比べると少ない。ホテルとして、市のコンテンツを十

分に発信できていない。［砂川］ 
 交通は観光において重要である。市のECOスピリットライド＆ウォークも廃止されるが、他地

域の「美ら島オキナワCentury Run」や「沖縄一周市群対抗駅伝競争大会」も、交通量増加と

規制の難しさから廃止となるそうだ。南城市は10月からの市内交通再編でバス等の二次・三次

交通が市内を網羅されるが、レンタカーなしで移動できるまちづくりが課題である。［砂川］ 

 事業のやり方によるが、字単位の経済循環に繋げることができたらと思う。ただ、必ずしも自治会

にお金が落ちるのではなく、字に住む人に効果があればよいのでは。［事務局］ 

 飲食店をはじめ、様々な業種の事業者は販売の場を持っている。一方で自治会にしかできないこと

もある。例えば、本事業の手ぬぐいデザインの取組は、事業者が個別で制作しても、自治会と一緒

に制作したもののほうが本物と言われる可能性がある。字の文化や行事に対して、事業者がどうバ

ックアップしていくかがポイントではないか。［事務局］ 

 

エ．エコミュージアム事業のチェック体制 

 認証制度等の取組を行う場合、行政としてやるべきことや、よりエコミュージアムらしい演出の仕

方のアイディアはあるか。［事務局］ 
 まずは資源の保存の体制を確立し、価値を損なわないことが大前提となる。本質的価値を伝え

ることは難しいが、チェックリストでエコミュージアムに合致するか判断する方法がある。チ

ェックの立場には学識経験者が入るが、モニタリングではなくバランスをとる「バランサー」

の役割が求められる。事業展開を行う側と一緒に、本質的価値を逸脱しない範囲を一緒に模索

していくことが重要となる。エコミュージアムの認証を受けた者が事業を展開する方法も考え

られる。［波多野］ 

 認証制度は金城さんの提案にもつながる。エコミュージアムに合致するかの判断も、どこかのタイ

ミングで必要となる。推進協議会はプレイヤーであるとともに、全体のマネジメントや判断の役割

が求められる。［事務局］ 

 相互チェックの体制は、市のなかで構築するのが望ましい。本質的価値の議論は、事業者間では難
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しいので、専門知識を有した波多野先生に推進協議会に入ってもらって全体で協議したい。どのよ

うな事業がエコミュージアムといえるか、次年度以降にモデル事業を実施しながら深めたい。［市］ 

 

オ．推進協議会について 

 当ホテルでは、色々な企画を実施しているが、いずれも収益化が求められる。地域に置き換えても、

お金が落ちる仕組みが必要であり、コンテンツマーケティングの考え方が重要となる。推進協議会

はOCVBのようなイメージか。市内には、南城市観光協会もある。市の観光入客数の情報などの様々

な根拠となる数字を推進協議会で集約し、進めていくような体制が持続可能性につながる。［砂川］ 
 様々な数字を把握・分析するとともに、商品のターゲットも考える必要がある。４年前から市

内４ヵ所にて観光入客数を集計している。斎場御嶽はオーバーツーリズムの状況がある。DMO
を目指すタイミングも協議会の議題になり得る。［市］ 

 公金を使わずに推進協議会を自走化させる場合、体制を維持するだけの事業のキャパシティや単価

の設定が気になる。［金城］ 

 推進協議会の役割を議論する必要がある。最終的着地点はDMOのように、企業を立ち上げて売上を

出していく方向か、あるいは個別で事業を行って地域にお金を落とす方向か。［相澤］ 
 事業の実施体制として、例えばファンディングの手法があるが、どのようなあり方が望ましい

か、現時点で明確にできない。モデル事業を実施していくなかで検討したい。［市］ 
 内閣府が最近話題のワーケーションのモニターツアーを沖縄で実施している。仕事をしながら

南城市に滞在するワーケーションも活用できるか。［相澤］ 
 事業の全体像がみえないままモデル事業をやると、最終的にまとまりがなくなる。全体の仕組

みや住民と推進協議会の役割、お金の流れも含めて理想を提示したほうがよい。［金城］ 
 協議会は次年度から組織する案もあったが、公的資金なので、それだと事業者が決め打ちであ

ったと指摘される可能性がある。２年間という期間をかけ、地域とも対話しながらモデル事業

を行い、モニタリングできればと思う。［市］ 

 手ぬぐい等の商品づくりは進んでいるが、ベースとなるフレームの実証も同時に行わないと、事業

が自走化するなかで空中分解してしまうのでは。［金城］ 
 認証制度がベースとしてあったほうが良いということか。［事務局］ 
 認証制度ではなく、推進協議会にスタッフを配置するのか、地域とのマネジメントを誰がやる

のかなど、全体の動きを確認しながら進めないと、最終的なフレームに合わない商品が出てく

る。［金城］ 
 推進協議会の役割が市内外におけるエコミュージアムのプロモーションだとして、プロモーシ

ョンを年に数回行う等の方向性を示せば、関わり方が明確になる。［事務局］ 

 Vitamin-Nの取組は、メンバーが民間事業者であり、それぞれが忙しく継続できていない状況があ

る。自走化には定期的に話し合いが必要だが、人件費の確保が求められる。大手企業を誘致し、交

付金を活用して人件費をつけるか、あるいは推進協議会をDMO化するという方法がある。［相澤］ 

 推進協議会に人件費をつけるか、事業自体に人件費をつけて事業者に関わってもらうか。［市］ 
 自走化するための体制づくりであれば、なんじょう地域デザインセンターや観光協会のように

組織化したほうが良いのでは。［相澤］ 
 推進協議会が事業主体となることを想定している。［市］ 

 

カ．プレイヤー会議の進め方 

 今日の議論をふまえ、次回の会議は推進協議会のあり方や事業の持続可能性をテーマとしたい。

Vitamin-Nや「なんじょうナイトツーリズム」をケーススタディとして取り上げ、ワーク的な要素

も取り入れながら、エコミュージアムの事業として動かすための仕組みや協議会のイメージを話し

合いたい。［事務局］ 
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 誰がプレイヤーとして位置づけられるのかについても議論できればと思う。［相澤］ 

 
 

（２）プレイヤー会議 第２回 

日時：2019年11月27日（水） 15：00～17：00 

場所：南城市役所３階 312会議室 

 

１）会次第 

１．開会 

２．前回会議の意見の振り返り 

３．意見交換 

 議題 推進協議会の段階的整備案 

 議題 エコミュージアム事業の選定基準案 

４．次回委員会日程 

 

２）出席者 

氏名 所属・役職 参加 

相澤 和人 イーストホームタウン沖縄（株） 代表取締役社長 ○ 

金城 良治 （株）ストリズム 代表取締役 ○ 

砂川 卓郎 ユインチホテル南城 総支配人 × 

知念 百合香 南城市文化センター シュガーホール ○ 

波多野 想 琉球大学 国際地域創造学部 教授 ○ 

屋比久 保 琉球会席月桃庵 料理長 ○ 

 

３）意見交換内容 ※下記はテーマごとに整理したため、発言順ではない。 

ア．エコミュージアム事業の取組案 

■薬膳料理の活用 

 月桃庵は、琉球料理の保存継承をコンセプトにコース料理を提供しており、歴史に興味がある人の

利用が多いと思うが、顧客はどのように考えているか。［市］ 
 松山に移転して２年になるが、それまでは20年以上松尾で営業し、利用者はほぼ地元の人だっ

た。移転後もその利用者が来店しているが、観光客にも周知して利用者を拡大するため、今月

から食べログ等と契約して広告を出している。［屋比久］ 

 最近、「御膳本草」が海外から注目を集めているという。沖縄の人も知らない人が多いが、何年後か

には琉球の薬膳料理を求めて、海外からの客が増えるのではと期待している。先駆けて南城市で、

ウェルネスと絡めた取組ができないかと思う。［屋比久］ 
 ウェルネスに関わるおもしろい取組になりそう。［市］ 
 沖縄の飲食店で「御膳本草」料理を提供すると話題になるのでは。［金城］ 
 海外から琉球薬膳料理研究家の宮國先生に「御膳本草」の翻訳の依頼がきたそうだ。どの市町

村も「御膳本草」の取組は行っていないと思うので、南城市で早めに取り組んだほうがよいと

思った。［屋比久］ 
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 昔は冷蔵庫もなかったため、琉球料理は保存料理が多く、茶色や黒の色の見た目が多い。おいしく

ないと言われているのが悔しいが、これを食べていたからこそ、沖縄の人は健康長寿であったので、

健康長寿を復活できれば観光客も増えると思う。［屋比久］ 
 以前は家庭料理っぽかったが、今は沖縄料理に詳しい人も増えている。年配の人は宮廷料理の

イメージが残っているかもしれない。［相澤］ 
 宮廷料理が残っているのは、唯一、沖縄だけではないか。ただ、色合い的においしそうではな

い。琉球料理は、宮廷料理と庶民料理を合わせて定義付けされたものである。［屋比久］ 

■芸能の人材活用 

 シュガーホールの取組に携わっている方で、地域とのチャンネルになれそうな人はいるか。［事務局］ 
 文化振興とエコミュージアムがどう結びつくのか、まだよくイメージできていない。［知念］ 
 地域の伝統芸能に携わっている人もいれば、琉球芸能に携わっている人もいる。以前、シュガ

ーホールでは市民と企画を立てる「企画塾」を実施していた。互いにアイディアを出し合い、

市民からは行政と違う視点の意見が出される。参加した地域の人が窓口になって、地域を巻き

込むなどサポートしてくれる。芸能をとおしても、地域とのつながりができると思う。［知念］ 

 例えば、シュガーホールで土曜日だけ芸能公演を行い、市民と観光客が集まる仕組みができるとよ

いと思った。あるいは、曜日ごとに地域の芸能が鑑賞できるとよい。［相澤］ 
 地域の人による定期的な芸能披露はなかなか難しいかもしれない。代わりに、おきたん有志会

のメンバーが地域の芸能を習って披露する方法も考えられる。［市］ 
 国立劇場で伝統芸能を披露するとなると、地域側も意欲が湧く。年に１件ずつでも、伝統芸能

の復活公演を行う取組があるとよいかもしれない。［金城］ 

 垣花区では、区内の人材不足やコスト面の問題で、カジマヤーを行わなくなっているそうだ。範囲

を近隣地域や小学校校区に広げて芸能を披露できる人を探したり、シュガーホールが人材のプール

となって地域に人を派遣できるとよいと思った。［事務局］ 

 

イ．推進協議会について 

■着地型観光プランの提案 

 沖縄ツーリストから、３泊４日のツアーのうち、２日目に南城市をまわるプラン作成の依頼があっ

た。発地側である先方は、着地側の情報がわからない。旧暦の１月３日は久高島に入れないので、

代わりに久高島を感じられる知念岬公園でご来光を拝み、小谷のとうき家～春壽の陶芸体験やバー

キ体験を行うような地域を感じられる旅程を提案した。協議会の役割は、エコミュージアムの概念

のもと、地域の魅せ方や地域の事情を事務局として精査する機能が求められるのでは。［相澤］ 
 大手旅行事業者からの依頼に、エコミュージアムの解釈をもってプランを逆提案してくことも、

推進協議会に求められる役割かもしれない。［市］ 

 観光業界は、会費制の「協定会」の仕組みがあり、着地型観光商品の造成が少し難しい。沖縄ツー

リストはおきなわワールドと協定を結んでいるため、旅程に含める必要がある。発地側でストーリ

ー性のあるプランを作成するのは難しいので、推進協議会の役割の一つになるかもしれない。［相澤］ 
 大手旅行会社は協定会などの条件をもとに、各々で商品を造成するのか。［事務局］ 
 沖縄に仕入センターがあり、そこの協定会を中心にプランを作成する。一方、最近の旅行商品

の動向は、土産品店とセットの従来の旅行プランよりも、より高額・高品質なプランを販売す

る傾向に変わりつつある。［相澤］ 

 着地側の組織が、仕入れセンターや協定会等へアプローチする方法は可能か。［事務局］ 
 個人旅行へのアプローチは可能かもしれない。社員旅行も会社側で手配することも増えてきた

が、まだ旅行会社に依頼するケースも多い。［相澤］ 

 外国人対応の協定会は沖縄にあるか。［事務局］ 
 海外はランドオペレーターに任せるが、手数料商売なので土産店が数か所含まれる傾向がある。
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［相澤］ 
 沖縄の海外インバウンド対応は儲かっていない状況があり、沖縄ツーリストもインバウンド対

応の組織があったが解散した。沖縄側で旅行の手配を行っても、関係者がノウハウを学んで独

立し、自分たちで手配したりバス会社をつくるケースがみられる。一方、弊社の取組のような、

自身で手配できない部分には興味を持ち、外注してくれているようだ。［相澤］ 

■仲介の役割 

 推進協議会は、地域とのつなぎ役という役割もある。久高島の「結回会」では、おばあさんたちの

手作業を継承するためにガンシナーを制作している。先日、麦の芽が出てきた時に足で踏む「麦踏

み」に参加した。昔からの取組をおばあさんの指導のもと復活させており、まさにエコミュージア

ムだと思った。県外の人も参加していたが、まだ外部の人を受け入れる体制ではないという自覚が

あるそうだ。地域主体では難しい客とのやりとりやお金の扱いは、推進協議会が間に入る必要があ

ると感じた。［金城］ 

 津波古区からは、尚巴志塾で考案したマップ制作の依頼を受けている。地域のお店も掲載したいが、

行事等に寄付するところ・しないところがあり、バランスが難しいとのことであった。自治会主体

で「聖地のゆくい処」の取組を行うのは厳しいかもしれない。自治会や市民団体の位置づけが難し

いが、資料２の推進協議会のイメージにそれらが含まれていないのは、何か意図があるか。［金城］ 
 そのような意図で示したものではなく、例示である。［事務局］ 

 お金のやりとりや交渉事は、推進協議会等が担う必要がある。一方、マネタイズを重視することで、

地域が無理をする状況も望ましくない。地域の日常はあるがままで、いかに商品化できるかを検討

する必要がある。推進協議会（仮）は専門性が求められるので、人事異動が多い役所で運営するの

は難しいと感じる。［市］ 
 沖縄はリピーターが多いので、特に那覇市内は訪れたことがある場所が多いという。先日、沖

縄旅行５回目のリピーターを久高島に連れて行き、久高島宿泊交流館前でBBQを行った。管理

側の許可を得てこそできたことであり、4,000円前後の料理であっても倍の価値があると思う。

ナイトツーリズムも5,000円より高い料金で販売できる。単価を上げたことで、来ない人がい

ても問題ない。エコミュージアムは、商品を安売りしないことが前提の一つとなる。大人数の

受入ではなく、収益モデルやバランスを図る役割が協議会に求められる。［相澤］ 

 様々な事業の主体は地域の自治会になると思っている。地域と事業を行う際、その都度参加者を募

集する形が多いが、南城市に理解の深い人をファンクラブのような形で囲い、定期的にイベント参

加を告知するのはどうか。運営を協議会が担うのか、役割分担を検討できればと思う。［事務局］ 
 その取組は、顧客管理にあたる。［市］ 
 実際に営業に携わるなかで、不特定多数のB to Cのやり取りは難しいと感じる。弊社では、B 

to Bの企業、あるいはB to B to Cで会員がいる企業に対して営業をかけて販売数を伸ばしてい

る。話題性が出ればB to Cにつながる。［相澤］ 

 推進協議会は、地域ができないことの手助けや観光事業者との間を取り持つ役割があるとの議論が

あった。その役割を持った人材がいる地域は比較的うまくいっている。そのような人材を発掘でき

れば、サテライトと地域とのつながりもうまく進むのでは。［事務局］ 

■推進協議会のメンバー 

 「御膳本草」の企画を立てる場合、推進協議会にはどのような役割が求められるか。人材のマッチ

ングを行うのか、企画そのものを立てるのか。現状の窓口は、市あるいは観光協会が受けるが、推

進協議会は窓口的な役割も必要だと思った。［市］ 
 資料２の推進協議会のイメージ図は、ビジネス側に偏っていないか。文化財保護の立場も含め、

双方の意見調整を行うなかでバランスを取る必要がある。「御膳本草」の企画も、宮廷料理の

定義など守るべき部分があり、ビジネスに特化するとエセ宮廷料理が出てくる可能性もある。

その点、相澤さんや金城さんの取組は、南城市への理解が深いので安心できる。協議会の規模
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が大きくなると逸脱する部分が出てくるため、チェック機能が必要となるが、何が宮廷料理な

のか、という認証に関わる合意形成を図る場である必要がある。［波多野］ 
 宮廷料理は、実際には食材が手に入らないので再現できないものもある。熊の手やジュゴン、

蜂の巣などを使う料理をつくるのは難しいと思う。［屋比久］ 
 手に入らない食材を何かで代用することが、宮廷料理の本質的な価値を壊すことになるのか、

という議論も推進協議会で行う必要がある。推進協議会は、様々な分野の専門性が求められ、

意思決定が行える体制であることが必要である。［市］ 

 民間の事業者は、事業に参画するには営利目的でないと成り立たない。一方で、自治会などの違う

目的を持った人たちがプラットフォームに集まってもよいのか。［相澤］ 
 個々の目的が違っても、市のブランドの維持及び活用の部分では一緒にまとめられる。地域の

取組は保全に近く、地域があるから資源が保たれる。民間側には、資源を活用する際に保全の

視点が求められる。［市］ 
 営利目的が不可というわけではないが、事業に取り組む主体のなかに、住民や地域が入ってい

る必要があるかもしれない。［金城］ 
 営利目的の事業者が別の部分で地域に貢献していることもある。営利目的と非営利目的の双方

がいることで地域内のバランスがとれる。推進協議会には、それらのバランスを図る役割が求

められるかもしれない。［事務局］ 

 推進協議会はあくまでも母体であり、エコミュージアムのコンセプトは別で定めることになる。そ

のコンセプトをふまえて商品化が行われ、事業の認定基準をもとに認定される。資料は、推進協議

会には当面、エコミュージアムへの理解が深い人、あるいは産地コーディネーター的な役割を持っ

た人が必要となるという提案である。次年度からは、事業化を進めながらそれを検討できればと思

う。［事務局］ 

 推進協議会のあり方について、引き続き議論を行っていく。次年度に事業活用の事業費をくみ、市

のなかで選定委員会を設けるが、それが将来的に推進協議会となるかはわからない。今日の議論で、

役割や運営にあたって重要なことがわかってきた。［市］ 

 

ウ．事業の選定基準 

■選定基準の意義 

 バランスは非常に重要だと思う。組踊や中華料理など、創作することで現代の世代に伝わる部分が

あるが、創作に力を入れすぎると、元の要素が薄まる。推進協議会で基準を決めるのがよい。［相澤］ 

 認証制度の失敗例は多い。ヘルスツーリズム認証があるが、健康食の認定を受けたとしても、旅行

者は訪れない。久米島では、「家出旅」というタイトルで観光情報を発信しているが、通常の観光情

報の発信と変わらない。ブランディングや認証は概念が難しく、バランスが重要となる。［相澤］ 
 認証制度は、ゆるやかさも必要である。守るべき部分をふまえた上で、創造性を促したい。［市］ 
 認証された事業が100件あったとしても、翌年まで継続している事業は少ない。事業を始める

段階で認証するよりも、経過を見た上で認証する方法もある。［事務局］ 

 認証されることのインセンティブがあるとよいか。［市］ 
 認証されることで、エコミュージアム事業として紹介され、集客につながるのが理想である。

ただし、エコミュージアム全体のブランディングを行い、顧客を獲得している段階に到達する

こと事態が難しい。［金城］ 
 エコミュージアムのブランドが成り立っていて、そのブランドのなかで事業に取り組めること

がインセンティブということか。［市］ 

■選定基準の対象 

 エコミュージアムの認証制度は、どのような事業者を想定しているか。［相澤］ 
 事業者はまだ想定できていない。市では、世界水準のウェルネスカルチャーリゾートを目指し
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ていくために、ブランディングの戦略を練っており、エコミュージアムをベースに展開してい

きたいと考えている。琉球王国の東方信仰や太陽神のストーリーと結びつけた朝型観光など、

市場化されていない部分について、事業者と一緒に取り組んでいきたい。［市］ 
 朝の斎場御嶽に入れるツアーをつくるようなイメージか。［相澤］ 
 出入りは管理する必要がある。以前、朝の６時半に斎場御嶽で朝日を見た。地元の出身だが、

時間と共に黄金色の光が濃ゆくなっていく様子を見て、力が湧いてきた。どんな人が顧客とな

り得るのか、オペレーションは誰が担うのかという議論も必要。［市］ 

 エコミュージアムの認証は、食品や物販も含まれるか。仲村渠区では、古代米の生産に取り組んで

いる。認証を受けて補助金をもらい、水田を増やすといったことにつながるのでは。［相澤］ 
 古代米の生産は、かつて水田が広がっていた仲村渠の景観づくりにもつながる。周辺の地域に

も取組が派生している。これらの取組を消費者へ伝えるために、古代米をラッピングして店頭

に並べるのか、あるいはお店で料理として提供するのか、そこまで考えてもらいたい。［市］ 

 久高島のイラブーを月桃庵等の飲食店で提供するのも認証の対象となり得るか。［相澤］ 
 久高島のイラブーの活用は、すでに取り組んでいるところも多い。取組がエコミュージアムと

どのように結びつくのかを考える必要がある。［市］ 

 斎場御嶽の朝のツアーは売れるかもしれない。一方で、エコミュージアムの目的は文化財の保存で

あり、住民主体の活動が抜け落ちている。文化財の保存を目的に商品化を行う事業者がどれだけい

るか。結局、斎場御嶽に人が集中するのでは意味がない。［金城］ 
 まさにバランスが本当にとれるのかが課題である。［市］ 

 エコミュージアムは地域が主役であり、サテライト同士のネットワークやコミュニティの活性化が

目標としてある。活性化は経済的な視点だけでなく、福祉や防災の視点も含め、消費活動に直結し

ない取組も重視すべきではないか。［波多野］ 
 エコミュージアムの概念について整理が必要である。事業を始めた当初は、福祉や防災の視点

もレイヤーとして重なってくるものと考えていたが、現状として事業が別々に動いている状況

がある。［市］ 
 文化財の活用について、保護の面をどう担保していくのか、消費行動に限定しないほうがいい。

［波多野］ 
 観光行政やマネタイズの視点だけでなく、福祉や防災、産業、交通など、もっと広い視野でブ

ランドそのものを管理する必要がある。［市］ 

 文化課時代に発掘調査を行っているとき、約1,300もの遺構が見つかり必死で調査したが、調査後は

建物が建つので埋め戻す必要があった。こうした調査の意義が市民に担保されていないと感じ、文

化財の活用に取り組みたいと思ったのがエコミュージアム事業のきっかけであった。一方、全国的

に活用の面がうまくいっているエコミュージアムの事例は少ない。エコミュージアムの活用の議論

は、自治体運営においても意義のあることだと考えている。［市］ 

 南城型エコミュージアムは、ファンをつくり安売りしないこと、あるがままの本物を自然な形で伝

えていくのがよいと受け止めた。理想に向かって取り組むよりも、原点に戻るという考え方のほう

が適しているかもしれない。自身について考えてみると、喜びたい人を喜ばせたいと思っている。

南城市に来た人を喜びたい人と捉え、みんなで原点に戻り、ありのままを維持していく方向性がよ

いのではと思った。［市］ 
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１）会次第 

１．開会 

２．前回会議の意見の振り返り 

３．意見交換 

 議題 本年度の成果概要 

 議題 次年度の予定事業と各プレイヤーの関与 

 議題 今後のロードマップ再考 

４．閉会挨拶 

 

２）出席者 

氏名 所属・役職 参加 

相澤 和人 イーストホームタウン沖縄（株） 代表取締役社長 ○ 

金城 良治 （株）ストリズム 代表取締役 × 

砂川 卓郎 ユインチホテル南城 総支配人 〇 

知念 百合香 南城市文化センター シュガーホール ○ 

波多野 想 琉球大学 国際地域創造学部 教授 × 

屋比久 保 琉球会席月桃庵 料理長 ○ 

 

３）意見交換内容 ※下記はテーマごとに整理したため、発言順ではない。 

ア．エコミュージアム事業の取組案 

■薬膳料理の活用 

 農家レストランは、国家戦略特区に係る取組として市内においても増加することを期待している。

屋比久委員は、何か食に関連した部分で取り組めることはないか。［市］ 

 那覇市に店舗があるが、久高島のイラブーに注目している。宮廷料理の食材であり、滋養強壮

はスッポンにも負けないという。原価が高いが、最近、自身の店の最後の締めの料理として提

供している。沖縄でしか食べられない食材であり、活かさないわけにはいかない。［屋比久］ 
 イラブー料理の南城市への出張提供は可能か。［市］ 
 相談次第では可能だと思う。［屋比久］ 

 前回の委員会においても、御膳本草の再現に関するアイディアが出た。［市］ 

 御膳本草は、数年後に世界的に有名になると思っている。［屋比久］ 

■シュガーホールの活用 

 シュガーホールは世界有数の音楽専用ホールであるが、つきしろ広場の活用について課題があるの

では。エコミュージアム事業に関連させて、取り組めることはないか。［市］ 

 クラシックが主ではあるが、地域の伝統芸能を気軽に鑑賞しつつ、観客も参加できる取組を行

いたい。最近、自分たちでイベントを企画する団体も増えている。県外の音楽フェスでも、か

なりの数の市民ボランティアがいるときく。市民を巻き込むこと、自主的に関わりたいと思う

人を増やすことが課題である。［知念］ 
 集客に課題がある場合、市内の滞在者や観光客を呼び込むことで補完できないかと思う。ユイ

ンチホテル南城と連携して、朝型観光のプログラムがあるとよい。朝日を見るためには宿泊が

必須であり、前日の夜にシュガーホールで鑑賞できるものがあるとよい。［市］ 
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 現在、観光客が参加できるような機会がない。ピアニストの反田恭平氏が出演したNHKの公開収録

の際には、県外からの参加者がみられた。応募数が多く、その３～４割が県外の方で驚いた。［知念］ 

 世界に名だたるアーティストがホールで公演を行ってきた。これまで、客層をマーケティング

的な視点で分析したことがないので、そこからファンをみつけられるとよい。さらには、宿泊

や様々なアクティビティへの展開に波及できるとよいのでは。［市］ 
 台湾では、観光客に人気の「臺北戲棚（タイペイ・アイ）」の劇があるが、地元の人で知ってい

る人はほとんどいない。シュガーホールは建物自体も素晴らしく、ターゲットによって十分活

用できる。［砂川］ 
 生活スタイルを世界水準に合わせるのは難しいが、既に世界水準のものを活用すればできるこ

とはある。［市］ 

 シュガーホールでは、外の音楽や地元の音楽、「おきたん有志会」の取組も含めて、週一回でも公演

があるとよい。ブランディングに関わる提案だが、姉妹都市の高千穂はブランドとしての認知度が

高いので、「沖縄南城＆高千穂」というテーマで取り組めないか。南城市は琉球開闢、高千穂は天孫

降臨の伝承があり、親和性が高い。高千穂は夜神楽があるので、シュガーホールが神楽と一緒の役

割を担えないか。［相澤］ 

 シュガーホールを活用して何か取り組めそうであり、予算的な措置を次年度できればと思う。

［市］ 

■その他 

 今後の市の方向性として朝型観光があるが、ユインチホテル南城の取組をききたい。［市］ 

 先日、当ホテルで実施した朝ヨガは、80名の方が参加した。朝型観光はよい取組だ。［砂川］ 

 例えば、相澤委員がウェルネスのツアーを実施し、参加者はユインチホテル南城で宿泊し、シュガ

ーホールのつきしろ広場で芸能公演を鑑賞しつつ、御膳本草の料理を食べてもらうような企画が考

えられる。［市］ 

 11月頃の開催であれば企画できる。自身が関わっている「シニア短期留学」は、今年はエコミ

ュージアム体験ツアーを企画予定である。市内の地域をNバスで周遊した後、那覇へ向かう流

れである。市の会議室を借りて、エコミュージアムを勉強してもらうことも可能である。毎年

15名程度いる参加者は、地域やまちづくりに関心がある。［相澤］ 

 自身は、専門学校の観光部門の講師を務めている。２月に、学生が企画したイベント「三幸HAPPY
祭」をがんじゅう駅で開催する。市内で活躍している人が出演したり、地域芸能が披露される。「冬

の豊年美味～NANJO CITY FOOD FESTA～」が終了するとのことなので、このイベントをエコミ

ュージアム事業として取り組むのはどうか。全国規模の専門学校なので、市の取組を広めることが

できる。［相澤］ 

 次年度に協議会を組織し、民間事業者が事業に関わる話があったが変更はないか。［相澤］ 

 次年度の協議会立ち上げは厳しいので、議論を重ねつつ、一緒につくり上げるプロセスとした

い。まだ調整中だが、次年度は斎場御嶽の20周年事業、インバウンドプロモーション事業、観

光交通の実証事業、ウェルネスの朝型観光事業等を検討している。その他、市内外の普及啓発

の情報発信や、民間事業者によるエコミュージアム活用のための補助制度を実施予定である。

「南城市まつり」も開催予定であり、交流をキーワードとした参加型の取組を行いたい。 
 企業研修のニーズは増加傾向にあり、県民にとっても南城市はサードプレイスになりつつある。

次年度は、南城市でリフレッシュできるような提案を行いたい。［相澤］ 
 次年度の補助制度の事業に、プレイヤー会議のメンバーが提案してもよいか。［事務局］ 
 応募してもらって問題ない。［市］ 
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イ．地域資源の保全 

 弊社では、仲村渠の古代米のもみ殻を使ったビールを製造したが、地域へのフィードバックのあり

方が課題である。古代米の認知度向上や田んぼの拡張といった、地域の方向性に対してどのように

関われるか模索している。民間事業者が地域と関わる際に、少ない利益のなかで地域との距離感や

関わり方はどうあるべきか。［事務局］ 

 県経営者協会主催のかりゆし塾で、仲村渠の古代米をテーマに発表していたチームがあった。

活用方法やロットに課題があるとのことであった。［相澤］ 

 もみ殻は通常廃棄されるものなので、仲村渠区と金銭のやり取りはしていない。継続的に製造する

なら、ある程度の量のもみ殻を確保する必要がある。このビールを仲村渠で販売しようにも、消費

量が少ない。相澤委員はツアーを企画する際に、地域とどのような調整を行っているのか。［事務局］ 

 地域と関わりが深いツアーは、ナイトツーリズムである。久高島と斎場御嶽のガイドを利用し

たり、がんじゅう駅・南城で商品を購入してもらう時間を確保したりしている。［相澤］ 
 エコミュージアム事業は、民間事業者が地域資源の保全にどのように関われるかがポイントだ

と思う。田んぼの保全や祈りの文化まで深く関われないと思うが、資源を活用しつつ、大切に

守っていく必要がある。［事務局］ 
 海外インバウンドにとって、手ぬぐいが土産品として一番好評である。弊社がプロモーション

することは可能だが、その分のロットを確保できるかが問題である。［相澤］ 

 エコミュージアムの最終的な目的やターゲットはどこか。不特定多数あるいはテーマでしぼられる

か。祈りの文化やウェルネス等、様々なテーマが重なると、結果的に不特定多数となる。一方、資

源を守る概念は協議会において必要である。百名で広い土地を購入して事業を始めようとしている

知り合いがいる。市の取組を知らずに事業を始める恐れがある。南城市はやんばるよりも魅力的で、

知らぬ間に土地が購入されてしまう。守るための条例を定めることも重要ではないか。［相澤］ 

 最近、土地の管理の必要性を感じている。不動産事業者と連携するなど、一緒に土地をコント

ロールする必要があるのではないか。自身の出身地域は市の中核地に近いので、空き家を活用

して地域にお金が落ちる仕組みができればと考えていた。最近、１件の空き家が不動産事業者

の手に渡ってしまった。所有者は市の事業を知らない。何か仕組みを構築できればと思う。［市］ 

 市や協議会がエコミュージアムの方針を打ち出しても、民間事業者の主体的な関わりを促したり、

抑制したりするのはなかなか難しい。石垣島のように、ある観光関連産業が爆発的に増加するのも

望ましくない。大事にしたいエリアは守る必要がある。協議会だけで取り組むのは弱いので、民間

事業者とのバランスをどのように取るかが重要である。［事務局］ 

 いくつかの切り口が考えられる。市として、保存の観点から土地利用や文化財行政に取り組む

必要がある。活用の観点では、体験のあり方が重要。地産地消を観光客へシェアするイメージ

で、無農薬や有機栽培も世界水準を目指す上でキーワードとなる。［市］ 

 サブスクリプションサービスのモデルで、定額の料金を支払えば地域に泊まり放題のものがあった。

エコミュージアムを推進してくためには、民泊は滞在のカギとなる。民泊の取組を促進するために

も不動産事業者と連携したほうがよいか。［市］ 

 地元の不動産を想定しているか。民泊を進めるにしても、南城市の良さを残すためには、京都

のような景観条例のような規制があったほうがよいかもしれない。［砂川］ 

 

ウ．ブランディング 

 かつて市はハーブのまち宣言を行ったが、十分に取り組めていない。ハーブはビール等ともコラボ

できる強いアイテムである。うるま市で開催されたダイニングアウトでは、インド人のシェフがフ

レンチとインド料理を掛け合わせ、ハーブで飼育された市の山羊を使ってカレーを作っていた。［市］ 

 南城市は、ブランドを１つに絞ったほうがよい。「石垣」、「宮古」のように、「南城」というブラン
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ドがあってもよいのでは。「ハーブ」や「世界遺産」は、イメージとして違う。「南城」という言葉

のなかに、祈りやウェルネスの世界があると思う。［相澤］ 

 市の政策調整室がブランドの管理を行う予定である。これまで、各課でバラバラにブランドを

打ち出していた。今後は世界水準のウェルネスカルチャーリゾートの実現に向けて、南城市が

目的地となるようなブランドの打ち出し方を考えていきたい。［市］ 

 ブランディングにおいては、マーケティングの告知が重要である。南城市は、素晴らしいコンテン

ツが揃っているが、いかに伝えるかがカギである。現在、エコミュージアム事業は試行期の段階と

のことであるが、本格期に向けて定期的な会議を実施し、ある程度のブランドの方向性を固めてい

く必要がある。［砂川］ 

 

エ．ＩＴの活用 

 ２月に、「ResorTech Okinawa」という観光産業とIT産業を掛け合わせた見本市が開催される。自

身も参加予定であり、三井物産と連携して、ITと絡ませた地域の企業研修プログラムを企画してい

る。会議室はビルのなかに限らず、ヤハラヅカサがあるビーチも会議室になりうる。その点では、

今後、沖縄でのワーケーションの需要が増えると思う。地方はITの分野が弱い。エンジニア等に２

～３週間滞在してもらう仕組みづくりを進めている。仕事をしながら地域に関わる意欲のある人等、

ターゲットは重要である。［相澤］ 

 南城市では、ワーケーション的な取組を行っているか。［砂川］ 

 うるま市とは対照的に、南城市はエンジニアリングの企業が少なく、Tech系が弱い。誘致する

ためのポテンシャルはある。市に滞在してソリューションを提供してもらいたい。［市］ 
 弊社では、試験的にワーケーションを実施しようとしている。一週間滞在してもらうなかで、

弊社のプログラムを体験しつつ、仕事を手伝ってもらう。モデルケースとして、他の事業者に

普及できればと思う。［相澤］ 

 エコミュージアムの組織を１つ構築した上で、ITを活用した情報収集及び統計データの分析を行い、

集客や広報に活かしていく必要がある。当ホテルでは、昨年の11月に客室アンケートをウェブで実

施できるようにしたところ、回収率が５倍に上がった。［砂川］ 

 観光客の行動範囲を把握することも大切である。Nバスはまだ認知度が低い。次年度、周遊バスを運

行予定ときいているが、滞在を促すための強みになると思う。当ホテルのホームページがリニュー

アル予定であり、市全体のマップを掲載しつつ周遊を促したい。［砂川］ 

 市は現在、交通をデザインしていくタイミングであり、交通データの収集の重要性を感じてい

る。久高島ではフェリーの座席にアンケートがあり、一定のデータを収集できているそうだ。

リアルタイムの状況をデータで把握できるのは強みである。［市］ 

 今後、５Gが本格化する。県外では自動チェックインが一般的になりつつあり、顔の表情でアンケー

トが取れたり、最終チェックアウトをAIで行っているところもあるそうだ。［砂川］ 

 NECの顔認証システムでは、空港においてリピート率が把握できたり、割引を実施したりする

ことができるそうだが、まだ導入コストが高い。［市］ 
 AIの導入が一般的になっても、旅の醍醐味としては、コンテンツや人の部分が大切であり、な

いがしろにしてはいけない。［砂川］ 
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６－１．南城型エコミュージアムの本質的価値 

 

（１）南城型エコミュージアムのコンセプト 

南城型エコミュージアムは平成28年度の「総論」において目標や方針を掲げているが、その想いの源泉とな

るコンセプト（理念）を定めていない。これは、当時はエコミュージアムとは何をするものなのか、地域に何をも

たらし何を継承していくものなのかを正確に表現する言葉を事務局側が持たなかったためである。そのためコ

ンセプトの話をすればどこか上滑りの議論となり、「取り組みを実施しながら体験的に理解していこう」ということ

でペンディングとなった。 

その後、「各論」として27地区のサテライトと協働しながら、地域の宝をみつけそれを手ぬぐいデザインという

形でディレクションするという体験をとおして、地域がこれまで大事にし、これからも大事にしていくものが関わっ

た全員の「腑に落ちる」現場に立ち会ってきた。そこで27サテライトに共通する、そして南城市全体でも共有さ

れる本質的な価値を見つけることができた。それが「命の連鎖と感謝の祈り」である。 

南城型エコミュージアムは「命と祈り」をコンセプトとし、これから地域ブランディングをはじめ、持続可能な地

域経営、内向け・外向けのプロモーション、着地型の体験プログラムやエシカル商品の創出などに取り組んで

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命 と 祈 り 

い の ち と い の り 
Life & Ryukyuan Faith 
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６－２．事業の総括と今後の取り組み 

 

（１）計画策定の取り組み 

本計画は、文化財行政における保全と活用の両立という文脈から生まれたものである。南城市内に点在す

る文化遺産を面的に保全しながら観光まちづくり等に活かしていこうとする仕組みとしてエコミュージアムの概

念を取り入れた。まち全体が屋根の無い博物館という考え方の中で、何をどのように発信していくのかというこ

とを計画として落とし込んだものである。 

本計画は、平成28年度から令和元年度にかけて策定してきた。全体構成として、総論と各論１～３から成

るが、総論は南城型エコミュージアムの基礎情報や全体構造等を描き、各論ではサテライト27地区それぞれ

の計画や将来像に加えて、活用に関する試験的な取り組みを行い、その考察についても記してきた。また、併

せて手ぬぐいデザインやツアー化など、できる限り地域資源の可視化についてもチャレンジしてきた。その結果、

地域の人々の思いが具現化され、受け継いでいくべき本質的価値が見えてきた。ブランディングについても実

証を行い、一見何でもない地域のモノに対してエコミュージアム的切り口でコト要素を添えると、地域の宝として

見えてくるということが明らかになった。 

本計画策定において見えてきた地域の魅力や価値を活かし、効果的な手法を用いながら唯一性の高い持

続可能な観光まちづくりを進めていく。 
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2016年度【総論】 

2017年度【各論１】 

地域入り懇談会 ブランディング 会議 

地域入り懇談会 

９地区×３回 

佐敷・小谷・知名・ 
安座真・久手堅・ 
久高・仲村渠・ 

垣花・前川 
学生コンペ 

地域入り懇談会 
９地区×３回 

地域入り懇談会 
９地区×３回 

手登根・稲嶺・ 
知念・百名・新原・ 

玉城・富里・ 
當山・奥武 

新里・津波古・ 
西原・南風原・ 
大城・稲福・ 

真境名・糸数・船越 

南城型エコミュージアム実施計画のあゆみ （2016年度～2019年度） 

2018年度【各論２】 

2019年度【各論３】 
展示×１回

フードフェスで地域の物

品と手ぬぐいを展示

モデル事業 

久手堅・久高・仲村渠を

巡り、食材を活用 

検討委員会×３回 

・南城型のあり方 
・運営組織のあり方 

プレイヤー会議×３回

・次年度事業の検討 
・推進協議会のあり方 

座談会×５回 
・ディスカバリートレイル 
・ブランディングのあり方 
・プラットフォームのあり方

クロスファンクション
会議×５回 

シンポジウム 
×１回 

地域入り懇談会 
全体×４回 

展示×１回

フードフェスで地域の物

品と手ぬぐいを展示

・サテライトの魅力と

特徴の共有 
・将来像の検討 

サテライト27地区の
情報の明確化、 

ディレクション体験 

エコミュージアム自走化に向けた地域/事業者/協議会の支援 

ブランドの試作、 
プロモーション方法の

試行 

方針の決定、 
関係者の理解促進 

・市内外への情報発

信・普及 

・南城型エコミュージ

アムのあり方や実施

体制の検討 

≪目的≫ 

≪成果≫ 

〈今後の市の立ち位置〉 
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（２）計画実施における課題 

１）計画の実施体制 

今後は、資源となる地域の宝を地域住民が生活の中で主体的に保全・活用していくことになるが、観光活用

まで地域住民が担うことは、少子高齢化の現状に鑑み、地域の疲弊や資源の劣化に繋がることから、持続可

能性は低いと考えられる。多くの地域住民はマネタイズのプロではないため、民間事業者が担っていく必要が

あるのではないかと考える。 

その点について、総論では企画・制作会社、旅行業者、デザインセンター、観光協会によるプラットフォーム

中核コンソーシアムについて言及したが、地域資源の保全・活用や、域外からの関係人口などを見据えた、よ

り幅の広い体制をつくっていく必要があると考えられる。また、民間事業者において、南城型エコミュージアム

を使ってもらうことも必要となってくる。南城市にとって、これまでにない新しい概念であるため、実際に使って

もらわないことには理解しにくく、普及につながらない。また、どのような使い方が正しいのかということを見極め

るためにも民間事業者にモデルケースを創出してもらい、行政や有識者等で検証していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、これから本計画を普及していくというタイミングで活用モデルを創出していくということは、なかなか応

募が得られないのではないかと懸念されるため、行政が補助を行っていく仕組みも必要である。 

 

２）ストーリーの包括とブランディング 

各サテライトのストーリーには「命と祈り」という通底したテーマがある。琉球王国の国家的祭祀が執り行われ

た地としての歴史的価値だけではなく、地域に継承されてきている伝統行事、日常的に各家庭で行われるも

のなど多様な形態で祈りのストーリーが続いている。世界文化遺産に登録されている斎場御嶽にしても、史跡

という価値だけではなく、現在も多くの方々が参拝に訪れているという側面を持っている。つまり、南城市は祈り

のあるライフスタイルが根付いており、自然と対話しながら命の連鎖に感謝する暮らしを営んでいるという価値

を持っているということである。それは、経済的価値に左右されるものではなく、生きるということと同義であると

言えるくらい自然なものである。これらを客観的にみると、歴史的・文化的裏付けのもとで現在も受け継がれて

いる価値であることから、それを体験してみたいという方々も多く、自然と人の関係が見えやすい南城市はそ
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れを伝えていくべきだと考えられる。 

また、「朝陽」についても重要な資源であると考える。南城市が歴史的に聖地として位置づけられたのは、浦

添や首里などの王都から見て久高島の後背から朝陽が昇ることがひとつの要因であり、太陽信仰の観点から、

祈りのコンセプトともつながる。また、朝陽を取り込んだライフスタイルは健康的で東海岸ならではのものとなる。

その観点から、今後は朝型観光を推進していくことも必要になってくると考えられる。 

さらに、SDGsやエシカル消費、エコ、ウェルネスなど、成熟社会におけるライフスタイルのキーワードも持続

可能な観光まちづくりを目指すにあたっては欠かすことができない。すぐに浸透させることは難しいが、ブランド

が国際的に支持を得ていくためには、時間をかけて少しずつでも取り入れていく必要がある。 

総じて、南城型エコミュージアムのコンセプトを「命と祈りの博物館」とし、持続可能な観光まちづくりを進めて

いく。その上で、祈りの聖地にふさわしい環境整備や維持管理を目的とした経済的措置を行っていく必要があ

る。その仕組みについても考えていく必要があるが、「世界遺産斎場御嶽周辺エリア景観形成基本計画」が考

え方の基礎的モデルになると考えている。また、斎場御嶽については、2020年に世界遺産登録20周年を迎

えることから、その価値を再認識するとともに、ブランドシンボルとしての在り方についても検討していく必要があ

る。 

 

３）ターゲット 

「命と祈り」というテーマは決してわかりやすいものではない。一般的なマーケティングにおいて顧客へ分かり

やすく伝えることが重要とされている。わかりやすい言語への置き換えは、逆に陳腐化してしまい、ブランド力を

下げることから、ストレートに「命と祈り」を掲げることにした。言葉でのわかりにくさ故、体験が必要であるというこ

とである。体験をとおして丁寧に南城市の価値について伝えることで、地域文化に敬意を払う良質な観光客と

なってもらえる可能性がある。また、体験は時間を要するので、南城市における滞在時間が伸びるとともに、消

費額も高まる。 

そこで、重要となってくるのはターゲットである。どのような層が南城市における「命と祈り」のブランドにマッチ

しているのかということを見極めて効果的なプロモーションを行っていくことが求められる。その候補として考え

たいのはマインドリッチ層である。高級かどうかはともかく、この土地でしかできない体験やここでしか買うことの

できないものに価値を感じる心豊かな層である。琉球王国の聖地というバックボーンを持ち、琉球神道とも呼

ばれる独特の宗教観とそれが根付いた生活は、他では体験することのできない要素である。これらの本質的

価値を伝える体験メニューがあれば是非参加してみたいと思うはずである。 

また、異文化体験ということではインバウンドの受け入れが欠かせない。本市を訪れる外国人観光客は県全

体の割合に比して多くないが、今後は特に香港、シンガポール、オーストラリアなどの比較的近い英語圏市場

を中心にプロモーションを図っていきたいと考えている。本計画策定と同時並行で実施してきた海外交流推進

事業では、香港理工大学の学生インターンシップを受け入れながら香港市場に対してアプローチするとともに、

シンガポール、オーストラリアなどの市場についても可能性を探ってきた。いずれも経済成長し富裕層の多い

国だが、重要なことはその中でもマインドリッチ層を取り込むということである。そのためにはさらなるリサーチと

データに基づいた戦略が求められ、国籍等ターゲット別のアプローチ策を検討していく必要がある。 
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４）観光交通利便性・快適性向上 

南城型エコミュージアムを推進していく上で、交通利便性・快適性を向上させていくことは欠かせない条件と

なっている。例えば、斎場御嶽を訪れる観光客の８〜９割がレンタカーで訪れているが、公共交通を利用して

旅をする層はその難解さから訪問を断念している可能性も指摘されている。今年の10月に支線バスの運行が

南城市において始まったが、観光利用という観点ではまだまだ便利であるとはいえない。那覇市街や空港との

アクセス、観光地どうしの結節状況、ラストワンマイル、決済、位置情報、インセンティブ設計など数多くの課題

がある。 

そこで、市では観光交通実施計画を策定し、南城型エコミュージアムをベースにした観光交通のデザインを

行うことで、利便性や快適性の向上に加えて滞在時間の延長と周遊性の向上を促進することに努めていく。ま

ずは戦略的動線を決定し、そのための最適なモビリティを配置して、どうつないでいくかということをデザインし

ていくことから始めていかなければならない。特に、周遊バスの実施やNバスと連携した多様なラストワンマイ

ルのツール、モビリティオペレーションの必要性などについて方向性を明確にしていく必要がある。併せてニー

ズを確認するためにデータを取っていくことも効率的な計画推進には欠かせない。このようなことから、まずは

形にして実証していくことが必要となる。 

 

（３）今後の取り組み 

南城型エコミュージアムは、「命と祈りの博物館」として、南城市における祈りのライフスタイルを発信し、その

体験による観光まちづくりを目指していこうとするものである。具体的な取り組みとしては、第１に本計画の趣旨

を市民に十分理解して頂き、資源を保全していく持続可能な体制づくりを目指す。そのため祈りの聖地としての

環境整備を図り、誇りを醸成していくことが必要だと考えている。それには、産学官連携による南城型エコミュ

ージアムの推進が欠かせないことから、DMOの構築も視野に入れた推進体制の構築も必要となってくる。ま

た、2020年度は斎場御嶽世界遺産登録20周年の節目でもあるので、これを機にブランド力を高めていく施策

を展開していく。 

次に、ターゲットとなる海外のマインドリッチ層に効果的なプロモーションを行い、質の良い観光客に絞り込ん

だマーケティングを実施する。さらに、観光交通の利便性や快適性を高めながら動線をデザインしていくととも

に、ウェルネスに基づいた朝型観光を推進し、具体的にサテライトをつないでいくソフトの構築に取り組んでいく。 

このような取り組みにより、東海岸ならではの観光ブランドを構築し、沖縄観光全体の中でポジションを築くと

ともに、ストーリーでつながる県内外の地域と連携しながら「世界水準のウェルネス・カルチャーリゾート」として

認識してもらえるような観光まちづくりを目指していきたい。 
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地域入り懇談会の記録 

 

（１）手登根 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月24日（水）20：00～20：30 場 所 手登根公民館 

参加者 手登根区 区長・評議員約16人 
事務局 観光商工課（喜瀬・宮城）、国建（西村・吉） 

 

事業説明での意見 

 総論でまとめた地域概要に「手登根大比屋は尚巴志の弟とされる」という記述があるが、平田大比

屋の子どもとする説もあるため、きちんと調べて記載してほしい。 
 文化課に内容を確認し修正する。 

 完成したデザインは、区で自由に使用してよいのか。 
 デザイナーにもよるが、デザインに微修正を加えたり手ぬぐいを販売したりしたいときは、デ

ザイナーに確認した後に使用してほしい。 

 手ぬぐい作成までを本事業で行うのか。区で費用を負担するのか。 
 本事業では、手ぬぐいのデザインまでを作成する。実際に手ぬぐいを作成するのかまた販売す

るのかについては、区で判断・実施してほしい。 
 手ぬぐいの作成費用は、業者や仕様にもよるが、昨年度の事例では中版サイズの一色だと１枚

あたり400円程度であり、版代が15,000円程度かかる。［事務局］ 

 手ぬぐいを制作しても、購入する人はいないのではないか。 
 昨年度の事例では、完成したデザインを手ぬぐいだけでなく泡盛ボトルのラベルに活用した区

もあるし、ポロシャツやＴシャツにプリントしようと検討している区もある。このように手ぬ

ぐい以外の活用方法もある。［事務局］ 

 デザインをＴシャツ等に使用できるのであれば、目にもとまりやすくてよいと思う。 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年８月22日（木）10：00～11：30 場 所 手登根公民館 

参加者 手登根区17人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉、浅田）、serendipity（後藤） 

流れ ①地域の色～②地域の魅力を考える～③地域らしさを考える 
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地域の色 

 地域を表すイメージカラーは黄色（体協行事のユニフォームの色）である。 

 

手登根の魅力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市指定無形民俗文化財である手登根エイサーを手登根の魅力とする意見が最も多かった。また、自

給自足だった頃を振り返りながら、食や行事などといった暮らしについての意見が出た。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然】 アカバンター（旧佐敷町全体が見渡せる高台、フッチャー石の伝承がある、毛遊びの場所）／緑（ソ

テツ、竹）／フナクブガマ／トゥンムリガー（公民館の横の森、遊び場だった） 

【歴史・文化財】 手登根大比屋／フッチャー石（手登根大比屋がアカバンターから投げたという伝承や、明国

から持ち帰ったという説がある）／土帝君／拝所 

【古い集落】 始まりの地（南城市で一番古い集落）／手登根殿（集落の「総元家」とされる手登根大比屋の屋

敷跡、区にとって大切な場所）／手登根と平田に分かれていた／旧知念村出身の住民が多い 

【水と農業】 ターチューガー／樋川／水道タンク（飲料水のタンク）／昔は竹細工をしている人がいた／畑や

田がたくさんあった／農業（オクラ、インゲン、野菜の栽培は減っている） 

【食】 正月と盆のごちそうが楽しみだった／豆腐をつくっていた／ウムクジチャーシュー／ピーポンポン（炊い

た芋にデンプンの粉を練ったイムクジ天ぷらみたいなもの、台風のときの非常食）／ジューシー（告別式の際

に炊き出しを行う、アブシバレーは班対抗で味を競う、班ごとで味が違う）／昔は自給自足 

【人・雰囲気】 ゆーゆーとぅー（ゆっくり、のんびり、山に囲まれていて太陽がでてくるのが遅い）／穏やか／明

るい／のんき／優しい／人情深い／心が広い／ものをはっきりいう／風通しがよい／天気がよく変化する／

気持ちがよい／区長が男前 
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【伝統芸能】 手登根エイサー（古式エイサー、国立劇場で演じたことがある、旧歴の７月16日に道ジュネーで

行う、太鼓の打ち方が独特）／昔は様々な行事があった（八月十五夜、綱流し・手登根ドゥールー、村芝居、

組踊） 

【店】 うちのやまち（タコス・タコライス専門店）／宮城菓子店（昔はタンナファクルー屋だった、４代続いている、

お菓子屋）／いいやんべぇ（ぜんざい屋）／Cafeちゅふぁーら（中華店）／以前は手登根売店、配給所などが

あった 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいに載せたい要素については、①手登根エイサー（古式エイサー）、②フッチャー石・アカバ

ンター、③手登根殿との意見が出た。 

手登根エイサーをメインに載せたい。 

手登根大比屋の屋敷跡である手登根殿や、ランドマークともなっているフッチャー石とアカバンターを載せた

い。 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年９月26日（木）10：00～11：30 場 所 手登根公民館 

参加者 手登根区15人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉、浅田）、serendipity（後藤）、SAVA（和田） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手登根にあるアカバンターからは旧佐敷町全体が見渡せる。手登根エイサー等の文化を大切に残し、

観光や産業を中心に地域活性化を手登根から広げたいという思いを込めて、デザインコンセプトは

「アカバンターから広がる村おこし」となった。 

 

デザインのイメージについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、手登根エイサー(古式エイサー)、フッチャー石とアカバ

ンター、手登根殿、平田殿、殿内という意見が出た。 

 デザインのレイアウトは、手登根エイサーを中心に、３つの殿（手登根殿、平田殿、殿内）を描か

き、左上には太陽とアカバンター、右下にフッチャー石を描く。 

 色はアカバンターの土の色をイメージした赤と田園風景をイメージした緑の２色がよい。 

 地区名は漢字で「手登根」とし、地区名の下に「ゆーゆーとぅ」の文字を入れてほしい。 

 その他、デザイン・レイアウトに関する意見として、次のようなアイディアが挙げられた。 

アカバンターだとわかるように石を投げる手登根大主を描く／殿の位置は、平田殿は中央の奥側、手登根殿

は右側、中央の手前に殿内／手登根エイサーはパーランクーとチヂン、ドラ、手踊り、クバ笠をかぶった地方

を入れてほしい／できればエイサーのまわりに手づくりの提灯を持っている人や殿を拝む人を描いてほしい／

アカバンターや殿などの文化財名は入れない 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年11月28日（木）10：00～11：30 場 所 手登根公民館 

参加者 手登根区15人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉）、APOLLOBREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①前回の振り返り～②手ぬぐいデザインについて～③地域の将来像について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインについては、下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

①アカバンタが崖にみえるように高さを調整する。 

②手登根大比屋が持つフッチャー石は重そうにみえるようにもっと大きく描き、下手投げに修正する。 

③「ゆーゆーとう」という文字を「ゆぅゆぅとぅ」に修正し、もう少し見やすくなるように大きくする。 

④手ぬぐいの色は、水色と黒色もしくは黄緑と黒色の２色とする。 

 

地域の概要・将来像について 

 地域の概況の文章について、下記の修正を行うことを確認した。 

「尚巴志の弟とされ、三山統一で活躍した手登根大比屋が治めていた地とされている。」 

→「平田大比屋と手登根大比屋が治めていたとされる地域で、平田村と手登根村があった。」 
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（２）知念 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月25日（木）18：30～19：10 場 所 知念区コミュニティセンター 

参加者 知念区 区長・役員 計３人 
事務局 国建（吉） 

 

事業説明での意見 

 手ぬぐいは必ず作成しなければならないのか。 
 手ぬぐいを作成するのかは区の判断に任せているので、つくらなくともよい。 

 地域入り懇談会は、役員で相談し有志を集めて開催する。人を集めることが大変なので、事業内容

は第１回の集まりで説明してもらえればよい。 

 南城市文化課の尚巴志塾の地域サポーターは区長と副区長で行うため、８月中に地域入り懇談会の

第１回目を実施しておきたい。 

 区長になったばかりで区のことも把握できていないなか、南城市の事業が多く困惑している。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令元年８月28日（水）19：30～21：00 場 所 知念区コミュニティセンター 

参加者 知念区 ６人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、吉、浅田）、APOLLOBREW（由利） 

流れ ①事業説明～②自己紹介～③地域の魅力を考える～④地域らしさを考える 
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知念の魅力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 知念の魅力・資源として、５年に一度行われる大綱曳のほか、コマカ島や久高島を望むことができ、

かつ初日の出のメッカといわれる立地（海との関係）、協力しあいながら暮らす住民の人柄などの意

見がでた。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然・よいところ】 海（ウミガメ、久高島やコマカ島が望める、近くにある）／コマカ島（周辺にはたくさん魚がい

る、海鳥がいた）／山・緑／夕日／初日の出のメッカ／静かで住みやすい環境／坂道が多い／冬は暖かい
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／昔は田んぼが多かった 

【文化財】 知念城跡（国指定文化財、昔はフクギ並木で囲われていた）／神山の殿（区の全体清掃の際に訪

れる、行きづらい場所にある、もののけ姫にでてくるような神秘的な雰囲気）／知念按司墓／知念大川／知念

シーサー 

【水】 カーガミ（水を管理する役人がいた）／ウフミチガー／湧き水（今も残っている）／タンクに水を貯めて洗

濯していた 

【人・人柄】 各種団体（特に老人会）が活発／移住者が増えた／融和／共同性／協力的／一致団結／人

見知り（無口な人が多い、本音をなかなか言わない人がいる）／人情に厚い／親切（野菜を分けてくれる、玄

関に置かれていることもある）／のんびり／気性が激しい人もいる／酒をよく飲む 

※若者が流出している 

【伝統行事】 大綱曳（５年に一度実施する、2003年に45年ぶりに復活、外部にPRしたい伝統行事、綱づくり

が大変、綱曳は組でわかれる）／ウキの飾りが集落内に多く飾られている／旗頭が２つある（ヒラナカ側とクベ

ヤマ側に分かれて勝ったほうの旗をあげる）／五月・六月ウマチー（各家庭から米をもらってミキをつくった、６

月には子ども綱曳をする）／区民運動会（区外に住む出身者も集まる）／各組のアブシバレー（旧暦４月15日）

／正月の門中拝み／慰霊祭 

※旗頭は活気がなくなっている 

【食材】 漁業／天然のもずくが生えている／農業（さとうきび、きゅうり、サヤインゲン、ゴーヤー）／地産地消

（商品にならない農作物を家庭で食べている） 

【産業・店】 昔はサバニをつくっていた／いろは食堂（量の割に安い、観光客が訪れる、沖縄の食堂という雰

囲気）／カフェくるくま（景色がよい、知念地域を見渡せる）／レストランカバサ 

※今は売店がない／雇用がない 

【その他】今は４組だが、昔は組が５つあった。（具志堅が区として分かれていた）／農村広場は自慢である／

知念区コミュニティセンター／グラウンドが新しい 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいに載せたい３つの要素については、①知念城跡、②

大綱曳、③海（久高島とコマカ島と朝日）との意見が出た。 

知念らしさといえば、知念城跡とコマカ島や久高島を望むこと

ができ、かつ初日の出のメッカといわれる立地である。 

久高島とコマカ島がみえる海は知念ならではの景色だと考える。

海から昇る朝日もキレイで、季節によっては島の間から昇ることも

ある。 

 デザインは、大綱曳を中心に背景には久高島とコマカ島、朝

日がみえる海を描き、知念城跡の一部を少しみせてはどうか。 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年10月１日（火）19：00～21：00 場 所 知念区コミュニティセンター 

参加者 
知念区 ６人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、吉）、APOLLOBREW（由利）、デコール（瑞慶山、
南風） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 



 

120 

地域入り懇談会の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、知念城跡、大綱曳、海がみえる景観という意見が出た。

知念城跡と関連するウファカルや知念大川も大切という意見もあったが、デザインのインパクトな

どを考慮して絞ることになった。 

 手ぬぐいのコンセプトとしては、知念城跡などの先人たちが残してくれた歴史文化を継承しつつ区

の発展につなげたいという願いと、綱づくりをとおして地域の絆がつくられている様子がわかるも

のがよい。 

 その他にコンセプトや知念の魅力・特徴として出た意見は次のとおりである。 

知念城跡は由緒ある場所／知念城跡はアーチが特徴的／ウファカルは稲作発祥の地といわれており、PRし

たい／大綱曳を中心に区民の交流を復活させたい（区民総出で綱づくりをしている）／斜面地に所在する知念
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だからこそ、高台から海がよくみえる／移住者は知念に海を求めて来る 

 

デザインのイメージについて 

 手ぬぐいデザインは、知念城跡の城壁を大きく描き、大綱曳の様子を入れる。その際、大綱曳の絵

で城跡の入り口（アーチ）を隠さない。 

 地名は漢字「知念区」で表記し、レイアウトはデザイナーに任せる。 

 色は、知念の海や大川をイメージした水色がよい。 

 その他、デザイン・レイアウトに関する意見として、次のようなアイディアが挙げられた。 

できれば２つの旗頭や太陽を入れてほしい／大綱曳の表現として、支度を入れてはどうか（ただし、昔は支度

を綱に乗せていなかった）／知念城跡は住民の精神文化／大綱曳は、地域の絆や稲作文化のシンボルとし

て表現したい 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年11月26日（火）19：00～21：00 場 所 知念区コミュニティセンター 

参加者 知念区 ５人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉）、APOLLOBREW（由利）、デコール（瑞慶山、南風） 

流れ ①前回の振り返り～②手ぬぐいデザインについて～③地域の将来像について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインについては、下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

①知念グスクのアーチ内の木組は取り除き、アーチの奥行きをだせるよう工夫してほしい。 

②旗頭は２本が同等にみえるように、左の「祈平和」を大きくして、文字を見やすくする。 

③綱曳の雄雌と旗頭は左右反転させる。（左が雌綱の「招豊年」、右が雄綱の「祈平和」） 

④カヌチ棒が綱にみえるので、綱にみえないように模様を消す。 

④六尺棒は人数が多くみえるようにする。（棒だけを記載するなどでもよい） 

⑤歌詞の数字を漢字で記載する。 
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 手ぬぐいの色は青色とする。 

 

地域の概要・将来像について 

 地域の概要等の文章について、下記の修正を行うことを確認した。 

地域のPRポイントの「近隣の住民が育てた野菜」は「近隣の住民が育てた野菜等」とする。 

地域活動の概況の「老人会、女性部（婦人会）」は「老人クラブ、女性会」とする。 

 地域の将来像の文章について、下記の修正を行うことを確認した。 

①「観光ムラづくり」は「観光むらづくり」とする。 

②「大綱曳」なのか「大綱曳き」なの確認して、修正する。 
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（３）百名 

１）事業説明 

日 時 令和元年８月８日（木）19：30～20：00 場 所 百名公民館 

参加者 百名区 区長・評議員13人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤） 

 

事業説明での意見 

 手ぬぐいを実際に作成するかどうかを区に任せるのならば、何のために実施するのか、事業を実施

するメリットは何か。 
 本事業の目的は、実施計画（各論３）を策定することだ。そのために地域の歴史文化などの資

源を教えてもらう目的で懇談会を実施し、そしてせっかく話し合うのならば目に見える形でア

ウトプットしたいということで手ぬぐいデザインを作成することとしている。［市］ 

 なぜ手ぬぐいなのか。どうせなら、ノボリなど祭りのときに皆が目にすることができるものがよい

のではないか。 
 手ぬぐいとしたのは、手ぬぐいのデザインが、魅力を盛り込むのにちょうど収まりのよいサイ

ズ・形であるためだ。前年度の例では、泡盛ボトルとして利用した区もある。また、子ども会

などでの資金造成の際にも活用できると思う。［市］ 

 著作権などはどうなるのか。 
 市が著作権を持つと、区が利用する度に市に申請してもらうことになってしまう。［市］ 
 著作権についてはデザイナーとの調整になる。デザイナーに方針を確認したい。［事務局］ 

 第３回は、年が明けてからの開催でもよいか。 
 年が明けてからでも大丈夫だが、１月には実施したい。［事務局］ 

 手ぬぐいデザインを考える会は、評議会の前に実施する。また、９月・10月は忙しいため、第１回

11月・第２回12月・第３回１月のスケジュールとする。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年11月14日（木）18：30～19：30 場 所 百名公民館 

参加者 百名区 ９人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤）、APOLLOBREW（由利） 

流れ ①事業説明～②地域の魅力を考える 
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百名の魅力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 百名の魅力や資源については、眺めの良さや百名ビーチなど自然や地形に関する話が挙げられた。

また、老人が元気であることや望月大前会という観月会が毎月開催されていることなど、百名の人

の親しみやすい人柄についての意見も挙げられた。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然】 蝶の種類が多い／百名ビーチ（LGBTのサンクチュアリ、年に数回はCM撮影のロケ地として使われて

いる、新原ビーチほどは知られていないが穴場）／樹齢200年の木（ビンギ＝クワノハエノキ）／受水・走水／

眺めがよい（前に海・後ろに山、水平線が見える、日の出と日の入りが見える、日没と月が同時に見える、垣花

から下ってくるときの景色がよい、摩文仁の丘が見える） 

【食】 新垣菓子店（幻のチーズケーキ）／かどや（天ぷらが美味しい） 

【人・人柄】 酒を愛する人が多い／親しみやすい／公民館での飲み会 

【歴史・文化財】 百名の大綱曳／チヂントゥールーをつくっていた／拝所が多い（湧き水を拝む拝所が多い）

／百名の石シーサー（盗難にあったが返ってきた）／ミホ之御嶽（アマミキヨがお産したところと伝わる）／大前

（根所）／芸能（稲摺節、長者の大主、国頭サバクイ）／ヤハラヅカサ 

【雰囲気】 老人が元気（ゆんたく会が表彰） 

【祭祀・行事】 初ウビー／浜下り（アイハンタから鐘を鳴らして浜の人に陸に上がる時間を合図する）／納涼夏

祭り／生まりぬ御願／望月大前会という名前で観月会を毎月実施（30数回続いている） 

【しごと・産業・お店】 かどや（天ぷら屋）／やぶさち（カフェ）／居酒屋百名／戦後の行政の発祥地で、映画

館や料亭があるなど栄えていた 

【その他／PRポイント、特に誇れること等】 稲の発祥地 
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手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいのデザイン案について、次のような意見が出た。 

（稲穂をくわえた）鶴を載せてはどうか／他の地区のデザインは色んなものを盛り込みすぎているように感じる。

もう少しシンプルに、テーマや素材は絞ったほうがよい。 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年12月12日（木）18：30～19：30 場 所 百名公民館 

参加者 百名区 ９人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤）、APOLLOBREW（由利）、serendipity（後藤） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、鶴や浜、ヤハラヅカサなどの拝所、稲摺節などが挙げ

られた。その他にコンセプトや百名の魅力・特徴として出た意見は次のとおりである。 

百名には鶴の伝説があるので舞い降りた鶴を大きく取り入れたい／百名には石獅子がある、帰ってきたシーサ

ーのことはあまり知られていない／稲摺節は他所にはない百名を代表する芸能、稲作を全て表した踊り／百

名では飲み会によって人との繋がりが育まれている／玉城村時代に天然記念物に指定された巨大なビンギの

木がある／ヤハラヅカサ（日の出とともに）／牛に関する御嶽が多い／浜降りのときの百名の浜 

 デザインコンセプトは、あまり盛り込み過ぎない方がよい。シンプルで普段使いできるものがよい。 

 百名には拝所が多いので、文字で拝所の名前を入れるのはどうか。 

 

デザインのイメージについて 

 手ぬぐいデザインは、朝日の昇るヤハラヅカサで、稲摺節を踊る様子とする。 

 稲摺節は、百名にのみ伝わる芸能で、活気があり素晴らしい踊りである。稲摺節の踊りからいくつ

か型を取り出して（男性が鍬を持って踊るシーンなど）デザインする。 

 地名は「根国ひゃくな」とする。 

 色は深い藍色とし、デザインは横置きとしてほしい。 

 その他、デザインに関して出されたキーワードは次のとおり。 

鶴（仲村渠や新原の手ぬぐいでも使用されているため、今回は避ける）／シーサー／拝所の名前／高台か

ら見た百名集落 

参加者作成のデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和２年１月９日（木）18：30～19：00 場 所 百名公民館 

参加者 百名区 ９人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLOBREW（由利） 

流れ ①前回の振り返り～②地域の将来像について～③手ぬぐいデザインについて 
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手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインについては、地名を読みやすくする修正を行うことを確認した。最終確認は、区

長にお願いする。 

 

地域の将来像について 

 下記の修正を行うことを確認した。 

地域のPRポイントの「陸上競技（一般、壮年ともに短距離）で連覇した」は「陸上競技（成年男子の部）で６連

覇中である」とする。 

やりたいこと内の文言修正（巡り体験を文化財巡りへ／ムラヤーを公民館へ） 
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（４）新原 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月20日（土）20：00～20：30 場 所 新原コミュニティセンター 

参加者 新原区 区長・評議員約10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤） 

 

事業説明での意見 

 作成した手ぬぐいは、区民に配布するのか。 
 本事業では手ぬぐいのデザインまでで、手ぬぐい自体の作成は区にお願いしたい。 

 この事業は、観光振興のために実施するものか。 
 観光振興というと観光を押し進めるというニュアンスになるが、現在は、観光による問題から

地域資源をどう守るかということも、観光商工課の仕事になっている。 

 今日の説明を受けて、区としてどう対応するかを検討したい。検討結果を改めて事務局へ連絡する。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年８月17日（土）19：00～20：30 場 所 新原コミュニティセンター 

参加者 新原区 区民12人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、西村） 

流れ ①地域の色～②地域の魅力を考える～③地域らしさを考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の色 

 地域を表すイメージカラーは青（海の色、体協行事のユニフォームの色）。加えて、集落を守る自然

の緑色。 
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新原の魅力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長く続く白い砂浜（新原ビーチ）と海に関す

る意見が最も多かった。海・砂浜という自然

が第一にあって、自然に守られて、また自然

に寄り添うように人々の営みが行われてき

たことが新原の特徴とみることができる。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然】 海（きれいで透明度がすごい、サンゴ

礁・広いリーフ・イノー・遠浅の海、たくさんの魚た

ち）／砂浜・ビーチ（自然のビーチ、きれいで広く

て長い、真っ白な砂）／海の岩場／ウミガメ／山

間の緑 

【食】 採れたての海の幸（モズク、貝（ティナジャ

ー）、スクガラス、魚、はまぐり）／農作物（豆、オクラ、インゲン、野菜、いも）／昔はサトウキビ栽培も盛んだっ

た（ロープウェイのようにロープで吊って浜までおろしていた） 

【人・人柄】 親切・優しい／真面目・努力家／大人しい・温厚・温和な人が多い／明るい／地域のために一生

懸命な人が多い・協力的／挨拶する人が多い／高齢者が多い集落だがみんな元気／進取の気性がある・開

拓精神 

【歴史・文化財】 アマミキヨ上陸の地（ヤハラヅカサ）／稲の発祥地（受水・走水、カラウカハ、米地、天孫氏

御川）／湧水／御嶽／百名の屋取（もとは百名２区だったが行政区として独立し新原区になった）／ペリーの

艦隊が上陸した場所 

【雰囲気】 明るい／ゆいまーる（助け合い）・団結力（集落内の道路整備を自分たちで行ってきた）／のんびり

和やか・おだやか 
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【祭祀・行事】 初ウビー／清明祭／綱曳き（夜にビーチで綱曳きを行う、綱曳きの最中にウミガメが孵化したこ

ともある）／運動会（ビーチで開催する、子どもから老人まで参加でき世代間交流の場となっている）／昔は集

落総出で追い込み漁が行われていた／敬老会 

【しごと・産業・お店】 ガラスボート・貸しボート／釣り船／レストラン・ペンション／マリンスポーツ／農業（野菜・

インゲン）／昔は大工（本ゼーク）と石工（石ゼーク）のグループがあり、遠くまで出稼ぎに行った 

※集落内に小売店がなくなってしまい、高齢者の買い物などが大変 

※海に面しているのに漁業者がいない 

【その他／PRポイント、特に誇れること等】 広くて長いビーチ／区の目の前に透明度の高い海がある／海から

登る朝日を独り占め／大きなリーフ／冬は百名辺りよりも１～２度暖かい、夏涼しく冬暖かい／観光客が多い、

にぎやか／市民運動会でバレー３連覇、陸上も強かった（でも最近は練習に参加しない人も…） 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいのデザイン案について、大きく下記の２案が出た。 

①海から見た新原（長い砂浜・集落・その背後の緑）を表現してはどうか。 

②集落側から海を見て、浜とヤハラヅカサ、特徴的な岩、海から登る朝日を表現してはどうか。 

 その他、手ぬぐいデザインに盛り込みたい要素等については下記のとおり。 

ウミガメ／（稲穂をくわえた）鶴／サバニに乗った人／浜での綱曳きの様子 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年10月19日（土）19：00～20：30 場 所 新原コミュニティセンター 

参加者 
新原区 10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、西村）、APOLLOBREW（由利）、デザイナー（佐
治） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、砂浜（海）が多く挙げられた。恵まれた海を生活の糧

とし、また自然を守り・自然に守られて生活してきたことが伝わるものとする。 

 稲作については大切なものであるが、旧玉城村地域全体に共通する特徴であるため、白い砂浜など、

新原に特化した内容がよい。 

 その他にコンセプトや新原の魅力・特徴として出た意見は次のとおりである。 

恵まれた海（イノー）と歴史文化遺産／かりゆし新原／海・浜を誇りに、自然がいつまでも残る／海と自然の白

浜／自然を大切に！琉球の歴史・文化（米の発祥）／青い海・白い砂浜／昔ながらの景色を大切にする新原

／自然あふれる新原 

 

デザインのイメージについて 

 手ぬぐいデザインは、砂浜（海）の景色とする。盛り込む要素は、下記のとおりである。 

白い砂浜・特徴的な岩／ヤハラヅカサ／鶴（稲穂を咥える）／ウミガメ／サバニに乗った人 

 地名はひらがなで「みーばる」とする。 

 その他、デザインに関して出されたキーワードは次のとおり。デザインを作成する際の参考とする。 

ガラスボート／受水・走水／久高島／稲穂の広がる景色／アガリティーダ（昇る太陽）／レジャー客 

参加者作成のデザイン・レイアウト案 

  



  

135 

地域入り懇談会の記録

 

  



 

136 

地域入り懇談会の記録 

４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年11月16日（土）19：00～20：30 場 所 新原コミュニティセンター 

参加者 新原区 10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤）、APOLLOBREW（由利）、デザイナー（佐治） 

流れ ①前回の振り返り～②手ぬぐいデザインについて～③地域の将来像について 
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手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインについては、下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

①太陽の位置を、久高島の右に移動する。 

②タッチュー石の形を修正する（名前のとおり、先を尖らせる）。 

③右隅にカラウカハ（拝所の前に稲が生えている様子）を追加する。名前を入れるなら、カタカナで「カラウ

カハ」とする。 

④鶴の向きは左向きで、手ぬぐいの右側、カラウカハの上空あたりに配置する。 

 

地域の将来像について 

 下記２点の修正を行うことを確認した。 

地域の宝の「②稲作発祥由来の地」は「「②稲作発祥由来の地（カラウカハ）」とする。 

方向性に登場する宿泊施設の固有名詞は削除し、「ホテル」程度の表現とする。 
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（５）玉城 

１）事業説明 

日 時 令和元年８月29日（木）21：30～22：00 場 所 玉城公民館 

参加者 玉城区 区長・評議員10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、崎浜）、APOLLOBREW（由利） 

 

事業説明での意見 

 手ぬぐいを制作するにしても、市が販売先を紹介してくれるのか。 
 観光商工課の管轄である、南城市地域物産館を紹介できる。 

 手ぬぐいの活用方法は、区で決めてよいか。 
 本事業は、手ぬぐいデザインを作成するところまでなので、制作や販売のあり方は区に任せる。 

 完成した手ぬぐいデザインは、どこかで地域ごとに並べて披露するのか。 
 各地域の手ぬぐいデザインは、12月～１月頃に開催する「冬の豊年美味～NANJO CITY 

FOOD FESTA」にて展示する予定である。 

 手ぬぐいは、100枚制作するのにどのぐらいの費用がかかるか。 
 業者や仕様にもよるが、単色の場合はだいたい８万円ほどかかる。［事務局］ 

 字玉城のロゴを入れるのもよいかもしれない。 

 住民の数が少ないので、100枚制作しても売れ残る可能性がある。 

 地域入り懇談会は、区の便りで告知して参加者を募ることとする。日程は後日改めて調整する。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年10月10日（木）20：00～21：15 場 所 玉城公民館 

参加者 
玉城区 10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、浅田）、serendipity（後藤）、APOLLOBREW（由
利） 

流れ ①事業説明～②自己紹介～③地域の魅力を考える 
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玉城の魅力 

 玉城の魅力・資源として、海と山に囲まれ、南北に勾配が急な地形で見晴らしがよいこと、小さい

集落だが温和で結束力があること、約400年続く獅子舞や約800年もの歴史を持つ玉城城跡に関する

意見が挙げられた。また、地域として外部の人を受け入れる雰囲気があり、最近は様々なアーティ

ストが移住しているとの意見も挙がった。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然】 見晴らしが素晴らしい（青い海・青い空・海岸線・砂浜・星空）／勾配が急な地形（山原山と呼ばれる

山に囲まれている、坂が急な集落なので日常の移動がトレーニングになる、標高は高いが湧き水がある）／玉

城城跡から見る初日の出／玉城城跡周辺のウォーキングコースが神秘的／庭先の色とりどりの花（ハイビスカ
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スなど）／サトウキビ畑 

【歴史】 玉城城跡（約800年の歴史があると言われる集落のシンボル的な存在）／拝所が多い／旧玉城村

で１番面積が大きい集落だった（戦前は琉球ゴルフクラブの場所に集落があった、戦後米軍基地として接収さ

れた） 

【祭祀】 十五夜の獅子舞（約400年の歴史がある、集落の誇り）／綱引き（区民の多くが集まる大切な行事、

昔は地域で収穫した稲の藁で綱を編んでいた）／敬老会・生子祝い 

【食】 マンゴー（絶品マンゴー農家がいる）／野菜（オクラや玉ねぎを育てている人が多い、区民同士で収穫

した野菜を分け合う、子ども会でじゃがいもを育ててカレーパーティを開いた）／昔は自給自足の生活（サトウ

キビ、芋、牛、豚を育てていた）／ポーク玉子文化（戦後は米軍基地があったためポーク料理に馴染みがある） 

【仕事】 農業が盛んな地域（昔は田が広がる地域だった）／カフェ（浜辺の茶屋や山の茶屋が観光客に人気）

／アーティストが集まる地域（玉城焼・画家・染め物・木工・工芸・ウクレレ奏者がいる、旧公民館跡地に近隣地

域のアーティストのギャラリーを開設予定）／宿泊業（ペンション） 

※ペンションに宿泊する観光客が夜中騒ぐことが多く、これまでに何度か警察沙汰になっている。手ぬぐいを

制作して観光客へ地域をアピールすることで、地域の良さを失くしてしまうようなことにはしたくない。 

【雰囲気】 静かな地域（時を忘れる）／外部に開いている地域（移住者を受け入れる雰囲気がある）／互い

に何でも話せる・声を掛け合う・世代をとおして仲がよい（３世代で同居している世帯が多く、家族ぐるみの付き

合い）／先輩をたてる 

【人】 温和・大人しい／優しい・思いやりがある／口うるさい人がいない・カリカリ感がない／まとまりやすい・結

束力がある・絆が固い（議員を輩出するときに区で応援して落選したことがない、協力して冠婚葬祭を行う）／

明るくてノリがよい（夜は飲みニケーション）／移住者が多い（住民の約３分の１は移住者、評議員に移住者も

参加、排他的でない） 

※移住者の増加はよいことだが、地元出身の人も増えてほしいと感じている。 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年11月28日（木）20：00～21：40 場 所 玉城公民館 

参加者 
玉城区 ８人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜）、serendipity（後藤）、APOLLOBREW（由利）、
SAVA（和田） 

流れ ①事業説明～②前回の振り返り～③デザインコンセプトを考える～④デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、玉城城跡、十五夜の獅子舞、自然（海と山に挟まれた

地形）、綱引き、サトウキビ畑などが挙げられた。ほとんどの人が玉城城跡と獅子舞を挙げており、

先人たちが受け継いできた伝統と歴史が玉城の人々の誇りとなっていることが伺える。 

 コンセプトについても、「自然」「歴史」「文化」「融合／結合／つながる」というキーワードが挙げ

られた。出された意見は次のとおりである。 

伝統を誇りに文化行事でつながる玉城／伝統を誇りに獅子舞でつながる地域／歴史ある玉城／自然と歴

史と文化の結合の地／自然と歴史と文化が融合して暮らしている地域／海を臨みグスクに抱かれし玉城

／グスクと海の狭間でウェルカムンチュ玉城 

 

デザインのイメージについて 

 玉城にとって欠かせない要素は玉城城跡と獅子舞であると意見がまとまり、①玉城城跡、②獅子舞、

③ロゴのようにデザインした玉城の文字の３つを描くこととなった。 

 手ぬぐいデザインは、将来的にTシャツなどの他の用途に活用することを想定して、それぞれの要素

は単体で描いてもらいたい。 

 獅子舞は伝統芸能の踊りなので、動きのある姿がよい。獅子を誘い出す役のワクヤーに襲いかかっ

ている様子を十五夜の月とともに描き、獅子の顔も本物に似せて描いてもらいたい。地謡を描くか

どうかの判断はデザイナーにまかせる。 

 玉城城跡について、グスク全体を描くか石門を描くかはデザイナーに判断してもらう。 

 玉城の文字のロゴは、玉城の要素を盛り込んだデザインとするが、内容はデザイナーにまかせる。 

 色はデザイナーから何パターンか提案してもらいたい。 

 その他、デザインに関して次のようなアイディアが出された。デザインを作成する際の参考とする。 

玉城城跡をメインに、両隣に綱引きと十五夜の獅子舞（ワクヤー、三線弾き、鐘打ち、太鼓打ちとともに）を描く
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／海から城跡がある山をのぞむ風景を描く／海を背景に昼の玉城城跡をメインとし、両隣に夜の綱引きと獅

子舞を描く／左側は十五夜の獅子舞とワクヤーを描き、右側は玉城城跡と手前に玉城のロゴを描く／Tシャツ

の裏表に使えるよう手ぬぐいのレイアウトを半分に分ける、一方に夏至の太陽がのぼる玉城城跡全体（石門を

強調）を描き、一方に十五夜の獅子舞（ワクヤーに襲いかかっている様子）を描く／綱引きは他地域に比べる

と規模が小さいので、デザインに取り入れなくてもよい 

 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和２年1月９日（木）20：00～21：00 場 所 玉城公民館 

参加者 玉城区 ９人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLOBREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①地域の将来像について～②前回の振り返り～③手ぬぐいデザインについて 
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手ぬぐいデザインについて 

 デザイナーが作成した２パターンのデザインのうち、一枚絵で描いたデザインをベースに、下記の

修正を行うことを確認した。色は黒色とする。最終確認は、区長にお願いする。 

①グスクの石門をもう少しハート型に見えるようにする。 

②太陽の光が石門から射し込んでいる様子を描く。太陽の位置は、全体のバランスをみながら、デザイナー

の判断に任せる。 

③石門から見える島は久高島がよいが、光が射し込んでいる様子とのバランスをみながら、描くかどうかデ

ザイナーで判断する。 

④可能であれば、玉城のロゴはもう少しスッキリ、シンプルにしてもらいたい。 

 

地域の将来像について 

 方向性については、下記について修正を行うことを確認した。 

「マナーが悪い（騒音、水着で出歩くなど）」→「マナーが悪い（車や宿泊施設での騒音など）」 

 イチ押しについては、下記について修正を行うことを確認した。 

「玉城での過ごし方を発信する」という一文は抽象的すぎる。例えば、玉城で体験できるメニューと共にイラ

ストつきのマップを作成するといったように、具体的に書くこと。 

「自治会が中心となって～設置する。」の文章は決定事項である印象を受ける。断言するのではなく、必要

となっているくらいの表現に留めるか、文書を削除する。 
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（６）奥武 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月18日（木）20：50～21：10 場 所 奥武公民館 

参加者 奥武区 区長・評議員約20人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、後藤） 

 

事業説明での意見 

 手ぬぐいの作成経費は、区で負担するのか。 
 手ぬぐいの作成は区にお願いしたい。 
 手ぬぐいを販売することで、作成経費を賄うことも考えられる。［事務局］ 

 手ぬぐいデザインの作成は面白い取組だと思うが、そのことで地域にどのような効果があるのか。 
 地域入り懇談会は、地域の魅力や本質的価値をみんなで話し合うことを目的としている。手ぬ

ぐいデザインは、地域が地域のことを考えるための入り口だと思う。［事務局］ 

 奥武は干しイカなどで有名だ。そのパッケージ等にデザインが使用できれば面白いかもしれない。 

 ８月は行事や旧盆などがあり忙しい。９月頃にずれ込んでも大丈夫か。 

 手ぬぐいデザインを考える会の参加者は、若手や先輩などが混ざって参加するよう配慮して区長が

指名する。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年9月5日（木）19：00～20：30 場 所 奥武公民館 

参加者 奥武区 ８人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤）、APOLLOBREW（由利） 

流れ ①アイスブレイク～②地域の魅力を考える～③手ぬぐいに載せる要素を考える 
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奥武の魅力 

 奥武の魅力・資源として、奥武観音堂が島の結びつきの中心にあること、漁業の島ならではの海と

のつながり、島であるための団結力の強さなどの意見が挙げられた。 

【自然】 海（きれい、豊か、勝てない・怖い）／岩／木／昔のオーナグの波の音色 

【食】 海からの恵み（鮮魚、スクガラス）／天ぷら／干しイカ（トビイカの一夜干し）／ぜんざい／トーナチンナ

ントゥ／ハチマチバナ（紅花）／フチフチーグヮー 

【人・人柄】 おおらか／団結心がある／お酒大好きな人／奥武島愛の強い人／行事に本気な人／大城幸

之一先生／高齢者が多い 

【歴史・文化財】 観音堂（観音堂祭、観音像盗難事件）／奥武橋（歴代の移り変わりが写真で残されており、

すでに文化財と呼んでよいのでは）／スーマチ（観音祭のときに演舞）／竜宮神 

【雰囲気】 明るい／何事も一生懸命／基本なんくるないさ／一致団結／相互扶助／ゆったりとした時間 

【祭祀・行事】 エイサー／ハーリー（海神祭）／観音堂祭／ウシデーク（臼太鼓）／生活サイクルが旧暦 

【しごと・産業・お店】 海人（漁師）／港ストア（商店）／マイム（パーラー）／いまいゆ市場／天ぷら店／民宿

／刺身店 

【その他／PRポイント、特に誇れること等】 結束力の強さ／他シマへの対抗心／みんなでひとつの島精神／

奥武のシンボルマークがある（シンボルマークは、観音堂の鳥居、ハーリーのサバニ、海、奥武島のイニシャ

ル「Ｏ」が表現されている）／奥武にしかない棒術の型（砂掻ヌ手：三叉のモリと櫂を持つ）がある・舞方／トビイ

カを干す風景は、「島の宝百選」に選ばれた 

 

手ぬぐいデザインについて 

 奥武の手ぬぐいデザインは、一目見て、奥武島とわかるようなデザインがよいとの意見が出た。 

 手ぬぐいに載せる要素については、①観音堂、②ハーリー（海神祭）、③結束力が強い島民性の３つ

を中心に、下記の意見が出た。 

トビイカ／海／いまいゆ市場／奥武橋／シンボルマーク／棒術（砂掻ヌ手）／団結心をスーマチ（渦巻状に

隊列を組んで棒術等を奉納演武する）で表現／スク（アイゴの稚魚）の絵をドットのように散らす 
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３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年10月24日（木）19：00～20：30 場 所 奥武公民館 

参加者 奥武区 ８人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、浅田）、APOLLOBREW（由利）、ドゥカティ（田原） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、奥武のシンボルマーク、観音堂（観音堂祭）、棒術（砂

掻ヌ手、スーマチ棒）、ハーリーなどが挙げられた。ほとんどの参加者が、奥武観音堂（及びそれを

表現したシンボルマーク）を挙げており、奥武観音堂が奥武島の紐帯の中心になっていることが伺
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える。その他、盛り込みたい要素として挙げられた意見は次のとおりである。 

干しイカ・日本百景／奥武橋／臼太鼓／ハーリー船モニュメント／灯台 

 コンセプトについても、「観音堂が心の拠り所」「海の恵み／海に囲まれた」というキーワードが挙

げられた。出された意見は次のとおりである。 

海に囲まれた神の島（観音様に守られてお互いに思いやりのある島人）／島の守り神／助け合う地区／観音

堂は奥武人（オーンチュ）の心の拠り所であり、誇りである（旅に出るとき、遠い海に出るとき、観音堂で祈りを捧

げて出発する）／奥武島の生活・観音堂とともに（観音堂で始まり、観音堂でしめくくり）／漁具が身を守る武器

となる砂掻ヌ手／観音堂を崇め、心の拠り所にして海からの恵みを受けながら発展する奥武島／行事に全

力！（島民総出で、全力で取り組むから） 

 

デザインのイメージについて 

 手ぬぐいデザインは、奥武の心の拠り所である観音堂を中心に、奥武を表す要素を盛り込む。レイ

アウト等はデザイナーにおまかせする。 

 色は、海を表す青色を中心とする。 

 地名は漢字を基本とするが、県内でも「おう」ではなく「おくたけ」と呼ぶ人がいるので読み方も

わかるとよい。また、県内には奥武島が複数あるので、南城市などと入れてもよいのではないか。 

 その他、デザインに関して出されたキーワードは次のとおり。デザインを作成する際の参考とする。 

島の形を俯瞰で表現し、観音堂など大切なスポットをその上で大きく表現してはどうか／橋とハーリーを一

緒に表現してはどうか／シンボルマークや「奥」の字をスタンプのように表現してはどうか 

 

その他 

 今回作成した手ぬぐいデザインは、区で自由に使用してよい。 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年12月12日（木）19：30～20：30 場 所 奥武公民館 

参加者 奥武区 ８人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉）、APOLLOBREW（由利）、ドゥカティ（田原） 

流れ ①前回の振り返り～②手ぬぐいデザインについて～③地域の将来像について 
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手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインについては、下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

①「奥武」の文字について、「武」の点の向きを調整あるいは文字全体を縁取りするなど、読みやすくする。 

②観音堂をもう少し目立たせる（ただし門の大きさは変えない）。 

③イカの形がリアルすぎてイカとわかりづらいため、デフォルメするなどわかりやすくする。 

④観音堂後ろの森に、光を入れたり縁をギザギザにしたりなど、雰囲気を調整する。 

⑤猫は、もう少し目立たない場所に移動するか削除する。 

 

地域の概要・将来像について 

 下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

「地域のPRポイント」に、自治会活動が活発であること、イカを干す風景が100選に選ばれていることを追加。 

「やりたいこと」にブルーツーリズムを追加。 

「地域の３つの宝」は、③漁業→③人々の結びつき（あるいは絆・団結力など）に修正。 

方向性は、漁業だけではなく自治会としての活動が活発に行われていることがわかる内容に修正する。 
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（７）富里 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月９日（火）19：30～20：00 場 所 富里公民館 

参加者 富里区 区長・評議員10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜） 

 

事業説明での意見 

 手ぬぐいの制作は、区で費用を負担するのか。どのぐらいの費用がかかるのか。 
 手ぬぐいデザインの活用の考え方は地域によって異なるため、地域が自由に活用できる形を取

りたいと考える。 
 業者や仕様にもよるが、中版サイズの一色だと１枚あたり400円程度であり、版代が15,000円

程度かかる。［事務局］ 

 地域全体で手ぬぐいデザインを考えたいので、参加者は評議員会のメンバーに加え、区の各部会か

ら数名参加を呼びかけたい。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年９月６日（金）20：10～21：20 場 所 富里公民館 

参加者 富里区 10人 
事務局 観光商工課（横山）、国建（西村、崎浜） 

流れ ①事業説明～②自己紹介～③地域の魅力を考える～④手ぬぐいに載せる要素を考える 
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富里の魅力 

 富里の魅力・資源として、百十踏揚をはじめとする第一尚氏関連の文化財、やんばる山や湧き水と

いった豊かな自然、かつて行政・経済・教育の中心地であったことなどの意見が挙げられた。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然】 やんばる山（緑が豊か、子どもの頃の遊び場でどんぐり拾いや隠れ家づくりをした）／景色がよい（南

部一帯を望める）／ホタル（家の前でもみることができる、昔はもっと多かった）／湧き水が豊富（山の水源地

から瓦をつないで水道管をつくった）／集落の形が南北に細長い（海岸に接していない）／ハブも住みやすい

ほど自然が豊か（昔、集落内でハブを10匹捕獲したことがある、マングースもよくみかけたが最近はどちらもほ

とんどいない） 

【歴史】 第一尚氏の墓（百十踏揚や尚泰久王の墓がある、百十踏揚の簪を富里の人が保管している）／仲

栄真グスクと主留前殿内（尚泰久王の息子の住まいだったところ、大きな木が茂り神聖な雰囲気がある）／ウ

ザファビラ（今も残る古道、今はきれいに整備されている）／石畳道／番所の井 

【行事】 新年の拝み（十数カ所の拝所を拝む）／納涼祭（エイサーと盆踊りを行う、エイサーは最初にチョンダ

ラーの踊りが披露される）／敬老会（三線などが披露される） 

【人柄・雰囲気】 優しい・助け合いの精神がある（酔った友人がいたら帰れるように家まで送る）／おおらか・の
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どか／青年会の人数は少ないが少数精鋭で協力的／富里チュラカーギー（美人が多い、居酒屋のママも美

人）／気難しい／オジーやオバーが多い／男の隠れ家がある（壮年世代が集まる山の中のスナック的な場所） 

【店・施設】 レストランシャム（タイ料理）／行きつけの居酒屋（たまや、八幡亭）／木彫屋（工芸）／藍染工房

なみかわ／ローソン／JA沖縄玉城支店／公共施設が集中している／EM玉城牧場牛乳／かつては玉城村の

中心地だった（役場やバスセンターが立地）／昔は店舗が多かった（さしみ屋が２軒、精肉店、パーマ屋、床

屋、薬局があった） 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインに載せたい要素については、

①百十踏揚、②やんばる山、③湧き水（正泉井）

との意見が出た。デザインに対する主な意見は

次のとおりである。 

①百十踏揚は尚泰久よりも知名度があるので、可

愛い女の子として描きたい。 

②富里の豊かな自然としてやんばる山を背景に

描きたい。百十踏揚の墓もやんばる山に立地

する。 

③富里は水が豊富なので湧き水をデザインに取り

入れたい。公民館横にある正泉井は水の勢い

があり、富里といえばこの湧き水をみんな思い

浮かべる。 

 富里の男の隠れ家をデザインに取り入れるとおもしろいが、秘密の場所でなくなってしまうので載

せないほうがよい。 

 ハブやマングースをデザインに取り入れると、観光客が来なくなってしまうかもしれない。 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年10月８日（火）20：10～21：30 場 所 富里公民館 

参加者 
富里区 7人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、浅田）、APOLLOBREW（由利）、DECOR（瑞慶
山、南風） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、正泉井ややんばる山などに代表される自然（特に豊か

な水）が挙げられた。正泉井や隣接する公民館は、行事などで区民が集う場となっていることがう

かがえた。 

 百十踏揚や尚泰久王については、歴史上の大切な人物であるが、富里の人というわけではなく、ま

た墓等も後世になって移築されたものである。富里地域の住民としては、暮らしを取り巻き、また

日常的に景観として目にする「自然」のほうが富里らしいものとして映る。 

 その他にコンセプトや富里の魅力・特徴として出た意見は次のとおりである。 

湧き水の里とホタル（昔のようにホタルが多い地域になってほしい）／やんばる山に守られる富里／自然を誇

りに思い、自然を中心にした地域／豊かな水（子どもたちが変えるなどを捕まえて遊ぶことができる）／百十踏

揚つながりで富里チュラカーギー／エイサー／公民館／巨岩 

 

デザインのイメージについて 

 正泉井を中心に、綱曳きやエイサー、旗頭などで集う区民、やんばる山などの自然を描く。 

 色は、青色系統の濃い色がよい。 

 地区名は漢字で「富里」とする。旗頭の文字が「富里」になっている表現も面白いのではないか。 

 その他、デザイン・レイアウトに関する意見として、次のようなアイディアが挙げられた。 

やんばる山がデザインに組み込みにくいのであれば、正泉井の後ろに生えていた松の巨木などを書くことで自

然を表現してはどうか／ホタルを飛ばしてはどうか／クワガタを入れてはどうか 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年12月10日（火）20：00～20：50 場 所 富里公民館 

参加者 
富里区 ８人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜）、APOLLOBREW（由利）、DECOR（瑞慶山、南
風） 

流れ ①前回の振り返り～②地域の将来像について～③手ぬぐいデザインについて 
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手ぬぐいデザインについて 

 デザイナーが作成した２パターンのデザインのうち、正泉井が中央に配置されたデザインをベース

に、下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

①色は紺色の一色とし、黄色で表現していたホタルはデザインから取る。 

②提灯に色をつける。 

③正泉井は全体のバランスをみながら、可能であれば少し拡大する。 

④正泉井の２つの水の出口の間に、「正泉井」の文字を少し強調して描く。 

⑤正泉井の上部の木々は、木と岩の境目が分かるように描き方を工夫する。 

 

地域の将来像について 

 方向性については、下記の２点の修正を行うことを確認した。 

「尚泰久」→「尚泰久王」 

「訪れてよしな地域」→「訪れてよしの地域」 

 

 イチ押しについては、下記について修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

沿道や文化遺産周辺の定期的な清掃・草刈りは、既に自治会や門中で取り組んでいるので、維持管理の取

り組みを今後も継続していくような文章に修正する。 
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（８）當山 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月４日（木）20：00～20：40 場 所 當山公民館 

参加者 當山区 区長・評議員６人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、崎浜） 

 

事業説明での意見 

 幅広い年齢の意見を取り入れたいので、手ぬぐいデザインを考える会は、区の各部会からそれぞれ

２～３名程度参加を呼びかける。 

 ８月16日に区の盆踊りがあり、それに向けた練習や準備で忙しいため、会は８月末に実施したい。

日程は区で調整する。 

 手ぬぐいを制作するのに、どのぐらいコストがかかるのか知りたい。 
 昨年の対象地域の糸数が手ぬぐいを制作しているので、費用について後日共有する。［事務局］ 

 ウマチー等、区の行事で手ぬぐいを販売できたらと思う。 

 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年８月29日（木）19：00～20：20 場 所 當山公民館 

参加者 當山区 ９人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、崎浜、浅田）、APOLLOBREW（由利） 

流れ ①事業説明～②自己紹介～③地域の魅力を考える 
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當山の魅力 

 第一尚氏に縁のある地域で、門中の拝みや屋号に関する意見がみられた。また、区の行事に関する

意見が多く出され、伝統的な行事を現在まで大切に受け継いできた地域である。 

 主な意見は次のとおりである。 

【第一尚氏】 区民の多くは祖先が第一尚氏／門中（世帯ごとの当番で毎月一日・十五日に区内に複数ある第

一尚氏関連の拝所を拝む、第一尚氏にゆかりのある伊平屋へ拝みに行く門中もある）／屋号（屋号で家系が

分かる、最近は次男以降は屋号をつけなくなった）／区内に尚布里の墓がある 

【行事】 敬老会と生子祝（年配者が赤ちゃんに盃を酌む）／クシユクイ（５月頃の農業の腰休め、公民館前で

芸能鑑賞）／納涼祭（20年前にエイサーを復活させた、盆踊りでオバQ音頭を踊った）／区民交流会／作品

展示会／昔は行事が多かった（海水浴、区民運動会）／ボンベの鐘（行事や集まり時に鳴らしていた、打ち方

で何の行事かわかった）／御願所が多く毎月清掃している／昔からの行事を大切に継承している 

【綱引き】 現在は子ども綱引きとして実施している（終了後に綱のしっぽは厄除けのために焼く）／青年による

綱引きは現在行っていない（綱は倉庫に保管している）／かつては青年による綱引き終了後にオーラセー（綱

頭を押し合って上に被せた方が勝ち）を行っていたが道路舗装等で危険性が増したため現在は行っていない

／かつてはチヂントゥールーを各家庭で制作して綱引き時の灯りとした（竹と障子紙とロウソクを使った提灯） 

【人柄・雰囲気】 親切・優しい／温かい・イチャリバチョーデー／朗らか／ゆっくり／大人しい／勉強家／小さ

な集落だが各団体の活動が活発／かつては村長を輩出（公務員・教員・農協職員も多かった） 

※現在は人口が少なく、青年も少ない 

【スポーツ】 大人しい人が多いがスポーツでは頑固・負けず嫌い・情熱的／テニスやゲートボールが強い／

新春マラソン 

【文化財】 上江洲の殿／赤嶺之殿／仲西井／門中墓多い（大城、上江洲、屋良） 

【自然】 景色がよい（朝日や海が見える、星がきれい）／緑が多い／虫が多い（クワガタやセミが採れる、ただ

し害虫も多い） 

【食】 味噌と梅のおにぎり（３～４年前まで字の行事で婦人会がつくっていた定番の食事、炙ったバナナの葉

で包む、かつては稲作が盛んで米味噌を手づくりしていた）／農産物（サトウキビ、ゴーヤー、インゲン、オクラ）

／山羊／中味汁 

※おにぎりをつくらなくなったのは、地域内のバナナの木が減ったことも原因のひとつ 

【石】 石畳／石獅子（魔除けの意味で東西南北に計４体いる、県内でも有名で形が特徴的）／力石 

【しごと・店・企業】 こはるびより（なんじぃロールやオリジナルケーキが注文できる）／第一ファ－ム（サトウキビ

事業）／大南建設工業（水道事業）／南部鉄工／第一工建、青の空（介護施設）／居酒屋たまや（富里にあ

るが當山の人がよく利用している）／農業が主な産業で畑が多い 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年９月19日（木）19：00～20：30 場 所 當山公民館 

参加者 當山区 10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜）、APOLLOBREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①事業説明～②前回の振り返り～③デザインコンセプトを考える～④デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに載せたい要素については、①石獅子、②上江洲の殿、③綱引きと納涼祭との意

見が出た。これからも祖先を敬っていきたいという思いや、区民のつながりを支えている行事を大

切にしていきたいという思いから、デザインコンセプトは「祖先を敬い、伝統行事を大事にする地

域」となった。 

 デザインコンセプトに関する主な意見は次のとおりである。 

多くの区民の祖先である第一尚氏を祀り、當山で最も重要な拝所である上江洲の殿と、区を守ってくれてい

る石獅子をデザインに取り入れたい。今後も祖先を敬いながら伝統行事を大切にしていくという思いを込め

たい。 
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県外から移住してきたが、子どもと一緒に綱引きや納涼祭に参加したことで地域の方とつながることができ

た。デザインに綱引きと祭りの様子を取り入れることで、「行事でつながる人と人」という思いを込めたい。 

石獅子に守られている地域なので、石獅子をデザインに取り入れたい。獅子の御願は、大先輩からずっと

継承されている拝みである。 

自宅から見える海の景色がとてもきれいなのでデザインに取り入れたい。また、区を守っている石獅子をデ

ザインに載せ、「伝統行事を大切に後世に伝える」という思いを込めたい。 

最近は行事に参加する若者が減っているので、綱引きや納涼祭（盆踊りとエイサー）の様子をデザインに取

り入れることで、これからも行事を継続できたらと思う。 

クシユクイの行事は自身の故郷にない行事でとても楽しいので、デザインに取り入れられたらと思う。 

 

デザインのイメージについて 

 いろんな要素を取り入れるより、シンプルでわかりやすいデザインがよい。 

 上江洲の殿か石獅子をメインに描く。その両サイドに行事（納涼祭と綱引き）の様子を描き、綱で

全体を囲むようなイメージである。各要素の最適な配置をデザイナーで考えてもらいたい。 

 上江洲の殿は、祠だけでなく拝んでいる様子も一緒に描く。また、元は祠をガジュマルの根が包ん

でいたのでガジュマルも描くこと。 

 納涼祭は櫓の周りでエイサーを踊っている様子、あるいは櫓で盆踊りを踊っている様子を描く。 

 デザインの中央下部に、「當山」の文字を漢字で載せる。 

 色は、紺色などの目立つ色がよい。何パターンか提案してもらいたい。 

 その他、デザイン・レイアウトに関する意見として、次のようなアイディアが挙げられた。 

「山」の文字が入った水タンクとともに公民館を中央に描き、大きめの石獅子２体を両サイドに配置して、手前

に綱引きの様子を描いてはどうか／當山の集落全体を地図のように描くイメージで上江洲の殿と石畳を描き、

殿に向かって道ジュネーしている様子を描くのはどうか、海が見える風景も表現できるとよいのでは 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年11月14日（木）19：00～20：30 場 所 當山公民館 

参加者 當山区 ９人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、崎浜）、APOLLOBREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①前回の振り返り～②地域の将来像について～③手ぬぐいデザインについて 
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手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザインについては、下記の修正を行うことを確認した。最終確認は、区長にお願いする。 

①色は紺色とするが、背景と要素の色を反転させる。地の色が紺色で絵柄は白色とする。 

②納涼祭の櫓近くにいる親子の服装を浴衣に変更する。 

 

地域の概要について 

 地域のPRポイントの文章について、下記３点の修正を行うことを確認した。 

「尚布里が逃げ延びた場所」→「尚布里が最後に辿り着いた場所」 

「當山で年１回集まっている」→「上江洲の殿で年１回集まっている」 

「市町村合併前は～スポーツが盛んな地域だった」→「市町村合併前から～スポーツが盛んな地域である」 

 

地域の将来像について 

 内容について確認した。修正事項は特にない。  
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（９）稲嶺 

１）事業説明 

日 時 令和元年７月25日（木）20：00～20：20 場 所 稲嶺構造改善センター 

参加者 稲嶺区 区長・評議員約12人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉） 

 

事業説明での意見 

 難しい内容だと思う。 

 参加者は、稲嶺区伝統芸能保存会のメンバーとも調整して検討する。 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年９月17日（火）19：30～21：00 場 所 稲嶺構造改善センター 

参加者 稲嶺区 保存会、他住民１０人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉、上机）、APOLLOBREW（由利） 

流れ ①事業説明～②自己紹介～③地域の魅力を考える～④手ぬぐいに載せる要素を考える 
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稲嶺の魅力 

 稲嶺の魅力・資源として、区の守り神である獅子舞を中心に舞方棒や松竹梅などの踊り、十五夜遊

びや生年祝などの伝統芸能や行事に関する意見が多かった。また、緑や水が豊富で農業が盛んであ

ることや、軽便鉄道に関する意見などが出た。田畑が広がる風景から現在の住宅地へと変化するな

かで、伝統芸能を大切に守っていることが稲嶺の特徴だといえる。 

 主な意見は次のとおりである。 

【自然・土地】野山の果実が多かった（みかん、シークワーサー、ヤマモモ、グアバ、桑の実など）／饒波川や

近くの川に生き物が多かった（サワガニ、フナ、テナガエビ、コイなどがいた、集中豪雨が多く氾濫することもあ

る）／緑が多い／虫が多い／朝は鳥のさえずりが聴こえて気持ちがよい／静か／盆地／土地改良区／農村

下水道の整備が整っている 

【歴史・文化財】根屋（土でできたグスクだったらしい、昔はここで雨乞いをした）／稲嶺の殿（六月ウマチーのと

きにウンサクを配っていた）／カー（東ン井泉、中ン井泉、西ン井泉）／軽便鉄道稲嶺駅（昔は駅に向かう石畳

道があった、駅まで馬で来る人がいたため馬を預かる場所もあった、現在は鉄道の跡などは残っていない）／

獅子毛／平島医師（生活改善、改良便所・共同銭湯・織物工場等を導入した、公民館の前に石碑がある）／

稲嶺神社 

【祭祀・行事】舞方棒／獅子舞（戦前からの歴史がある、獅子を祀っている、区の守り神、誇れるもの）／十五

夜遊び（３日間行う、公民館・農村広場・獅子毛で獅子舞が演じられる）／綱曳（ウマチーとウークイのときに引

く）／生年祝い／踊り（松竹梅など）／ＰＴＡ活動が盛ん 

【食】海がないので肉好きが多いと思う（昔は鶏・豚・ウサギ・ネズミなど色んなものを食べていた） 

【しごと・産業・お店】農業が盛ん（水が豊富、ハウスをいち早く導入した、今はトマトが有名、ゴーヤやキュウリな

ども栽培している）／サトウキビ畑（1960年頃までは米の二期作が主だった、キューバ危機があった頃から稲

嶺にサトウキビ畑が増えた、サトウキビで稼いだ農家が多い）／現在は畑から住宅地に変わってきている。／3

軒のマチヤグヮーがあった／共同工業（集落内にある事業所、水道設備をしている）／プロショップエース（ス

ポーツショップ）／大里ゴルフセンター 

【人・人柄】協力的だが引っ込み思案（先頭に立つ人がいない、おとなしい）／親しみやすい／頑固（決まりごと

を変えない、伝統に誇りを持っている）／島尻エンチュージューモッカー（出る杭は打たれるという意味でよい

言葉ではない）／人口が増えている（子どもが多い、アパートが増えている） 

【その他】新垣姓が多い（石を投げれば新垣姓に当たる）／車での交通の便がよい（稲嶺十字路）／下水道が
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整備されている 

 

手ぬぐいデザインについて 

 手ぬぐいデザイン案については、大きく下記の２案が出た。 

①舞台を背景に、松竹梅、舞方棒と獅子舞、旗頭を載せてはどうか。 

②軽便鉄道を銀河鉄道999のように表現してはどうか。鉄道に獅子舞の獅子が乗っているなどの遊びも考

えられる。 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年10月17日（木）20：00～21：30 場 所 稲嶺構造改善センター 

参加者 
稲嶺区10人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉、浅田）、APOLLOBREW（由利）、デコール（瑞慶山、
南風） 

流れ ①前回の振り返り～②デザインコンセプトを考える～③デザインのイメージを考える 
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デザインコンセプトについて 

 手ぬぐいデザインに欠かせない要素として、獅子舞を中心とした伝統芸能（舞方棒、松竹梅、旗頭

等）と、満月、軽便鉄道などの意見が出た。 

 手ぬぐいデザインのコンセプトとしては、伝統芸能を中心に稲嶺の和（地域の交流）が広がること

で、伝統芸能の継承と老若男女の結びつきが強くなることを願う意見が多かった。 

 手ぬぐいは住民向けとして、稲嶺伝統芸能保存会の活動を知ってもらえるものにしたい。 

 その他にコンセプトや稲嶺の魅力・特徴として出た意見は次のとおりである。 

稲嶺の和（融和、人のつながり、まとまっている）／つながりは縦（伝統継承）と横（地域の交流）の２つの意味

がある／獅子が見守る稲嶺／「稲」（米どころであった、地区名）は欠かせない要素である／伝統芸能に誇りを

持っている（大切に守りたい、地域の活性化、松竹梅、長者の大主、旗頭）／綱曳（賑わい、人が多いときは綱

を持ち上げて踊らせると蛇のようにみえた）／満月（行事は旧歴の８月15日など満月の日が多い）／交通の便

がよい 

 

デザインのイメージについて 

 八月十五夜遊びをイメージした獅子舞と舞方棒をメインに、松竹梅や長者大主などの伝統芸能と満

月、軽便鉄道（銀河鉄道999風）を描く。 

 楽しく賑わっている様子を表現できるように、旗頭（トゥールーやガーエー）や綱曳を入れてほし

い。旗頭を描く場合は東を右に、西を左にする。 

 色は藍色がよい。２色にする場合は赤色を入れてほしい。 

 八月十五夜遊びの舞台を描いてほしいが、空間がせまくなるのであればこだわらない。 

 地区名は漢字で「稲嶺」とする。 

 その他、デザイン・レイアウトに関する意見として、次のようなアイディアが挙げられた。 

松竹梅は扇型が見せ場である、植物として表現してもよいかもしれない／旗頭を持つ人を描いてはどうか／

綱曳の綱と鉄道をミックスさせたデザインはどうか／フレームのように上は綱曳、下は軽便鉄道、全体を囲む

ように満月を描いてはどうか／シンプルに獅子舞とトゥールーと綱を描いてはどうか／獅子舞と舞方棒を大きく

躍動感があるように描いてはどうか／軽便鉄道は右肩上がりがよい／子どもたちをたくさん描いてほしい／満

月に「稲」をうまく組み合わせてデザインしてほしい／背景案として饒波川、山、稲／「いなんみ」という文字を

入れてはどうか／伝統芸能の舞台（屋外）を観る観客を描いてはどうか／獅子舞の毛のなかに隠し文字として

地区名を入れてはどうか 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 令和元年12月17日（火）20：30～22：00 場 所 稲嶺構造改善センター 

参加者 稲嶺区 ８人 
事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉）、APOLLOBREW（由利）、デコール（瑞慶山、南風） 

流れ ①前回の振り返り～②手ぬぐいデザインについて～③地域の将来像について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手ぬぐいデザインについて 

 デザイナーが作成した２パターンのデザインのうち、縦書きのデザインをベースに下記の修正を行

うことを確認した。最終確認は、区長と稲嶺区伝統芸能保存会の会長にお願いする。 
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①手ぬぐいの色は紫色をベースとして、月は黄土色の２色とする。 

②「稲嶺」の文字を若干小さくしてほしい。 

 

地域の将来像について 

 地域の将来像について、下記の修正を行うことを確認した。 

①将来像案は「伝統芸能で交流の和を広げる里づくり」とする。 

②方向性の「400年の伝統を誇る獅子舞」は「伝統ある獅子舞」とする。 

③方向性の「ハワイと獅子舞交流を実施しており、今後も」という文章は消去する。 

④イチ押しのタイトルの「獅子舞バトル」のネーミングは、「共演する」などの表現に修正してほしい。 

⑤イチ押しの内容は、他地区と交流することで、本獅子が演舞する区の行事に、多くの人が参加してくれる

ような内容に修正する。 
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