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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 

平成28年度に南城市では観光における地域ストーリーの明確化、市内回遊性の向上、魅力が観光客の琴

線に響く仕組みづくり、関係事業のベクトル統一等を目的として南城型エコミュージアム実施計画（総論）を作

成した。本業務では、実施計画をさらに深堀りすることで、市民や市内観光関連事業者における計画の理解が

進化し、主体性が育まれ、南城観光の担い手意識を向上させ、南城市の魅力を十分にいかしたコミュニティビ

ジネスの創造や観光まちづくりが促進されることを目的とする。 

 

 

 

 

（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報告書、南城型エコミュージアム実施計画（各論１）報告書）

を整理・把握し、事業の位置づけを明確にする。また、関連計画について把握し、整合や連携が必要な内容、

踏まえるべき前提条件などを整理し、業務に反映する。 

 

２）地域入り懇談会の実施（各３回以上） 

南城型エコミュージアムにおける27のサテライト候補地のうち、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。つまり、地域の魅力を商品化するプロセスパ

ターンを地域の方々へ学んでいただく。 

 

３）過年度懇談会実施地域のフォローアップ（各１回以上） 

前年度に地域入り懇談会を実施した地域（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、自主的に観光交流の受入に取り組もうとする意思があるか確認し、その意思がある地域については

実現にむけたフォローアップを行う。 

 

４）モデル事業の実施と検証 

３）にてフォローアップを行った地域の観光交流受入企画のうち１カ所以上の地域における取組を選定し、

モデル事業と位置づけて実施するとともに、その内容や効果について検証を行う。検証にあたっては、参加者

よりアンケート等によって感想を得る。また平成29年度における尚巴志塾参加者の活用を図る。 

 

今年度の対象９地区 

津波古、新里、西原、南風原、大城、稲福、真境名、糸数、船越 
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本業務の概要 

５）ブランディング事業の実施と検証 

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、その意義について

広めるためのモデル事業を実施するとともに、その内容や効果等について検証を行う。検証にあたっては、必

ず参加者からアンケート等によって感想を得る。 

 

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（各論１）について 

本市では、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。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。 

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、将来像の再検証や学生が参加する観光スタイルコンペティションを行う地域入り懇

談会を実施した。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 

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。 
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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めざ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
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）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、観光客等にむけた外向きのプロモーションに加え、市民にエ

コミュージアムに参画してもらうための地域に対する内向きのプロモーションの視点が必要となる。 

内向きのプロモーションのターゲットとしては、南城型エコミュージアムの取組が、市民活動そのものをエコミ

ュージアムという言葉で包括す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。 

 役場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やサポート、現在取り組みを行う地域の活動の発表機会の提供や収

益化への助言・サポート、地域発案の新しい取組の相談やサポート、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

なるような効果的なプロモーションが求められる。 
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 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、自治会活動とは別の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 

 サテライト等の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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１－２－２．関連計画の整理 

 

（１）第２次南城市観光振興計画（平成30年３月） 

本市では、平成19年度に策定した「南城市観光振興計画」が平成29年度で満了になることをふまえ、新た

に「第２次南城市観光振興計画」を平成30年３月に策定した。その計画期間は、平成30年度から平成40年

度の10年間である。 

本計画では、「沖縄最高の精神文化の聖地であることの誇りと自然、様々な歴史・文化遺産を将来へ継承し

ていく」ことを前提に、「自然・歴史・文化が織り成すハーモニー～こころとからだの健康・癒し なんじょう～」を

観光振興の基本理念としている。この基本理念の実現のために、本計画では３つの目標を示した。また、市の

観光振興において大事にしたいことを整理し、７つの基本方針と26の基本施策をとりまとめた。 

 

 

 

第２次南城市観光振興計画の目標 

目標１ 市民が誇りや豊かさを実感する観光まちづくりを推進する 

目標２ 南城市の持つ多様な資源を活用し、魅力の強化を図る 

目標３ 南城市の魅力を発信し共感してもらう（＝好きになってもらう） 

図 観光振興において大事にしたいこと 

 

 

 

 第２次南城市観光振興計画の３つの目標は、エコミュージアム事業が観光まちづくりとして
進めている取組内容と方向性が一致している。そのため、本計画の基本方針や施策をふまえ

た検討を行う必要がある。 
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図 第２次南城市観光振興計画の基本方針・基本施策・具体的な取組 
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（２）南城市観光コア施設整備基本計画（平成30年３月） 

 本市では、合併４地区のほぼ中心に位置するユインチホテル周辺を中核地として位置づけ、市役所新庁舎

や大型駐車場等の整備を進めてきた。この中核地に、観光、交通、市民活動等の拠点となる観光コア施設を

整備するべく、平成28年９月に基本構想を策定し、平成30年３月に基本計画を策定した。 

 基本計画において、観光コア施設は土地に根付いた人々と地域資源との関わりをみつめなおす役割を持ち、

市民の集いや団らんでできた賑わいによって、観光客を誘引できる場をめざすことを位置づけている。諸室構

成としては、「交流とワクワクの広場」を中心にすえながら、観光や滞在に資する便益機能として「観光案内所」

と「トイレ、倉庫等」を配置する計画である。 

 観光コア施設は、地域芸能をはじめとする様々なイベントや集落めぐりのオリエンテーションを行う場、中核地

や市内周遊を楽しめる観光情報や交通サービスを提供する場などに活用することを想定している。観光コア

施設は、計画地が一時的にバス駐機場として利用される予定だが、2023年度に供用開始する計画である。 

 

 

 

 

表 観光コア施設の整備方針 

方針１ 

中核地全体での交流・観光・交通の拠点の形成 

 「基本構想」では、観光コア施設の担う役割として多くの機能が提案されていたが、これらは中

核地全体の役割として機能の分散化を図り、中核地としての都市機能の強化を図る。 

 バスターミナルの形成をはじめ、中核地内の事業動向と連携した整備を行い、中核地としての

都市機能の強化を図る。 

 中核地全体として、交流・観光・交通の拠点の形成を図り、各施設が連携したまちづくりを行う。 

方針２ 

市民が集い、愛着をもてるような、施設の利用の場・育成の場の創出 

 市民が一同に集まれるような集会機能の役割を形成するとともに、「南城市らしさ」を発信できる

ような施設のデザイン、利用を検討する。 

 市民とともに観光コア施設を育て、愛着を持ってもらえるよう、施設利用のアイディアづくりや運営

機会にかかわるような機会を創出する。 

方針３ 

環境への配慮とともに、災害時の拠点としての安全性を確保する 

 中核地の立地性や周辺環境に配慮した、景観デザイン、環境に配慮した施設づくりに努める。 

 多くの利用者が集まり、災害時の拠点施設に対応するため、耐震・耐火、その他の防災性を確

保し、安心・安全性が確保された施設とする。 

方針４ 

整備コスト・運営コストのバランスに配慮した施設を目指す 

 隣接施設との一体性・機能の連携による施設の効率化を図り、運営コストの縮減等に配慮した

施設を目指す 

 施設の整備コストとともに、供用時のメンテナンスの容易さや、機能を維持し耐久性を確保でき

る施設とする。 

 観光コア施設は、南城型エコミュージアムのコアミュージアムとしての機能を位置づけてい
る。本計画において示している観光コア施設の整備方針や施設の機能等をふまえた検討を行

う必要がある。 
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図 観光コア施設の機能及び必要諸室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光コア施設平面計画 
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本業務の概要 

（３）平成29年度海外交流推進事業（平成30年２月） 

本市では、増加する海外からの観光客を受け入れる体制づくりの一環として、平成２７年度から海外交流推

進事業を実施している。同事業では、観光人材の育成と市内観光関連事業所における外国人観光客への対

応力強化をめざすため、香港理工大学と連携して学生のインターンシップを受け入れ、今後の外国人観光客

への対応に資する意見の集約と市内事業者への情報共有を行ってきた。また、包括的連携協定を締結して

いる琉球大学や名桜大学の学生との協働により、香港人をターゲットとした観光プランなどの開発やコミュニケ

ーションスキルの向上を図ってきた。 

今年度は、前年度の課題をふまえて、香港理工大学や沖縄県香港事務所と連携し、南城市観光における

海外インバウンド対応の課題の共有とインターンシップ・プログラムの更なる充実化を図った。 

 

 

 

 

 

図 プログラム内容の改善図 

 

 

 

 

 

 

 

 海外交流推進事業では、県内の学生と香港理工大学が連携した観光プランの開発などを行っ
ている。エコミュージアム事業においても、学生など外部の視点を取り入れながら、観光ま

ちづくりを進めており、学生と連携したプログラム制作や今後の展開などは参考になるもの

と考えられる。 



  

11 

本業務の概要

図 海外交流推進事業の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 今後展開して⾏くべき具体的事項のまとめ 

№  項目  概要 
１  南城インターンシッ

プ・プログラム（ＮＩＰ）
のブランド構築 

南城型多産業連携
の「コト・モノ・ヒト」海
外交流推進事業へ 

３年間で得たプログラム構築・運営のノウハウをひとつ
のブランド価値として、県全体の地域観光交流による
振興策へ展開していくための取り組みを実施する。 

２  香港市場とさらに他
の市場への可能性
について検討 

南城市から海外展
開・海外から南城市
へ誘致を掲げたグロ
ーバル戦略促進へ 

香港市場・その他のアジア・欧米豪市場に詳しい講師
を招き、海外市場との交流事業と今後の民間主体の
ビジネス交流に関して、マーケティング調査及び検討を
する。さらに市場調査のため、沖縄県海外事務所と連
携して、実際に現地へ足を運び情報収集を図る。 

３  外国人労働者も住
みよい南城市を目指
した観光交流と雇
用・住環境の整備検
討 

南城市はダイバーシ
ティーに富んだ、外国
人にも住んで良し訪
れて良しのまちづくり
推進へ 

観光客にとっての最大価値基準は、住んでみたいくら
い行ってみたい、また行きたい街になることである。そし
て、「いつかは住みたい」というリピーター・ファン層を囲
い込めることも重要である。そのため、労働ビザ取得の
一部処理緩和や住環境整備を検討していく。 

出典：平成29年度海外交流推進事業報告書より整理 
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（４）芸術による地域活性化推進事業（平成30年３月） 

本市では、平成27年度から沖縄県立芸術大学と３年間の包括的連携協定を締結し、美術工芸学部と協働

して「南城市こらくりアーツ展覧会in安座真」を実施した。 

安座真区では、冬期の観光客来訪を促す取組の実施及び継続や、南城市観光交流・防災機能拠点施設

（通称：安座真ムラヤー）の活用普及などの課題がある。そこで、本事業では、芸術を通じた人の交流機会を

増やすことで、安座真区を再訪する観光客を増やし、安座真区の情報を参加者に発信してもらうことをめざし

た。また、市内の子どもたちへ芸術に触れてもらう機会を提供することで、芸術的感性を醸成し、可能性を秘

めた子どもたちの未来をさらに広げるきっかけとすることも目的としている。 

芸術大学との取組では、安座真ムラヤーを会場に、市内の子どもたちが芸術に触れるようなワークショップ

や展覧会などを実施した。 

 

 

 

 

 

表 実施内容 

年度 項目 実施内容 

平成 

27年度 

ワ ー ク

ショップ 

 安座真ムラヤーの建物内と隣接する野外広場で合計３回のワークショップを実施。大

学院生（講師）とともに安座真区内で珊瑚の欠片などを収集し、ムラヤー広場内に並べ

て、精霊たちを表現した作品を制作し展示した。 

展覧会 
 安座真ムラヤーを会場に、ワークショップの作品を展示。作品とともに、参加した子どもた

ちの写真も貼り付け、ワークショップの楽しい様子が伝わるような工夫をした。 

その他 

 「シーサーとめぐるAZAMA散歩」と題したフィールドワークを実施。その際に集落内でで

あったシーサーの写真展を実施。その後、パネルにして海の館・イノーで展示を行った。 

 「730バスでいくなんじょう音楽ゆらり旅」と題した、南城市を周遊しながら音楽を楽しめる

企画を実施。あざまさんさんビーチ駐車場発着でバスを借り切り、全８回運行した。 

平成 

28年度 

プレイベ

ント 

 「こらくりアーツ展覧会in県芸教員作品展バスツアー」と題して、安座真区の住民対象に

沖縄県立芸術大学を安座真区の住民に知ってもらうツアーを実施。 

 「あざま彫刻通りプロジェクト」と題して、区内に彫刻専攻の学生が制作した作品を展示。

テラコッタ製の作品10点、石製作品12点の作品を展示した。 

 こらくりアーツのプレイベントとして「やどかりの夢」公演を実施。シュガーホール屋外広場に

おいて影絵のワークショップと紅型影絵の公演を行った。 

ワ ー ク

ショップ 

 安座真ムラヤーの建物内と隣接する野外広場で合計３回のワークショップを実施。学

科の各専攻にわかれて、参加者と作品を制作した。また、ワークショップに合わせて、事

前に制作した南城市の歴史的映資料を活用したプロモーションムービーを上映した。 

展覧会 

 安座真ムラヤーを会場に、部門ごとにブースを設けてワークショップで制作した作品を展

示した。制作した作品を貼り出し、ワークショップで制作したアニメーションなどはディスプレ

イに映し出した。 

広 報  琉球放送、ラジオ沖縄、FM沖縄の３局において、合計42本のラジオCMを放送した。 

 安座真区は、エコミュージアムのサテライト候補地のひとつと位置づけられている。 

 本事業では、芸術大学生と連携した新たなムラヤーの活用法を示した。この取組内容は、エ
コミュージアム事業で他のサテライト候補地が、外部と連携した取組を行う際の参考になる

と考えられる。 



  

13 

本業務の概要

年度 項目 実施内容 

 前年度のこらくりアーツ時の写真を活用しポスターを制作。南城市内のガソリンスタンド、

コンビニ、公共施設、観光案内所等に掲示した。 

 チラシを制作し、安座真区を中心に6,000枚を配布した。また市内小学校に配布し、全

生徒が手に取れるようにした。 

 ウェブ・プロモーションを制作。記事は南城市、安座真区、芸術大学の関係者のみなら

ず、南城市の歴史、文化、行事等幅広く取材した。 

平成 

29年度 

ワ ー ク

ショップ 

 安座真ムラヤーの建物内と隣接する野外広場で合計３回のワークショップを実施。前

年度と同様に各部門にわかれて、参加者と作品を制作した。 

展覧会 

 安座真ムラヤーを会場に、部門ごとにブースを設けて参加者の作品を展示。デザイン部

門では、ワークショップの楽しさを伝えられるように、コマ撮りアニメーションやワークショッ

プの様子を上映した。 

その他 

 「謎解きゲーム」と題して、安座真区や近隣の住民、子どもたちの参加を増やすことを目

標に、気軽に楽しみながら参加できるイベントを実施。 

 安座真の言い伝えとして残っている「大神宮」の物語の絵本を制作。制作にあたっては、

読み聞かせ市民グループ「尚巴志の語り部」の協力を得た。 

広 報 

 チラシを制作し、南城市内だけでなく他市町村の役場や観光協会など、前年度よりも配

布箇所を増やした。 

 ポスターはチラシと同様に他地域でも掲示。前年度との連続性を活かしながらも、新規

企画「謎解きゲーム」の開催にも目が向くようなデザインのポスターを制作。 

 ウェブ・プロモーションは、昨年度の取組をふまえ、基本的な情報を載せることを主眼に

実施した。また、本サイトから予約を行えるページも付加した。 

表 今後の課題や展望 

項目 内容 

課 題 

 事業をとおして、安座真区の伝統行事である大神宮祭に本イベントの要素を直接入れ込むのは

難しいと判断した。そのため、安座真区が運営する大神宮祭に合わせて別の主体で読み聞か

せを中心とした地元の子どもたちに対する物語の普及・継承、地域への理解を促し、将来的な

地域おこしの人材育成に寄与していく必要がある。 

 芸術大学との協創経験に培った簡単な体験メニューを実施し、子どもたちを対象にしながらも訪

れる観光客を巻き込みながら交流の場づくりを行うことで受入環境を醸成していく取組につなげる

ことも重要である。この取組にあたっては実施主体に対する行政のサポートが継続して必要であ

る。 

展 望 

 こらくりアーツ展覧会そのものは、本事業で構築された芸術大学との関係性を活かして、安座真

区をモデルケースとし、市内の様々な地域で実施していくことが可能である。今後はその可能性

についても探り、物語が息づく中で様々な芸術体験ができる観光まちづくりをめざしていきたい。 

出典：芸術による地域活性化推進事業報告書より整理 
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（５）南城市産商品販売力及び観光PR強化事業（平成30年２月） 

 本市では、市の物産品や観光資源の周知向上と市内事業者等の持続可能な発展をめざすために、平成27

年度から平成29年度にかけて、「南城市産商品販売力及び観光PR強化事業」を実施した。 

県内、国内（都市圏）、海外（香港）おいて、商談会参加による市内事業者の販路拡大支援や、展示会や物

産展参加による観光PR活動及び特産品の販売を行った。また、これらの販路拡大支援や観光PRを効果的に

行うために、市公認キャラクター「なんじぃ」の展示会参加、市オリジナルノベルティグッズの制作・配布、観光

情報誌への市特集ページの掲載を行った。 

 

 

 

 

表 事業実施内容 

年度 実施内容 

平成27年度  ツーリズムEXPO ジャパン2015 in 東京ビッグサイトでの観光PR活動 
 INAC神戸レオネッサホーム最終戦 in ノエビアスタジアム神戸での観光PR活動、特産品

販売 
 プロスポーツトレーニングキャンプ及び公式戦誘致活動 
 九州・沖縄観光物産展 in 尼崎中央公園での観光PR活動、特産品販売 

平成28年度  沖縄チャンプルーカーニバルin クイーンズスクエア横浜での観光PR活動 
 プロスポーツトレーニングキャンプ誘致活動 
 ツーリズムEXPO ジャパン2016 in 東京ビッグサイトでの観光PR活動 
 香港での南城市観光PR活動及び商談、市場調査 
 なんじぃ南城PR隊による観光PR活動 
 GOOD LUCK TRIP（地球の歩き方）への特集記事掲載、誌面連動パンフレットの作成 

平成29年度  金沢文庫芸術祭（オープニングフェスティバル）での観光PR活動、特産品販売 
 ツーリズムEXPO ジャパン2017 in 東京ビッグサイトでの観光PR活動 
 南城市物産観光PR in 道の駅高千穂×道の駅高千穂収穫祭での観光PR活動、特産品

販売 
 沖縄大交易会2017へのブース出展、市内事業者の商談支援 
 2017 Japanese Food Premium Trade Fair in Hong Kongへのブース出展、市内事

業者の商談支援 
 島いろマルシェでの観光PR活動、特産品販売 
 雑誌「おきなわいちば」への広告掲載、雑誌「沖縄旅遊人」へのチラシ挟み込み 

 

表 事業実施からみえた課題及び解決策の提案 

年度 事業実施からみえた課題 課題の解決策 

平成27年度  観光施設や観光地の整備 

 交通面の改善 

 県内外や国外に向けた、より効果的なPR

方法の考案（マーケティングの必要性） 

 観光地や観光コンテンツの魅力的な発信

方法の考案 

 南城市を印象づける情報発信やイベント出

展を絶やさないこと 

 南城市らしい物産品の継続的な開発、販

売 

 滞在型観光に導けるコンテンツやイベントの

開催 

 南城市産商品販売力及び観光PR強化事業は、展示会等への出展やPR活動をとおして、市の

特産品や観光資源の周知向上を図るものである。そこで示された課題や解決策は、エコミュ

ージアム事業においても、特にブランディングを検討する上で参考になるものと考えられる。
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本業務の概要

年度 事業実施からみえた課題 課題の解決策 

平成28年度  事業の重要度、優先度を総合的に考えた

上で設定し、優位性のあるコンテンツに特

化した誘客PRが重要 

 県外及び海外のバイヤーとのビジネスマッ

チング、物産展への出店等の継続 

 クオリティは高いが市場への供給が厳しい

商品の「南城市でしか味わえない（買えな

い）商品」としてPR する手法の検討 

 南城市のクラフトや工房に焦点を当てた誘

客プロモーション 

 聖域が点在する地の利を生かしたメンタル

ヘルスツーリズム 

 伝統芸能の盛んな地域ならではの文化体

験交流（ナイトツーリズム） 

平成29年度  長期的な視野に基づく継続的かつ戦略的

なプロジェクトの実施 

 市内事業者の経営支援及び意識向上（商

談会等への事業者の積極的な参加、フォ

ローアップ） 

 人材育成システムの導入検討 

 市場ターゲットの拡大 

 販路の確保及び拡大 

 安定的に売り上げられる商品を育てるため

の体制構築 

 

表 今後の展望 

１．継続的な情報
発信及びPR活動 

 これまで行ってきた、県内外及び海外でのイベントを精査し、効果が高いものについては

可能な限り毎年継続して出展して南城市をPRする。 

 既存のなんじぃの公式ブログとFacebookだけでなく、TwitterやInstagramなどのSNS

をさらに有効活用し、南城市のことを日々情報発信できる仕組みをつくる。 

 県内外及び海外の雑誌やメディアなど、効果的な各種媒体とのコラボレーション企画を

考えるとともに、現地の人材と関係を構築してPR活動を行っていく。 

２．「南城セレクシ
ョン」のブラッシュ
アップ 

 さらなる南城市らしい商品の発掘、開発、安定的な生産のために、①魅力的な商品の

企画・製造者育成、②継続的に生産できる体制の整備を図る。 

 パッケージや商品のネーミングなど、商品を開発する段階で総合的に「売れる」ためのポ

イントが学べる講習会の開催及び受講の推進等も行う。 

 例えば生産ラインを見せる工場見学の実施や、商品購入者だけが手に入れられるおま

けなど、商品に付随する付加価値も考える。 

３．南城市特産
品の販路拡大の
方法の検討 

 南城セレクションをはじめ、市内事業者の生産する商品の販売方法、販路拡大の方法を

検討する。 

 これまで出店した物産展での販売やバイヤー商談会への参加のほか、インターネットで

の販売、お取り寄せ制度、ふるさと納税への出品、コンビニやスーパーの流通網の活用

など、商品内容及び生産量に合った方法を考える。 

 今後はよりマーケティング理論に根ざした展開を心がける必要がある。 
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地域入り懇談会の記録

２－１．地域入り懇談会の実施概要 

 

（１）目的 

地域入り懇談会は、「手ぬぐいデザインを考える会」を軸に実施した。サテライト候補地の魅力や特徴を落と

し込んだ手ぬぐいデザインを作成するもので、デザイン作成をとおして、①各地域住民が、地域の特徴や魅力

について考え、共有すること、②地域の魅力などを絞り込み、デザインへ昇華する過程を経験すること、などを

目的としている。また、手ぬぐいデザインを考える会のなかで出た意見を基に、平成28年度に策定した総論で

取りまとめた、地域の概要や将来像について修正し、内容について地域への確認も行った。 

 

 

（２）実施概要 

手ぬぐいデザインを考える会は、対象地域ごとに全３回実施した。また、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の概要や将来像を修正し、確認した。 

実施にあたっては、地域の負担を軽減するために、なるべく地域行事やイベントを避けて、役員会等の地域

で人が集まる機会等をとらえて実施した。 

 

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 
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地域入り懇談会の実施概要 

地域 実施日 実施概要 

津波古 

2018/08/08 （水） 事業説明 

2018/09/11 （火） 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） 

2018/10/22 （月） 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） 

2018/11/27 （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） 

新里 

2018/08/09 （木） 事業説明 

2018/09/14 （金） 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） 

2018/10/25 （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） 

2018/11/30 （金） 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） 

糸数 

2018/08/29 （水） 事業説明 

2018/10/18 （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） 

2018/11/06 （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） 

2018/12/06 （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） 

船越 

2018/08/07 （火） 事業説明 

2018/09/11 （火） 第１回手ぬぐいデザインを考える会（魅力を深める／やりたいこと等を考える） 

2018/10/09 （火） 第２回手ぬぐいデザインを考える会（地域の色・手ぬぐいのデザインを考える） 

2018/11/13 （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） 

西原 

2018/09/03 （月） 事業説明 

2018/10/06 （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） 

2018/11/10 （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） 

2018/12/13 （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） 

南風原 

2018/08/26 （日） 事業説明 

2018/09/27 （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） 

2018/10/25 （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） 

2018/11/22 （木） 第３回手ぬぐいデザインを考える会（デザインの確認） 

大城 

2018/08/19 （日） 事業説明 

2018/10/13 （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） 

2018/12/01 （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） 

2018/12/26 （水） 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） 

稲福 

2018/08/12 （日） 事業説明 

2018/10/24 （水） 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） 

2018/11/20 （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） 

2018/12/18 （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） 

2019/01/16 （水） 手ぬぐいデザイン最終確認 

真境名 

2018/09/03 （月） 事業説明 

2018/09/22 （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） 

2018/10/23 （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） 

2018/12/04 （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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２－２．サテライト候補地の将来像・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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（１）津波古 

①手ぬぐいデザイン 
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②地域概要と将来像 

最大の人口規模を誇り、伝統芸能が活発な地区 

項目 概要 

地域の概況 ・市域の北方に位置し、西原区、小谷区、新里区、新開区、さらに与那原町に隣接して
いる。 

・集落の東側、中城湾を面して馬天港がある。かつて大東諸島への航路の発着地とし
てにぎわっていたが、現在は漁船や遊漁船の停泊湾としての役割が大きい。 

・人口は3,472人（平成28年6月現在）で世帯数は1,316世帯。高齢化率は約19％。 

・伝承では三山鼎立時代から開け、後に北山系統の移住者も加わって村ができたと言
われている。最初は丘陵上にあったが、次第に平坦地に集落が広がったという。 

・海路交通における重要な地として料亭などが軒を連ねる経済の中心地として発展した。 

自然資源 ・県道より西側は丘陵地が広がっており、豊かな森林に覆われている。 

歴史文化資源 ・馬天港一帯の海岸を馬天浜と言い、聞得大君の御新下り時の斎場御嶽への道筋で
あった。第一尚氏時以降、久高島への港として国王の久高島参詣にも使われた。 

・主な文化資源には、土帝君や喜屋武久殿（喜屋武久子が住んだ場所）がある。 

・伝統芸能として、市の無形文化財に登録されている津波古の棒術、獅子舞、天人（字
津波古に伝わる巨人伝説）などがあり、芸能が盛んな地域である。 

・津波古の棒術は、歌三線にのせて演ずるメーカタ（舞方）にはじまり、ドラにあわせて演
ずる一人棒、二人棒、三人棒、四人棒、五人棒の組棒がある。 

・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 ・馬天小学校、馬天保育園、津波古児童公園、馬天児童公園が立地している。 

・カフェ・レストランの「garden kuu CAFE」がある。 

・沖縄バスの36番、39番、41番と、東陽バスの37番、38番、91番、191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、つはこ花咲かす会、伝統芸能団体
（棒術保存会・獅子保存会・天人保存会・弥勒保存会）、各種サークル団体がある。 

・棒術保存会や青年会等が毎週エイサーや棒術等を練習している。 

・各種講演会、ハーリー、夏まつり、秋まつり等の公民館主催事業を増やし、各種団体
のサークル活動を活発にすることを促している。 

・区民運動会、マラソン大会、ウォーキング大会等のスポーツイベントを実施している。 

・海神祭、馬天ハーリー、ウマチーをはじめ多くの伝統行事を行っている。 

・天人、棒術、獅子舞、シーチャーモーエー、狂言（「キーヒチ狂言」、「サキヌミ狂言」）
は伝統的な行事であり、絶やしてはいけないと考えられている。 

観光動向 ・海上タクシー「海上タクシー海峡（ジュピター観光）」がある。 

ＰＲポイント ・津波古は、市内で人口・世帯数ともに一番多い区である。 

・市の総合体育大会では第６回大会以外全て総合優勝している。 

・中城湾に面した港湾施設がある。 

・伝統芸能が数多くある。 

やりたいこと ・健康づくりや地域人材をいかし、ノルディックガイドウォークを行いたい。 

・土日祝日の子ども向けの事業や、社会教育的な講座を公民館で実施したい。 

・区の大人と子どものつながりを取り戻し、また青年会等の担い手をつくるためにも、子ども
たちを巻き込んだ取組を行いたい。 

・今後興味のある活動は、防災、高齢者の一人暮らしへの対応、健康づくり、地域づくり
の人材育成、若者の地域活動への巻き込み、子育て、伝統・文化・芸能の継承・振
興など。 

課題 ・人口増加が著しく、新旧住民のまとまりに課題があり、自治会加入率も低下している。
アパートの区民の加入率の向上が課題である。 

・近年、コミュニティ力の低下により「女性会」が消滅し、その復活が課題となっている。 

・青年会の育成と発展を促したい。 
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◆津波古の将来像 

伝統芸能と健康長寿の港まちづくり 

地域資源： ①馬天港  ②民俗芸能（棒術・天人・獅子舞など） ③健康・スポーツ 

方 向 性： 歴史的には、北山王（今帰仁グスク）の子どもたちが居住していたとされる地域で、近年は馬天港

を有する海路交通における重要な地として、料亭などが軒を連ねる経済の中心地でした。伝統

芸能もしっかりと継承されています。最近ではノルディックウォークなどの健康づくり事業にも積極

的に取り組んでおり、サイン事業で集落内の文化遺産も案内できるようになっているので、集落内

の文化遺産等をノルディックで歩く、健康と文化をテーマにした散策が提案されています。自治

会の中でも人口は一番多く、様々な活動で盛り上がっています。区内の人材と連携した体験滞在

交流の展開や、地域商店の活用による夜の観光など、収益効果も期待できます。将来的には高

齢者の活躍の場を考えているため、高齢者による地域の歴史文化を紹介するガイドツアーも考え

られます。 

イチ押 し： 地元の地域プロデューサーの活用 

公民館を中心にさまざまな地域イベント（女性講座、健康講座等）が実施されており、地域の高齢

者も元気があるので、今後は地域全体で健康長寿を前提とした活動の展開が考えられる。現在

活躍している地域のキーマンや元気な人、また区外から移り住んできた人々をつなぎ、「津波古

のことは津波古に任せて！」という体制を築く。 

 

 

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30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 

・海沿いの散歩道は、リラックスできるよいスポットである。 

・歴史が深い地域で、ムラ建てに関わる文化財、戦後の集落、近代になって整備さ
れた集落、埋立地など、これまでの歴史がすべて感じられる地域である。 

・戦後すぐの米軍との関わりや、港町として栄えていた時代の名残を感じることができる
（馬天劇場、クジラの解体場、飲食店が多いなど）。 

・棒術や天人、獅子舞などの伝統芸能が多く残されている。 

・字誌が素晴らしい。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・ノスタルジア津波古をテーマに、津波古在住の人を含め、多くの人に津波古の魅力
をPRしていくことがよいと考える。 

・ノスタルジックを感じるために、昔の写真などを活用した表現、わかりやすい説明など
を行う。 
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（２）新里 

①手ぬぐいデザイン 
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②地域概要と将来像 

尚巴志の祖父・佐銘川大主ゆかりの地区 

項目  概要 
地域の概況 ・市域の北方に位置し、津波古区、小谷区、稲福区、糸数区、大城区、喜良原区、親

慶原区、佐敷区、兼久区に隣接している。中城湾に面している。 

・人口は1,013人（平成30年1月現在）で、世帯数396世帯である。高齢化率は約
21.4％。 

・尚巴志の祖父とされる佐銘川（鮫川）大主が伊平屋島から辿り着き、村立てをしたと伝
えられている。古くは仲尾といったが、尚巴志の頃に新里と呼ばれるようになったという。 

・戦後、沖縄民政府・刑務所・米軍施設などが置かれ、行政の中心を担った。 

自然資源 ・区の中央部を大井川が北流する。土地が肥沃であり、水量も豊富な地域である。 

・尚巴志ハーフマラソン最大の難所の新里ビラは、登りつめると中城湾が一望できる。 

歴史文化資源 ・佐銘川大主の屋敷跡と大主を祀った場天御嶽は、かつては集落の高台に存在した
が、台風による土砂崩れで消失してしまった。場天御嶽は東御廻りの拝所の一つであ
り、現在はイビの森と呼ばれるいくつかの拝所や井泉を包む森の中に移設されている。 

・伝統芸能である創作舞踊汗水節は、農業に勤しむことの大切さを今に伝えている。 

・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、サトウキビやオクラを中心とした農業である。 

・沖縄バスの36番、39番、41番と、東陽バスの37番、91番、191番が運行。 

地域活動の概況 ・地域の主要な団体は、女性部（婦人会）、PTA、体育部、文化部である。各団体の模
合が区行事に積極的に参加している。 

・伝統行事として、アブシバレー、ユーブン、ウマチー、アミシなどを実施している。 

・年中行事として、新一年生激励会、納涼祭、敬老会、文化展を行っている。 

・パークゴルフ大会、区民運動会、新春駅伝大会等のスポーツイベントを実施している。 

・地域行事のなかでも、アブシバレー、新一年生激励会、敬老会、運動会、新春駅伝
は、地域の交流・活性化を図るために必要な行事として考えられている。 

観光動向 ・雑貨・工芸の「陶芸工房かみや」や「Doucatty」があり、宿泊施設である「ユインチホ
テル南城」（「レストランサンピア」「猿人の湯」「SPA UMIKI」）が立地する。 

・旧盆・新年には新里の急斜面に光文字が点灯され、区内外から見学に訪れる。 

ＰＲポイント ・人口が1,000人近い区であるが、自治会加入率が90％を超える。行事も盛んである。 

・尚巴志王の祖父・佐銘川大主ゆかりの地であり、イビの森の拝所をはじめとして、約50
余りの拝所（御嶽、井泉等）がある。 

・尚巴志ハーフマラソンの難所である新里ビラや、旧盆や正月に行う光文字が有名。 

やりたいこと ・区民に歴史、文化を知ってもらい、子どもたちに引き継ぎたいと考えている。そのため、
新里マップの作成や、拝所のウォーキングルートを検討したい。 

・区民同士の交流の場所として、ユンタク会、子ども学習会等を活用したい。 

・転入者情報を早めに得て、農業委員会と連携した農地の転用調整を図ることで、自治
会への新規加入が促進できると考える。 

・今後興味のある活動は、防災、福祉、高齢者の一人暮らしへの対応、健康づくり、地
域づくりの人材育成、若者の地域活動への巻き込み、自治会加入率の向上、伝統・
文化・芸能の継承・振興など。 

課題 ・尚巴志マラソンのときのトイレの利用者が多く、水道代がかかっている。 

・少子高齢化及び転入者増に伴い、若者の区行事への参加が少ない。 

・場天御嶽周辺の駐車場整備を希望する。事故の増加が心配。 

・収支バランスはマイナスである。区民より地域外からの体育館利用者が多いことによる
施設の維持管理、高齢者増・病気等による区費の減免、行事以外の経費の増加が
原因。公民館の常勤体制の維持や区行事の実施への影響が懸念される。 

・区長の任期が２年であるため、中長期計画の作成が難しい状況がある。 

・区の産業が少ないため、就業機会の増加を希望している。 



 
26 

地域入り懇談会の記録                                
  



  

27 

地域入り懇談会の記録

◆新里の将来像 

祈りと歴史、水と文化の豊かな里づくり 

地域資源： ①新里 ビラ  ②地域行事  ③文化財 

方 向 性： 新里には場天御嶽をはじめ多くの拝所があります。また、蔡温の農業政策が行われた場所でもあ

り、タク川の滝や夫婦デイゴなど癒し空間もあります。創作舞踊「汗水節」や「里」の光文字といっ

た新里ならではの文化もあります。こうした歴史文化を住民が継承していくために、歴史・文化・暮

らし・祈りについて学ぶ場を公民館を中心に展開することが望まれます。ユインチホテル南城の

観光客に足を伸ばしてもらい、拝所でのマナーも含めて、歴史的背景や文化財の由来を解説す

るガイドツアーを行えば、新里の深い魅力と当時の光景を伝えることができます。地域の人が歴

史を学び、案内し、収益を得られる仕組みの構築をめざします。 

イチ押 し： 新里坂道さんぽの実施 

ユインチホテル南城の宿泊者から参加者を募り、新里ビラを巡る坂道ツアーを開催する。住民ガ

イドが“ブラタモリ”のように景観を解説しながら歩き、文化遺産をまわりながら、祈りと自然が調和

した新里の歴史文化と暮らしを紹介する。坂道ツアーのコースとして、坂道を頂上まで上るアクテ

ィブコースや、夫婦デイゴや土帝君を巡る癒やしコースなどを、住民主体で構築する。 

 

 

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30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 

・タク川の滝は印象的であり、水と緑が豊かな地域である。 

・尚巴志ゆかりの地であり、佐銘川大主の歴史が学べる。 

・新里ビラを中心に拝所や文化遺産が点在しており、坂を上りながらの散策が楽しめ
て、よい運動になる。 

・新里ビラの頂上やユインチホテル南城の展望台からの見晴らしがよい。 

・寄り添うように立つ夫婦デイゴは、体育館のすぐそばにあり、外部の人でも気軽に立ち
寄れるスポットである。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・拝所が多く一度にすべて巡ることが難しいので、ポイントをしぼったコースづくりをしては
どうか。 

・年に１度は子どもたちや、ＰＴＡ、嫁いできたお嫁さんなどと一緒に拝所などを巡って、
新里の歴史文化や魅力を継承していけるとよい。 

・移住者や区外の人に向けて、地域の魅力を伝える新里まーいを実施できるとよい。
まずは、住民でガイド育成を兼ねた勉強会を実施してはどうか。 

・集落を巡る際に完歩賞を設けることで、尚巴志マラソンのような達成感を味わってもら
えるのではないか。 
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（３）糸数 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の記録

②地域概要と将来像 

糸数グスクとアブチラガマという二大看板を持つ地区 

項目  概要 
地域の概況 ・市域の中央部に位置し、喜良原区、新里区、大城区、船越区、屋嘉部区と隣接して

いる。 

・人口は494人（平成28年6月現在）で、世帯数153世帯である。高齢化率は約30％。 

・『おもろそうし』にも登場する古村で、古くは三つの氏族集団からなっていたと考えられる。
喜良原は糸数から分かれた屋取集落と伝わる。 

自然資源 ・琉球石灰岩台地上に位置し、南部で最も標高の高い場所に立地する集落である。 

・集落の北や西、糸数グスクの周囲に斜面緑地が広がり、緑が豊かな地域である。 

・推定樹齢250～300年になる糸数樋川のアカギがある。 

・「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、糸数城跡（本島南部最大級のグスク）や根石グスク（糸数グスク
を築く際に一時的に利用した）、糸数樋川（生活用水として使われた井泉）、カマンカジ
（糸数樋川と対になっていて、「女ガー・お月ガー」と呼ばれていた）がある。 

・糸数グスクは、石灰岩丘陵上に石積み城壁をめぐらせた大型の城塞型グスクで、英祖
王統の14世紀頃に完成したと考えられている。 

・水が豊かなところで、集落内には複数の井泉がある。また、石獅子は集落の入口にあ
たる４ヵ所に設置されている。 

・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、農業（サトウキビ中心）であるが、区外への通勤が多い。 

・カフェ・レストラン等の「ベジタリカ」「カフェキッチン彩」がある。特にベジタリカは眺めや
雰囲気がよく、根強いファンがいる。 

・琉球バスの51番、53番が運行。ただし、バス停は集落から離れている。 

・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、女性部（婦人会）、青年会、子ども会、PTA、中堅同
志会、月乃会、各種愛好会である。 

・健康づくり実践優良団体として表彰されたことがある。琉球大学健康行動実践モデル
実証事業「ゆい健康プロジェクト」モデル地域としても事業化。 

観光動向 ・糸数壕（アブチラガマ）は、先の大戦で日本軍の陣地壕や陸軍病院として利用され、
貴重な平和学習の題材として、修学旅行をはじめとした利用者が多い。その案内業務
の運営を南部観光総合案内センター業務と合わせて自治会で請け負っている。 

・糸数壕のガイド拠点となる南部観光総合案内センターがある。 

ＰＲポイント ・国指定史跡の糸数城跡があり、現在もいくつかの集落祭祀がグスクで行われている。 

・アブチラガマがあり、全国から学生が平和学習に訪れている。 

・他地域にはない「掃除さーぶー」という狂言が伝えられている。 

やりたいこと ・今後はムラヤーを活用して、サークル活動や講習会等に力を入れていきたい。 

・今後興味のある活動は、健康づくり、教育、地域づくりの人材育成、若者の地域活動
への巻き込みなど。 

・情報発信の強化策として、区内放送・文書の活用や、各種団体を通してのお知らせに
興味がある。 

課題 ・糸数グスクに対して、戦闘が行われた怖い場所という思い込みが若い住民にみられる
ため、正しい歴史教育とグスクへの愛着の醸成が必要である。 

・他地域から嫁いできた女性たちへの、古くからの慣習や知識の継承が課題。 

・自治活動費や区長への負担集中などの課題があるが、対策は行っていない。各種委
員会の設置などに興味がある。 
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地域入り懇談会の記録

◆糸数の将来像 

グスクとアブチラガマと集落をつなぐムラづくり 

地域資源： ①糸数グスク ②伝統行事・芸能（旗頭・掃除さーぶー等） ③アブチラガマ 

方 向 性： 糸数城跡は県下でも名だたる名城であり、その城壁は圧巻です。グスクとアブチラガマを結ぶ動

線をはじめ、糸数樋川や石獅子など地域内の文化遺産周辺を、心が落ち着く花木や花壇で彩る

など、地域でできる取り組みを進めます。観光客と一緒に、花植えや清掃、湧水を用いた散水を

行う参加型プログラムを実施することも考えられます。一方、アブチラガマの利用者に戦争の悲

惨さを伝える取り組みを継続していくことは、若い人に平和の心を根づかせるためにも重要なこと

です。そのためには薄れていく戦争の記憶の語り手を育成するだけでなく、伝え方の工夫もこれ

から必要となります。 

イチ押 し： 指定管理業務を拡大した着地型観光の総合窓口化 

現在、糸数区は南部観光総合案内センターの指定管理者となっている。この案内センターを軸

に、アブチラガマだけでなく、集落内のまーいツーリズムや修学旅行等への体験学習プログラム

の運営など、取組を拡大していく。また、そのための散策・体験コースづくりや、集落案内ガイドな

どの人材育成を実施する。 

 

 

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30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 

・グスクの城壁の立派さ。思わず写真を撮りたくなる。 

・南部で一番高い地域だけあって眺めがよい。グスクだけでなく集落の農村公園など
からの景色も美しい。 

・石獅子が４体もある。 

・旗頭や獅子舞、掃除サーブーなど、伝統行事や芸能が盛んで、地域の人が集ま
る機会も多い。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・写真の撮り甲斐のある地域なので、写真を見せることで糸数に興味がない人に対し
てもインパクトを与えることができると考える。「フォトジェニック」やコスプレしての写真撮
影などロケ地としての発信もありではないか。 

・アブチラガマにすでに多くの人が訪れているが、お金を落とす仕組みになっておら
ず、もったいない。アブチラガマに訪れた観光客をターゲットに、住民などをガイドに集
落散策や交流体験が実施できればよい。 
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（４）船越 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の記録

②地域概要と将来像 

落ち着いた雰囲気と住宅開発が同居する地区 

項目 概要 

地域の概況 ・市域の南西部に位置し、糸数区、大城区、愛地区、前川区、屋嘉部区に隣接する。 

・人口は1,954人（平成30年1月現在）で、世帯数646世帯である。高齢化率は約
14％。 

・肥沃なジャーガル土壌であり、サトウキビの実りがよい。近世末期には、大地主を輩出
するなど豊かな地域で、今も立派な屋敷囲いなどが残る。 

自然資源 ・雄樋川の上流部の低い台地で、集落の東に広がる斜面緑地がある。船越グスクは
木々に覆われていて、神秘的な空間となっている。 

歴史文化資源 ・船越は、天孫氏のひ孫にあたる百名大主の六男の船越按司によって創建されたという
言い伝えがある。船越で最も古い川増家（国元）、富才家（祝女元）、玉那覇家（嶽
元）の３門中は糸数按司系の船越按司の子孫であるという。 

・主な文化資源には、船越グスク（玉城王の四男が居住した際に築いたとされる）や船
越大川（水浴び場など。「上ウッカー」は女性用の水浴び場に、「下ウッカー」は男性や
子どもの水浴び場として利用されていたという話がある。 

・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 ・主な産業は、農業（サトウキビ・ゴーヤーなどが中心）である。 

・琉球バスの51番、53番が運行。ただし、バス停は集落から離れている。 

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、子ども会、健康づくり推進
委員会、三線サークルである。 

・青年会は毎年、南城まつりにおいてエイサーを披露し、子ども会は百人を超える会員を
抱える中、毎年大きなサマーピクニックを開催している。 

・区の年間行事・会議・イベント・講演会など、定期的なものが週４日に加え、不定期な
集まりもあり、公民館の利用が活発である。 

・区の行事を区長のみでやるのか、複数役員で対処するのかを役員会でそのつど判断
している。専門的な分野では各種委員会を設けている。 

・地域行事の中でも綱曳き、夏祭り、字ウガン等は残していきたいと考えている。 

観光動向 ・レジャー施設としてゴルフ場の「ショートコース玉城」がある。 

ＰＲポイント ・船越グスクをはじめ、拝みをする場所が多く、船越ウッカーなどの井泉も多く残っている。
また、上門周辺など立派な屋敷囲いの石垣や石畳道が残されている。 

・老人会活動、サークル活動、ミニデイサービスへの参加、ゲートボール大会で優秀な
成績など、お年寄りの方々が元気に活躍できる地域だといえる。また、エイサーなどの
青年会活動や、小学校・保育園があり子どもが多いことなど、元気で活発な人々が多
い地域である。 

やりたいこと ・今後興味のある活動は、防災、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、助成金を活用した事業の実施など。 

・サークル活動は活発に行われているが、その活動が地域に還元されるように、区として
もアプローチしていきたい。 

・船越上門周辺の整備を進めたい。ガイドウォークも行いたい。 

・元旦に行われる新春マラソンは、若い世代の参加が多く、若い世代が地域とのつなが
りを深めていけるので、これからも残しておきたいと考える。 

課題 ・アパート住人や新規世帯の自治会加入率がよくない。区費の仕組みがわかりづらい、
加入のメリットが感じられないと退会を希望する世帯も少しではあるが出てきている。アピ
ールの仕方が課題。 

・行事への区民の参加率が低く、区民同士のつながりが薄くなっていると感じている。 

・伝統文化・芸能を継承していくために、マニュアルを作成したり勉強会を実施したりといっ
た取組の必要性を感じている。 

 



 
34 

地域入り懇談会の記録    



  

35 
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◆船越の将来像 

船越ウッカー活用からの交流ムラづくり 

地 域 資 源： ①人のつながり  ②集落景観（古民家・石垣）  ③田園の記憶 

方 向 性： 古民家や船越上門付近には石畳道があり、将来的に上門付近を景観的に整備し、ガイドウォーク

を実施していける可能性があります。また、船越ウッカーという大きな井泉をはじめ多くのカーが

あるほか、50年ほど前まで船越にあったターブックヮの景観は人々の脳裏に焼き付いており、こ

の記憶を継承することで、地域の綱引きなどの伝統文化や行事を次世代に引き継ぐことが期待さ

れます。具体的には、水辺の再生や復活させた田んぼでの農業体験を字の文化事業や民泊と

結びつけ、区民と体験の共有を図ることです。さらに、田芋を使ったお菓子づくり体験や特産品と

しての販売など、６次産業に発展させることが期待されます。 

イチ押 し： 船越ウッカー再生プロジェクト 

船越のターブックヮを支えた豊かな水は、現在も船越ウッカーで見ることができる。船越ウッカー

の清掃や周辺地の整備を行い、ウッカーを地域の人々が集う憩いの場として再生する。船越ウッ

カーでのホタル祭りを開催する。作業は公民館主導で実施し、地域の小中学校とも連携する。ま

た、ウッカーファンクラブをつくり、ディープな船越ファンを獲得する。 

 

 

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30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 

・上門家の石垣・石敢當や、周辺の石畳道が立派である。また、仲村家の石垣や赤
瓦住宅なども素晴らしい。 

・船越大川は広く、水量も豊富で素晴らしい。 

・火之神の側のガスボンベは、他の地域の住民から見ると珍しく、面白い。 

・歴史の深みがある地域であり、昔から豊かな地域だったことがわかる。 

・最近はSNSなどでサボテンが人気スポットで、撮影に訪れる人も多い。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・船越は区内に店舗等が少なく、お金が地域に落ちる仕組みではないと思う。まずは
船越を知ってもらうため、観光地の行き帰りなどに立ち寄る通過型の観光でPRするこ
とを考えてはどうか。 

・SNSに投稿するためにサボテンの写真を撮影に来る人が多い。サボテンのすぐ後ろ
には船越大川という素晴らしいカーがあるので、ハッシュタグをつけて写真を投稿でき
るイベントを実施し、優勝すると絵ハガキになるなどの特典を用意してはどうか。また、
船越小学校もあるため、子どもフォトコンテストなどの展開もあり得る。 
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（５）西原 

①手ぬぐいデザイン 
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②地域概要と将来像 

島添大里グスクの城下町として知られる地区 

項目  概要 
地域の概況 ・市域の北西部に位置し、小谷区、津波古区、南風原区、平良区、真境名区に隣接し

ている。字は「大里」。 

・人口は138人（平成30年１月現在）で世帯数54世帯である。高齢化率は約29.7％。 

・集落北方に島添大里城跡（14世紀頃当時の島尻地域を支配した島添大里按司によ
って築城された）がある。大里按司（島添大里下之世の主）は、南山を圧倒するほど一
時は栄えていたが、佐敷に興った尚巴志に敗れることとなった。 

自然資源 ・平野部を眼下に見おろす風光明媚の地にあり、集落全体が緑地に囲まれている。 

・佐敷・大里にのみ生息が確認されているオキナワヒメウツギ群落がある。 

・「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 ・グスクの規模は南北210m、東西270mで、最大級の規模を誇る。二重の城壁があ
り、内郭を囲む城壁は高さ6m、長さ175mが現存する。基壇の上に造られた礎石建造
物の正殿の遺構が残っている。 

・遺跡からは中国産陶磁器や金属製品（鉄器・青銅製品）、装飾品などが出土した。 

・物見台と考えられるギリムイグスク、出城と考えられるミーグスクも所在する。また、グスク
内及び周辺には、多数の井戸や拝所がある。 

・落城した後は尚巴志による三山統一の拠点となり、首里城の離宮としても使用された。 

・主な文化資源には、カニマン御嶽や島添大里按司の墓、チチンガー（西原集落の共
同井戸）等がある。 

・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 ・主な産業は、農業（サトウキビが中心）である。 

・グスク北側には大里内原公園というスポーツ施設がある。 

・沖縄バスの109番が運行。 

地域活動の概況 ・地域の主要な団体は、棒術伝統継承会である。 

・棒術伝統継承会の集まりやミニデイが開催される。 

・地域行事としては、子ども綱曳き、アミシ綱曳き、年２回の草刈り等がある。自治会の行
事ではないが、大里城趾公園で毎年ムーチー祭が行われている。 

・大里城趾公園体験交流センターが地域の拠点となっている。 

観光動向 ・島添大里城跡に県外から歴史愛好家などの観光客が訪れているが、少人数である。 

ＰＲポイント ・西原は標高が高く、眺望に優れている。ミーグスクの展望台からは、馬天や佐敷方
面、中城湾の景色を一望できる。 

・西原の伝統行事であるアミシ綱が今でも継承されている。 

・平成７年頃に、西原の伝統芸能である棒術を数十年ぶりに復活させた。 

・琉球大学観光産業科学部観光科学科の観光景観学研究室により西原地域のガイド
ブック『追憶』が作成され、地域内外の人々が西原の魅力に気づくきっかけとなった。 

やりたいこと ・アミシ綱や棒術、旗頭といった伝統行事や芸能を継承していきたい。棒術は、次世代
へ継承するために、棒術伝統継承会が中心となって子どもたちに指導している。地域
外からも関心がある子どもを募って棒術を指導し、後継者を増やしていきたい。 

・今後の興味のある活動は、健康づくりなど。ミニデイ用にカラオケの機材を確保して、お
年寄りの楽しみの機会をつくりたい。 

課題 ・棒術を復活させたが、実際に披露できる人は年々減っている。 

・アミシ綱や棒術の担い手となる子どもたちの数が少ない。アミシ綱は、他地域の子ども
たちにも参加を呼びかけている状況がある。 

・家を建てられる場所がほぼない状況であり、空き家の活用を検討している。 

・自治活動費に関する課題があり、収益事業の強化に興味がある。 

・歴史文化遺産の活用に関して、隣接する南風原との連携が少ない。   
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地域入り懇談会の記録

◆西原の将来像 

グスクとともに培ってきた歴史や伝統を伝えるムラづくり 

地域資源： ①島添大里グスク ②高台から見晴らす眺望  ③アミシ綱と棒術 

方 向 性： 島添大里グスクの城下に形成された西原の住民にとって、グスクは切り離せない存在で、集落の

歴史や伝統行事に深く結びついています。将来的には、グスクの内外に分布する文化遺産をめ

ぐるまち歩きに、抜群の眺望をいかした癒し体験、西原の人が経営するみやぎ農園と連携した商

品販売、西原の伝統芸能である棒術の体験などを組み込んで、魅力的な体験プログラムをつく

っていくことも考えられます。また、西原の伝統行事であるアミシ綱と復活させた棒術を、次世代

へ継承していくことも重要です。三山に名を馳せたグスクがある強みを活かし、文化遺産を活用

する取組を足がかりに、アミシ綱と棒術を内外にアピールしていきます。棒術は、地域内外から関

心がある人を募り、型を指導するなかで後継者の獲得につなげていきます。 

イチ押 し： ムーチー祭と西原区のコラボ企画 

大里城址公園で行われている「うふざとヌムーチー祭」にて、西原の棒術を披露し、多くの人に知

ってもらう機会とする。同時に、西原のガイドブックや散策マップを配布し、ムーチー伝承の地とし

ての西原の歴史や、大里グスクと集落の歴史を内外にPRする。また、公園内にある農業体験用

の畑を活用して、地域内外の人が一緒に作物（稲など）を育てる取組を行ったり、作物を使った料

理をイベント来場者にふるまう。 

取組は棒術伝統継承会や活性化委員のメンバーが中心となり、区民や出身者にも協力を呼びか

けながら、体制を強化していく。 

 

 

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30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 

・隣の地域の南風原とは、一緒に利用する樋川や拝所があるなど、昔から交流があ
る。南風原を理解するには、西原の歴史や文化遺産を知る必要がある。 

・かつて中国と貿易を行っていた時代に港を監視していた出城や、航海の無事を願っ
た拝所が残っており、グスク時代の当時に思いを馳せることができる。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・島添大里グスクは、尚巴志以降の歴史では埋没しており、表舞台に出てこないと感
じる。尚巴志以前の歴史を伝える散策コースをつくり、歴史が深い地域であることを広
く知ってもらうのはどうか。 

・西原は、高台であるがゆえにグスクが築かれ、戦時中には日本軍の陣地が築かれ
た。どちらの歴史も西原の歴史として伝えていったほうがよい。また、高台だからこそ、
いろんな地域に行くための道があった。昔の道を歴史の道としてアピールするのもよい
かもしれない。 
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（６）南風原 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の記録

②地域概要と将来像 

特徴的な文化遺産を誇りにまとまる地区 

項目  概要 
地域の概況 ・市域の北西部に位置し、西原区、嶺井区、古堅区、平良区に隣接している。字は「大

里」。 

・人口は351人（平成30年１月現在）で、世帯数131世帯である。高齢化率は約
22.2％。 

・『高究帳』で西原村と併記されるなど、古くから隣字の西原とは関係が深い。 

・戦前は旧大里村行政の中心地で、役場、農業会、駐在所があった。かつては番所が
あったが、不便なため1736年に与那原に移された。 

・狭隘な地形であり、道が狭く坂道が多いというイメージを持たれている。 

自然資源 ・集落の中央の食栄森御嶽は小高い山となっており、集落のシンボルとなっている。 

・集落は周囲の斜面に立地しており、緑の中に集落があるという趣を有している。 

歴史文化資源 ・主な文化資源には、食栄森御嶽（聖域とされ、沖縄ではじめて王朝を作ったとされる舜
天王の墓とも言われている）や南風原の石彫魔除け獅子等がある。 

・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 ・主な産業は、農業（サトウキビ、野菜）である。 

・沖縄県公衆衛生協会、沖縄県動物愛護センター、沖縄県衛生環境研究所ハブ研
究室、沖縄県中央食肉衛生研究所等の県営の公共施設・研究所が立地する。 

・沖縄バスの109番が運行。 

地域活動の概況 ・地域の主要な団体は、老人会、PTA、壮年部である。 

・ミニデイ（週１回）や花づくり、子どもたちの三線の練習が地域活動の中心となっている。 

・老人会の活動が活発で、地域内にあるゲートボール場で毎日のように練習している。 

・地域行事の中でも子どもから大人まで楽しめる綱曳きはなくしたくないと考えられている。 

・「南風原音頭」があり、正午になると区内放送で曲が流れる。 

観光動向 ・道路が狭い・わかりにくいなどの交通事情もあり、来訪者は少なかったが、最近は拝所
である食栄森御嶽に大勢の人が訪れるようになってきた。 

ＰＲポイント ・綱曳きは子ども綱、大人綱の２回実施している。旗頭も綱も手づくりである。 

・昭和11年の簡易水道の落成を記念してつくられた南風原音頭には、「男女の区別をす
てて」という歌詞があり、当時では先進的な歌詞だったと思う。 

・南風原の石獅子は１番チュラカーギーである。火返しの厄除けで山を向いている。 

やりたいこと ・子どもたちと高齢者の交流を深めたい。伝統芸能（三線、棒術等）の練習や、サイン事
業の看板を活用して、子どもたちと地域の歴史を勉強していきたい。 

・サイン事業で拝所や井戸等を整備したので、拝所巡りの認知度をアップしていきたい。 

・今後興味のある活動は、防災、若者の地域活動への巻き込み、自治会加入率の向
上、助成金を活用した事業の実施など。 

・区内に認可保育園を開設したり、北小学校が移転するタイミングで地域活動の人材を
集めていきたい。 

・今後、区のメイン道路の整備、綱曳きの活性化に取り組んでいきたい。 

課題 ・他地域から転入した人で、自治会に加入しない人がいるなど加入率が低下している。 

・宅地の課題については、現住宅の３世代化に取り組んでいる。 

・自治会の業務は、課題ごとに各種委員会を組織して分担している。  
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地域入り懇談会の記録

◆南風原の将来像 

地域ま～いで内外の交流を深めるムラづくり 

地域資源： ①食栄森御嶽   ②綱曳き   ③南風原音頭 

方 向 性： 幹線から離れたところに立地しているため、来訪者はそう多くありませんが、市街地に近いため、

人口が増えているところです。解説板等のサインが整備されているので、拝所、井泉、石獅子な

どの文化遺産を活用して、子どもたちと地域の歴史を勉強していきたいという地域意向があります。

綱曳きの旗頭も綱も手づくりであることが自慢で、集落から転出した人とも一緒になって綱曳きを

起点に地域を盛り上げていくことが期待されます。島添大里グスクがある西原とは隣接しており、

かつては交流が深かったことから、一緒に連携した取り組みを行うことで、相互間や地域内外の

交流につなげていくことをめざします。 

イチ押 し： 南風原と西原を巡る大里ま～い 

南風原には、他地域ではあまりみられない宝珠がある拝所が多い。また、隣接する西原には、か

つて一緒に利用していた樋川や、互いに拝む拝所があるなど、歴史的なつながりを持つ。そこで、

西原区と連携して、互いの交流を深めたり、より地域への理解を深めるために、南風原と西原の

拝所や史跡を巡る散策コースをつくり、広く市内外に情報を発信する。地域のガイドを育成し、散

策イベントを実施したり、地域の子どもたちのふるさと学習を行うなかで、綱曳きのPRを行い、綱

曳き行事の発展・継承につなげる。 

 

 

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30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 

・南風原の拝所の多くは、頂上部分に宝珠が載せられており、県内の他地域ではあま
りみられない特徴である。 

・美人堂とイービヌウタキは女性にまつわる拝所であり、メスとされる石獅子があるな
ど、女性にまつわる文化遺産が多い。 

・食栄森御嶽前の神屋には、幸せは男女の協力でという意味の文字が掲げられてお
り、公民館には、「男女の区別をすてて」という歌詞の「南風原音頭」が掲示されてい
る。昔から女性を大切にしてきた地域だと感じた。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・南風原の文化遺産は、石づくりの技術が高く美しいことに加えて、女性にまつわるもの
も多い。数多くある南風原の文化遺産のなかから、美しい石づくりと女性にまつわる
文化遺産にしぼった散策コースを考え、地域内外の人にPRしたい。 

・散策後に、公民館で「南風原音頭」を流して参加者と一緒に踊ったり、サシグサ茶を
飲みながら交流を深めるのはどうか。散策や散策後の交流をとおして、南風原は昔
から男女が協力しあってきた地域であることを参加者に知ってもらいたい。 
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（７）大城 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の記録

②地域概要と将来像 

グスクに護られ、住民同士の絆が強い地区 
項目  概要 

地域の概況 ・市域の中央部に位置し、糸数区、稲福区、目取真区、愛地区、船越区、仲程区に隣
接している。 

・人口は998人（平成30年１月現在）で、世帯数397世帯である。高齢化率は約
17.4％。 

・集落後方の標高143mの丘には、大城城跡（市指定文化財）がある。『おもろそうし』に
「おほぐすくおわる、世かけにせあぢ」とうたわれた有力者・大城按司の居城であった。 

自然資源 ・大城城跡からは、八重瀬や糸満の広大な平地が望める風光明媚な場所で、斜面は
緑地を形成している。 

・農業用ダムの大城ダムには、外来魚のブラックバスが生息する。これはかつて近くに米
軍基地があった頃に放流されたためだといわれる。 

歴史文化資源 ・主な文化資源には、大城城跡や大城按司の墓がある。 

・大城グスクは、南側に城門を開き、北側に正殿を構えた。グスク内にはユノーシ、アジガ
ー等の集落で拝む多くの拝所がある。 

・大城按司の墓は、独特の形態から県文化財に指定されている。また、大城按司の息
子の敵討ちを題材にした組踊「大城大軍」が受け継がれている。 

・大城の綱曳きで用いる４つの旗頭は、全島旗頭コンクールで優勝した実績を持つ。 

・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、農業（サトウキビ、マンゴー、さやいんげん、オクラ、ゴーヤー）である。 

・「大里メモリアルパーク」は大規模な霊園で、沖縄一般とは異なり、家族墓が中心。こ
こからの眺めは素晴らしい。 

・沖縄バスの40番、109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、PTA、ミニデイサービスを
実施する、うふぐすく会等である。 

・公民館利用として、役員会・各団体の会合は月１回。ミニデイサービスは毎週木曜日。
7月と8月は青年会（エイサー練習）とPTA（学校行事のふるさと伝統芸能まつり練習）
の利用がほとんどとなる。 

・地域行事の中でも綱曳きやエイサー、組踊はなくしたくないと考えられている。 

観光動向 ・大城城跡には歴史愛好家、拝み目的など少数の来訪者しか訪れていない。 

ＰＲポイント ・昔から伝統芸能が盛んで、以前は十五夜遊びもあったが、今はなくなり、毎年２回の綱
曳きと、10年に１度の支度綱、組踊を続けている。綱曳きには若い人から高齢の方ま
で150名程が参加する。OB会に青年会のフォローをお願いしたり、綱づくりの際の食事
は婦人会が炊き出ししたり、団結力のある地域である。また、門中意識も強い。 

・旗頭は区民の団結の象徴であり、全島旗頭フェステバルでは優勝したことがある。 

・民謡歌手の大城貴幸は区民で、地元行事のときなどライブ演奏を行ってもらう。 

やりたいこと ・大城区に生まれてよかったと思えて、住み続けたいと思える地域づくりをめざしている。 

・いろいろなサークル活動や子ども向けの体験学習を行いたい。 

・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、地域づくり
の人材育成、若者の地域活動への巻き込み、自治会加入率の向上、子育て支援、
伝統・文化・芸能の継承など。 

・区内放送の活用や文書の活用に興味がある。 

課題 ・近年、アパート居住者が増えているが、自治会加入率が少ない。皆が顔見知りになっ
てどんどん地域行事にも参加してくれるようになるとよい。 

・つながりが薄れつつあり、少子高齢化もあり年々行事への参加者が少なくなっている。 

・道路やグスクの整備が課題。 

  



 

46 

地域入り懇談会の記録  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

47 

地域入り懇談会の記録

◆大城の将来像 

シンカヌチャーが集い、伝統で賑わう里づくり 

地域資源： ①伝統（旗頭・綱曳き・組踊） ②大城グスク  ③絆 

方 向 性： 大城は伝統行事や郷土芸能が盛んで、特に綱曳き(暴れ綱・シタク綱）は、旗頭や、ドラやチヂン

を打ち鳴らし女踊りが舞うガーエーが見所であり、多くの参加者や見物客でにぎわいます。大城

の魅力である伝統文化の賑わいをつないでいくためにも、住民同士の絆を深めることを、大切に

続けていくことが望まれます。このような交流の場で、地域の歴史文化について触れ・学ぶことで

育成された人材が、将来的には、「大城まーい」のマップを活用した集落ガイドツアーを行い、地

域の魅力を市内外へ発信していくことも考えられます。また、気鋭の三線奏者・大城貴幸さんな

どとタイアップして、芸能体験を行うなど観光交流の取組を広げていくことも期待されます。 

イチ押 し： 伝統文化の体験学習 

大城には綱曳きやエイサー、組踊といった多くの伝統文化がある。これらの行事などの日程に合

わせて、観光客に向けた、行事の意味や地域の歴史、暮らしの大切さなどを学ぶ、体験プログラ

ムを開催する。まずは、自治会主導で子どもたちを中心に住民向けの体験学習を行い、プログラ

ムづくりや運営のための体制づくりを進める。 

 

 

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30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 

・旗頭、綱曳き、エイサーなど伝統芸能が盛んな地域である。 

・地域で集まる機会が多く、住民同士のつながりを感じることができる。 

・青年団の鐘は、ウフグスクの団結と振興の象徴として制作されたもので、今も毎朝６
時に鐘を鳴らしている。 

・大城グスクは見晴らしがよい。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・集落内には、昔の面影があまり残っていない。そのため、集落を案内する際には、昔
の写真を用いて説明するなどの工夫が必要であると考える。 

・「綱で継ぐ今と昔」をテーマに、綱曳きと関わりのある拝所や、東と西の綱づくりの場
所や旗頭を立てていた場所を巡ってはどうか。 

・大城グスクの史跡を巡るコースと、綱曳きなどの文化的な場所を巡るコースの２コー
スを考えてはどうか。 

・子どもたちを対象に、ウォークラリー形式で楽しく散策するなどの工夫ができるとよい。 
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（８）稲福 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の記録

②地域概要と将来像 

スポーツ好きで、グスク時代からの古い歴史を持つ地区 
項目  概要 

地域の概況 ・市域の中央部に位置し、新里区、小谷区、真境名区、仲程区、大城区に隣接してい
る。住所は大城だが自治会は「稲福」。 

・人口は416人（平成30年１月現在）で世帯数174世帯である。高齢化率は約20.7％。 

・12～15世紀に佐敷の稲福大主が興した村だと伝わる。水に恵まれなかったが、19世
紀に住民が灌漑事業を行って水田を開き、当時の国王に褒賞されている。 

・稲福遺跡などのグスク時代初期の遺跡が残る古い集落である。戦前の集落は丘の上
（上稲福）にあったが、不便なので現在のところに移動した。 

自然資源 ・丘陵上に位置し、南側を除く三方を崖で囲まれているのが旧集落で、周囲には斜面緑
地が広がっている。 

歴史文化資源 ・主な文化資源は挙げられてはいないが、イーグスク、稲福殿、ノロの踏石など多数の拝
所、井泉等があり、多くは上稲福に分布している。 

・イーグスクは1981年に調査され、建物跡や石組遺構などが発掘された。また、出土し
た遺物には中国製の陶磁器、勾玉・丸玉などの装飾品、簪などの青銅製品、グスク
系土器などがあり、グスク時代初期の建造だと考えられている。 

・遺跡の中心にはイーウガンという拝所があるが、ここはグスクでは正殿と広場（御庭）に
あたり、その後、集落が形成されると、村の拝所になったと考えられる。 

・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 ・主な産業は、農業である。また、「㈱沖縄県食肉センター」「ＪＡおきなわミートパーツセ
ンター」が立地し、食肉加工業の集積がみられる。 

・雑貨・工芸等の「日本刀鍛錬所兼工房」がある。ものづくりの面では、区在住の玉城盛
明氏が竹細工で芸術的な作品を作っており、個人で展示場も持っている。 

・「デイサービスセンターおおさと」がある。 

地域活動の概況 ・サッカーやゆいまーるリーグに参加しているソフトボールなど、スポーツがさかん。区で
出られるスポーツ種目は全て出場するようにしている。応援する人数が多く、区民の交
流に役立っている。 

・青年会と壮年会、ＰＴＡ、老人会が活動している。 

・毎週公民館で行っているミニデイサービスが高齢者の集まる機会となっている。 

・隣の真境名区とは、サッカーやミニデイで交流があり、また親戚関係の者も多い。 

観光動向 ・以前、市商工会が製作した集落散策マップの『大城まーい』にかつての集落跡である
上稲福も掲載してもらったが、大城まーいへの住民の反応は薄かった。 

ＰＲポイント ・５月と６月のウマチーが大きな行事である。昔は１年に４回も集落で綱を引いていた。現
在はヌーバレーの際に壮年会が中心となって綱曳きと旗頭を行っている。 

・「明るく、楽しく、元気よく」を合言葉に、スポーツを中心とした区民の交流が多く、チーム
ワークがよい地域である。 

・古い遺跡があり、『おもろそうし』にも登場することが自慢である。 

やりたいこと ・今後興味のある活動は、福祉、高齢者一人暮らしへの対応、健康づくり、助成金を活
用した事業の実施などである。 

・住民が稲福の歴史をあまり知らないので、歴史を掘り起こしていきたい。 

・空き家や空き屋敷の有効活用に興味がある。 

課題 ・上稲福の拝所は行事の際に拝むが、本集落よりも50mも高台に位置しているため、普
段はあまり訪れず、寂れた雰囲気がある。庁舎整備に伴い、開発の気運も高まると予
想されるため対応が必要である。 

・住民の地域活動が消極的であり、集落の歴史文化について関心がある人も少ない。 

・行政区の字の名前として大城に含まれるため、「稲福」という名称の知名度が低い。 
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地域入り懇談会の記録

◆稲福の将来像 

明るく、楽しく、元気よく、稲福の歴史文化がつなぐムラづくり 

地域資源： ①人   ②稲福遺跡と周辺文化財   ③高台（からの眺望） 

方 向 性： 稲福には、元々の集落であった上稲福の文化遺産や、高台からの眺望といった魅力ある地域資

源が多く存在します。これらの資源は観光に活用できる可能性を秘めていますが、なによりも地

域住民が歴史文化や稲福のアイデンティティを継承していくことが重要です。「明るく、楽しく、元

気よく」を合言葉に、楽しみながら交流をとおして歴史文化を学ぶ取組を進めます。また、現在は

下に集落が集中していますが、庁舎の移動やインフラ整備をきっかけに、上稲福に人が集まるこ

とが期待されます。例えば、「現代版の毛遊び」として、集落全体の交流を図りながら、昔の暮らし

や文化について学ぶ機会を設けることが考えられます。このような機会に、ウォーキングを兼ね

た遺跡観光や各種体験メニューを組み合わせることで、観光交流や地域のPRにつながる取組を

推進します。 

イチ押 し： 上稲福を活用したスポーツアクティビティ 

集落から上稲福までの急勾配な坂道を活用したスポーツアクティビティを実施する。例えば、地

域内外から参加者を募って、「坂道ダッシュイベント」を開催する。イベントの最初に、上稲福の歴

史や現在の集落への移りかわりなどを紹介し、現在の集落とかつての集落をつなぐ坂道を味わう

機会とすることで、稲福の魅力を楽しく知ってもらう。 

 

 

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30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 

・上稲福は高い位置にあり、ハンタモーやスンジャーグワーなど見晴らしのよいスポット
が多い。昼は慶良間諸島や中城湾などが望め、夜は夜景を楽しむことができる。 

・小谷橋の近くに住民が営むパーラーがあり、散策の休憩スポットとして利用できる。 

・大城按司の墓や稲福遺跡などの文化遺産がある。 

・高台だが水が豊富なことも、特徴のひとつである。 

・稲福寺は、由来や雰囲気が魅力的である。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・景色のよさをPRしながら、稲福殿などの文化遺産を紹介することも大事だと考える。 

・資源へ誘導する案内サインなどは、もっとわかりやすい場所にあるとよい。 

・魅力を伝える工夫としては、徒歩（ウォークラリー）、夕涼み会（ＢＢＱ）、天体観測など
が考えられる。 

 



 

52 

地域入り懇談会の記録  

（９）真境名 

①手ぬぐいデザイン 
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地域入り懇談会の記録

②地域概要と将来像 

竹細工の技術が残るのどかな地区 
項目  概要 

地域の概況 ・市域の北西部に位置し、稲福区、西原区、平良区、仲程区に隣接している。字は「大
城」。 

・人口は326人（平成30年１月現在）で世帯数121世帯である。高齢化率は約18.4％。 

・『琉球國高究帳』にある古村で、真境名大主が村建てをしたと伝わる。 

自然資源 ・集落の東側には斜面緑地が広がっている。 

・カタカシラというちょんまげの形をした岩石がある。頭のてっぺんに髪を結う琉球王国時
代の独特の髪型に似ているからといわれる。 

歴史文化資源 ・主な文化資源に真境名御嶽、真境名之殿などの拝所がある。 

・かつては馬勝負で有名な長堂馬場が集落の東方にあった。 

・かつては竹細工の地として知られ、シンタ（鍋の蓋）は多くの人から求められたという。 

・真境名区には現在継承できる伝統芸能がないため、「ふるさと伝統芸能祭り」では現代
的な出し物を演じることが多い。 

産業資源 ・主な産業は、農業（サトウキビ、畜産）である。牛乳で有名な「EM玉城牧場牛乳」が所
在する。 

・堆肥の製造・販売を行う「ソイル」や、有機農法による養鶏や野菜づくりを行う「みやぎ農
園」が立地する。 

・沖縄バスの109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 ・地域の主要団体はPTAである。 

・評議委員会は年６～７回開催している。 

・住民のつながりは強く、草刈りなど共同作業の参加率が高い。 

観光動向 ・現在はほぼ観光目的の来訪者はいないが、新市庁舎が近距離にあることから変化が
予想される。 

ＰＲポイント ・小さいけれど自然豊かで静かな集落である。 

・竹でつくるシンタ（鍋の蓋）は、昔は真境名の特産品で、現在もシンタをつくることができ
る人が地域にいる。 

・真境名樋川は、石灰が混じっていないきれいな水が出る。近くには、石畳道、クムイ
跡、馬をつなぐための石柱が残っている。 

・大正時代につくったアーチ型の石橋が残っている。 

やりたいこと ・シンタづくりの技術や文化を継承していきたい。 

・子どもたちと竹細工を使った食の体験学習をやってみたい。 

・竹細工の材料となる竹があまりないので、なんとか竹を栽培できないかと思う。かつて
は、各家庭の屋敷囲いが竹だったが、今は集落の一部に残る程度である。 

・綱曳きは集落の重要な行事であるので、これからも継承していきたい。 

課題 ・青年が少ないため、活気がない。次男・三男のUターンへの取組に関心がある。 

・シンタが真境名の特産品であったことについて、若い世代に共有されていない。   
 

  



 
54 

地域入り懇談会の記録                                       



  

55 

地域入り懇談会の記録

◆真境名の将来像 

シンタを誇りに次世代へ文化を伝えるムラづくり 

地域資源： ①拝所   ②竹細工（シンタ）    ③綱曳き 

方 向 性： 真境名の裏手の森には多くの拝所があります。公民館裏手には樋川につながる石畳の道があっ

て風情があり、歩くととても気持ちいいところです。公民館には力比べをした力石（イッパー）が残

されていて、今でも力試しをすることができます。集落には昔の暮らしを伺い知る井泉や史跡もあ

るため、公民館を拠点にした集落散策を実施していくことが考えられます。昔さかんだった竹細

工のワークショップを実施することで、地域工芸の復活も期待できます。集落内に学童があること

を活かし、子どもたちを巻き込んだ取組を行うことで地域を盛り上げていきます。 

イチ押 し： 「竹細工体験を使った食の体験学習」の実施 

竹細工の技術や文化を継承することを目的に、区の事業として「竹細工を使った食の体験学習」

を実施する。地域の子どもや親を対象に、集落内で芋掘り体験を実施し、収穫した芋をシンタで

調理したり、竹細工のお皿に料理を盛り付けたりすることで、竹細工の文化について理解を深めて

もらう。 

区民が竹細工にふれる機会を増やすなかで、シンタづくりについても区民を集めた勉強会を開催

したり、シンタづくりの様子を映像等で記録したりすることで、次世代への技術継承をめざす。 

 

 

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30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 

・真境名には、拝所や自然など、魅力がたくさんある。各拝所は、区できちんと管理さ
れ、草刈りが行き届いている。 

・集落や拝所がコンパクトにまとまっており、散策しやすい。 

・地域の生活に欠かせなかった樋川、樋川へと続く石畳、かつて洗濯や馬の水浴びに
使われていたクムイなど、昔の様子が垣間みえる文化遺産がよい状態で残っている。 

・シンタづくりの技術は、他地域にはない真境名の特徴であり、その技術や文化をぜひ
次世代へ継承していってほしい。 

チームの視点（PRの
ための切り口／ター
ゲット／課題など） 

・殿や樋川といった、真境名の代表的な文化遺産をゆっくりまわれるように、まわる場所
をある程度しぼった散策コースを提案したい。 

・真境名のシンタづくりの技術を広めるために、散策と一緒に、シンタづくりの技術を応
用した竹細工体験を実施するのはどうか。 
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過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施

３－１．過年度懇談会実施地域のフォローアップ 

 

（１）目的 

過年度懇談会実施地域のフォローアップとして、平成29年度事業において地域入り懇談会を実施した小谷、

佐敷、知名、安座真、久手堅、久高、垣花、仲村渠、前川の９地域を対象に、過年度事業の報告と今後の観

光交流の受け入れ意志の確認などを行った。 

 

 

（２）実施概要 

フォローアップでは、平成29年度（各論１）で実施した学生コンペにおける提案内容（３つの宝など）や、学生

の感じた視点をもとに作成した手ぬぐいデザインについて報告を行った。また、今年度の地域の取組や観光交

流の受け入れについての考え方、具体的な行動案、観光や地域づくりの悩みなどについてヒアリングした。課

題がわかっている地域には、昨年度の実施計画で整理した提案についても紹介した。 

過年度フォローアップの実施概要 

№ 地域 実施日 概要 
１ 佐敷 2018/11/09（金） ・区長及び役員へ、地域の取組や課題についてヒアリングした。 

２ 小谷 2018/08/31（金） 
・区長及びバーキの里うくく会へ、地域の取組や課題・今後の活動予定につ

いてヒアリングした。 

３ 久手堅 2018/07/20（金） 
・区長及び住民へ、地域の取組や課題・今後の活動予定・久高との連携

可能性についてヒアリングした。 

４ 安座真 2018/07/26（木） ・区長及び住民へ、地域の取組や課題についてヒアリングした。 

５ 知名 2018/09/25（火） ・評議員などへ、地域の取組や課題についてヒアリングした。 

６ 久高 2018/08/28（火） 
・区内の観光に携わる関係者へ、地域の取組や今後の活動予定について

ヒアリングし、市の事業について意見交換した。 

７ 垣花 2018/07/28（土） ・区長及び住民へ、地域の取組及び課題についてヒアリングした。 

８ 仲村渠 2018/09/13（木） 
・評議員及び稲作会メンバーへ、地域の取組や今後の活動予定について

ヒアリングした。 

９ 前川 2018/08/09（木） 
・評議員などへ、地域の取組や活用したい資源、課題などについてヒアリン

グした。 

 

 

（３）実施内容 

各地域のヒアリング内容を、次ページから整理する。 
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過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施  

１）佐敷 

日 時 平成30年11月９日（金）16：00～17：00 場 所 佐敷公民館 

参加者 佐敷区 役員２人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉）、APOLLO BREW（由利） 

 

①地域の取組について 

 今年、市民大学８期生の学生と共に１時程度の地域散策と紙芝居を実施。参加者は20名程度で、そ

のうち区民は７～８名ほど参加した。 

 上がり太陽プランで、２年目となるイルミネーションを受託できた。去年は実行委員のメンバーで

準備を行ったが、今年は実行委員が動きづらく、去年区民の参加者が少なかったので、今年は区民

に呼びかけて11月23日（金）に準備をする予定。 

 昨年度のイルミネーションについて、区内で民宿をしている人から、宿泊者と一緒に見学に来たな

どの感想をもらった。 

 今年のイルミネーションでは、旗頭の旗をイメージしたイルミネーションの展示などバージョンア

ップを図りたいと考えている。また、募金箱を置いて、次年度以降も継続したいと考えている。 

 佐敷区では小谷区のイルミネーションや今年は冨祖崎でもイルミネーションを実施する予定である。

この取組が広がり佐敷一体が光の町になればおもしろいと思う。 

 今年は２年に一度の区民運動会があり、110名ほどの区民が集まった。５色綱曳が区民には人気があ

る。以前はガーエーなども行っていたができなくなっている。 

 老人会は３団体ほどが公民館を利用してカラオケなどを行っている。 

 土帝君あたりは桜通りにできるよう苗木を植えようか検討している。 

 

②課題 

 旗頭や綱曳を復活させたいが、まだまだ実施できる状態ではない。 

 区民に地域の歴史や活動に興味がある人が少なく、人手不足が課題である。今の若い人は仕事に追

われて時間がない。 
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過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施

２）小谷 

日 時 平成30年８月31日（金）20：00～20：40 場 所 小谷構造改善センター 

参加者 小谷区 バーキの里うくく会の勉強会参加者12名 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉） 

 

①地域の取組について 

 小谷まーいの料金は１名～５名まで１グループ5,000円で、20名以上は団体割引として１人500円で

案内している。 

 定期的に拝所などの清掃活動を行っている。 

 とうき家～春壽（はるとし）では、工房のイベントなどで小谷まーいの宣伝を行っている。また、

海外の旅行者を英語版のまーいマップと翻訳アプリを使って案内し、散策の様子を撮影して

FacebookでPRしている。 

 うくく会では勉強会を実施しており、今回で２回目になる。目的は、活動を持続させるために、ガ

イドのノウハウの引き継ぎと小谷の歴史を学ぶことである。会員には勉強会の案内を配布している。 

 昨年までは、小谷まーいのイベントを行っていたが、イベントを実施すると赤字になってしまうの

で、自ら来てくれるお客さんだけを案内することにした。今年は通常のまーいの予約のみを受け付

けている。 

 ４月頃から個人で集落を廻る人向けに、区内の３店舗に小谷まーいのパンフレットを設置し１枚

100円で販売している。 

 最近はアジアユース人材育成・ネットワーク形成事業のメニューとして小谷まーいの依頼があり、

60名ほどの団体を案内した。 

 小学生を対象に教育の一環として小谷まーいを実施したいと、学校の先生と調整を進めている。 

 

②課題 

 小谷まーいのコースにゴミを捨てるようなマナーの悪い観光客の話は聞かない。住民のなかには観

光客が家の前を通ることなどを迷惑と感じている人もいるだろうが、現在のところクレームはない

ので、活動を理解してくれていると考えている。 

 中の井の手すりが朽ちて危険な状態であるため、案内する際に困っている。修理などについて、文

化課に要請しているが保留されたままである。エコミュージアムの取組はよいと思うが、地域のブ

ランドをデザインするなかで、地域資源の整備も考えたほうがよいのではないか。 

 以前、ピザ喫茶ミモザの木の団体客から小谷まーいの予約が入ったが、民謡ショーを鑑賞したいと

いう要望があり、対応できずにキャンセルされてしまったことがある。 

 

③その他 

 他地域の取組が知りたい。どのように活動を継続しているのかも聞いてみたい。 

 昨年度の報告書に９地域の取組内容はまとめている。ただ、小谷区ほど地元が主体となって観

光の取組を行っている地域は少ない。   
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過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施  

３）久手堅 

日 時 平成30年７月20日（金）20：00～21：30 場 所 久手堅公民館 

参加者 久手堅区 住民３人 

事務局 観光商工課（宮城、喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

①地域の取組について 

 久手堅区では、市などの助成を受けて、地域の景観づくりや活性化に向けた取組を進めている。ま

ずは成功体験をつくることで、地域活性化につなげていきたい。 

■コミュニティ計画の策定 

 区では南城市まちづくり推進課の「地域コミュニティ計画策定助成事業」を受け、地域の活性化に

向けた取組を実施している。提供資料はその内容を整理したものだが、１年かけて区民との合意形

成を図りたいと考えている。 

 コミュニティ計画では、新しいコミュニティセンターを建設し雇用を生む、現在の公民館の活用、

家業の構築、を３つの柱としている。具体的には、現在の公民館を工場にして、区内の資源の活用

（生産）から加工、商品を生み出し販売するまでの一連の流れを区で行うことで、雇用や新たな仕

事（家業）が創出できるのではないかと構想している。 

■３つの助成事業プロジェクト （花王・みんなの森づくり 久手堅散策路整備事業） 

 花王株式会社と公益財団法人都市緑化機構による「花王・みんなの森づくり活動助成」を受けて、

當間ぬ比屋を中心に集落内の小道などの、樹木保全、ビオトープづくり、里山づくり、資源循環を

実施する。３年間の事業である。 

 実施主体として、「昇い太陽クディキンの会」を組織した。この組織は、収益を生み出せるように法

人化を検討している。収益を生むことをめざすので、区民全員が参加する方式ではなく希望者によ

る加入制にして、活動の手当も出せるようにしたい。 

 「樹木の保全」として、散策路を楽しめるように桜の木を80本植える予定である。40本はすでに植

えた。花を楽しむだけではなく、咲いても散っても楽しめることをめざして、散った桜の花びらや

さくらんぼを美容商品などへ展開できるとおもしろいと考えている。 

 「ビオトープ」として、緑の館・セーファから区内にかけて、景観や蝶などの小動物が生息する環

境づくりをしていきたい。植物空間演出家の多田弘さんとも連携し、ひとつのコンセプトを面的に

行いたいと考えている。 

 「里山づくり」として、當間殿からナーワンダー周辺までの里道の整備を行う。このあたりはホタ

ルがみえるので、足元を照らす灯りをつくりたいと考えている。 

■南城市上がり太陽プラン事業 

 「久手堅区」と「なかよし児童クラブ」、「ナチュラル＆ヘルスビューティー」の３社で受託した。 

 月桃などの地域資源を活用した特産品開発と体験学習を実施するもので、今年のヌーバレーで試作

品を販売したいと計画している。 

■南城市 交流人口拡大助成事業 

 ヌーバレー体験に向けて、参加者の拡大を行う予定である。 

■その他 

 ヌーバレーだけではなく、区民が集まる機会を増やすために、昨年度からヌチグスイまつりを開催

している。今年は12月８日に行う予定である。 

 区の強みは子どもが多いことなので、通りにベニヤ板などを設置して、子どもたちが自由に落描き

できるようにする取組にも興味がある。 
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過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施

 コマカ島を現在は市の土地で、ユインチホテル南城が管理と活用を行っているが、昔のように区の

土地に戻してもらって区が活用してはどうか。 

 区民は気づいていないかもしれないが、久高島とコマカ島の間から昇る月や満天の星空など、大変

美しく、区の魅力のひとつである。 

 区だけの小動物の保護条例の取組を行い、自然遺産を守りたいと考えている。 

 区ではないが、「命をツナグ減災体験学習」（上がり太陽プラン事業で採択）を、久手堅区を会場と

して行う予定である。 

 

②課題について 

 区の取組は、まだ、住民には浸透していない。高齢者が多く、区の活性化を諦めてしまっている様

子がある。まずは成功するということをみせることが重要だと思う。また、高齢になると知らない

人への恐怖心がでてしまうので、新しく移住してきて区でなにかを始めたいという人や観光客に対

して、区民が気軽に「どこから来たの？」と話しかける雰囲気が足りない。 

 雇用創出と共に、住む場所の確保も必要だと思う。空き家などが活用できないか。［市］ 

 現在、アパートは３部屋ほど空いている。また、空き家は数件あるが、管理者に貸す意志がな

いようだ。今後、字がコミュニティビジネスとして管理してもよいかもしれない。 

 空き家の活用については、民泊への活用もおもしろいと思う。民泊対応しているホストが少な

いとそのホストに負担がかかってしまうが、複数の受け入れ民家があれば分散できる。訪れる

ほうも、違う家族と触れ合えれば様々な体験ができてよいと思う。 

 区の資源活用として、月桃に注目している。商品開発にあたっては成分分析などが必要だが、この

費用が高いことが課題である。予算補助や、人材の派遣、市内で共有できる分析センターのような

ものがあると助かる。 

 

③その他（久高との連携について） 

 斎場御嶽と久高区のネットワークをしっかり構築したい。久高サテライトと久手堅サテライトをど

うつないでいくか、エコミュージアムでなにができるかを考えている。［市］ 

 ウマチーでは久高区との関わりがあるため、そこを絡めた連携などはすぐに実施できると思う。 

 沖縄では、ウイミ（折り目）にごちそうを食べる風習があった。こういう昔の習わしを、久高

区とインターネットでつないで中継してみるのもおもしろいと思う。 

 ８月の区長会後には、知念地区の区長たちと一緒に久高区へ行く予定がある。このような交流もあ

り、連携は十分可能ではないか。 

 久手堅区にも田中さんのように頑張っている若者がいて、久高区にも頑張っている若者がいる。

こういうキーパーソンをつなげられるとよい。［市］  
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４）安座真 

日 時 平成30年７月26日（木）19：00～20：30 場 所 安座真ムラヤー 

参加者 安座真区 住民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

①地域の取組について 

 地域の文化財について知ってもらいたいという気持ちはあるが、これらを利用してお金が落ちる仕

組みをつくろうと考えている人は、現在はいないだろう。ただし、サキシマスオウノキや神アシャ

ギなどは、手を加えれば収入につながる可能性がある。しかし、サシキマスオウノキは個人が管理

しているため、多くの観光客に来訪されても困る。 

 安座真区では、ビーチや港がある海側のエリアに観光客が多く訪れており、観光交流を考えた

ときには、本集落側に来訪者を呼び込むというよりも、海側のエリアを活用してうまく区が収

入を得る仕組みがよいのではないか。［市］ 

 女性会は、現在、ヌーバレーの舞台に向けて週３回、集まって練習している。その他の活動として、

区内の美化活動（花壇）など。観光に関する活動はしていないが、区で取り組む場合は動ける人が

いると思う。 

 若者には、ガイドまではいかなくとも、地域の歴史文化について知り、案内できるようになっても

らいたい。まずは地域の文化財を知ることで、活用を考えるようになる。とにかく未来のある若者

に活動してもらいたい。 

■ヌーバレー行事について 

 ヌーバレーは祝い事であり、見学に訪れる観光客とは楽しく交流している。観光客によっては、地

域の人もあまり見学にこない舞台終了後の拝みまで見学する人もいる。 

 ヌーバレーは時間が長いので、ずっと安座真区のヌーバレーだけを見学するのではなく、同じ日に

開催している久手堅区や知名区も見学して廻ることがオススメである。 

 日常的に集落をガイドすることは厳しいと思うが、ヌーバレー行事をわざわざ見学にくる観覧

客は地域の関心も高く、区に対しても理解を示す人だと想定される。そのため、この日だけ限

定したガイドを実施し、地域のことを伝える取組を行うのもよいのではないか。［市］ 

 現在は室内に舞台があるため、昔のように外で舞台を設けていたときよりも、外部の人が見学しづ

らくなったように思う。 

 今年の舞台では、数十年ぶりに「忠臣護佐丸」のダイジェスト版を披露する。多くの来場者に観覧

してもらえるように、プログラムの２番目に演じる予定である。 

 区の「忠臣護佐丸」は首里の人から教わった演目であるが、同じ人から教わったとされる別地域と

は型などに違いがある。こうした話を他地域同士で意見交換できたらおもしろい。 

 ヌーバレーがある地域同士で「ヌーバレーサミット」を開催してもおもしろいかもしれない。 

 昔は、天川の面を新聞紙でつくっていた。面の表情などを記憶している人がいる間に、面づくりな

どに取り組みたい。 

■共同売店について 

 区内で共同売店を始めようとしている住民がいる。その人は地域行事へ積極的で活発である。 

 建設予定の土地が狭くスペースが足りるのか心配である。しかし、共同売店が地域活動や情報

発信の拠点となれば、地域の様子もよくなると思う。 

 

②課題について 

 久高区を訪れる観光客のレンタカーが、安座真港に駐車できずに路上駐車することが多い。ビーチ
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側にある空き地まで駐車スペースを広げてはどうだろうか。 

 あざまサンサンビーチの駐車場は、有料のためか半分以上空いていることが多い。市は、ビーチの

駐車料金徴収を改める考えはないのか。また、空いているスペースをうまく活用することはできな

いのか。 

 検討はしているが、指定管理者である観光協会との調整になるだろう。有効活用については、

市と観光協会だけではなく、区が加わって、収入を得る仕組みができればよい。［市］ 

 現在の青年会は活気がないように感じる。 

 昨年度、尚巴志塾事業で地域を案内してくれた屋比久末雄さんたちの話は、区の昔の生活がよくわ

かり、ぜひ住民にも話を聞いてほしいと感じた。住民同士で話を聞く機会を設けてはどうか。［国建］ 

 青年会やそのOBなどを集めて、地域の勉強はしてみたいと思う。その際は、尚巴志塾で作成

したものなど、なにか資料があるとよい。 

 地域住民でも、区の役員になって初めて地域の文化財の意味等を知ることがあるため、そのよ

うな機会は重要だ。 

 外部へ区を宣伝するとしても、観光客のほうから地域に寄ってもらわないと案内できない。 

 観光客へのPRとして、がんじゅう駅・南城で地域行事などを宣伝するのもよいのではないか。

斎場御嶽に関心がある人なら、地域の歴史文化にも興味があると思う。 

 情報発信は大事であり、南城市でも地域のお知らせは情報発信してくれているようだが、情報

は知ってもらいたい側から発信するほうがよいと思う。 

 区内に空き家はあるが、トートーメーがあるところは借りづらい。トートーメーを移動させた後に、

人に貸している事例はある。 

 

③その他 

 本事業は社協の南城市生活支援体制整備事業「第２層協議体（地域ケア会議）」と内容が似ているよ

うに感じる。 

 事業の担当者へ確認をとって、連携したいと思う。［市］ 
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５）知名 

日 時 平成30年９月25日（火）19：00～21：00 場 所 知名むらやー 

参加者 知名区 評議員などの住民10人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉） 

 

①地域の取組について 

■知名のヌーバレー行事に関する取組 

 知名区は、ヌーバレー行事を基本として、体験など様々なことへ展開できる可能性がある。 

 ヌーバレー行事は若者が減少し、昔のように青年会中心で実施できない状況であるが、出身者など

含めて250名ほどが参加してくれている。 

 練習は１ヵ月ほどで本番を迎えている人も多いが、女性会は３ヵ月前から練習している。 

 区外から嫁いできて行事参加するようになって、昨年、国立劇場に出演できたことはよかった。 

 アマミキヨ浪漫の会のガイドが案内してきた観光客用に、10名程度の席を設けて観覧してもらった

ことがある。行事の際に観光客用のスペースを一角に設けることはできると思う。 

 昨年、あしびなーを文化遺産巡りコンサート事業の舞台として貸した。上演前に組踊の鑑賞のポイ

ントや解説を聞けたことがよかった。 

 昔は男性だけが舞台に出演していた。理由は、盆は忙しい女性たちに舞台を観覧してもらうためだ

ったと聞いたことがある。 

 子どもが行事に参加できるように、本来は演目になかったエイサーを取り入れた。そのことで、子

どもの頃から参加意識ができて、他の演目の魅力に触れる機会にもなり、伝統継承につながってい

ると感じている。若者は他地域より横のつながりがあると思う。 

 元々、踊りや芝居ができる人は他の演目に抜擢され、胡蝶の舞は重要視されていなかった演目であ

る。胡蝶の舞を踊った経験がない区民も多く、一度は途絶えたこともある。また、復活させた当初

は足の動きが違うなど強い指摘を受けていた。 

 昔は、ヌーバレー行事が娯楽のひとつであったが、今は娯楽として参加している人は少ない。一度

だけ、行事が下火になり実施しなかったこともある。メディアが取り上げてくれたことで、現在は

若者の関心が少し高まり、少子高齢化のなかでも実施できている。 

 15時から始まる道ジュネーの参加者は１割程度しかいないことから、自主的に参加しようとす

る人は少ないと感じている。 

 行事のためだけに屋台を出店しても、地元の人は飲料物を持ち込むので買わない。それ以外の観覧

者数だけでは儲けにならないだろう。 

■その他の取組 

 民泊は３～４箇所ほどが実施している。むらやーでは宿泊者を受け入れたことはない。 

 区長を経験しないと拝み行事について知る機会がない。そのため、区の拝み行事などの資料が必要

だと考えている。 

 地域の子どもたちと夏休みに拝所を巡るなどの取組も大切だと考えている。体制が整うことを待っ

ているとなにもできないので、区民の各々ができるときに取り組めるとよい。 

 区側に背中を向けて海側をみると、正面に久高区、右手に久手堅区（斎場御嶽）、左手にテダ御川、

後ろに知名御川が位置した地理的にも魅力的な場所で活用の可能性があると思う。 

 浜比嘉島と伊計島でガイド体験をしたことがあって、地元で育った人の話はおもしろかった。知名

区の人であればガイドも行えると思う。 
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②課題について 

 ヌーバレーがあることで地域のつながりは強い。区外在住の出身者でも出演依頼すれば、大抵引き

受けてくれる。このつながりをどう維持するかが今後の課題である。 

 行事が続いているのは、地方がしっかりしているからである。地方の担い手を育てないと踊り手な

どにも影響がでる。 

 観光客向けの体験メニューを提供するには、実施者の問題がある。 

 高齢化率は31％とあるが、実際に住んでいる区民だけで考えると50％をこえていると思う。 

 老人会は元気があり102名ほど会員がいる。しかし、県、南部、南城市、旧地区、区などの各老人会

の会合や行事に追われて、それ以上のことを引き受けられる状況ではない。60代以上から加入でき

るが、70代より下の世代の活動参加率は低いことや、役員の担い手不足も課題である。行事を減ら

せば地域活動が行えるかもしれない。 

 

③その他 

 手ぬぐいデザインについて、区のシンボルである公民館前のガジュマルの木や、漁港側にある特徴

的な岩などが足りない。 

 手ぬぐいを制作したい場合は、区の負担になるのか。 

 市の事業では販売をすることができない。［市］ 

 区は収入に困っていない。 

 取組が成功している他地域の理由が知りたい。 

 観光として結果がでている地域はまだないが、小谷区は小谷まーいやシーサーづくり体験など

を実施している。当初は参加者から料金を徴収することへの抵抗などの課題があった。地域内

で陶器工房を営む区民と連携した活動をとおして、現在は料金を徴収して案内している。［市］ 

 本事業は、取組は地域が思い思いに始めてよいのか、それとも市と一緒に始めるものなのか。 

 思い思いに始めてよい。プロモーションなどは市でフォローできる。［市］ 

 区の特産物は、エビ（養殖）、オクラ、インゲン、ゴーヤーなどで、無農薬栽培や水耕栽培などして

いる区民もいる。畜産は２ヵ所あってヤギや豚などがいる。 

 テダ御川の拝みは正月の年に１回で、区にとっては大切な拝所というわけでもなく、外部の人が拝

む場所という印象である。ムラで拝む場所は６ヵ所ある。 

 区には天人の言い伝えはある。 
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６）久高 

日 時 平成30年８月28日（火）15：30～16：30 場 所 久高島離島総合センター 

参加者 久高区 観光関係者５人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉）、APOLLO BREW（由利） 

 

①地域の取組について 

 島建て協議会を中心に、久高島総合計画実施計画書で取りまとめた活動を進めている。そのなかで

も久高島コンシェルジュ機能設置制作事業と久高島観光交流受入環境整備事業は進行中である。 

 島の若者が発言しやすい体制づくりに取り組んでおり、島建て協議会には若者も参加している。 

 若者が島に戻ってきやすいように、市営住宅建設を要望するための署名活動を行っている。 

 新しい観光体験に使いたいと考えてサバニを購入した。これから、サバニの前で記念撮影をしても

らうなどの活用方法を考えたい。 

 久高島子供憲章についても話し合いが行われている。 

 島建て協議会以外にも、協力してくれそうな島民もいる。体制は整いつつある。 

 「小やどSAWA」には１泊から連泊する人までいる。宿泊者のなかでも島を大切に思う人と一緒に、

島や自然に感謝する気持ちを高めてもらう環境浄化活動などを行っている。 

■久高島コンシェルジュ機能設置制作事業 

 本事業では、島の総合案内窓口となる小屋を設置した段階である。コンシェルジュは西銘喜久氏を

中心に取り組んでいる。拠点（小屋）では、島のおばぁに窓口の対応をお願いしている。 

 窓口では、観光客全員に同じ案内をするのではなく、島を深く知りたいなど必要な人だけに島の情

報を配布するなどの対応をしたいと考えている。現在、年中行事の資料などを整理している。 

 目的がない一見の観光客が、通過するように観光して帰ってしまうのはもったいないように思う。

この島には、人がいて神がいて自然があるという３つを感じてもらうのがよいと思う。島民が伝え

たいことも同じだと思うが伝え方が大切だと思う。ただ、小屋のおばぁは毎回同じことを聞かれる

と飽きてしまうかもしれない。待機中にお守りなど作って窓口で販売してはどうか。［アポロ］ 

 客をどう選ぶかをブランディングしてもよいかもしれない。一見客にはあえて準備不足を実感

してもらってもよい。総合案内窓口をフィルターの役割として、予約しないとガイドや体験が

できないことを知ってもらうのもよいのではないか。［市］ 

 アマミキヨ浪漫の会のガイドは基本的に予約制で、受け入れ可能であれば対応している。窓口でガ

イドの案内をする前に、対応方法や料金設定、コースの検討をしたい。 

 アマミキヨ浪漫の会のガイド資料をもらえれば、案内を希望した観光客がいた際に他の島民に案内

を任せることも考えられる。案内する内容は統一されているのか。 

 基本の内容は統一しているが、人によって自分の体験や知識を追加して説明しているのが現状

だ。車両に限りがあるので、窓口の場所からガイドをする場合は、歩いて廻れるコースを検討

したほうがよいと考えている。 

 アマミキヨ浪漫の会は、研修を受けてガイドを実施している。そのため、ガイドが足りない場

合の対応は、資料をもらうだけではなく、ガイドの人たちに案内の仕方をレクチャーしてもら

うなど、窓口の対応について相談したうえで、検討してはどうか。［国建］ 

 

■久高島観光交流受入環境整備事業 

 本事業では体験交流コンテンツの開発としてグランピングに取り組んでいる。 

 NPO法人久高島振興会としては、グランピングの取組と連携を図りたい。島のキャンプ場で

は、ゴミの放置や予約をせずに無断で利用するなどの問題があり、規制したほうがよいのか検
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討中である。規制する方法としては、鍵の保管方法やキャンプ利用の料金の見直しが考えられ

るが、グランピングの評価によっては、一般のキャンプではなくグランピングのみを受け入れ

するなどがよいのかもしれない。 

 

②課題について 

 集落内を自転車でスピードを出して走行するマナーの悪い観光客がまだいる。 

 待合室などでは、分別もせずに捨てられているゴミがある。また、島からはゴミを持ち帰ってくれ

るが安座真港で捨てる人もいるらしい。 

 民宿体験などでゴミ拾いをしてもらうのはどうか。 

 「小やどSAWA」で実施したことはあったが、ゴミを拾った後の体制などが整っておらず、継

続できなかった。 

 島の環境保全も兼ねて入島料か入島税を設けようと議論しているが、意見がまとまらずに話が進ま

ない。 

 

③その他 

 ８月の区長会後に、知念地区の区長たちが島へ宿泊研修に来たため、交流・意見交換した。 

 仲村渠区とは、ミントンや久高カーなどのつながりがあることから、仲村渠区の区長から問い合わ

せや相談があった。 

 島と安座真港を結ぶ新しいフェリー「フェリーくだかⅢ」が今年の８月から就航している。 
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７）垣花 

日 時 平成30年７月28日（土）19：00～20：30 場 所 垣花公民館 

参加者 垣花区 住民８人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉） 

 

①地域の取組について 

 観光への取組よりも、まずは地元をどう盛り上げるかを第一に考えたい。 

 数年前から修学旅行の民泊の受け入れを行っている。修学旅行に訪れる子どもたちは垣花樋川を案

内すると、景色や田んぼにいる生き物に感動して喜んでくれるので、受け入れ側としても楽しく活

動している。子どもたちが樋川の水を飲むので、定期的に掃除する必要がある。 

 ミニデイサービスの参加者は、女性は20名ほどいるが、男性は１名と少ない。 

 垣花区のアミシは旧暦で実施している。しかし、旧暦の行事日が平日にあたる年は参加者が少ない。

できれば、アミシ御願と綱曳きを切り離して考えて、綱曳きだけは参加しやすい日付にずらしたい。 

 新規就農支援の取組のおかげで、若い男性の就農者が増えてきている。 

■住民同士の交流 

 以前、ペルー料理が得意な移住者と一緒に、垣花農村公園でペルー料理を振る舞うイベントを実施

した。イベントはとても楽しく、移住者たちを中心に地域内で交流ができたことや、ペルー料理を

作った当事者も喜んでくれたことがよかった。 

 住民同士で挨拶することも少なく、絆が薄れているように感じている。ペルー料理のような取

組を増やし、一年に何回か顔をあわせる機会を増やせるとよい。 

 地域交流の助成事業について、区の別の取組で応募しようと考えていたが、ペルー料理のイベ

ントのような区民同士で交流する企画で応募してもよいかもしれない。 

 地域の資源や人を中心にした交流ができるとよい。ペルー料理のイベントを企画した人と第２

弾について相談してみる。助成などしてもらえるなら、イベントで区民から徴収する金額の負

担も減らせるのでありがたい。 

 第２弾では、十五夜に住民同士で音楽の演奏会をするのもおもしろいかもしれない。 

 なにか、ひとつの取組に集中して住民全員でできることがあるとよい。［市］ 

 移住者の立場からみて、移住者同士が交流する機会が少ないし、地域にも入りづらいのではないか

と思う。移住者たちの憩いの場があるとよいと思う。 

 昔から住んでいる人のなかには、移住者や子どもたちと顔見知りになる機会がない人もいるので、

住民同士で交流する機会があるとよい。 

 

②課題について 

 垣花樋川に訪れる人のなかには、ゴミのポイ捨てや田んぼに勝手に入るなどマナーの悪い人がいる

ため、観光客が訪れることに対してメリットを感じていない。ただ、樋川が、訪れる人の憩いの場

になっていることも理解しているので、来ることが問題ではなく、マナーに気をつけてもらいたい

と思っている。 

 本部町の「備瀬のワルミ」では、ゴミのポイ捨てや車両の路上駐車によるマナー違反などから、

無期限で閉鎖したことがある。このように、観光客に対して意志表示をする考え方もある。例

えば、樋川の２ヵ所ある入り口の片方を閉めて、行きづらくすれば、それでも来たいという人

だけしか来なくなるかもしれない。［市］ 

 垣花樋川付近にはトイレがなく、個人で貸している家もある。また、学童などには公民館を子ども

たちの着替え場所として貸し出すこともある。 
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 垣花樋川周辺で、市が駐車場を整備する計画があったと思うが、そのなかでトイレの設置がで

きないか。 

 垣花樋川付近の駐車場の整備計画はあったが、地すべりの危険性などの問題で白紙となった。

垣花地域として観光受入に積極的に取り組むのであれば、なにかの事業を活用することができ

るかもしれないが、まだそのタイミングではないのではないか。［市］ 

 集落のなかで、垣花樋川側は移住者も多く、子どもも増えている。私はその反対側のエリアに住ん

でいるが、子どもは少なく高齢化も進んでいる。日常的に観光客と接する機会が少ないため、観光

への取組といわれてもピンとこない。 

 区には１班～３班まであり、昔は班対抗の運動会や班ごとの川の清掃に取り組んでいた。現在は、

２班と３班が高齢化しているため、班別で分けるのは難しい状況である。そのため、班関係なく集

落全体で盛り上がれるとよい。 

 敬老会の準備や余興は、ほとんど婦人会が行っている。青年たちは行事終わりの反省会から参加す

るので、彼らにも役割を与えたほうがよい。また、男性たちにも役割がないと敬老会から足が遠の

くのではないか。 

 夫が行事に参加せず家にいる場合、行事に参加している妻としては、家事の心配もでてくる。 

 若い人同士はよく飲み会を開き仲がよい様子だが、彼らが地域で活躍できる場がないのではな

いかと感じている。 

 私たち夫婦は区外から移住してきたが、私は婦人会活動などで地域と関われているが、旦那は

参加するきっかけがない。 

 子ども会は24名いるが、実際に行事に参加する人は半分程度である。集落外から引っ越してき

た人の参加率が低い。 

 昔は子ども会が活発で盆踊りや色んな行事を行ったが、現在は少ない。 

 婦人会員は以前よりは減ってきている。また、住民が減っていることや地域行事や全体の集まりも

少なくなっていることが課題と感じている。 
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８）仲村渠 

日 時 平成30年９月13日（木）19：00～21：00 場 所 仲村渠児童館 

参加者 仲村渠区 評議員や稲作会などの住民13人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉） 

 

①地域の取組について 

■稲作に関する取組 

 ６月に「稲作会」の初収穫を行った。150坪の田から90kgあまりの赤米が収穫でき、アミシ綱曳行

事などで販売して、30kgほど売れた。３合当たり1,000円で販売しており、現在、販売ルートを開拓

しようと雇用創造協議会に相談している。 

 稲作会は、綱曳文化を継承するために、若者を中心に区内で稲作を行い、自前のワラでの綱づくり

をめざしているが、綱曳のワラは金武などの区外から購入している。今回は綱の材料の約５分の１

を自前のワラでまかなうことができた。 

 アミシ御願では収穫した赤米でウンサクをつくった。 

 児童館前の壁画は集落全体に対して、稲作文化をPRするために描いた。 

 ９月17日（月）に区民の新里氏が代表を務める「特定非営利活動法人琉球ニライ大学ネットワーク」

が企画した「ぶくぶく茶の体験授業」を仲村渠樋川で開催する。田中千恵子先生を講師に招き、仲

村渠区の水と米を使用した体験を行う。その参加者に対して、赤米を販売する。 

 ９月23日（日）には「稲作発祥の地、玉城仲村渠で田植え体験！」と題し、区民や区外の体験希望

者と一緒に二期作目となる田植えを行う。 

 ワラを使ってアクセサリーなどを制作したいと考えており、百名区のアクセサリー制作者と稲作会

の数名で意見交換した。また、区内には地域内にあるフトイという植物や貝殻を使ってストラップ

づくりをしている区民もいる。 

 ９月29日（土）には今年で７回目となる観月会を実施する。観月会は住民同士の交流や新しい住民

が地域に挨拶するきっかけの場となっており、今回は赤米を区民に振る舞う予定である。また、区

外でも稲作会関係でお世話になっている人や、アクセサリーづくりをしている人も招待する。 

■その他の取組 

 60才以上の割合が45％をこえて、小学生は４名となり、少子高齢化が大きな課題である。若い世代

の定住を図るために空き家の持ち主へ空き家活用を依頼し、空き地を区画整理して広げている。現

段階で２軒ほど引っ越してきてくれた。 

 区で発行した「ミントン 仲村渠祭祀資料 №1」冊子には、拝所を拝む理由について記載していな

い。そのため、年長者から区の祭祀について聞き取りを行っている。 

 今年は青年層が中心となって、アミシ綱曳行事のポロシャツを制作した。そのデザインとして、仲

村渠綱曳の歌詞の一部を引用している。 

 八重瀬町具志頭の人から、区のアミシ綱曳で鳴らしているチンクは特徴的ですばらしく、習いたい

との相談があった。 

 

②課題について 

 区には公民館や大きな倉庫がなく、綱は行事の際に一時的に児童館に保管している状況がある。ま

た、稲作会の用具は空き家を借りて保管しているが、ドアがないため吹きさらしのままになってい

る。今後は、稲作会の機械などを増やす予定もあるので、保管場所となる倉庫や公民館が設置でき

ればと考えている。 
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 ワラを保管する場所がなく困っている。一期目のワラは、綱曳行事直前に収穫できるが、二期目の

ワラを保管する場所の確保が急務である。 

 女性の地域行事や活動への参加が少ないため、ワラを使ったアクセサリーづくりに呼びかけを行い、

女性の和を広げたい。 

 なんじょう市民大学生が企画した「カーオブザイヤー」という取組で、仲村渠樋川へ見学に訪れて

いた。その参加者からは樋川はきれいだが周辺は草が生い茂っているという意見があった。 

 樋川周辺の改善を図りながら、昔の仲村渠の風景を復活させたいと思っている。例えば、ヒラバル

グヮーで田芋をつくり、樋川のクムイグヮーを復元し、その沼地にはゲンゴロウやヤゴがいるとい

うような取組をしたいと考えている。 

 樋川のすぐ下に使用されていない遊休地が1,000坪ほどある。畑まで耕耘機が通れるように道を整備

して、区が管理する市民農園ができないかと考えている。実現のためには、この土地の地権者約40

名の同意書が必要である。同意が得られれば、上がり太陽プランなどの助成金を活用して実現でき

ればと考えている。 

 

③その他 

 百名区とは行事の関係性は深いが、区としての交流はない。 

 久高区の外間ヌルは、百名本部の子孫（百名シラタル）で、現在も毎年旧暦の正月、３月、６月に

百名区の本部、ミントン（玉城ヌル殿内）の参拝に訪れる。参拝ではミントンへの供え物として、

魚やミランバイなどをもらい、ミントンからの手土産として豆腐や田芋などを持たせる習わしがあ

る。こうした歴史を探るため、久高区の人が知る区との関係などについて話を聞きたい。 

 尚巴志塾で作成した区のマップは、地域サポーターが修正している最中だと聞いている。 
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９）前川 

日 時 平成30年８月９日（木）19：30～20：10 場 所 前川むらやー 

参加者 前川区 住民15人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

①地域の取組について 

 前川むらやーの活用については、今年度はすでに空手の合宿などの受け入れを行っており、大学の

合宿も受け入れ可能性がある。 

 ガンガラーの谷では、毎週といっていいほどコンサートなどのイベントを行っている。現在は

イベントにきたお客さんはそのまま帰ってしまうが、この人たちに前川むらやーなどに宿泊し

てもらって、翌日前川地域で体験観光などを行ってもらう取組は可能性があるかもしれない。 

 教育民泊の受け入れでは、沖縄ワールドなどには連れて行くが、前川区の説明をしたことがない。

区には農家が多いので、野菜づくりや畑仕事体験などは観光客には受けがよいのではないか。 

 伝統芸能保存会が、お宮（知念之殿）を活用した伝統芸能の掘り起こしを行う予定と聞いている。 

 盆踊りでは、愛地区・船越区・堀川区などの青年会と交流がある。テレビCMに出演するなどの露出

があれば、地域行事にも観光客も来るかもしれない。 

 テレビにでると、観光客が来すぎてしまう可能性がある。地域がコントロールできる範囲で情

報発信を行ったほうがよい。［市］ 

■前川樋川と民間防空壕の活用 

 前川樋川と民間防空壕は、５月に市の指定文化財となった。これを活用した観光交流はできるかも

しれない。区に戦争当時の話やガイドができる人が数人いるので、この人たちと連携していきたい。 

 前川樋川と民間防空壕の活用について、指定文化財となったこともあり、利活用検討委員会などを

組織して検討する必要があると感じている。 

 50歳代の区民でも、民間防空壕について知らず、行ったことがない人も多い。区民が知らないのに、

観光として区外へ情報発信するのもどうかと思うので、まずは区民が知る機会があるとよい。 

 子ども会の取組で、民間防空壕を案内する機会を設けたことがあるが、企画から実施まで時間

がなかったこともあり、あまり人は集まらなかった。 

 子どもだけでなく、大人にも伝える機会があるとよい。 

 市から指定された旨の文書をもらい次第、区内外に向けてアピールイベントを行いたいと考えてい

る。このPRイベントで、民間防空壕について知る機会をつくれるとよい。 

 

②課題について 

 女性会はあるが、あまり活動できていない。とにかく人手が足りず、動ける人が負担を感じながら

活動している状況だ。女性会として取り組みたいことはあるが、忙しくて企画できていない。 

 区で「前川まーい」のマップをもっと活用してはどうか。そのためにはガイドの育成が必要である。 

 伝統芸能の継承について、後継者の育成が必要だと感じている。文化の継承では、青年層だけにプ

レッシャーを与えるのではなく、小学生など子どもの頃から、アヤグなど伝統芸能に触れる機会を

つくることが必要ではないか。小学校１～２年生くらいまでなら部活動もないだろうし、可能かも

しれない。 

 伝統芸能の舞台出演などで県外に派遣されれば、子どもたちのやる気や自信につながるのでは

ないか。３～４年生まで頑張れば認められるという励みにもなる。 

 昔は坂道もすべて石畳道だったといい、石畳の修復や復元も課題である。 
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３－２．モデル事業の実施・検証 

 

３－２－１．モデル事業の実施概要 

（１）目的 

サテライト候補地同士の連携強化や、成功体験の共有などを目的として、過年度懇談会実施地域のフォロ

ーアップとして意見交換を行った地域のなかから、取組可能な地区を選定し、モデル事業を実施した。また、

効果等について、参加者からの意見をもとに検証を行った。 

 

 

（２）対象地域 

今回のモデル事業においては、過年度懇談会対象地域のフォローアップで把握した地域の状況をふまえて

対象地域を選定した。フォローアップのなかでは、小谷、仲村渠、久高、久手堅の４地区において、観光交流

受け入れについて地域内の体制が整いつつあるように見受けられた。このうち小谷は地域のペースで取組を

進めたい意向であった。仲村渠、久手堅、久高の３地区は取組が回り始めた状況であり、モデル事業を実施し

て活動を支援していくことをめざし、この３地区を対象とした。 

モデル事業対象地域 

地域 状況 

久手堅 
地域の景観づくりや特産品開発など、地域活性化の取組を、区長を中心として実施している。 

区長を中心にコミュニティビジネスに取り組んでおり、積極的。 

久高 
現在取り組んでいるグランピング事業やコンシェルジュ事業を成功させたい。 

複数の観光関連事業を実施しており、そのための組織も立ち上げた。 

仲村渠 
稲作を復活させ収穫した赤米を販売中／稲ワラを活用したアクセサリーづくりを検討している。
稲作会を中心に事業が回り始めており、キーパーソンは積極的 

 

 

（３）モデル事業のテーマ・方向性 

本モデル事業は、対象３地区の特徴や、南城型エコミュージアム全体のストーリー、今後の発展性などをふ

まえて、「食と祭祀（穀物に関する神話や祭祀）」をテーマとした。食は、「いのち」の根本であり、食を得るため

の術であった農業や漁業に付随した祭祀等が、今日でも地域行事として受け継がれている。このテーマは、聖

地としての南城市のストーリーにも合致するほか、観光交流においても普遍的なテーマとなり得ると考えられる。 

そこで、対象３地区の食と祭祀をプロの料理人（食の達人）に紹介し、地元の食材を調理してもらうことで、地

域資源の付加価値の創出を模索する。また、観光関係者や地域の人々がともに地域を巡り、食事を味わう過

程をとおして、サテライト同士のつながりを深める。 
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モデル事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆モデル事業の実施 
・食の達人と共に地域の食材（とその背景）を確認 
・食材を調理してもらい、付加価値の創出を図る 

久手堅 
所要時間：２時間程度 

場所：集落内（當間殿、ソージ殿など） 

紹介者：昇い太陽クディキンの会など 

仲村渠 
所要時間：２時間程度 

場所：公民館前、ミントン、樋川、田など 

紹介者：区長、稲作会 

久高 
所要時間：３時間程度 

場所：外間御殿、久高御殿、イシキ浜など 

紹介者：区長、NPO 久高島振興会など 

取材関係者 
情報発信や PR 方法、みせ方へのアド

バイス。 

 
観光関係者 
観光メニューとしてはどうか、観光に活

かせそうな取組や素材か。 

 
食関係者 
地域の食材で活用できそうなものはあ

るか、工夫できる点があるか。 

 

学識者 
サテライトの展開や、南城型エコミュー

ジアムとしての評価・アドバイス。 

イーストホームタウン沖縄（株） 
南城市をふるさとのように感じてもらう、暮らしに

寄り添った体験プログラムで等の商品を展開。 

地域の現在の取組 地域外の協力者 

案内 

外部の視点 

久手堅 
現区長を中心に、ウンサクや月桃を活かした商品の

開発や、集落内の散策路の整備・美化等を実施し

ている。 

仲村渠 
稲作会（地域の有志）が中心となって稲作を復活さ

せ、収穫した赤米を販売している。植え付け体験等

も実施中。 

久高 
NPO 法人を中心に、宿泊施設の運営や、イラブー

や塩といった特産品の販売等を行っている。最近、

観光や島建てを行うための協議会が組織された。 

（一社）南城市観光協会 
地域の強みを活かした魅力ある観光地をめざし

た取組を進めている。 

アマミキヨ浪漫の会 
南城市の物語を参加者に伝えるガイド団体。斎

場御嶽や久高を中心に活動を展開している。 

サテライト同士や協力者と連携した取組の展開へ

市
場
へ
（商
品
化
の
可
能
性
） 

地
域
に
よ
っ
て
は
連
携
不
足
の
と
こ
ろ
も
… その他、市外の関係事業者など 

対象地域 

フィード

バック 
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モデル事業の目的と今後の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）モデル事業の実施概要 

１）スケジュール 

モデル事業は、対象の３地区を巡って地域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」の、２日間に分けて実施した。 

モデル事業のスケジュール 

回 実施日時 内容 

１日目 

「地域巡り」 

平成31年１月29日（火） 

8：30～17：00 

料理人に、３地区の食材やその背景を紹介しながら地域を巡る。
また、３地区のキーパーソン同士や他地域の参加者との交流を
深めてもらい、協同体制の構築や連携強化をめざす。 

２日目 

「試食会」 

平成31年２月１日（金） 

19：30～21：30 

地域の食材を使用した創作料理を、南城市のキーパーソンに提
供し、みせ方（＝付加価値化）を実感してもらう。また、商品として
の可能性や、エコミュージアムの今後の展開などについて意見交
換する。 

 

２）参加者 

モデル事業の参加者は、大きく４つの役割にわけられる。①料理人、②見届け人、③地域の人々、④外部

の人々（視点）である。それぞれの役割については下記のとおりである。 

 

①料理人 

今回のモデル事業は、「食と祭祀（穀物に関する神話や祭祀）」をテーマに、料理人に３地区それぞれの食

材と背景を紹介し、その食材を使用したコース料理を考案してもらうことで、地域資源（食材）の付加価値創出

の可能性を探るものとした。料理人には、南城市出身で、那覇市の琉球懐石「月桃庵」で料理長を務める屋比

久保氏を選んだ。屋比久氏には、実際に３地区を巡って地域を体感した後に、南城市のキーパーソンなどに

向けて、地域の食材を使用した琉球料理を供してもらった。 
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②見届け人 

全体のテーマや各地域の文化的背景を深めるための語りべとして、アマミキヨ浪漫の会の立役者で、久高

在住の西銘政秀氏にガイドを依頼した。また、本モデル事業がエコミュージアムの取組として有効であるかな

どを評価する立場として、エコミュージアム総論の計画策定時から委員として関わってきた、琉球大学観光産

業科学部教授である波多野想氏に参加してもらった。 

 

③地域の人々 

本モデル事業では、対象となる３地区（久手堅、久高、仲村渠）のキーパーソンにも参加してもらい、互いの

地域の取組を紹介し合うことを図った。地域活動の担い手であるキーパーソンが、自身の地域を紹介し、他地

域のキーパーソンとつながりを深めることで、互いの活動のフォローアップや発展を期待する。 

 

④外部の人々（視点） 

今回のモデル事業では、外部の客観的な視点から意見をもらうために、次の人々に参加してもらった。 

１日目「地域巡り」では、対象３地区以外のサテライト候補地を代表して、過年度懇談会対象地区であった

小谷、安座真、垣花、前川のキーパーソンであり、尚巴志塾の修了生でもある４名に参加してもらった。 

２日目「試食会」では、地域資源（食材）を活かした琉球料理の商品としての可能性や、今後の展開につい

て意見をもらうため、前年度の検討委員であり、また市内で観光に携わる事業者に参加してもらった。 

モデル事業参加者一覧（敬称略） 

役割 氏名等 所属・役職など 

料理人 屋比久 保 月桃庵 料理長 

見届け人 西銘 政秀 語りべ／アマミキヨ浪漫の会 顧問 

 波多野 想 学識者／琉球大学観光産業科学部教授 

地域の人  々 久手堅区 区長、昇い太陽クディキンの会 （参加者 ２名） 

 久高区 区長、ＮＰＯ法人久高島振興会 （参加者 ３名） 

 仲村渠区 区長、稲作会 （参加者 ６名） 

外部の人  々 他サテライト 小谷、安座真、垣花、前川の尚巴志塾修了生 （参加者 ４名） 

 屋我 英樹 （一社）南城市観光協会 事務局長 

 相澤 和人 イーストホームタウン沖縄（株） 代表取締役社長 

 

３）モデル事業の記録 

モデル事業２日間の記録は次ページのとおりである。  

屋比久氏プロフィール 

1965年生まれ、南城市佐敷手登根出身。子どもの頃から料理が好きで、共働きの両親に料理を振る舞っていたの

をきっかけに、料理人の道へ。大阪でフランス料理を９年半学んだ後、沖縄に帰郷。調理師免許、西洋料理専門

調理師免許を取得。その後、ロワジールホテル那覇のレストランで21年間の修業を重ね、総料理長を務める。さらに

パシフィックホテル沖縄で２年半総料理長を務めた後、琉球料理を継承すべく、2017年11月に月桃庵の料理長に

就任。2018年11月に開かれた「DINING OUT RYUKYU-NANJO」では、企画実施のサポートとして活躍。 
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ア．１日目 「地域巡り」 

日時 ：平成31年１月29日（火） 8：30～17：00 

集合場所 ：安座真港 待合室前 

語りべ ：西銘政秀（アマミキヨ浪漫の会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガイダンス】 

２日間のモデル事業を実施するにあたり、事務局からモデル事業について説明した後、語りべから今回の

旅のテーマについて説明を行った。 

語りべによる語り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8：30 【ガイダンス】 事業の目的とテーマ説明 

9：30 【１地区目 久高】 

11：30 【２地区目 久手堅】 

12：30 試食・意見交換 

14：00 【３地区目 仲村渠】 

16：00 【感想】 参加者の思いを共有 

16：30 【まとめ】 今回の振り返りと今後の予定について 

 終わりの挨拶 

17：00 終了 

本日は「食のエコミュージアム ～聖地南城の食材を探す旅～」として、

３地区の「食」に関する歴史文化的なつながりを、実際に巡りながら体験す

る旅となっている。 

南城市には、祖神アマミクとニライカナイに縁のある場所として、知念森、

斎場御嶽、藪薩の浦原、天頂雨ツヅ御嶽、コバウ御嶽といった場所があり、

人々はこれまでも「五穀豊穣」と「健康祈願」を祈ってきた。 

本日、旅する３地区は、「アマミクの安住の地・仲村渠は米の発祥地」、「琉球王国の最高神女聞得大

君就任の久手堅」、「五穀をもたらすニライカナイ遥拝の久高島」であり、祖神アマミクとニライカナイの縁

がある、ミヤアムトゥ（３つの宗家）である。この３地区では共有した年中行事が行われている。現在も２月

～６月を中心に、米、麦、粟に関係する食の豊穣祈願と豊漁祈願及び健康祈願が行われ、引き継がれて

いる。 

ミヤアムトゥの絆のもと、仲村渠の稲づくり、久手堅のウンサクづくり、久高のイラブーと麦づくりといった食

材と文化を巡りながら、先人から受け継いだ偉大な食文化を誇りに思い、今後も自信と勇気を持って後世

に残していくために、地域の絆と個々の絆をより深めよう。 

食 

命 

健
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【１地区目 久高】 

語りべ・地域キーパーソンによる地域紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①巡った箇所 

 

イシキ浜 ウッチ小 外間御殿 

五穀をもたらすニライカナイ遥拝の久高島 

徳仁港 

徳仁港は、仲村渠のミントンの娘であるファーガナシーと百名のシラタルーの二人が、久高島へ最初に

たどり着いた場所といわれている。港では、それにまつわる儀式「アミドゥシ」が行われており、本日巡る「イ

シキ浜」や「外間御殿」も、二人にゆかりのある場所である。 

イシキ浜 

久高では、旧暦２月の初穂祭の日に、女性が、男性１人につき３個の石をイシキ浜で拾って各々の家庭

に持ち帰って飾り、12月中旬頃の壬（みずのえ）の日に浜へ石を戻すという儀式がある。また、琉球国王一

行は、２月の初穂祭の日に初穂儀礼に久高島を訪れている。それが久高島行幸である。王はこの日に「御

願立て」を行い、12月中旬頃の壬の日に「御願解き」という結びの祈りを捧げた。重要な場所である。 

久高では、アマミキヨとシネリキヨ、ニライ大主とカナイ大主という、相反する２種類の神に祈りを捧げてい

る。 

外間御殿 

外間御殿は、百名からきたファーガナシーの最終的な安住の地とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウンサクについて 

久手堅区で神酒のことを「ウンサク」と呼ぶが、久高島では「ウンサク」は神女の階級名である。ウンサクは

54～60歳頃の女性で、一番上の神女タモトゥ（61～70歳）に、外間御殿で神酒（みき）をお酌する役割だ

ったことからそう呼ばれるという（畠山篤「久高島の初穂祭と穀物起源伝承」弘前学院大学）。 

玉城聞切百名村のシラタルーという青年は、ミントンの娘のファーガナシーと夫婦になった。 
ある日、夫婦は東の海の波間に見え隠れする島らしきものを発見した。その頃の世の中は、争いが多く、夫

婦は安らぎを求めて小舟で島に渡った。 
島内には食べられるものがなく、日々、浜辺に出て貝を拾って食べていた。ある日、イシキ浜という場所で、

食物豊穣と子孫繁栄の祈りを捧げると、ひとつの白い壺が流れてきた。壺の中には麦、粟、米、きび等の五穀

の種が入っていた。その麦を島の地にまくと、２月には立派な麦となったので王に献上した。王府では、とても喜

ばれ、神酒をつくらせ、各地の嶽や森に祀った。それから、島は五穀豊穣子孫繁栄して村ができ、のちに久高

島と名付けられた。 
シラタルー夫婦は一男二女を産み、長女はノロの職に、長男は父の家を継いで外間根人として今に栄え

た。次女の思樽は巫女となったが、王から見初められ夫人になった。やがて、思樽は王の子どもを身ごもった

が、これを知った女官たちに嫉妬されて、城にいられなくなり、ふるさとの久高島に帰った。それから男の子がめ

でたく誕生し、金松兼と名付けられた。金松兼は「黄金の瓜」という民話の主人公とされている人物であり、外

間御殿はその舞台となった場所である。 
（『球陽』などをもとに解説）



  

79 

過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施

 

御殿庭 燻製小屋（バイカンヤー） 君泊 

 

②提供食材 

食材 写真 提供する背景 

イラブー 
 

・イラブーは神儀式にも使用される久高の代表食材で、琉球王
国時代には国王に献上されていた。 

・イラブーをぜひ多くの人に食べてほしいが、見た目に抵抗がある
人もいるため、粉末やちんすこう、パイといった商品開発を行って
いる。 

・昔ながらの製造方法で、テリハボクなどを燻製に使用している。 

・イラブー漁は、旧暦の６月24日の御願から始まる。12月まで
で、１年間で1,000匹ほどを獲る。 

塩 
 

・振興会や久高島総合情報サイトにも記載しているとおり、区で
は、基本的に島の動植物の持ち出しを禁止している。ただし、港
の待合所などで販売している塩は久高島の海水からつくられ、
土産として持ち帰ることが可能である。 

・「ふがにまぁす」は、有限会社海連が製造しており、旧正月に汲
んだ海水から炊き上げた塩である。 

大根 
 

・イラブー汁に大根や昆布をいれるため、今回提供した。 

・久高ではツナと和えて大根シリシリにしたり、昔はチーイリチーにし
たりして食べた。 

 

③地域に対する感想・意見交換 

 久手堅にあるアシタバという野草を久高で栽培してはどうか。久高や安座真のサンサンビーチで、

植樹するイベントと合わせて行う方法がある。草刈り作業の手間も省けるし健康につながると思う。

（久手堅） 

 稲作会を始めたきっかけは、仲村渠の歴史や資源を知ったことである。久高とのつながりは地元の

先輩からしか聞いたことがなかったので、久高の人たちから新しい話が聞けてよかった。（仲村渠） 

 地域行事に参加してきたが、どういった意味があって拝んできたのかなどは知らなかった。久高で

はアマミキヨとのつながりや歴史がわかってよかった。（仲村渠） 

 イラブーを使用した商品を開発中であり、アイディアがあれば教えてほしい。（久高） 
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【２地区目 久手堅】 

語りべ・地域キーパーソンによる地域紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①巡った箇所 

 

當間殿 散策路 田芋畑の予定地 

 

②提供食材 

食材 写真 提供する背景 

ウンサク 
 

・ウマチー行事で飲む「ウンサク」の商品開発を行い、区民が
ウンサクに接する機会を増やすことで、区の行事や伝統文化
への関心が高まることを期待している。 

・久手堅区のウンサクは、米（稲）と、はったい粉（麦のかわり）
を使用している。 

・今回は「創作ウンサク」として、さとうきびの汁などをいれた甘
めのウンサクを提供した。現在、もとのウンサクをベースに、地
域に根ざす作物、野草、微生物などの素材を使用して、美
味しいウンサクをめざして改良を重ねている。 

野草 
（ショウロウ
クサギ） 

 

・地元の資源のひとつである野草に注目し、健康につながる
食べ方（ヌチグスイ）や使用方法を模索している。 

・クサギは大宜味村や鹿児島県でも食されており、木そのもの
に抗酸化作用があるようで、朽ち果てない木ではないかと注
目している。 

・クサギは以前から雑炊などとして食した経験があり、新しい食
べ方を模索している。 

琉球王国の最高神女聞得大君就任の久手堅 

當間殿 

當間殿は、聞得大君が御新下りの儀式で斎場御嶽を拝む前に拝んだ場所といわれている。区ではこの

場所で、ウマチーなど五穀豊穣、区民の健康、航海安全を祈る行事を行っている。 

當間殿の裏にある山は「當間ぬ比屋」といわれ、1,400坪ほどの字の土地がある。ここを整備して区民の

娯楽や憩いの空間にしたいと考えている。現在、散策路の整備を進めており、ゆくゆくは子どもからお年寄り

まで、住民が歩けるようにしたい。本日は、その散策路と、最初に久手堅に住んだ人が畑として使用したと

伝わる「根人田跡」を案内したい。根人田跡は、これから田芋畑にする計画を立てている。 

第一尚氏・尚徳王 斎場御嶽参詣のクェーナ 

 

 

 

東世の 磯道を お踏みになって 御継橋 世継橋を 登って行くと 上がって行くと  
おてだ加那志が 上がってまいるよ  
湧上元雄『沖縄民族文化論』（山内盛彬 聞き取り） 
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食材 写真 提供する背景 

野草 
（サシグサ） 

 

・野草の栄養価を保った状態で、美味しく食べられて、健康で
人の役に立ち、市場の価値を高めたいと考えていることから、
今回、新たな価値が見つけられればと思い、提供した。 

・クサギやサシグサには、抗酸化作用のあるポリフェノールが
含まれており、昔から食べられているが知らない人も多い。 

・サシグサは嫌われ者の印象があるが、栄養価が高く、育ちが
早く収穫しやすい利点がある。 

 

③地域の食材にこだわった料理の試食 

２地域目の久手堅では、地域の資源を食材とした料理の試食を行った。 

昼食メニュー 

料理名 ①月桃黒スープ ②ヒ―ジャーアンダンスー ③食パンつけ汁 
写真 

   

使用した
食材 サシグサ、月桃炭、ヤギ汁、

カツオ出汁、刻み昆布、酢
豆、車麩、塩少  々

ウンサク（さとうきび味）、ショウ
ロウクサギの酢漬け、ドラゴン
フルーツ酢漬け、ヤギの炊き
込み肉、白味噌、豆乳、ヤギ
油少々、砂糖少  々

ウンサク（さとうきび味）、ショウ
ロウクサギ、オオバキ新芽、り
んご酢漬け、ドラゴンフルーツ 

 

 

試食内容の説明 試食 自己紹介など 

 

③地域に対する感想・意見交換 

 区長の取組姿勢をみて、活力が湧き、自分の活動の励みになった。（久高） 

 商品開発や、自然の作物、菌を培養して畑に使うなどといった取組は、いざというときに活かせそ

うであった。参考になって非常によかった。（仲村渠） 

 稲作会では、今後、現在の資源を活用して商品開発などしたいと思っているため、久手堅の活動は

参考になった。（仲村渠） 
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【３地区目 仲村渠】 

語りべ・地域キーパーソンによる地域紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①巡った箇所 

 
壁画 稲干し場 ミントン 

 

高台 久高ガーと田芋畑の予定地 稲作会の田んぼ 

 

②提供食材 

食材 写真 提供する背景 

赤米 
 

・稲作会は、綱曳き文化を継承するために、稲作を行い、自前の
ワラで綱づくりすることをめざして、区内の若者を中心に発足した。 

・平成30年６月に、初収穫ができた。150坪の田から90kgあまり
の赤米を収穫し、行事やイベントなどで３合当たり1,000円で販
売した。 

・平成31年１月には、二期作目として約23キロの収穫を行った。 

阿摩美久の安住の地・仲村渠は米の発祥地 

仲村渠区は、旧暦初午の日に行われる親田御願や、旧暦６月25日のアミシヌ御願と綱曳といった稲作

にまつわる祭祀行事や伝承が残っていて、「稲作発祥の地」ともいわれている。 

また、区の特徴として標高約110～130mという比較的高台にあり、久高島を望むことができる。 

平成25年南城市琉歌大賞受賞作（仲村渠から臨む久高島を謡う） 

 

 

ミントングスク 

県の指定文化財である「ミントングスク」は、アマミキヨがヤハラヅカサより上陸して、ここに居住したという

伝説がある。ミントン家は久高島との交流も深く、久高の門中がミントングスクを参拝に訪れ、互いの地域の

食材を交換する習慣があったといわれている。現在も久高島の門中がミントングスクを訪れている。 

凪の久高島 浮上てど見ゆる 黄金綾雲の 夜明け美らさ （アマミキヨ浪漫の会 与那嶺順子） 
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食材 写真 提供する背景 

ウブガー
の水 

 

・ヒラバルグヮーのカーは別名ウブガーともいわれ、今でも飲料水
として使用できる。 

・琉球ニライ大学では沖縄の自然や文化の体験を実施しており、
仲村渠では、体験のひとつとしてウブガーの水を使用してぶくぶく
茶をたてたこともある。 

 

③地域に対する感想 

 仲村渠と久手堅で協力して、ミズゴケを栽培したいと思った。参考事例としては、北海道の阿寒湖

でマリモを養殖・販売している。仲村渠でも水を活用して栽培・販売できそうだと思った。（久手堅） 

 現在、島の案内所で制作・販売しているガンシナはアダンの木を活用している。この取組を今後も

続けていきたいが、島の植物は島外に持ち出せない制約がある。仲村渠のワラが活用できそうだと

思ったが、地域の綱づくりに使用するということなので、もらえるのか確認したい。（久高） 

 量によっては検討できる。お互いに資源の交換など行えるとよい。（仲村渠） 

 区外に住みながら稲作会の活動に参加している。行事では区民の参加が半分、区外の参加が半分と

いう状況である。人集めに苦労しているので、他の地域には、若い人がどれくらいいて、どういう

活動をし、どう人集めをしているのか知りたい。（仲村渠） 

 若い人を中心に、受水走水の親田御願の米を培養して、自分で開拓した田んぼに植え、活動してい

る。ヒントやアドバイスがあれば伺いたい。（仲村渠） 
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イ．２日目 「試食会」 

日時 ：平成31年２月１日（金） 19：30～21：30 

集合場所 ：月桃庵 

料理人 ：屋比久保（月桃庵 料理長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガイダンス】 

２日目のモデル事業を実施するにあたり、担当課と事務局から事業内容の説明を行った。 

説明 

 

 

 

 

 

 

 

食事会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

【料理人の各食材への評価】 

①久高の食材（イラブー、塩、大根） 

 イラブーは昨年の10月頃から注目している食材で、８千円～１万円のコースに取り入れられないか

検討中である。 

 塩は、宣伝の仕方次第で展開方法が変わると思う。「ふがにまあす」のネーミングの理由が知りたい。 

 

19：30 【ガイダンス】 事業の目的とテーマ説明 

19：40 【料理の試食】 ３地域の食材を使用した料理の説明、試食、試食の感想 

20：50 【次年度について】  次年度以降についての意見交換 

21：15 【まとめ】 今回の振り返り 

 終わりの挨拶 

21：30 終了 

南城型エコミュージアムでは、その地域にある歴史文化や生業、自然をただ観光客が見学して終わる

のではなく、地域の収益につながる仕組みをつくりたいと考えている。ただ巡るだけでなく、もうひとつ価値

をつけるにはどうすればよいのか、観光行動を把握し、反映させたいと今回のモデル事業を計画した。 

南城市は歴史文化のまちなので、文化遺産を柱につなげたいと思っている。そこで、１日目では、対象

となった３地区の「食と祭祀」をテーマに、プロの料理人に食材を紹介し、２日目である本日は、その食材

を調理してもらうことで、地域にある資源への付加価値の創出を模索しようと考えている。 

本日は集まった関係者に創作料理を提供し、みせ方（＝付加価値化）を実感してもらいたい。そして、

食材の商品としての可能性や、エコミュージアムの今後について意見交換を行いたいと考えている。 
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②久手堅の食材（ウンサク、野草） 

 ショウロウクサギは生でも食べられたが、湯がくと黒くなる。リゾットには使用できた。 

 サシグサは生で食べるとエグミがあったので、茹でたり揚げたりした。 

 ウンサクはアルコールになると使いづらい。３日発酵したものよりも、１ヵ月発酵させたもののほ

うが、甘みなどが出て使用しやすかった。また、行事に使用している従来のウンサクよりも、創作

ウンサクのほうが、甘みがあって使用しやすそうであった。 

 ウンサクの使い方は発想次第であろう。 

 

③仲村渠の食材（赤米、ウブガーの水） 

 稲穂が実るイメージとして、焼いた赤米を、大根とクサギの和え物に添えたいと考えていたが、時

間が足りずに実践に至らなかった。 

 黒米は炊くと赤く染まるが、赤米は玄米のようであった。「赤米」というネーミングのままで販売す

るよりも、琉球時代に栽培されていたが、その後途絶えたものを復活させたなどの背景込みで売り

出すほうがよい。商品名は大切だと思う。米の名前を決めて、ブランドとして商標登録してもよい

のではないか。 

 赤米は、仲村渠の土地と水で育ったと思うので、相性がよいはずである。なので、例えば、赤米と

水をセットで販売するのはどうか。 

 

【料理の試食】 

写真 概要 

 

【料 理 名】 前菜三種盛り（サシグサの胡麻和え／赤丸で表示） 

【使用食材】 サシグサ（久手堅） 

【説明】 
・前菜三種盛りの野菜にサシグサを使用。 

・サシグサは苦味を消すため、一度茹でて、ポン酢で味付けしたものを胡
麻和えした。 

 

【料 理 名】 大根とクサギの和え物 

【使用食材】 大根と塩（久高） 

 ショウロウクサギ、ウンサク（久手堅） 

【説明】 
・大根は塩もみして、クサギは生で使用。 

・１ヵ月程度発酵させた創作ウンサクをキビ酢とまぜてドレッシングにした。 

 

【料 理 名】 久手堅のウンサク 

【使用食材】 ウンサク２種類（久手堅） 

【説明】 
・大根とクサギの和え物とともに、区から提供された伝統的なウンサク（右
側）と、創作ウンサク（左側）を試飲してもらった。 

・試飲用はどちらも３日発酵させたものである。 
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写真 概要 

 

【料 理 名】 中身イリチー 

【使用食材】 なし 

【説明】 
・中身イリチーには人参、しいたけ、新生姜などを使用。 

・通常は中身汁として提供することが多いが、今回はイラブー汁があるの
で中身イリチーにした。 

 

【料 理 名】 ドゥルワカシー 

【使用食材】 普通の田芋、赤茎田芋、フキ（大城区提供） 

【説明】 
・田芋畑を久手堅、仲村渠で検討している経緯があると知り、南城市大
里の大城で収穫された田芋をドゥルワカシーとして提供した。 

・白髪ねぎが乗った右側は普通の田芋、カイワレダイコンが乗った左側が
赤茎田芋である。 

 

【料 理 名】 白身魚ウニソース焼き 

【使用食材】 サシグサとショウロウクサギ（久手堅） 

 赤米とウブガーの水（仲村渠） 

 塩（久高） 

【説明】 
・魚はナイルパーチというスズキ目の魚を使用している。 

・今年収穫した赤米とボイルしたクサギに、久高の塩と醤油などで味付け
してリゾットにした。サシグサは天ぷらにした。 

 

【料 理 名】 イラブー汁 

【使用食材】 イラブー、大根（久高） 

【説明】 
・イラブーは見た目が苦手な人でも食べやすいように昆布巻きにした。イラ
ブーの玉子をそえて、久高の大根を使用した。 

・久高ではソーキを使うということだが、今回はソーキのくずで汁が濁らな
いように、テビチを使用した。イラブーとテビチは３日間炊いている。 

 

【料 理 名】 赤米 

【使用食材】 赤米、ウブガーの水（仲村渠区） 

 塩（久高） 

【説明】 
・去年収穫した赤米をウブガーの水に18時間ほどつけて炊いた。 

・米に少しだけ塩を足し甘みを出した。ウブガーの水を使用したのは、その
土地の水で育った米なので、相性がよいと思ったためである。 

 

【料 理 名】 デザート 

【使用食材】 ウンサク（久手堅） 

【説明】 
・創作ウンサクをゼリーにして、上には飴細工を添えている。 

・ウンサクのゼリーには紅茶を混ぜている。 
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【参加者の料理への感想】 

料理名 印象・感想 

サシグサの胡麻和え 

（前菜三種盛り） 

・サシグサは成長すると固くなるので新芽を提供したが、それでも苦味が出るので、
もっと調べて改良したいと思った。 

大根とクサギの和え物 ・クサギはポリフェノールが多いので生では食べにくいと思ったが、大根と生で和え
ていると伺って、料理人の技術だと思った。 

・ウンサクの発酵した味は和え物に添えても違和感があった。そのためアミノ酸発酵
に改良してはどうかと考えた。 

・和え物も食べやすかったが、久高では大根をもっと細く切る。 

久手堅のウンサク 

（試飲） 

・仲村渠のウンサクは砂糖と米のみでつくり、発酵の度合いで毎年味がかわる。久
手堅のウンサクは酸っぱい感じがせずに、はったい粉の香ばしさがあって飲みや
すい。 

・伝統的な区のウンサクよりも創作ウンサクのほうが飲みやすい。さとうきびの発酵
が、サイダーのようにシュワシュワ感がある。 

ドゥルワカシー ・通常の田芋のほうが食べやすいが、赤茎田芋は粘り気があり、人によってはこち
らのほうが好みだろう。 

・通常の田芋と赤茎田芋では感触が違ったので、田楽や炊く料理だと、違いがさ
らに出そうだ。 

白身魚ウニソース焼き ・サシグサを、こうやって飾り付けしてもらえると価値を感じる。高級感が出て、オシャレ
である。 

・久高の遊休地などを活用し、サシグサを栽培してもよいかもしれない。 

・赤米は麦っぽい。 

・リゾットは初めて食べたが、こういうのができるのかと思った。玄米の使い方がなか
なかわからないので参考になった。 

イラブー汁 ・豚肉とイラブーと昆布の３つのエキスで、栄養豊富だ。 

・イラブーは昔食べたときにはあまり美味しかったという記憶がなかったが、今回は
美味しく食べられた。イラブーの卵もびっくりした。 

赤米 ・炊くまでの時間のかけかたや、割合など参考になった。 

・区の赤米でつくった甘酒は美味しかったので、甘酒も浸透させたいと思っている。 

デザート ・デザートに青いパパイヤを砂糖漬けにして使ってはどうか。 

・ウンサクのゼリーは美味しい。ゼリーに合うと思う。大根の味付けよりこっちのほうが
よい。 

 

 

  



 

88 

過年度対象地域のフォローアップとモデル事業の実施  

３－２－２．効果の検証 

（１）参加者の感想等 

ア．１日目 「地域巡り」 

①料理人（屋比久保） 

 35年ほど洋食に携わっていたが、沖縄の歴史や文化を大切しようと１年半前から琉球料理を学び、

提供している。琉球料理をつくれる人は少なくなっており、継承していきたいと考えている。 

 沖縄らしさが損なわれると観光客も来なくなる。観光立県として食に携わるなかで、地産地消を大

事にしたい。琉球料理の食材で欠かせないもののひとつに田芋があるが、県内での生産数が減り、

なくなってしまう恐れがある。今回、仲村渠が古代米を復活させた取組は嬉しく思う。つくる側と

して、地産地消を意識して、今後も協力できることは協力していきたい。 

 今回の旅では皆の思いが伝わってきた。私の仕事は、皆が大切に育てた食材を美味しく料理するこ

とだと考えており、料理をさらに美味しく感じてもらうには、生産者の思いをお客さんに伝えるこ

とだと思っている。そのため、皆には自信を持って自分たちの取組をもっと語ってほしい。また、

何より取組を継続することが大切だと思っている。 

 

②見届け人 

■波多野想 

 エコミュージアム事業では、27地区のサテライトをつなげていくことをめざしている。地域の共通

点を探るなかで、今回は「食」を切り口に共通点を見つめたのであろう。一方で、共通点ばかりだ

と観光する側はつまらないと感じてしまう。共通点と同時に、それぞれの違いを考えることも大切

だ。外部の視点として、学生の活動が少しでも地域の役に立てばと考えている。学生の勉学の場と

もなるので、エコミュージアムとして学生とのコラボレーションなど、連携していければと考えて

いる。 

 今回の旅で一番の収穫は、地域活動の当事者から話が聞けたことである。いかにもありがちな「観

光」だと、当事者と関わる機会はなく場所だけを巡って終わることがある。当時者たちの言葉には

力があって、聞こうというモチベーションになる。こうした方々の話を伺えることは幸せなことだ。 

 しかし、ツアー化には相反する部分もある。ある程度の収益をあげるためには、現在活動している

人だけでは人手が足りずに、普段は活動に関わっていない他の人にも手伝ってもらったりする必要

が生じ、徐々にありきたりな観光になってしまうことが様々な地域で起こっていると思う。そうな

らないように、受入人数の制限などを決め、地元ならではの取組を維持していくことも考えていか

なければならない。 

■西銘政秀 

 アマミキヨ浪漫の会のガイドとして、この会の役割は何かを考え続けている。浪漫の会は、市の文

化課や観光協会の支援で立ち上げ、現在は80名ほどの組織になった。これからは、斎場御嶽のガイ

ド活動だけでなく、前へ進まなければならないと感じている。各地出身のガイドで手分けをして、

観光事業者や大学とも連携しながら、日常的に地域の人に地元の歴史を伝える活動を広げたい。 

 市の観光商工課や文化課は、指導する立場として、浪漫の会と連携して、幅広く地域の人や子ども

たちに市のよさを広め、活動してくれる人も増やしていく取組を支援してほしい。 

 

③地域の人々 

■久手堅 

 ３地区が持っているものをつなげた今回の取組は非常によいと思っている。わらしべ長者のように、

自分がめざすもの、３地区がめざすものにつながるように、今後も、互いにアイディアや技術を出
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し合い、全体で盛り上がればよいと思う。 

 地域が技術を持つことが大事だと思っている。素材は一緒でも、どう活用して、何をつくるか、ア

イディアやPRストーリーで差別化できるのではないか。 

■久高 

 今回の取組で各地域を巡って、互いに勉強になった。今後も地域同士の交流を続けていきたい。 

 久高島は年間５万人ほどの観光客が訪れる恵まれた環境である。しかし、若者のＵターンや住居な

どの課題解決に向けて取り組まなければ、今の活動も長く続けられないと思っている。島建て協議

会では、伝統文化を守るために若者が島に戻るにはどうすればよいか話し合っている。島の過疎化

の原因には、住居、保育園、働き口などの課題がある。 

 今年３月に野菜工場が完成し、４月に開業予定である。島の人が雇用され、お金が落ちると期待し

ている。また、観光客向けに、民芸品を販売してみたところ、手応えがあった。今年の夏に向けて

貝細工など展開予定である。 

■仲村渠 

 ３地区が同時に実施して、互いに情報共有や認知し合うことで協力体制ができれば、ブランド力が

上がると思えた。仲村渠では稲作メンバーが少なく人手不足なので、活動をとおして知名度があが

れば、希望者も増えて人手確保につながると思う。今後は、区内だけでなく区外の人でもメンバー

を集め、作業できればと考えている。今回の取組は３地区の協力関係のきっかけとなったと思う。 

 綱の材料となるワラを地元でつくることに魅力は感じていたが、観光地として多くの人が足を踏み

入れると、地域が汚されてしまうのではないかと不安であった。しかし、ビジネスとしてある程度

の収益が必要だという話を聞いて、自分も考えなければと感じた。 

 幼い頃は家族に連れられて、受水走水で遊んだり、綱づくりに関わったりと、何気なく過ごしてい

たことに、意味やルーツがあることを知り参考になった。 

 ３地区を同時に巡るツアープランは厳しいと思った。まちまーいは２時間ほどがよく、それ以上は

疲れるだろう。移動が多いのもよくないので、バラバラで実施したほうがよい。３地区をつなげる

なら、食や拝みといったテーマで紐づけして、シリーズ化できるとよいと思う。 

 稲作文化の継承では、若手が頑張ってくれている。それでも、80世帯の小さな集落で伝統を継承し

ていくのは大変で、若い人や区民を増やすことが課題である。そこで、空き家などを活用した取組

を進めたいと考えている。 

 

④外部の人々（視点） 

■他サテライト（小谷） 

 サテライト同士で連携して、よりよい活動につながるとよい。 

 食については、南城市独特のメニューができるとよい。 

 うくくまーいを始めて６年目になる。市や商工会などからの支援もあり、組織を立ち上げることが

できた。しかし、現在、ガイドの後継者の問題がある。若い人へ引き継ぎたいと、今年から後継者

を育てるための勉強会を始めている。 

■他サテライト（安座真） 

 安座真は静かなので、今日はとても刺激をもらった。 

 昼食については、地元の身近な資源を使用してこれだけのものがつくれることは、災害が起きたと

きなどにも食材になるのだと発見があった。 

 南城市は魅力があるが発信力が弱いように感じるので、情報発信に力を入れてほしいと思う。 
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 去年の11月から個人で共同売店を運営している。火曜日と水曜日は店を休みにして、アマミキヨ浪

漫の会のガイドを行っている。 

■他サテライト（前川） 

 歴史のある地域なので、その活かし方を参考にしたいと思って参加したが、久手堅の区長のように

中心となって動く人材がいないと進まないと感じた。 

 今回参加してみて、前川は歴史が深く活動できそうな人もいるが、どう資源を活用し進めていくの

か検討が必要な部分も多いと感じた。また、立ち上げた後の継続方法も課題であると感じた。前川

の資源としては、民間防空壕がある。これを平和学習の資源として活かしたいが、安全確保が課題

である。 

 昼食については、自分で歩き廻って採取したものを食したほうがよいと聞いたことがある。身近に

ある食材は地域に適合したものなので、それを食べたほうが長生きするらしい。この点を実践した

食事だと思った。 

■他サテライト（垣花） 

 今回参加してみて、もっと内容を絞ったほうがよいと感じた。例えば、食材を１つか２つまでに絞

って紹介し、最後にプロの料理のディナーを出す形式がよいのではないか。地域内の名所なども案

内して、食材の説明をしたうえで食事ができると女性は喜ぶかもしれない。 

 歴史文化の説明については、沖縄の歴史文化についての基礎知識がないと難しいと思った。歴史を

伝えたいのであれば、例えば、前日にチェックインしてもらった際に、事前に映像などを用いてレ

クチャーができるとよい。そうすれば当日はもっと楽しめるかもしれない。宿泊者からは様々な質

問や要望があるので、個人的にも歴史などを勉強し説明している。その経験から、レクチャーつき

のツアーがあるとおもしろいと思った。 

 垣花は、青年会はなく、限界集落といわれたこともある小さい集落である。現在は外部の人も多い

が、高齢化が進んでいるので活発に活動ができない状態である。何かできればと尚巴志塾ではメン

バーと活動してみたが、地域散策などの実施はすぐには難しいと感じた。まずは、婦人会や住んで

いる人同士で楽しむことから始めたい。 

■琉球大学 観光産業科学部３年生 

 普段は、観光の勉強や地域の魅力を探しだしてそれをどう観光と結びつけるか、それが地域にどう

影響するかなどを勉強している。今日はそれぞれ地域の文化や歴史を学べてよかった。それと同時

に地域の魅力を初めて訪れた人にもわかりやすくまとめることができれば、よりよいエコミュージ

アムになるのではないかと感じた。 

 地域で活動している人が、今回の食を探す旅で交流が生まれたら、よりよい観光につながると思っ

た。共通する課題では後継者不足が挙げられていたが、学生がみると、それぞれの資源は魅力的な

ので、自分なりに若い人にも興味をもってもらうように観光を切り口に考えたいと思った。後継者

がいなくなると今の文化や昔はどうだったのかわからなくなってしまうのが純粋に嫌だと感じた。 

 歴史の説明では、ある程度の予備知識が必要だと感じ、県外者やあまり知らない人には理解が難し

いと思った。 

 久高では、文化や風習などの説明も道中でしてほしかった。久手堅では、斎場御嶽のイメージが強

かったが、集落内の散策路にも魅力が多く、まち歩きのような新しい観光に活かせると感じた。食

の体験が少なかった。仲村渠では、実際に米を試食しながらツアーできたのがよかった。 
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イ．２日目 「食事会」 

①料理人（屋比久保） 

 今回の取組は、続けていくことが大切である。稲作会の活動のはじまりは綱に使うワラを確保する

ためだそうだが、本来はまず米をつくっていて、そのワラで綱づくりしていたと思う。今後、赤米

の生産量が増え、そのワラで綱をつくる昔のような姿になるとよい。生産が少ないうちは、背景込

みの限定販売にするとよいだろう。 

 地域で活動している人たちと関われたことがよかった。琉球料理もそうだが、伝統芸能などが継承

できなくなっているなか、こうした地域の取組は続けてほしいと思った。 

 突然の予約は食材の確保などの問題できびしい。また、イラブーは３日間煮込むので、突然のキャ

ンセルも困る。今回のように予算が確保されていると対応しやすい。常連さんもいるが、観光客な

ど新規のお客さんにも立ち寄ってもらえるようにしたいと思っている。 

 

②見届け人（西銘政秀） 

 エコミュージアムは南城市の歴史文化を中心としたまちづくりの一環で、非常に重要な位置づけだ

と思う。アマミキヨ浪漫の会のガイドという立場で何ができるだろうと考えながら参加していた。 

 

③地域の人々 

■久手堅 

 今回の取組で、さらなる可能性を感じた。３地区それぞれと連携したい取組も考えた。 

久手堅が各地域と連携したい内容について 

地域 連携したいテーマ・内容 

仲村渠  ミズゴケ栽培、蒸溜用の水、モミガラ、ワラの提供 
久高  アダン樹繊維の提供、アシタバ・アザミの苗の提供、キャンプ場で使う燻製素材の供給 
小谷  燻煙煤竹、竹使用の健康器具やスマホ充電器 
前川  民間壕を活用した暗室栽培技術の確立、さとうきびの多目的利用 

■久高 

 過疎化はどの地域も一緒だとわかった。誰が過疎地域にしたのかと考えたが、土地憲章の問題で人

が住みづらいなど、我々がそうさせたと感じている。残された環境でいかに立ち上がり実行してい

くのかが大事で、これからは立ち上がって前に進まないといけない。頑張ろうと思う。 

 他の地域を訪れてみて、初めての気づきがあった。今後も、皆で意見を出し合い情報交換ができれ

ばもっとよい展開につながると感じた。また、自分たちだけで閉じこもるのでなく、外部と広く深

く何かをしようという気持ちになった。 

 今回は、男性のみの試食会なので女性の感想も伺えるとよい。 

■仲村渠 

 今回の取組では、各地区とも過疎化が進んでいるという同様の課題があり勉強になった。この取組

が村おこしにつながればよいと思う。３地区のつながりができたので、今後も関係性を続けて情報

交換できれば幸いである。 

 ワラを地元でまかなうために、地域の若手を主体とした稲作会を立ち上げた。米の販売収益は会の

運営に回している。今回の取組で、赤米の新しい商品などのヒントが得られると思う。 

 仲村渠は自然文化が素晴らしいと思っている。琉球ニライ大学というNPO法人では、沖縄全土をキ
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ャンパスに、各地域の人を先生として授業を行っている。仲村渠では綱づくり体験、稲作体験を地

域の人に教えてもらった。 

 

④外部の視点 

■（一社）南城市観光協会 事務局長 

 エコミュージアムはわかりづらいが、ひも解いていけば必ずまちづくりにつながると考えている。

３地区の特色を活かした取組と、そこで活動する人のパワーに注目したのが今回のモデル事業だと

思っている。思いがつまった団体同士がつながったので、これから、皆で頑張っていきたい。 

 各地域の活動については、まずは疲れないように継続していくことが大事だと思う。 

 料理はどれも美味しかった。この美味しさを伝えるためには、誰に対して伝えるのか、ターゲット

や値段の設定、どこで提供するのかなども大事だと思う。また、おしながきなどがあるとよいと思

った。紹介方法の工夫を次のステップとして考えて行けるとよい。 

 メニューに「○○産のものを使用」などと記載して、デザインを可愛くすると、お客さんが写

真を撮るだけでなく、持ち帰ってくれるなど旅の楽しみのひとつになる。 

■イーストホームタウン沖縄（株） 代表取締役社長 

 南城市という聖地で、健康につながる昔ながらのものを使用しているのは、ビタミンNの活動と似

ていて、弊社の商品として商品化の価値があると思った。 

 商品化の前にプロモーションしたほうがよい。 

 今回のモデル事業の取組は、地域が素材を提供して、その素材を活かせる料理人とマッチングでき

たのがよかったと思う。 

 観光業として、３～４日間ほどの日程の、食や健康につながるツアー商品をつくっている。旅行に

来てまで健康食を食べさせられるのは「ヘルスツーリズム」で、好きなものを食べて楽しく過ごす

のが「ウェルネス」である。 

 現在は、シニア短期留学という１週間のプログラムを実施している。「琉球の歴史、偉人たちの足跡

を訪ね、最新の現代産業に触れる」をテーマにツアーをしたときは、琉球大学で歴史や産業につい

て講義した後に、沖の宮で芋料理を提供した。 

 

【主な意見交換内容】 

 観光客を、この月桃庵に連れてくることを検討しているのか。 

 那覇市の宿泊者が南城市を巡ること想定したが、すぐにツアー化しようというわけではない。

屋比久氏に依頼したのは、ユインチホテル南城ともつながりがある人だから。ユインチホテル

南城の市内宿泊者も想定している。前年度は、エコミュージアムの話し合いで終わってしまっ

たので、今年度はアクションとしてモデル事業を実施したため、３地区の絆づくりや学びの要

素が強い内容になっている。もし、ツアー化する場合はブラッシュアップが必要である。 

 最終的にはプロモーションだと思っている。プロモーションして、商品化までつなげられればと思

う。プレイヤーとして手をあげてくれる人がいれば活動してみて、難しい場合は別の形を考えてい

くほうがよい。 

 生産性をあげて、どんどん実施していこうとしているのか。 

 そういうものではない。地域が受け入れられる容量も決まってくるし、生産量も決まってくる。

地域が迷惑に感じない人数でないと地域が疲れてしまう。 

 地域内で事業者が繁盛している一方で、住民が迷惑しているケースもある。事業の収益をとる

か、区のためにするのかという部分が難しい。 
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（２）まとめ 

本モデル事業では、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めざした。 

食材のネーミングや、販売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。また、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。地域巡りでは、サテラ

イト候補地からの参加が７地区・17名いたが、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。 

見届け人からは、わかりやすい観光地を巡るツアーよりも、集落の暮らしそのものを体験できる生活観光の

ほうがエコミュージアムらしいとの観点から、今回のモデル事業について、当事者の話を聞きながら、その

方々が生産した食材を使用した料理を食べるという経験は、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。エコミュージアムでは、地域の人々自身が地域の資

源を理解し、当事者たちが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。実際に地域資源を活用した取組を進めていく際には、このバランスを考

えていくことが重要である。 
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４－１．ブランディング事業の実施概要 

 

（１）目的 

ブランディング事業は、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、その意義について広める

ために実施した。今年度のブランディングモデル事業においては、特に内向けのブランディングを重視し、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を伝えるものとする。また、効果等の検証として、

参加者へのアンケート調査を行った。 

 

 

（２）実施概要 

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。内容として、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種類を実施した。 

なお、今回、サテライト展示の対象としたサテライトは、

平成29年度事業（各論１）の対象地域９地区と、本事業

（各論２）の対象地域９地区の、合計18地区である。 

表 ブランディング事業の実施概要 

日付 場所 概要 
2018/12/15（土） 11：00～18：00 

南城市公共駐車場 

特設会場 

・パネル展示 

・サテライト展示 

・手ぬぐいデザイン展示 

2018/12/16（日） 11：00～18：00 
南城市公共駐車場 

特設会場 

・パネル展示 

・サテライト展示 

・手ぬぐいデザイン展示 

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 
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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 

ブランディングにあたり、南城型エコミュージアムの特徴を表すテーマを下記のとおり設定した。 

 

 

 

これらは、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。 

ブランディング事業では、このテーマを設定した上で、各地区の展示品のテーマとして下の３種類を提示し、

地域の協力を得て展示品を選定した。 

 

【テーマその１】 “器” 

命をつないできた食文化のなかでも、誰もが必ず使用したことがある器に着目して、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器は、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、次の３つの展示パネルを展示した。 

 

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、安座真区の写真とともに下記のキャプションをつけ

て展示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

  

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。 

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」に従って、18のサテライト候補地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、各地区の人たちから聞いた思いや物語について紹介した。 

 

【小谷】 サギジョーキ 

 

今もバーキなどの竹細工を行う人がいる小谷。急峻な山に囲まれ
た集落は静かな佇まいですが、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（昭和47年）の沖縄が
日本復帰する頃まで、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す。ま
た、底のあみ間にすき間があるのは通気性を良くし、食べ物が腐
れにくいように作られています。この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にと食べたのだ
とか。 

【佐敷】 天秤棒 

 

各家で肥育していた豚を出荷する際に重さを測るために使っていた
天秤棒。佐敷の公民館に保存されていました。こうした道具は各家
で所有するものでなく、公民館で共有して使っていたそうです。豚は
重さを測り、与那原などへ売られていったといいます。棒には目盛
が2種類あり、どちらのフックに吊り下げるかで測れる重さが違いま
す。かつてはサーターヤだったという現在の公民館は今も昔も地
域の人々が集まる場所として機能しています。ちなみに、天秤棒
の使い方など公民館の前庭にあるゲートボール場にて、82歳の男
性からお話を聞きました。人と記憶を繋げてくれる公民館です。 

【久手堅】 ウンサク 

 

ウンサクはウマチーの際にお供えするお神酒のことです。久手堅
では旧暦の2月、5月、6月（2回）、7月と年に5回も（！）ウンサクを
お供えする行事があり、大切に守られています。現在は区長さん
がお米とはったい粉で作っていて、アルコールは入っていません。
通常は一晩だけ発酵させますが、１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。今回の黒いウンサクは特別に工夫
を加えたものとのこと！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、この地にもともと水稲の文化があり、発酵の知識があったこ
とでしょうね。 
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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現在も旧の6月に餅を120個捧げる「ウ
ュエー」という行事が行われています。今回展示しているパネルは
沖縄県立芸大の学生が制作に関わり、安座真のムラヤーに保存
されていました。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。紙芝居も県立芸大の学生が関わり制作され
たもの。大神宮のことを今に伝える物語を今もみんなで歩んでいま
す。 

【知名】 ヌーバレー写真とげんのう 

 

ヌーバレーとは毎年、旧盆の翌日に村の繁盛や五穀豊穣の祈願
と無縁仏を供養しあの世（グソー）へ送るために行われる神事であ
り、この写真は知名ムラヤー（公民館）に展示されているものです。
知名には階段状の観客席を有する広場があり、ここに舞台や照
明、音響が用意され、今年も30余の演目が披露されました。起源
について諸説あるそうですが約250年前から続く大切な神事で、も
ともと観客に披露するためのものではないそうですが、毎年多くの
見学者が訪れるようになっています。知名で生まれた人々にとって
ヌーバレーは毎年必ず行う行事であり、台風が来た年も室内で行
なった記憶があるそうです。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区のヌーバレーへの思いの強さを感
じさせてくれます。 

【久高】 ガンシナー 

 

頭の上に水がめやバーキなどを乗せて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。展示されているガンシナーは久高島のオバーたちが作っ
たもの。素材にアダンの気根（アダナシ）を切って干して割いた繊
維を使っており、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切って割いてロープにしたり、草履を作ったりした
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。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、他地域から水を買いに来ることもあったそうです。
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
では急な坂道を上り下りするのが大変で、他所から嫁が来なかっ
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。稲穂を咥え
た鶴が中国から飛んで来て芽吹いたという伝承があり、旧正月後
の最初の午（うま）の日に受水走水で豊作祈願を行い、区民ら自
ら田植えを行う親田（うぇーだ）御願を行っています。また、一昨年
に稲作会を発足させて古代米の復活に取り組んでおり、田植え、
草取り、稲刈り、脱穀など一連の作業をヤーマなどの道具を使っ
て復活させています。今後も古代米の活用など、みんなで地域お
こしを考えていくそうです。 

【前川】 石 

 

前川は丘陵地に集落が形成されており、石畳や石垣がこの地の
風土を伝えています。地区内の沖縄ワールド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は５０を超
える防空壕が掘られていて、戦争の激しさを物語っています。さて、
このガンガラーの谷の名前の由来が、「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ね。 
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【津波古】 新報那覇マラソン１５km地点の石柱 

 

津波古入り口に置かれていた「新報那覇マラソン15KM」の石柱。
1955年に始まった「新報那覇マラソン」（現在のおきなわマラソン）
のマイルストーンとして、津波古地区の馬天入口バス停付近に立
っていました。新報那覇マラソンは1993年に「おきなわマラソン」と
改称し本島中部地域で開催されるようになり、この石柱はその役目
を終えていましたがそのままの状態となっていました。津波古地区
では近年の道路工事によって取り除かれそうになっていた石柱を譲
り受け、いつか何かに使おうと大切に倉庫に保管されていたものを
今回特別に展示しています。 

【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。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
るといった歌詞に込められた思いが、聴く人々の心を打ったと言い
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日曜日に区費を集めており、以前はこの集金箱
にお金を入れておいたそうです。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の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的で

す。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、南風原音頭が受け継がれていく過程も興味深いで
すね。 

【大城】 祭日日記  大城で行われる祭日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69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、書記さんに受け継が

れ、現在も行事ごとの手順確認のために書記さんの机に保管され
ています。 

【稲福】 バーキ（サギティール）  以前は沖縄県南部の至る所で竹細工を作っていたそうですが、現

在は加工できる人が減っているとのこと。サギティールを製作した玉

城（たましろ）さんにお話を伺ったところ、取っ手の部分に使用してい

る竹はもともと潰れた形で成長していたもので、独特の風合いを活

かして持ち手として加工したそうです。素材の持ち味を活かした道

具作りにも工夫が見られ、作り手の苦労が垣間見えます。また、バ

ーキには大小があり、大きいものは食品や農産物などの食べ物を

入れて使い、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。   
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【真境名】 シンタとシンメーナービ  シンタとは、シンメーナービで芋などを蒸す際に使われる蓋のこと。
シンタはススキと竹で編まれた立派なもので、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っています。現在も真境名地区
に住む80代の玉城さんがその製法を伝えており、今年は大里地区
のムーチー祭用にと新たに依頼があったのだとか。以前は各家庭
の子どもたちがススキを集め、シンタ作りに協力したと言います。シ
ンメーナービとぴったりの大きさに作られたシンタを使うことで、鍋とシ
ンタの間に空間ができ、芋を蒸すのにちょうどいい形になるそうで
す。竹を細く割いて柔らかく整え、長さを揃えたススキを編み込んで
おり、持ち手の編み目など民芸の美しさを有しています。 

【糸数】 掃除サーブーの竹ぼうきと鍬と頭飾り  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」の小道具です。掃除サーブーは、村の青年が地頭に遊び
庭の掃除を命じられ、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、地頭から十五夜の会場となる場所
の掃除を言いつけられ、やってみたところ、「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】 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とか。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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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16点を展示した。 

なお、手ぬぐいデザインについては、ブランディング事業実施日に調整中であった２地区については展示し

ていない。 

 

 

【小谷】 【佐敷】 【久手堅】 【安座真】 
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【知名】 【久高】 【垣花】 【仲村渠】 

    

 

【前川】 【津波古】 【新⾥】 【糸数】 
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【船越】 【⻄原】 【南風原】 【真境名】 
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４－２－２．効果の検証 

（１）アンケート結果 

ブランディング事業の展示会場を訪れた観客を対象に、留置によるアンケート調査を行った。アンケート結

果として、下記のような傾向がみられた。 

 回答者は、「市内」に住む人が中心で、年齢・性別ともに幅広い層の人であった。 

 エコミュージアムの認知度については、「初めて知った」が57.8％と高かった。一方で、「知っていた」と回答し

た人も、４分の１近くの割合となった。 

 回答者の９割が、特に気になる展示が「あった」と回答しており、手ぬぐいの展示をはじめ、小谷のサギジョー

キや、船越のチチシ、大城の祭日日記、仲村渠のヤーマの展示に関心を寄せた人が多かった。 

 回答者の８割近くの人が、自分の地域で手ぬぐいデザインをつくってみたいと回答した。その理由として、地域

の魅力を知るきっかけになるという回答が多く、他にも地域の特徴を活かす取組につながると感じている人や、

手ぬぐい自体に魅力を感じている人がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性, 

53.3%

⼥性, 

46.7%

性別

n=45

10歳未満, 

2.3%

10歳代, 

9.3%
20歳代, 

9.3%

30歳代, 

18.6%
40歳代, 

20.9%50歳代, 

9.3%

60歳代, 

18.6%

70歳代以上, 

14.0%

年齢

n=43

市内, 

58.7%

市外, 

41.3%

居住地

n=46

知っていた, 

24.4%

聞いたこと

はあった, 

17.8%

初めて知った, 

57.8%

エコミュージアムの認知度

n=45

あった, 

90.9%

特になかった, 

9.1%

特に気になる展示があったか

n=44

はい, 

78.0%

特に思わない, 

22.0%

手ぬぐいデザインをつくりたいか

n=41
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特に気になった展示 

手ぬぐい／サギジョーキ（小谷）／チチシ（船越）／祭日日記（大城）／ヤーマ（仲村渠）／シンタとシンメーナ
ービ（真境名）／ウンサク（久手堅）／げんのう（知名）／新報那覇マラソン１５km地点の石柱（津波古）／大
神宮（安座真）／食栄森（南風原）／すごろく など 

手ぬぐいデザインをつくってみたい理由 

【地域の魅⼒を知る・発信するきっかけとしての意⾒】

歴史が知りたい／歴史のあるところでやってみたい／自宅周辺を見直すきっかけになり、新たな発見がありそう
／自分の地域に愛着がもてる／自分の地区の特徴を知るきっかけになるから／地域のシンボルや隠れたよい
ところを発見できそう／地域の自慢の場所、行事、特産品の発掘や再発見、再認識につながる／地域を考え
るきっかけになる／字出身の方々にもみてもらいたい／地元の特徴を活かせる／世の中に役立ちたいから／
地域の宣伝になるから／用途があってよい 
【⼿ぬぐい⾃体の魅⼒についての意⾒】 

素敵だから／手ぬぐいが大好き／家に飾りたい／地域の特徴が１枚に表現されてかわいい絵でよかった、全
部そろえたい 
【その他の理由】 

おもしろそう／買いたい／デザインの仕事をしているから／なんとなく など 
【他市町村在住者の意⾒】 

首里に住んでおり、モチーフになるものがたくさんあるから／自分の町のものがあったら買いたい、後世に残せる

展示をみての感想 

一見、素朴な展示物でも、よくみて考えると地域がみえてくる。 
手ぬぐいが好きで、とても楽しみに来ました。 
チチシを持ち上げようと子どもたちが興味持ってくれたので、連れてきてよかったです。 
昔、使っていた道具など、その地域の歴史があって楽しい。／近くの地域のこと、もっと教えて下さいね、ありがと
う。 
少し前に竹を取ってきました。真境名出身です。 
紙芝居が楽しそうです。小学校のよみきかせなどにも使えたらいいです。 
各地域の手ぬぐいがよかった。それを見るだけで地域の概要が分かり、よりくわしく知りたくなった。 
サギジョーギを作ってみたいと思いました。 
同じ沖縄でも知らない道具などがたくさんありました。 
ヤーマは初めてみた。いい発想だと思う。／昔の人は頭がいいと思う。仲村渠は頑張っていると思う。 
そーじさーぶーがあるから気になって・・・ 
スタッフのみなさんの説明が丁寧。 
狭いようで多様化しているので文化がおもしろい。 
大神宮を初めて知った。／昔使っていた道具とか材料は貴重だと思う。／伝統は残した方がよい。 
地図とリンクするとよい。 
見たことあるものが多かった。 
風が強くてゆっくりできなかった。 
知らないことを知ることができて、大変興味深かったです。 
もう少し作品を展示してみては。 
手ぬぐい、出来上がりが楽しみです。ほしい！！ 
手ぬぐい、ほしいです！！ 
各地域の特徴が比較できておもしろい。／手ぬぐいがかわいい。／解説が、地域の歴史やモノの説明だけじゃ
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なくて、地域の物語にふれているのがおもしろかった

近くに住んでいても他の地区のことは知らないものなんだと思った。もっと知りたいので、楽しいイベントを通してたく
さんの方に知ってほしいです。 
沖縄を少しでも知れたかな？！ 
もっと展示品があるとよいですね。イベントのＰＲももっとしてほしい。 
次回から出品数を増やしてもらいたい。 
沖縄好きな人が興味を持ちそうなのに、普段人目につかないモノを並べていて、これをキッカケに一つ一つの地
域にも興味をもったり訪れるキッカケになると感じました。 
知らない文化、展示物があり興味深かったです！ 
民具は今のくらしにも十分とり入れられるし、様々なまつりが受けつがれていて、古い時代の記録が残っているの
もすばらしいと思います。展示してあるものを見るだけでなく（触れる、体験できる）そういうミュージアム、いいです
ね。 
各字での普通がとても面白く、簡潔に表されていて非常によかった。スタッフの方の説明が本人自身楽しんでい
る感じが伝わり、とてもよかったです。 
博物館においていそうな物が、手にとって見られました。 
むかしのがおいてあって、すごいなぁ。と、おもったところです。 

 

 

（２）まとめ 

「冬の豊年美味（ホウネンウマチー）」の２日間における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。 

今回のブランディング事業では、博物館などに収集・所蔵されていたり、展示会への出品を目的としてつくら

れた作品などの展示ではなく、現代においても地域の公民館や民家などにあり、年間を通して使用・設置され

ているものを展示した。今回の取組は「地域まるごと博物館」というエコミュージアムの意義そのものであり、ア

ンケートで寄せられた「素朴な展示物でも、よくみて考えると地域がみえてくる」という感想や、「狭いようで多様

化しているので文化がおもしろい」と感じてもらえたことは、南城型エコミュージアムのブランディングとして成功

しているといえる。 

南城型エコミュージアムの“ブランド”とは、この地域で連綿と受け継がれてきた暮らしの中にある物語や背

景そのものであり、展示のテーマとした「『いのり』と『いのち』のつながり」と展示物のキャプションによりこれらを

断片的に感じ取ることができたのではないかと推察する。 

さらに、手ぬぐいデザインの展示では、各地域の特徴を集約したデザインとそれらが連続して陳列されてい

る様が面白く、地域をデザインに落とし込むという新たな要素を付加することで南城型エコミュージアムの将来

的な取組を期待させるものであった。 

今回、「冬の豊年美味（ホウネンウマチー）」という“食”をテーマとしたイベントに出展したことで、南城市の食

材や調理法の紹介だけに留まらず、背景となる地域の文化的な特徴や物語を共有することができ、より意義

深い取組になっている。また多くの来場者が見込めるイベントに出展することで、南城型エコミュージアムの認

知度を広げる機会ともなった。来場者の中には消費者だけでなく、飲食業の関係者などもおり、これまでエコミ

ュージアムに触れることがなかった層へ地域の背景や特色を伝えることができた。イベントとエコミュージアム



  

111 

ブランディング事業の実施

事業が相互に補完し、相乗効果を発揮することができたのではないか。 

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る。このため、引き続き地域に入って内向けのブランディングを行いつつ、

対外的なブランディングにも力を入れることが望ましい。 

対外的なブランディングに移行する場合、個々のサテライトの紹介と並行して「南城型エコミュージアムの世

界観」を醸成し、継続して発信することが効果的と考えられる。ここで言う世界観とは、単一の商品や場面だけ

でなく、全体として提供されるサービスや雰囲気などを、写真やポスター、商品パッケージを通じて顧客へ届

けることであり、南城型エコミュージアムのブランドアイデンティティをイメージ化し、継続して浸透させることで

ある。 

展示品を選定する際、各地域との話し合いにおいて「自分たちの地域には何もない」という意見が多数聞か

れたが、来場者の多くが南城市の地域文化に関心を寄せており、地域の息づかいを感じる本事業に興味を抱

き始めていた。南城型エコミュージアムのブランディングの第一歩として今回の取組は功を奏したのではない

か。 

 





 

資料編 
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１．地域入り懇談会の記録 

 

（１）津波古 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月８日（水）19：30～20：00 場 所 津波古公民館 

参加者 津波古区 役員及び各班長14人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（西村、吉） 

 

事業説明での意見 

 地域入り懇談会は、役員会の日程に合わせて行う。メンバーは評議員と関心のありそうな人や班長
たちへも案内をする。 

 評議会であれば日程も決まっていて集まりやすい。また、評議員の人たちと地域について話し
合えるよい機会になると考える。 

 津波古では、今年度、「地域コミュニティ計画策定助成事業」に採択され、取り組んでいる。 

 区のこれからの行事としては、８月26日（日）にヌーバレーがある。 

 津波古には相撲など文化的なものが残っているが、継承者が高齢化している。こうした市の事業を
きっかけに後継者が育つとよい。 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年９月11日（火）20：00～21：10 場 所 津波古公民館 

参加者 津波古区 区民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉）、APOLLO BREW（由利） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②アイスブレイク ～ ③地域の色を考える ～ ④地域の資
源・魅力を考える 
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津波古の色 

 参加者それぞれが思う津波古のイメージカラーについて確認した。 

津波古の色 

色  理由 
赤色 津波古といえばスポーツの赤いユニフォーム／小学校での地域の色 

青色・紺色 空と白い雲のコントラスト／海と白い帆船／夜の色、藍色や深い青 

緑色 腰当森 

紫色 棒術のハチマキの色 

 

津波古の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 馬天港のおかげで津波古は栄えており、料亭や劇場、クジラ工場などがあった。その名残なのか今
も居酒屋や刺し身屋が多い。 

 津波古の字誌は、クジラ工場の話や馬天製菓の缶の写真など内容が充実しており、読み応えがある。 

 古いものと新しいものが混在している。例えば、古い建物や今の建物、旧住民と新住民（寄留民）、
外国人と津波古の人など。 

 本来は、寄留民とは一時的に住む人のことを意味するが、長年住んでいる人にも使うことがある。
50年近くいても、「寄留民」といわれることがある。 

 津波古でどこにもないものをつくれたらよいと思っている。 
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津波古を表す⾔葉について 

課題  内容 
馬天   津波古という地名はあるが、馬天という言葉のほうがとおりがよい。例えば、馬天港、

馬天小学校、馬天自練など。 

 津波古と馬天の２つがあるといわれるが、よくわからない。 

伝統芸能   天人、棒術、獅子舞、みるくゆがふといった伝統芸能が盛んである。 

青年会   青年会が頑張っている。 

 青年会へ関わる人が少なくなっているので、若者を地域に引き込みたい。後継者育
成のため、子どもたちを巻き込んだ取組を実施している。 

アスリート・陸上が強
い   運動能力が優れているイメージがある。 

 陸上が強く、他の地域からライバル視されることがある。 

絆が大切   地域の絆が強く、まとまっていたイメージがあるが、希薄になってきているように感じる
ので、絆をとりもどしたい。先輩たちから引き継ぐために、今からでも取り組みたい。 

 地域のパワーを感じる。 

 地域で触れ合う場が必要だと感じている。 

シータウン   海沿いは散歩道になっており、散策しながら海を見て、なごむことができる。 

 戦後の歴史を考えたときに、今の津波古につながるターニングポイントは３つあると思
う。１つ目が終戦で、２つ目がシータウンの整備、３つ目が区画整理である。 

灯台   三ツ矢サイダーのCMのロケ地である。 

夜景   海と月と空のコントラストが美しい。 

 きれいな夜景が見える坂がある。 

土帝君（お宮）   戦前の場所から移動して、現在の場所にある。かつての土帝君前の広場では、闘
牛を行っていた。 

 集落の守り神。 

バックナービル・異文
化交流   バックナービル（外人住宅）で遊んでいた経験がある。小さい頃から、アメリカ人と遊

んでいたという経験は財産だと思う。 

クジラ工場   現在の公民館がある場所も、元々はクジラ工場だった。 

 クジラ工場は漁港の近くにあって、現在は公園になっている。 

昔の公民館   昔の公民館はいつも誰かいて、子どもと大人が交流する機会があった。 

豆腐   衝撃的に美味い!! 

 上原豆腐店は200丁限定で販売している。 

太刀魚（ンジャイユ）   馬天の名産。刺し身や、すり身を団子などで食べる。 

オーシャンキッチン   美人姉妹が営む天ぷら屋さんがある。 

その他のキーワード 

 

 

 

製糖工場／南城市の入口／／神谷製パン／瀬底養鶏場／「モーラス」というバス停があった／団結／子

どもが多い／活気がある／暮らしやすい／海・潮風・山原船が浮かぶ海／風光明媚／イビの森・聖地／腰

当森（クサティムイ）／ハーリー／北山王の子孫／チンボーラー 
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３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月22日（月）20：00～21：30 場 所 津波古公民館 

参加者 津波古区 区民６人 

事務局 観光商工課（具志堅）、国建（後藤、吉）、APOLLO BREW（由利） 

デザイナー Doucatty（田原夫妻） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②前回の振り返り ～ ③デザインを考える ～ ④まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波古の手ぬぐいデザイン 

 馬天という言葉は入れたいので、馬天と津波古の２つの文字を入れて、その間に津波古の４つの伝
統芸能と、ハーリー、灯台などを盛り込んでみた。 

 馬天という言葉を入れるか迷ったが、あえて「津波古」の文字をメインにした。力強い文字で津波
古の３文字を配置し、漢字の一部が魚や太刀魚、灯台などのイラストになっているデザインはどう

か。海風を色などで表現できればよい。 

 津波古の中心は土帝君だと思っているので、上のほうに土帝君を入れ、その下に津波古の４つの伝
統芸能をイラストで入れるイメージだ。 

 津波古では、デザインだけをつくるのではなく、予算化して手ぬぐいを作成し、馬天ハーリーなど
で販売したいと考えている。市内事業者の協賛が得られるように四隅に企業ロゴを入れるレイアウ

トはどうか。 

 馬天劇場や馬天製菓のロゴが素晴らしいので象徴として入れたい。そこに、クジラや灯台なども盛
り込んで、懐かしさと新しさを感じるデザインをイメージした。 

 棒術と関わることで地域の人になれたと感じている。昔行われていた棒まちを復活させたいので、
棒を持って行進している人やミルク様が後ろから歩いているデザインをイメージした。 
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デザインに取り入れたい津波古らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
馬天 馬天港／馬天劇場のロゴ／馬天製菓のロゴ 

海・港町 魚／クジラ／堤防と灯台／太刀魚／風・潮の匂い 

伝統芸能・文化財 棒術／エイサー・地方／天人／獅子舞／土帝君 

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 平成30年11月27日（火）20：00～21：30 場 所 津波古公民館 

参加者 津波古区 区民など７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉）、APOLLO BREW（由利） 

デザイナー Doucatty（田原夫妻） 

流れ ①挨拶 ～ ②手ぬぐいデザインラフ案の確認 ～ ③将来像等の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 津波古の手ぬぐいデザインは、棒術や獅子舞、エイサーなど、全て独立したパーツとして描き、そ
れをレイアウトして現在のデザインにしている。そのため、それぞれのパーツを取り出して、テー

マをひとつに絞った新たなデザインを作成することも可能だ。（デザイナー） 

 津波古の特徴がたくさん盛り込まれている。ミルク様などは雰囲気がよく出ている。 

 色は、白地に紺色で柄を入れたものとする。 

 津波古の区章（星と月のマーク）もデザインに取り入れたい。 

 津波古の文字のあたりに配置する方向で考えたい。全体のバランスをみながら、修正する。（デ
ザイナー） 

 修正したデザインは、区長に確認する。 

 確認後、完成したデザインを区の広報誌に載せて、区民にお知らせしたい。 

 

手ぬぐいデザインの使用方法について 

 本染めで作成するとなると、１枚の作成に1,200円程度かかるので、1,500円で販売するのはどうか。

プリントでよければ、もう少し制作単価は安くなるだろう。（デザイナー） 

 本物がほしいという人には本染め、安くてよいという人にはプリントなど、２通りの需要があ
ってよい。 



 

120 

地域入り懇談会の記録  

 活用方法のアイディアとしては、Tシャツ、津波古手帳やカレンダー、オリジナルボトルなど。ネッ

ト販売も可能だろうか。 

 

その他 

 津波古の将来像について、内容を確認した。修正事項は下記のとおり。 

津波古のキャッチコピーの「芸能活動」→「伝統芸能」／PRポイントの「馬天地区には」→削除 

 ブランディング事業において、津波古からの展示について相談・依頼した。新報マラソンの15km地

点の石碑を展示する方向で確認・調整したい。 
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（２）新里 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月９日（木）21：00～21：30 場 所 新里公民館 

参加者 新里区 評議員11人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

事業説明での意見 

 地域入り懇談会は、評議委員のメンバーと関心のありそうな人に声をかけて実施する。 

 各種団体ではPTAや里の会にも声をかけて関心がある人を募る。 

 日程については、評議員会の日とは別の日程で平日の夜で調整する。 

 デザイナーについては、区内に店舗を構える「Doucatty」へ依頼をしてみる。 

 本事業で手ぬぐいデザイン案を制作した後に南城市観光協会などで販売してもよいのか。 

 デザイナー権利関係も調整する予定なので、その方向で考えてよい。観光協会で販売するなら、
その調整は可能である。［市］ 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年９月14日（金）20：00～21：00 場 所 新里公民館 

参加者 新里区 区民８人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉、崎浜） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②アイスブレイク（クイズ） ～ ③地域の色を考える ～ ④地
域の資源・魅力を考える 
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新里の色について 

 新里の手ぬぐいの色は、水色と緑の２色がよい。 

新⾥の色 

色  理由  人数 
緑色 新里は自然が豊かで、山が特徴的 ５人 

青色・水色 水が豊富／中城湾などの内海の景色がよい／タク川の滝 ６人 

グレー 道、アスファルトの色 １人 

赤色 デイゴの花の色 １人 

 

新里の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新⾥を表す⾔葉について 

キーワード  内容 
新里公民館 

 集落の中心にある。 

 新里出身のタレント・津波信一の「公民館より～」というネタが印象的である。 

新里幼稚園  旧佐敷町で最初にできた幼稚園で、今の公民館の場所にあった。 

サーターヤー  区で初めてつくった製糖工場があった。 

祈り・神様 

 御嶽や祈りが多い地域。 

 あるユタから新里に訪れると頭が重くなるといわれたことがあり、そのくらい土地的に
も神聖な場所だと思う。 
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キーワード  内容 
勢理客（姓）  「勢理客」と名乗ると、「新里の人か」といわれるほど圧倒的に勢理客姓が多い。 

民政府・刑務所  ユインチホテル南城あたりに民政府があった。 

竹細工・竹林  新里は竹が有名で、竹細工をつくっていた。 

「里」の光文字（イルミネ
ーション） 

 盆や正月に帰省する人のために、「新里」や「ふるさと」、「里山」などの意味をこめ
て「里」の光文字イルミネーションを実施している。新しい伝統行事となっている。 

 馬天の「天」という光文字に対抗して始めたことがきっかけだが、今は新里だけが
行っている。 

汗水節 
 新里に伝わる創作舞踊「汗水節」は振り付けを新里の人が行った。 

 昭和８年から踊られているが、現在は踊れる人が少なく、保存継承が悩み。 

佐銘川大主の伝説  尚巴志の祖父である佐銘川大主が住んでいた場所で、伝説がある。 

場天御嶽 

 斎場御嶽で祈りが始まると、場天御嶽にある香炉から風が吹くという話をきいたこと
がある。 

 斎場御嶽とゆかりがある。 

徳森小 
 拝所だが、現在は山崩れで埋まってしまった。 

 ガジュマルの木の生えた少し小高い場所で、人が集まりやすかった。 

拝所  拝所が多く、54ヵ所ほどある。 

イビの森 
 ムラの祖霊神を祀った神聖な場所。東御廻いのコースに入っている。 

 ここに拝所が多い。 

土帝君  1980年に有形民俗文化財に指定された。 

新里ビラ・坂道 

 新里といえば新里ビラが有名で、インパクトがある。 

 新里ビラを中心に集落が栄えた。 

 この坂を親慶原まで道を切り開いたのは新里の人だったらしい。 

 交通事故が多い。 

夫婦デイゴ 

 ラジオ体操を行う広場には夫婦デイゴと呼ばれるデイゴが生えている。 

 ラジオ体操の集合写真をこの木の前で撮影するなど、いつも写真のなかにある思
い出の場所。 

緑（緑地）  緑がきれい。昔は松が多かった。 

風景・山並み  集落の上のほうから眺めた景色や山並みなど、風景がとてもきれいな地域。 

山崩れ  1959年のシャーロット台風で山崩れがあった。忘れてはいけない災害である。 

中城湾の眺め  ユインチホテル南城側から見た中城湾の眺めが非常に素晴らしい。 

夜明けが丘  新里の山から太陽が昇る様子を最初に見ることができる場所。 

海 
 中城湾の内波は穏やかで、映る景色が写真のように見える。 

 海側からみた新里の景色もよい。 

水が豊富  元々は水の豊富な地域であった。 

多様な生物  アカショウビン、サンコウチョウ、ホタルなど多様な生物が生息している。 

タク川御嶽（滝）・水源
地 

 昔から、水が豊富な場所で拝みをするところ。 

 新里発祥の地といわれている。 

その他のキーワード 

 

 

ゆいまーる／仲がよい／和気あいあいしている／お互いを知っている／班長制度がある／ユインチホテ

ル南城／綱曳／アブシバレー／新春マラソン／ハブ 
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３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月25日（木）20：00～21：30 場 所 新里公民館 

参加者 新里区 区民８人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、Doucatty（田原
夫妻） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②前回の振り返り ～ ③デザインを考える ～ ④まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新里の手ぬぐいデザイン 

 新里ビラをデザインのメインにしたい。 

 新里の場天御嶽やイビの森、石畳などの文化財をデザインに取り入れたい。 

 夫婦デイゴや、里のイルミネーション、バーキをデザインに取り入れてはどうか。 

 汗水節は歌詞も曲も振り付けも素晴らしいので、全国や世界に広めるためにも、デザインに取り入
れたほうがよいと思う。デザインとしては、汗水節を踊っている人、あるいは田園風景のなかにク

ワをもった人を描き、歌詞を載せるのはどうか。 

 新里には沖縄にしかいない生物がいっぱい生息している。自然の豊さやタク川の滝などの水が豊富
な様子を描いてはどうか。 

 年配者はスクナ森を見るとふるさとを思い出すらしいので、夜明けヶ丘の景色とスクナ森を載せる
のはどうか。 

 新里ビラから見える夜景か昼の見晴らしのよさを表してもよいと思う。 

 新庁舎をデザインに載せるのはどうか。新里にあることをアピールしたい。 
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 体育館を活用してもらえるように、スポーツの様子を入れてはどうか。 
 尚巴志マラソンで売れるようなデザインにしてもよいかもしれない。 
 旗頭をメインとして、背景には夜の月と川を描いてはどうか。旗頭は、年１回、夏祭りにしか出さ
ないため、この機会にアピールすることができるのではないか。 
 エビや魚がいっぱいいたウフガーラや、幼い頃に凧を飛ばしていたダロー森は思い出の深い場所で
ある。 

〈デザイナーの意⾒〉 

 参加者の意見をふまえ、新里ビラを中心に新里のよさをたくさん盛り込んだデザインにしたい。 
デザインに取り入れたい新⾥らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
自然・景色 

新里ビラ／夜景／見晴らし／夫婦デイゴ／森／生物（サンコウチョウやアカショウビン
など）／ホタル／新里の自然／水源・滝／スクナ森／ウフガーラ／稲作／きび畑／
バナナの木／ヤギ牧場／月／ダロー森 

伝統・行事 汗水節（クワをもっている姿や踊っている姿）／旗頭／里の光文字（イルミネーション） 

歴史・文化財 
バーキ／イビの森／拝所（東御廻い）／場天御嶽／尚巴志（顔）／タク川御嶽／２つ
の龍宮／石畳／土帝君／馬場／佐銘川御殿跡 

精神 ゆいまーる／ふる里 わったー島／祈り 

その他 公民館／スポーツをしている様子／新庁舎／尚巴志マラソン 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 次頁から掲載。  
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年11月30日（金）20：00～21：30 場 所 新里公民館 

参加者 新里区 区民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（吉、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、Doucatty（田原

夫妻） 

流れ ①挨拶 ～ ②手ぬぐいデザインラフ案の確認 ～ ③将来像等の確認            
ラフ案の検討 
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 デザイナーが作成したラフ案をもとに、新里の手ぬぐいのデザインについて意見の集約を行った。 

 色は、白地に緑色または、色のバランスをみて深緑で柄を入れたものとする。ラフ案をベースに、
下記の修正を行う。修正したデザインは、区長に確認する。 

「新里」の文字を隷書体にする／タク川の滝をもう少し大きくして色は水色にする／デイゴの花を追加し、色は赤

色にする／ユインチホテル南城を追加する／スクナ森は山があるような形に修正する／マラソンランナーのゼッ

ケンは１、３、７にする／馬のたてがみを整える 

 

その他 

 将来像等について、問題ないことを確認した。 

 ブランディング事業において、創作舞踊汗水節の道具を借用することを共有した。 
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（３）糸数 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月29日（水）20：00～20：30 場 所 糸数公民館 

参加者 新里区 区長・評議員など11人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

事業説明での意見 

 地域入り懇談会は、評議会に加え、老人会など区内の各部会から何人か代表を募って実施する方法
がよいと考えている。日時やメンバーについては、区長と事務局で調整したい。 

 区内にはイラストなどが得意な市職員がいるので、参加できないか確認してみたい。 

 区では、アブチラガマに来た観光客にグスクにも訪れてもらいたいと考えている。グスクやアブチ
ラガマとの連携についても話ができるとよい。 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月18日（木）20：00～21：10 場 所 糸数公民館 

参加者 糸数区 評議員など９人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②地域の色を考える ～ ③地域の資源・魅力を考える 
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糸数の色について 

 参加者それぞれが思う糸数のイメージカラーについて確認した。 

 手ぬぐいデザインに使用する色なら、濃い色がよい。明るい色は汚れが目立つのではないか。 

 糸数城跡の城壁をデザインに入れると、赤色などはイメージが異なるかもしれない。 

糸数の色 

色  理由  人数 
赤色系統 

赤色：旗頭の旗の色／糸数の人は情熱的 

紫色：ユニフォームの色／旗頭などの頭巾の色 
４人 

青色系統 ― ０人 

黄色系統 体協のビブスの色 １人 

その他（青緑色） 
緑色：サトウキビ畑（軽い黄色寄りの緑色）／山の色（濃い緑色） 

全色：糸数には色んな人がいるので、すべての色を混ぜ合わせたい 
４人 

 

糸数の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸数の特徴・資源 

キーワード  内容 
糸数グスク 

 青年団歌は「糸数城は古くして…」と始まる。青年団歌は三線に合わせて歌って踊
る。高校卒業後、青年会へ入る際の入退団式で、最初に斉唱する。 

 子どもの頃の遊び場だった／糸数グスクへの道は、ダキドゥンビラ（嶽殿坂）と呼んで
いた／昔は、今のように城壁は整備されていなかった。 

 グスクは本島南部で一番標高が高いため眺望がよく、ヤンバルが見える。 
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キーワード  内容 
団結力・飲みニケー
ション 

 糸数では飲ミニケーションが活発で、年齢を問わず仲がよい（無礼講）。飲み会の
門限は12時（12時には公民館から解散する）という決まりがある。いわば現代の毛
遊びである。 

 お酒は泡盛の久米仙やまさひろが定番である。消費量が多いということで、まさひろ
酒造から区が表彰されたこともある。 

 ただ集まって飲むのではなく、地域行事や活動など一仕事を終えてから飲む。むしろ
飲むための口実として行事をつくっているイメージだ。例えば、昔は球技大会をよく開
催していた。球技大会の幹事は年代別で持ち回りとしていて、自分たちが勝てる種
目を選んで開催していた。最近は少子化で参加人数が減っているため、あまり開催
できていない。 

 今は老人会のグランドゴルフの活動が主流になっている／老人会以外に、中堅同
士会や青年会がある。 

 先輩・後輩の交流のきっかけとしては、他にもカーキー（ちょっとした賭け事）がある。 

泉（イジュン） 
 糸数は標高が高いにもかかわらず、湧き水が豊富である。 

 糸数樋川、カマンカジ、ミーガーなどの泉があり、糸数樋川は今でも使用している。 

標高が高い 
 標高が高いため、眺望のよい場所である／グスクには気象台等の施設がある／気

温も他の地域より１～２度低い。風も強い。 

ウマイ小（馬場） 

 かつての馬場跡。景色がよく、区民だけの秘密の場所としたいので、あまり外部へ
宣伝したくない。 

 昔は運動会の会場であった。 

掃除サーブー 

 十五夜で最初に披露される狂言。糸数では、掃除サーブーを演じて露払いした後
に棒術を行い、それから獅子舞を演舞する。 

 掃除サーブーは糸数にしか残っていない狂言であり、シュガーホールで披露したこと
もある。 

獅子舞 
 十五夜にクラサグヮーという広場で獅子舞が披露される。舞台や獅子を置く台座が

ある。 

戦闘指揮所 
 戦時中に、糸数グスクの下のあたりに日本軍の監視塔があった。見晴らしがよく港が

見えるため、敵の動きを把握して首里に伝達していた。 

石獅子  集落の外に向かって４体配置されており、魔除けとして集落を守っている。 

ウージ畑  糸数のサトウキビ畑は、昔、ニュース番組で撮影されたことがある。 

その他のキーワード 

 

 

糸数の手ぬぐいデザインについて 

 糸数の手ぬぐいには、糸数城跡の城壁を載せたい。その手前に旗頭やガーエー、それを見ながら飲
ミニケーションしている人々の姿を描きたい。 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年11月６日（火）20：00～21：00 場 所 糸数公民館 

参加者 糸数区 区民10人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、DECOR（瑞慶
山、南風） 

流れ ①挨拶 ～ ②前回の振り返り ～ ③手ぬぐいデザインを考える ～ ④まとめ 

アブチラガマ／旗頭／星空／ベジタリカ 
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糸数の手ぬぐいデザイン 

 糸数グスクをデザインのメインとして大きく載せたい。門を中央に描き、その中に糸数の文字を入
れてもよいのでは。 

 正門の前に、毛遊びのように飲みニケーションをしている糸数の人たちを載せるのはどうか。 

 飲ミニケーションをしている人々の左右に、それぞれ旗頭を描くデザインにするのはどうか。旗頭
の先端部分の槍と薙刀はしっかりデザインしてもらいたい。 

 糸数において、掃除サーブーがいないと物事が始まらないと感じるほど、掃除サーブーは重要であ
るので、デザインに取り入れたほうがよいのでは。 

 獅子舞が踊っている様子もデザインに取り入れたほうがよいかもしれない。 

 色はグレー、黒、紺色等の濃くハッキリとした色にしてもらいたい。 

デザインに取り入れたい南風原らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
史跡 糸数グスク 

行事や芸能 旗頭／掃除サーブー／獅子舞 

その他 毛遊び（飲みニケーションのイメージ） 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 全体でデザインに対する意見を募った。 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年12月６日（木）20：00～21：00 場 所 糸数公民館 

参加者 糸数区 区民９人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、DECOR（瑞慶
山、南風） 

流れ ①挨拶 ～ ②将来像等の確認 ～ ③手ぬぐいデザインラフ案の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 デザイナーが作成したラフ案をもとに、糸数の手ぬぐいのデザインについて意見の集約を行った。 

 色は、紺色に赤色を差し色としたものとする。ラフ案をベースに、下記の修正を行う。修正したデ
ザインは、区長に確認する。 

旗頭の持ち方が反対なので、修正する／飲みニケーションしているメンバー（踊っている人のうちの誰かひとり）を

女性にする／獅子の足は塗りつぶしにする／「イチカジ」の文字を隠し文字で追加 

 

その他 

 将来像等について、確認した内容で問題ないことを確認した。 

 ブランディング事業において、掃除サーブーのカツラ・ヒラ・ホウキの借用についてお願いした。 
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（４）船越 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月７日（火）20：00～20：30 場 所 船越公民館 

参加者 船越区 評議員９人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

事業説明での意見 

 地域入り懇談会は、評議会の日程に合わせて行う。メンバーは評議員を基本とし、地域に詳しい年
配者等にも声をかけて行う。 

 評議員会であれば各種団体がおり、会の日程も決まっているため集まりやすい。 

 評議員会は、毎月第２火曜日を基本に実施している。 

 評議会の年齢層は40代～60代である。 

 船越の取組の入り口としてデザインを考えようということだと了解した。一緒に取り組めるとよい。 
 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年９月11日（火）20：00～21：10 場 所 船越公民館 

参加者 船越区 評議員など15人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②アイスブレイク ～ ③地域の資源・魅力を考える ～ ④
地域の課題を考える ～ ⑤地域の将来像・やりたいことを考える 
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船越の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船越グスク、ウッカー、上門の石垣と、その周辺の石畳道や古民家、フクギなど。 

 綱引きと当日同時開催の相撲大会、エイサー・地方の三線、行事が多い。 

 小学校や保育園、学童など地域の子どもたちが集まってくる施設が集中している。 

 インスタ映えとして、サボテンが有名。結婚式の写真を撮影に来る人もいるようなので、日本航空
のCMにも使われると聞いている。 

 今は土地改良が行われたためサトウキビ畑が広がっているが、かつては水田で有名な地域だった。
自然が豊富で、クワガタなどが採取でき、水も豊富ということでホタルなどもいる。 

 地域の偉人として、湧上聾人がいる。２年ほど前に絵本を作成し、学芸会で劇も上演した。 

 かっこいい男性が多い、美人がとっても多い、人が優しい。子どもたちが元気。青年会がエイサー
などで頑張っている。今日も出演のために練習で集まっている。 

 お母さんが我が子を守るように、船越グスクがクサティ（腰当）として船越集落を守っている。グ
スクに登って眺めると、雄飛川との関係（昔、船越周辺は沼だったこと）を感じることができる。

古い集落なのでウガンジュ（拝所）が多い。 

 チチシは今も公民館前にあり、子どもたちに船越の歴史文化を教えるときには、小さめのチチシを
持ってきて持たせる体験等を実施している。 

 負けず嫌いな性格の人が多く、サトウキビを担ぐときには、量を競って多く束ねたものを担いだ。
トラックに乗せるときも力自慢するように放り投げたりもした。船越タバイーという言葉は、船越

の人の負けず嫌いを表す言葉だと思う。 

 田植えなど、なんでも競争にした。負けず嫌いな性格はあるかもしれない。 

 船越で仕事をしていると、出された食事を何度もおかわりしなければ、役に立たないなと思われた
という笑い話もある。 

 船越の手ぬぐいデザインを考えるならば、流行り廃りのあるような一過性のものではなく、ずっと
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続いてきたもの、これからも継承していくものを取り入れたほうがよい。 

 

地域の課題及びその解決方法、やりたいこと・将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の課題（詳細） 

課題 内容 
観光客の困りごと 

 観光客が多くて困っているということはないが、サボテンが有名になり、レンタカーで
訪れる人が増えると交通事故が起こらないか心配だ。 

行事等への参加が
少なくなっている／人
と人とのつながりが薄
くなっている 

 昔は集落の行事には参加することが当たり前だったが、最近はそうではなくなってい
る。 

 昔は綱引きの担ぎ手も多かったが、最近は少なくなっている。しかし、綱引きなどは子
どもたちのためにも残したほうがよいと思うので、なんとか盛り上げられないか。 

 夏祭りには屋台があるためか、子どもたちの参加も多い。 

 草刈り作業等への参加者も決まっている。 

技術継承 

（人材不足） 

 綱引きでは綱をつくるが、この技術は継承すべきと思っている。 

 綱引きの行い方（鉦の叩き方や綱の寄せ方）など、船越の本来の綱引きのあり方が
薄れている。今は継承できる人がおらず、残念に思っている。 

 綱引きのやり方については、分かる人がいるうちにマニュアル化できればよい。銅鑼
の叩き方などの研修もしたことがあるが、一度で終わってしまっている。そういったことも
今後取り組んで行ければよい。他地域のガーエーなどを参考にしながら、船越なら
ではのガーエーを残せればよい。 

 仲村渠では、自前の稲わらで綱をつくろうと、稲作を復活させたと聞く。船越も昔は稲
作を行っていたので、なにかできないか。 

 農業が盛んだったので、これを復活できればよい。 

人材不足 

 伝統芸能を教える人がいない。今のうちに技術を継承しておく必要がある。 

 船越にはそれぞれの得意技を持っている人が多い。この方々のよいところを伸ばして
いって、地域行事に参加してもらいたい。 

活動資金  公民館を建て直したいが予算がない。 
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地域の将来像／課題解決の方法／やりたいこと（キーワード） 

 

 

 

 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月９日（火）20：00～21：00 場 所 船越公民館 

参加者 船越区 評議員など12人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①挨拶 ～ ②アイスブレイク（地域の色） ～ ③前回の振り返り ～ ④手ぬぐいデザインを考
える ～ ⑤まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスブレイク（船越の色） 

 アイスブレイクとして、船越を表す色やイメージカラーについて考えた。 
船越の色 

色 理由 人数 
赤色系統 古民家の赤瓦／温かみのある地域柄・人柄 １人 

青色系統 ― ０人 

公民館で男性料理教室／公民館でママさんカフェ／酒盛りあずま屋建設／№１決定戦 in 船越（これだっ

たら船越で№１になれるという自慢大会）／夏祭りにチョンダラー（子どもたちが喜ぶ）／夏祭りに花火大会

（予算は３万円程度か）／多種多様な趣味同好会／毎月皆で誕生会／カラオケ大会／ギネスにチャレン

ジ／手づくりの凧揚げ大会／上山で月見会／公民館広場でカラオケ民謡を歌いながらの月見会／情報の

発信（伝える・共有する）／お食事会／区民で稲作・田芋作→皆で食事／大川祭り開催／大川でホタル祭

り／ホタルがいっぱいの船越／区で資金造成事業を実施／企業に寄付金依頼 
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色 理由 人数 
黄色系統 スポーツのユニフォーム／船越の秋の風景（稲穂・黄金色）／エイサー衣装 ６人 

その他（青緑色） 田圃の色（船越小学校の校歌にも登場する）／ウガンジャマーの３本松 ４人 

 

船越の手ぬぐいデザイン 

 船越に来たときに、実物を見て「これが、あの手ぬぐいの！」と実感できるほうがよい。なので、
現在も残っているものをデザインに取り入れたほうがよいのではないか。 

 今は見られなくても、記憶を継承するという意味で、船越らしさを取り入れたほうがよいのではな
いか（田など）。 

 手ぬぐいのホタルの絵を光らせて、サボテンはトゲトゲにしてはどうか。 

 船越には小学校があり、運動場などで子どもたちが遊んでいるイメージが強い。 

 手ぬぐいの四方の端を「FUNAKOSHI」の文字で囲ってみては。 

 地名は、手ぬぐいに漢字で表記したほうがよいのではないか。 

 船越という地名は、かつては「舟越」と書かれていた。その後「富名腰」と３文字となり、元の２
文字に戻す際に、今後の船越が発展していくようにという願いを込めて「船越」としたという。（舟

＝小さな舟／船＝大きな船） 

 上門家は、現在も人が住んでおり、手ぬぐいデザインに取り入れることで人が多く訪れることにな
ると、迷惑かもしれない。区長を通して一声かけておいたほうがよいと思う。 

デザインに取り入れたい船越らしさの要素（キーワード） 

分類 キーワード 
景色・眺め・自然 

船越ウッカー、ウッカーから水で集落がつながる／広がる田、稲作／ウガンジャマー（田
の中の小山、３本松が生えていた）／仲村家周辺の石門と古民家／上門家周辺の石
垣と石畳道／マンゴーの大木（あまり美味しくない）／サボテン／ホタル／船越グスク／
上山の緑地帯 

拝所など ムラ火の神とガスボンベの釣り鐘／釣り鐘に「船越」と地名を入れては／ウガンジュが多い 

雰囲気 のどかさ 

人・行為 
湧上聾人が空から見守っている／子どもたちが遊んでいる／働く人々／ウッカーや川
で、フナやザリガニを釣った／上山でクワガタを採集した／ちち石を持ち上げる／綱引き 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 次頁から掲載。 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年11月13日（火）20：00～21：00 場 所 船越公民館 

参加者 船越区 評議員など12人 

事務局 観光商工課（具志堅）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①挨拶 ～ ②手ぬぐいデザインラフ案の確認 ～ ③将来像等の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 デザイナーが作成した４パターン計９件のラフ案をもとに、船越の手ぬぐいのデザインについて意
見の集約を行った。 

 パターン①のペン画タッチをベースに、下記の修正を行う。修正したデザインは、次回評議会に提
出する。 

田園風景を追加／「舟越」「船越」の漢字を追加（「先の世」の漢字を読みやすく修正）／イラストのキャプションを

追加／上門の門を、門らしく修正／船越ロゴの下の石積みを船のイラストに変更 

ラフ案への意⾒等 

ラフ案 意見 人数 
パターン① 

船越いいとこたくさん 

 ペン画ではっきりしているのがよい。 

 印象が強いので、この案を選んだ。 

 上門の正門の間にロゴが入っているが、これでは、門という感じが
しない。この点は修正してほしい。 

７人 

パターン② 

パターン柄 

 好みの問題だと思うが、気に入った。 

 横置きにすればおもしろいかもしれない。 
１人 

パターン③ 

上門の前で 
― ０人 
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ラフ案 意見 人数 
パターン④ 

船越 先の世今の世 

 子どもたちが喜びそうなデザインだと感じた。 

 船越の特徴がすべて入っており、何より文字でそのイラストがなに
か説明（名前）が入っているのがよい。 

 田園風景や、田の中の三本松が描かれているのがよい。 

 「舟越」と「船越」の漢字が入っているのもよい。 

４人 

 

その他 

 手ぬぐいデザインワークショップで出された意見をもとに修正した、船越の将来像について、提示
した資料で問題ないことを確認した。 

 ブランディング事業において、チチシを借用することを確認した。 
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（５）西原 

１）事業説明 

日 時 平成30年９月３日（月）16：00～16：30 場 所 南城市庁舎 

参加者 西原区 区長 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

事業説明での意見 

 区長会終了後に区長へ事前説明を実施。 

 地域入り懇談会は、役員と関心のありそうな人に声をかけて実施する。 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月６日（土）19：00～21：00 場 所 西原公民館 

参加者 西原区 役員や活性化委員など区民11人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②地域の色 ～ ③地域の資源・魅力を考える 
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西原の色について 

 参加者それぞれが思う西原のイメージカラーについて確認した。 

⻄原の色 

色  理由  人数 
緑 自然の色 ８人 

オレンジ 朝日と夕日の色 ４人 

青、水色 西原は天空のまちというイメージがある／西原は眺望がよく、海もよく見える ４人 

黄色 棒術のTシャツ １人 

黒と白 棒術の衣装 １人 

紫 一番位の高い色 １人 

グレー ― １人 

 

西原の資源・魅力・特徴 
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⻄原を表す⾔葉 

キーワード  内容 
天空のムラ 

 昼間も夜も空が近く感じる。夜空の星がとてもきれい。昔は街灯が少なかったの
で、もっと星がよくみえた。火星もよくみえる。 

見晴らし、景色 
 展望台からの眺めがよい。どこからみても景色がきれい。 

 夜明けが丘線からは、夜景と夕日もよく見える。初日の出も見える。 

標高が高い  涼しくて温度が低く感じる。クーラーをあまり使わない。 

ミーグスク  景色がきれい。中城湾や馬天がみえる。 

棒術（アミシ棒） 

 伝統芸能を子どもたちに継承しようと、地域として一生懸命頑張っている。 

 復活した頃は15名いたが減っている。子どもや若者が少ないのが寂しい。 

 ４人棒、５人棒などがある。 

アミシ綱曳 
 昔は綱曳がメイン行事だった。 

 ボンベ（鐘）があるところで綱を曳いた。 

ムーチー祭 
 鬼ムーチーに関する言い伝えがある。 

 ムーチー祭を毎年実施している。 

グスク祭 
 平成７年頃に大里城趾公園で、活性化委員のメンバーで「グスク祭り」というイベ

ントを実施した。区民一芸大会と、数十年ぶりに復活させた棒術を披露した。 

メーミヤ壕 

 子どもの頃に、皆で探検して、松明で顔が真っ黒になった思い出があり、一番馴
染み深い。 

 入り口近くは子どもの頃の登校時の集合場所だった。 

チチンガー 

 昔の技術のすごさや歴史を感じる。 

 昔は水を飲んだり洗濯したりした。正月の若水はここから汲んでいた。 

 小学校の頃にみんなで掃除していた。ウナギがいたといわれていた。 

湧き水が豊富 
 高台なのに樋川が３つ（上樋川・中樋川・下樋川）あり、水が豊富。カーが多

い。 

拝所が多い  様々な拝所がある。西原の人だけでなく南風原の人も拝む拝所がある。 

石垣・石畳  集落内には石垣や石畳の風景が一部残っている。 

島添大里グスク／大里
城址公園 

 グスクからは遺物が出土しており、歴史が深い場所である。島添大里グスクとい
う呼び名以外にも、立派なという意味を込めて「鬼グスク」と呼ばれていたことがあ
るらしい。 

歴史 
 昔からある集落で、とても歴史のある地域。 

 グスク時代に、首里への献上品としてごぼうを育てていた。 

緑豊か・自然 
 自然が豊かな村で、緑が多い。天然記念物のオキナワヒメウツギ群落がある。

集落全体が庭園博物館のように感じる。 

鳥の楽園 
 リュウキュウアオバズク、カラス、コウモリ、ウグイス、タイワンシロガシラ、イソヒヨドリ

などが生息している。 

蝶の種類が豊富  渡り蝶など大きな蝶がいる。たくさんの蝶が舞う光景がきれい。 

犬と猫  集落に猫が多い。公園内で犬の散歩をしていると癒される。 

静かな集落  静かな集落であり、虫の声がきこえる。時がゆっくり進んでいるように感じる。 

聖地  外部の人からよく西原は聖地だといわれることがある。 

挨拶・明るい  集落内で会うと声を掛け合う。外に開かれたウェルカムな雰囲気がある。 
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キーワード  内容 
区民が協力的  色んな行事において集まりがよいため、他の地域から結束力があるといわれる。 

やさしいムラ 

 葬儀のときは区民の皆に助けられており、大変感謝している。 

 住民の自然体な人柄が魅力。 

 ミニデイサービスに参加していても人との関係が豊かだと感じる。 

安心感  自然につつまれて守られているような安心感がある。気持ちがおだやかになる。 

大工  昔は大工が多く、瓦職人などがいた。さとうきびの兼業農家が多かった。 

パークゴルフ場  主要施設で有名。年配者が多く利用しており、県外からの利用もみられる。 

その他のキーワード 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年11月10日（土）19：00～20：30 場 所 西原公民館 

参加者 西原区 役員や活性化委員など区民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、DECOR（瑞慶山、南風） 

流れ ①挨拶 ～ ②前回の振り返り ～ ③手ぬぐいデザインを考える ～ ④まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四方の街の灯／ギリムイ／蛍／銃弾跡 
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西原の手ぬぐいデザイン 

 アミシ綱曳きや棒術、旗頭といった伝統行事や芸能を継承していきたいので、デザインに取り入れ
てもらいたい。 

 大里グスク、チチンガー、緑豊かな自然といった西原の特徴を表せるとよい。 

 グスクと西原の集落の風景を背景に、伝統行事や芸能を行っている様子を描いてもらいたい。 

 ミーグスクの高台からは、馬天や佐敷方面、中城湾の景色が望める。そこからみる朝日や星も素晴
らしい。西原の眺望のよさをデザインに取り入れてもらいたい。 

 手ぬぐいは普段使いしたいので、西原の魅力ひとつひとつを小さく描いたパターン柄にするのはど
うか。 

 手ぬぐいデザインに使用する色は、西原の自然や空、海をイメージして、一色なら青緑、二色なら
青と緑のイメージである。 

〈デザイナーの意⾒〉 

 丸型のパターン柄で色んな要素を描くデザインと、西原の景色と伝統芸能を表したデザインの２パ
ターンを作成する方向でデザインを検討したい。 

デザインに取り入れたい⻄原らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
景色・眺め・自然 

ミーグスクや高台からの見晴らし／風景／朝日／星／集落／緑豊かな自然／ミーグ
スクから見える海にヤンバル船が浮かんでいる様子 

文化財 島添大里グスク／ミーグスク／チチンガー／集落の石垣 

伝統行事・芸能 アミシ綱曳き／棒術 

人や生き物 
グスク時代の王様や現在の区民が、ミーグスクから遠くをみつめ、昔や未来に思いをは
せている様子／ヤギ／鳥／蝶／犬／チンマーサーに人が集まっている様子 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 次頁から掲載。 
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年12月13日（木）19：00～20：15 場 所 西原公民館 

参加者 西原区 区民５人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、DECOR（瑞慶
山、南風） 

流れ ①挨拶 ～ ②将来像等の確認 ～ ③手ぬぐいデザインラフ案の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 デザイナーが作成したラフ案をもとに、西原の手ぬぐいのデザインについて意見の集約を行った。 

色は、白地に青緑色で柄を入れたものとする。ラフ案をベースに、下記の修正を行う。修正したデ

ザインは、区長に確認する。 

蝶を左側の木の横あたりに追加する／石積みを一段増やす／棒術の棒は真っ直ぐに修正／「西原区」の文字は１

列に修正／山と空の境界の太さについて検討する／須久名山が入るように、景色の位置を調整できるか検討する 

 

その他 

 将来像等について、内容を確認した。修正事項は下記のとおりである。 

PRポイントに「西原の伝統行事であるアミシ綱が今でも継承されている」を追加する／やりたいことの「アミシ綱曳き」

→「アミシ綱」に修正／やりたいことに、地域外からも関心がある子どもを募って棒術を指導し、後継者を増やしてい

きたいという内容を追加／やりたいことに、ミニデイ用にカラオケの機材を確保して、お年寄りの楽しみの機会をつく

りたいという内容を追加／地域の宝の「棒術などの伝統芸能」→「アミシ綱と棒術」に修正／方向性の「みやぎ農園

～」の文言は、みやぎ農園側に掲載してよいか確認する／方向性の「棒術を内外にアピール」→「アミシ綱と棒術を

内外にアピール」に修正／イチ押しに、園内にある農業体験用の畑を活用して、地域内外の人が一緒に作物（稲な

ど）を育てる取組を行ったり、作物を使った料理をイベント来場者にふるまう、という内容を追加する 

 ブランディング事業において、以前使用されていた区費徴収箱を借用することを共有した。
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（６）南風原 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月26日（日）17：00～17：30 場 所 南風原公民館 

参加者 南風原区 評議員10人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）  
事業説明での意見 

 地域のことについては年配者が詳しい。年配者は毎週木曜日の10時～15時にあるミニデイに集まり、

年代は60代～100歳までいる。 

 ミニデイの日に合わせて時間を調整する。ミニデイ参加者以外に評議員世代も参加可能か。 

 実施する日が決まれば、何名かに声をかける。また、ミニデイの時間を１時間早く終わり、時
間をつくることも可能である。 

 手ぬぐいができたらどうする予定なのか。 

 事業で手ぬぐいを実際につくって販売することはできないが、例えば南風原区の資金造成など
で活用してほしいと考えている。 

 ４回まで回数がオーバーする可能性はあるのか。 

 可能性はあるが、基本は３回で終了する予定である。 

 できれば「シマクトゥバ」を大切にしてほしいので、「手ぬぐい」ではなく「てぃーさーじ」などの
言葉にしてはどうか。  

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年９月27日（木）14：00～15：00 場 所 南風原公民館 

参加者 南風原区 区民14人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②地域の色 ～ ③地域の資源・魅力を考える              
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南風原の色 

 アイスブレイクとして、南風原を表す色やイメージカラーについて考えた。 

南風原の色 

色  理由 
緑色 

地域に緑が多い／サトウキビ／スポーツ大会のユニフォーム／緑地に白抜きの文字がよい／
淡い緑色がよい 

赤色 すっきりしているから 

黄色 オレンジ色よりの目立つものがよい 

 

南風原の資源・魅力・特徴 
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 男の子が生まれたら食栄森を拝む。尚家が拝みに来たこともある。かつては、食栄森の前の敷地に、
公民館（ムラヤー）があった。女の子が生まれると美人になれるように、美人堂を拝む。 

 拝所として、松尾御嶽や、浜下りの拝みを行うイービヌメーがある。 

 かつて、山側の坂にヒラマーチャーと呼ばれる平たい松があり、目印となっていた。 

 現在、宮城農園の養鶏場がある場所は、かつて馬場であった。馬場で行われた旗頭の応援に行くた
めに、ヒラマーチャーの道から向かった。 

 南風原のシーサー（石獅子）は、一番のチュラカーギーで形もよくてかっこいい。火返しの厄除け
のために山を向いている。 

 南風原では、雨乞い祈願としてアミシ綱をひく。ウマチー綱は子どもたちで行っている。ニシ（北）
とフェー（南）に分かれて綱をひく。かつては田で収穫した稲のワラを使って綱をつくっていたが、

今はワラを購入してつくっている。 

 南風原音頭は区の行事でよく踊る音頭で、公民館に歌詞が飾られている。 

 イーヌカーとシチャヌカーは南風原にとって重要な井泉である。南風原は水が豊富で「水の字」と
いえる。南風原は他の地域より早い段階で簡易水道が敷かれた。 

 かつて公民館の前には田が広がっていた。田からサトウキビ畑にかわり、サトウキビで農業を営む
人が多かったが、現在は、後継者が少なくなっている。現在の公民館の場所にサーターヤー（製糖

所）があった。 

 集落は傾斜地にあり、木が茂って山になっている。下（集落）から山を見上げるような地形をして
いる。 

 かつては大里村の中心地であり、小学校、役所、駐在所があった。 

 大里の３地域は、人間の身体に例えて語られた。西原は「頭」で、山に位置して農地が少ないので
頭を使いなさいといわれた。南風原は「腹」で、たくさんある農地を耕して食べなさいといわれた。

平良は「足」で、農地が少ないので行商して稼ぎなさいといわれた。 

 昔から、字大里の人は大人しい人が多いといわれている。石橋をたたいて渡るほどの用心深い人が
多い。 

 大里グスクの南に位置していることから南風原と名付けられたともいわれる。 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月25日（木）14：00～15：00 場 所 南風原公民館 

参加者 南風原区 区民12人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、DECOR（瑞慶
山、南風） 

流れ ①挨拶 ～ ②前回の振り返り ～ ③手ぬぐいデザインを考える ～ ④まとめ 
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南風原の手ぬぐいデザイン 

 食栄森をデザインの真ん中に、漢字（旧漢字）とともに配置したほうがよいのでは。 

 南風原の石獅子は１番チュラカーギーだと思うので、デザインに取り入れるのはどうか。 

 南風原はイーヌカーやシチャヌカーなど、石の建造物が多く、また水資源が豊富であり、その特徴
をデザインに表せられないか。 

 南風原の文字を入れるなら、南風原町と間違えないように、南風原区としたい。 

 アミシ綱では綱の先を水につけて撒き散らしたといい、特徴的だと思う。 

 南風原音頭の歌詞を入れるなら、男と女の区別なくという歌詞が入った４番を載せたい。当時では
先進的な歌詞だったと思う。 

 南風原音頭を踊っている様子を載せるのはどうか。 

 南風原は坂に集落があることが特徴なので、地形の断面図を載せてはどうか。 

 ティラガーは沖縄に３つしかなく（南風原、知念、首里）、多くの人が拝みにくるほど重要な場所な
ので、デザインに取り入れてみてはどうか。 

デザインに取り入れたい南風原らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
拝所など 食栄森／石獅子／松尾御嶽／松尾御嶽の蓮の花の形をした宝珠／美人堂 

水資源 イーヌカー／シチャヌカー／ティラガー／饒波川（ナンガーラ） 

芸能 南風原音頭の踊りと歌詞 

行事 アミシ綱を水につけて撒き散らしている様子 

地形 傾斜地である集落の地形／坂道／石畳 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 チームに分かれてデザイン・レイアウトのイメージをまとめた。 
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《チーム①》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《チーム②》  《チーム③》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年11月22日（木）14：00～15：00 場 所 南風原公民館 

参加者 南風原区 区民12人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜）、APOLLO BREW（由利）、DECOR（瑞慶
山、南風） 

流れ ①挨拶 ～ ②手ぬぐいデザインラフ案の確認 
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ラフ案の検討 

 デザイナーが作成したラフ案をもとに、南風原の手ぬぐいのデザインについて意見の集約を行った。 
 色は緑色とする。ラフ案をベースに、下記の修正を行う。修正したデザインは、区長に確認する。 

中央あるいは上部に南風原の区章（マーク）を入れる／食栄森の宝珠の形はリアルにする／シーサーは全身を入

れる／拝所のイラストの横などに名称を入れる／レイアウトを修正する 

ラフ案への意⾒等 

ラフ案  意見 
南風原音頭 

 歌詞は、「男女の区別をすてて」という歌詞が入っている４番のほうがよい。 

 踊りの様子が入っているのは可愛らしい。 

食栄森（本体、入
り口、美人堂） 

 装飾の葉っぱは、ごちゃごちゃした印象を受ける。消すか、もっと小さくしてもよいのでは。 

 食栄森の宝珠は、今の形も葉っぱのようで可愛いが、もう少し実際の形に近づけてもよ
いのでは。 

 食栄森の入り口は、松尾御嶽と誤解していた。入り口から食栄森本体への階段を入れ
てはどうか。 

 入り口と本体はまっすぐになるようにレイアウトしたほうがよい。シーサーと場所を入れ替え
てはどうか。「食栄森」の文字も移動させたほうがよい。 

シーサー 

 シーサーは可愛らしい顔をしていてよい。 

 全身を入れたほうが、シーサーとわかりやすい。全身を入れればシーサーとわかるはず
なので、シーサーにはキャプションは不要ではないか。 

 

その他 

 手ぬぐいデザインワークショップで出された意見をもとに修正した南風原の将来像について、区の
評議会で内容確認を行うことを確認した。 
 ブランディング事業において、南風原音頭の額の借用についてお願いした。 
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（７）大城 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月19日（日）17：20～18：00 場 所 大城公民館 

参加者 大城区 住民20人程度 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

事業説明での意見 

 地域行事である大城シタク綱のリハーサルに集まった20代～60代の青年会や実行委員会などへ事

業説明を実施。 

 地域入り懇談会は、区側の代表者を１人決めて、その人を中心に調整したほうがよい。［区］ 

 第１回地域入り懇談会の日程については、９月16日（日）に大城シタク綱があるため、その行事を

終えて地域が落ち着いた10月頃のほうがよい。［区］ 

 副区長を中心に９月下旬～10月で日程の調整をする。［国建］ 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月13日（土）19：00～20：30 場 所 大城公民館 

参加者 大城区 役員など区民６人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

流れ ①事業及び趣旨説明 ～ ②アイスブレイク（好きな色） ～ ③地域の色を考える ～ ④地域
の資源・魅力を考える 
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大城の色について 

 参加者それぞれが思う大城のイメージカラーについて確認した。 

大城の色 

色  理由  人数 
黄色 陸上のユニフォームの色／スポーツカラー ４人 

緑色 地域の色／農業／自然／木々や山 ２人 

紫 伝統芸能／文化／頭に巻くサージの色 ４人 

赤 旗頭の色 １人 

 

大城の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大城を表す⾔葉 

キーワード  内容 
旗頭 

 旗頭は自慢できる。 

 全島旗頭フェスティバルからの出演依頼をずっと断っていたが、第８回目に出演
した際には、４つの旗と100名以上の区民で参加して優勝したことがある。 

綱曳・シタク綱 

 今年は10年に一度のシタク綱があった。 

 綱も有名だと思う。「暴れ綱」とも呼ばれ、上下に叩きながら引っ張るのが特徴。 

 叩くのは技術が必要。 

 昔は勝負前に東と西の綱を横に並べて、よく東西で本気の喧嘩をしていたが、今
は横に並べなくなり、ケンカもしない。 
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キーワード  内容 
組踊 

 大城大軍が有名。 

 10年に一度しかなく、選抜メンバーが選ばれるため、思い出は多くない。 

シンカ・つながり 

 なにか決まっているわけでなくとも、とりあえず皆で集まればなんでもできる。 

 行事や集まりで、一緒に何かに取り組むことで、つながりができる。 

 朝、いきなり声をかけられて、夕方まで作業を手伝うこともある。 

 「島のことはさねーならんどー」といわれる。 

青年会 

 16才~25才で構成されている。 

 先輩から振付を教わることで縦のつながりが広がる。 

 青年会と関わることは、地域を好きになるきっかけだと思う。その頃の楽しかった思
い出があるから今も続けていられる。 

 昔は月に１回、青年会の常会があった。 

エイサー 

 夏の一大イベントであり、最初から最後まで曲が止まらないのが特徴。 

 始めは手踊りから、次にパーラーンクー、チョンダラーという順に習う。 

 練習が始まると名護から通う人もいる。幅広い世代が交流する機会となってい
る。 

 今年50周年を迎え、大城シタク大綱曳でエイサーを披露した。 

 新宿でエイサーを演舞したこともある。 

 奉納エイサーはノロ殿内で踊っている。 

大城グスク 

 景色がよく、那覇から慶良間までみえる。 

 ウマチーで拝んでいる。 

 昔はグスクでウンサクを供えていて、ウンサクをもらいに並んでいた記憶がある。 

 クワガタとりをして遊んでいた記憶がある。 

グスクの形（眺め） 
 ウマイ小からみた大城グスクの山の形はきれい。 

 大城といえば、幼い頃から大城グスクと公民館がみえる風景が思い浮かぶ。 

公民館 
 なにかあれば公民館に集まる。 

 昔の公民館に思い出が多い。よく卓球をしていて、石の滑り台もあった。 

御願・行事（集まり）が多
い 

 組（行事関係の役員）は17の拝みがあり、行事や集まりが多い。 

 草刈り作業は年に４回ある。 

書記 
 大城自治会にとって書記は大切な存在。 

 書記しか行事を全部把握していないので、いないと困る。 

お酒・酒飲まー 
 30年前はお酒を一緒に飲んで、先輩後輩関係なく仲よくできた。 

 昔はまさひろや菊の露をよく飲んだ。今は多良川を飲むことが多い。 

大城の応援歌 

 30年前まで、大城独自の応援歌が20曲ほどあった。 

 陸上の応援歌として歌われていた。 

 戦前から歌われていたが一度途絶えていた。 

 応援歌を復活時に、「ビクトリー大城」など覚えさせられた。また途絶えているの
で、復活させたい。 

体協（スポーツ） 

 前は旗頭や太鼓を持ち、応援歌を歌い応援していた。 

 スポーツは全般的に強く、村時代は賞状もいっぱいもらっていた。 

 今でも壮年は強いが、青年層は弱くなった。 

子ども会のキャンプ 

・野球 

 昔は子ども会が盛んで、キャンプや野球をしていた。 

 地域の横や年上・年下つながりができた。今はキャンプをしていない。 

ウマイ小（運動公園） 

 運動公園というより「ウマイ小」という呼び方になじみがある。 

 ムラの運動会やソフトボール、陸上などの練習場所でもあった。高跳びの練習で
は、マットがないので砂に着地していたと聞いたことがある。 

 昔はここに小学校があった時代もある。 
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キーワード  内容 
大城ダム  建設時に人出が足りずに区民総出で手伝っていた。 

「絆」写真展 

 先輩たちが築き上げた伝統芸能・行事等を今後にしっかりと継承していくため、
「絆」をテーマにした大城区の「絆」写真展を区で開催した。また、写真集も作
成。 

 区民に呼びかけて昔の大城区の様子や行事の写真などを集めた。 

 写真集として取りまとめた冊子は、平成24年度上がり太陽プランの大城区伝統
芸能継承事業で作成した。 

青年團の鐘  毎朝６時に鐘が鳴る。３名ほどが交代で鳴らしており、打ち方で誰かわかる。 

居酒屋環 
 大城唯一の居酒屋。 

 歩いて行けるので区民がよくいる。 

城間商店 
 コンビニができる前は、ちょっとした買い物はここでできたが、数年前に閉店した。 

 昔は商店が７ヵ所ほどあったが、城間商店が最後の商店だった。 

地域の言葉 
 大城独特の言葉や呼び名がある。 

 例えば、闘魚を「ナンチュー」、木登りトカゲを「キーミ―ジャー」と呼ぶ。 

カー（井泉） 
 カー（井泉）にいたフナを狙って釣りをしていたが、ナンチューばかり釣れていた記

憶がある。魚はみかけなくなった。 

ウージ（さとうきび）  昔は8,000トンほど収穫していた時期があった。 

その他のキーワード 

 

 

大城の手ぬぐいデザイン 

 かりゆしシャツのデザインに使用できるようなものがよい。 

 大城の旗頭、綱曳をいれたい。 

 船越側から見た大城区やグスクの形を表せるとよいと思う。 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年12月１日（土）19：00～20：30 場 所 大城公民館 

参加者 大城区 区民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①挨拶 ～ ②前回の振り返り ～ ③手ぬぐいデザインを考える ～ ④まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

わしたしまウフグスク／田んぼ／草刈り作業／芸達者が多い／ガーエー／大城のマーク／稲作発祥 
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大城の手ぬぐいデザイン 

 大城グスクを背景に、４本の旗頭と綱曳はデザインに取り入れてほしい。 

 公民館の下（前）でエイサーを踊っている隊形を中心に、両端に旗頭と綱曳があり、大城ダムや畑、
区民が宴会しているデザインをイメージした。 

 青年会が集って宴会している様子など、区民の絆が伝わるデザインをイメージした。島の結束の象
徴である大城ダムはデザインに取り入れてもよいと思う。 

 旗頭の飾り部分を頭にして、手足を生やしたキャラクターとしてもおもしろいと思う。 

 綱の間から大城グスクをみているようなデザインをイメージした。また、大城区のマークにも使わ
れている稲もイメージした。 

 大城グスク、旗頭、綱曳をメインに描くなら、公民館を入れなくてもよいかもしれない。 

 公民館は、集まる場所としてデザインに取り入れたほうがよいのではないか。 

 大城区のマークをムラヤーに見立てて、公民館の場所に配置してもよいかもれない。 

 大城区の「大」のマークかローマ字でもよいので、大城の文字をデザインに取り入れてほしい。 

 手ぬぐいを実際に作成するなら、お土産に渡したいと思う。そう考えるとローマ字で大城という文
字を入れたほうがよいかもしれない。 

 手ぬぐいは実際に作成し、綱曳きを行う際に販売するか、PTAなどの資金造成として活用したい。

また、手ぬぐいの色はバリエーションがあるほうがよい。 

 手ぬぐいのデザインは、かりゆしウェアのデザインにも使用したい。 

 色はデザイン案をみてから決めたい。 

〈デザイナーの意⾒〉 

 ４つの旗頭を大きくメインにおいたデザインと、人が集っている様子や大城ダムなども取り入れた
風景的なデザインの２パターンを作成する方向で検討したい。 

デザインに取り入れたい大城らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
史跡 大城グスク 

行事や芸能 旗頭／綱曳／エイサー／組踊 

文字・ロゴ 大城区の「大」のマーク／大城をローマ字で表記する 

集まり・絆 青年会／公民館／大城ダム／宴会 

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 平成30年12月26日（水）19：30～21：00 場 所 大城公民館 

参加者 大城区 区民8人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①挨拶 ～ ②将来像等の確認 ～ ③手ぬぐいデザインラフ案の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 デザイナーが作成した４パターン計６件のラフ案をもとに、大城の手ぬぐいのデザインについて意
見の集約を行った。 

 色は、白地に黒色で柄を入れたものとする。 

 パターン①の版画タッチのデザインをベースに下記の修正を行う。修正したデザインは、区長と参
加者で確認する。 

賑わっている様子を表現するため、綱曳きの周りにチヂンを打つ人や観覧者などを追加する／旗頭の飾り部分の

位置を修正する／旗頭のデザインを全体的に大きくする／大城のロゴは区の「大」のマークに修正する／ロゴの下

にローマ字でUfugusukuを追加する／公民館と綱曳きの上にある「大」の影は除く／綱を曳いている人の服装は黒

のTシャツ、白のズボンに修正する 

デザイナー側で検討 

背景の星と月のデザインは削除する／旗頭に文字が入りそうなら入れる／背景のグスクは現在のパターンのまま

と、パターン③のように縁取りだけのものの２パターンで検討する 
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その他 

 地域概要と将来像等について、内容を確認した。修正事項は下記のとおりである。 

地域資源と将来像の修正事項 

項目  修正事項 
地域概要 ＰＲポイント 

 「毎年３回の綱曳き」を「毎年２回の綱曳き」に修正 

 食事の前に「綱づくりの際の」という文言を追加 

 「カジマヤー」を「地元の行事」に修正 

 「長嶺ルーシーも在住」という文言は削除 

 楽器名をひらがなに修正 

将来像 

地域の３つの宝  ①は「伝統（旗頭・綱曳き・組踊）」に修正 

方向性 
 「伝統祭祀」を「大城は伝統行事」に修正 

 「豊年祭の綱曳き」を「綱曳き（暴れ綱・シタク綱）」に修正 

イチ押し  「組踊り」を「組踊」に修正 

 

 ブランディング事業において、借用した祭日日記のお礼と実施内容の報告を行った。 
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（８）稲福 

１）事業説明 

日 時 平成30年８月12日（日）17：20～18：00 場 所 稲福公民館 

参加者 稲福区 住民26人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉） 

 

事業説明での意見 

 老人会の主催イベントに集まった30代～80代の住民へ事業説明を実施。事前に区長から関心のあり

そうな各種団体へ説明会の実施を案内している。 

 地域入り懇談会は、壮年会のメンバーを中心に声をかけて実施する。［区］ 

 壮年会の中心メンバーである知念氏へは、担当課から連絡する。［市］ 

 壮年会のメンバーで稲福区のポロシャツなどをデザインした経験がある。［区］ 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月24日（水）19：00～20：30 場 所 稲福公民館 

参加者 稲福区 区民８人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利） 

流れ ①事業及び趣旨説明 ～ ②地域の色を考える ～ ③地域の資源・魅力を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲福の色について 

 参加者それぞれが思う真境名のイメージカラーについて確認した。 
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稲福の色 

色  理由  人数 
黄色 サッカーのユニフォームの色（ブラジルをイメージ）／稲の色 ４人 

赤 野球のユニフォームの色／青年会の旗の色 ４人 

ピンク 食肉センターの豚の色 ２人 

黒 陸上のユニフォームの色 １人 

緑 森林／農業（稲から芋になって、サトウキビと移り変わっている）／竹 １人 

うす茶色 竹細工の色 １人 

黄金色 稲穂の色 １人 

 

稲福の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲福を表す⾔葉について 

キーワード  内容 
明るく 楽しく 元気よく  稲福の活動における合言葉（モットー）。 

仲がよい 

 区の集まりが多く、横のつながりやゆいまーるの精神がある。 

 みんなで一緒に汗をかき、チームワークがよい。 

 集まる世代の幅が広く、年齢の違いがあっても気兼ねなく話せる仲である。昔は
敬語を使わず話せた。 

竹細工・稲福のバーキ  稲福は、かつて竹細工で有名な地域だった。副業としてバーキづくりをしている人
が多く、バーキを担いで糸満まで歩いて売りに行っていた。バーキは、芸能の小
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キーワード  内容 
道具としても需要があった。 

 昔は竹の屋敷囲いがあったほど、竹が沢山生えていた。 

 子どもの頃から今でもバーキをつくっている人がいる。 

17番 

 大里村時代にあった地域対抗スポーツ大会の集落の番号（ゼッケン）であり、親
近感を感じる人が多い。 

 17会という模合もある。 

綱曳き  戦前はウマチーが４回あり、その度に綱曳きを行った。 

ウンサクブー（神酒） 

 ウマチーの際に神酒がふるまわれるが、甘いので、子どもの頃はとても好きな味
であった。 

 一度、カルピスを混ぜたことがあったが、不評であった。今はおかゆ状にしてい
る。 

毛遊び 
 昔は、スンジャグヮーという眺めのよい場所で毛遊びをしていた。 

 小谷とはお互いの毛遊びに参加したりして、交流していた。 

ムーチー祭 
 ハンタモー（慶良間島や西海岸がみえる広場）でムーチー祭を行なったことがあ

る。ムーチーをふるまう小屋を竹でつくった。 

上稲福 

 元々は、標高の高い上稲福に集落があった。稲福遺跡があり、歴史文化資源
が豊富である。多くの拝所があり、役員と班長で拝んでいる。 

 標高が高い所にカーがあるのはめずらしい。 

 上稲福には昆虫や野鳥が多く生息している。子どもの頃に、よくメジロやクワガタ
をとりにいっていた。 

カタカシラー  昔、高い場所にちょんまげの形をした特徴的な岩があり、目印になっていた。 

畑 
 農産物は、稲→芋→サトウキビの順に移り変わってきた。 

 現在、サトウキビ、大豆、味噌の原料となる豆を育てている人がいる。 

食肉センター 
 50年前からある施設で、豚が多いイメージがある。 

 那覇からタクシーで帰るときはよく目印として伝える。 

ウフダーラ大主  昔、大きい樽のようなお腹をしていた人物がいたといわれており、お墓がある。 

長堂原 
 かつて、大城グスクと大里グスクのそれぞれの勢力が争った際に、大城側の旗

があやまって倒れてしまった場所。大城側の勢力が勝っていたにもかかわらず、
旗が倒れたことで、大城側は負けたと勘違いし、形勢が逆転したという。 

製糖工場 

 稲福は儀間真常と関係があり、沖縄の製糖のはじまりの地といわれている。 

 戦前は製糖工場（サーターヤー）が４ヵ所あったという。 

 子どもの頃は、できたての黒砂糖をよく食べさせてもらっていた。 

お酒と食 
 お酒をたくさん飲む人、または大食いの人が多い。ヒージャーが好きな人も多い。 

 昔はお酒を飲む人が少なく、お酒をもらっても公民館にたまる一方であったという。 

スポーツ 

 サッカー、ソフトボール、駅伝、バドミントン等のスポーツが強い地域である。集落
内は坂が多いので、普段から足腰が鍛えられる。 

 サッカーの区のユニフォームは、ブラジルを意識して黄色になった。 

 ソフトボールは、南城市ゆいまーるリーグ（40代以上）に出場している。 

青年会の旗  稲や鷲をモチーフとした旗。 

旗頭（トゥールー） 
 公民館に手作りの旗頭を飾っているが、これはPTAの活動で14～15年前に作

成したものである。 

109番  稲福を通るバスの番号で、渋谷109を連想させる。 

山・坂道  高台に位置しており、眺めがよい。坂道が多く起伏が激しい。 
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その他のキーワード 

 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時  平成30年11月20日（火）19：00～21：00 場 所  稲福公民館 

参加者  稲福区 区民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利） 

流れ  ①挨拶 ～ ②前回の振り返り ～ ③手ぬぐいデザインを考える ～ ④まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲福の手ぬぐいデザイン 

 「稲福」という地名がないので、多くの人に知ってもらうためにも「稲福」の文字を載せたい。 

 稲福は、山側に上稲福（元の集落があった場所）が位置し、下側に現在の集落が位置している。手
ぬぐいの上側に昔の要素、下側に今の要素を描くなど、稲福の空間（地形）と時間（歴史）の移り

変わりを表現したデザインにしてもらいたい。 

慰霊の塔／16日にウークイをする／玉城と知念の名字が多い 
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 上側（昔の集落）には、稲福殿、バーキ、ウフダーラ大主（伝承の人物）、カタカシラー（長靴をひ
っくり返したような形の大きな岩）、ウンサクブー（お神酒）を子どもたちに配っている様子（ある

いは綱曳をしているところ）、17番（昔の字の番号）を入れたユニフォーム、109番のバスを描き、

絶景や高台からの眺望がわかるデザインにしてもらいたい。 

 デザインの下側（今の集落）には、「明るく楽しく元気よく」という文字を載せて、65番（今の字の

番号）が入ったサッカーボール、４つの星マーク（村と市のサッカー大会で優勝した際に、ユニフ

ォームにひとつずつ刺繍した）を入れて、仲がよい今の稲福の様子がわかるデザインにしてもらい

たい。スポーツが盛んな雰囲気や豚などを取り入れてはどうか。 

 昔と現在の要素を区切るものとして、上稲福と集落をつなぐ坂道を使用してはどうか。また、現在
の集落には、県道86号線を描いてはどうか。 

 デザインの真ん中に稲福の文字を載せ、両側に稲をデザインするのはどうか。青年会の旗に描かれ
ているロゴマークのイメージである。 

 上稲福は東シナ海と太平洋といった東西の海の絶景が望める。また、昔はイーグスクから360度景色

が見渡せ、八重岳までみえたらしい。稲福の眺望のよさをデザインに取り入れられるとよい。 

 パターン柄のような要素を散りばめたデザインでは、稲福の上の集落と下の集落とのつながりを表
現できないと思う。 

 色は、デザイナーさんのイメージで作成してみてほしい。 

 今回の手ぬぐいデザインは、今後、ポロシャツなどのデザインに取り入れたい。 

 

デザインに取り入れたい稲福らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
文字として入れたい 「明るく楽しく元気よく」、「稲福」 

稲福らしさ、雰囲気 
チームワーク／飲みニケーション／食／集まり／連携／ゆいまーる／握り合っている
手（団結や仲のよさのイメージ） 

景観・見晴らし 
スンジャグヮーやハンタモーからの眺めがよい／東シナ海と太平洋の両方の絶景がみ
える／勝連半島や津堅島、慶良間島がみえる／昔はイーグスクから八重岳がみえた 

自然・産業 
カタカシラー／地形／坂道／稲／自然が豊か／キビ畑／バーキとバーキづくりをして
いる様子／食肉センターと豚／産業の移り変わり 

歴史・文化財 
上稲福（いーいなふく）／稲福殿／稲福遺跡／ウフダーラ大主（伝承の人物）／ウン
サクブー／大城グスクと大里グスクの戦いの場／泉 

スポーツ スポーツをしているところ／サッカーユニフォーム／サッカーボール 

稲福を象徴する数
字 

17番（村時代の字の番号）／65番（今の字の番号）／109番、40番（稲福を通るバス
の番号） 

その他 青年会の旗にあるようなロゴ（福という文字の両側に稲のデザイン） 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 次頁から掲載。  
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４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年12月18日（火）19：00～20：30 場 所 稲福公民館 

参加者 稲福区 区民７人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、SAVA（和田） 

流れ ①挨拶 ～ ②将来像等の確認 ～ ③手ぬぐいデザインラフ案の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 デザイナーが作成した４パターン計７件のラフ案をもとに、稲福の手ぬぐいのデザインについて意
見の集約を行った。 

 色は、白地に茶色と緑の２色の柄を入れたものとする。 

 パターン①のデザインをベースに、パターン②の要素を取り入れるなど下記の修正を行う。修正し
たデザインは、区長と参加者で確認する。 

稲福のロゴは、手ぬぐいの中央に配置する／坂道より上・左側に昔の要素を、下・右側に今の要素を配置する／

イリ（根屋）とバーキをつくる人を昔側に移動／明るく楽しく元気よくのイラストはパターン②のものを採用する（ただ

し、サッカーの絵は残す）／バスは、今の要素として移動する／慶良間諸島に描かれているINAFUKUの文字を消

去する／カタカシラーをもう少し高く修正する／平成31年の文字をデザインに取り入れる 

デザイナー側で検討 

 ロゴマークのタイプ／イラストの配置（バーキを使う人、サッカーの絵など） 

  



  

171 

地域入り懇談会の記録

その他 

 地域概要と将来像等について、内容を確認した。修正事項は下記のとおりである。 

方向性の「お金が落ちる仕組みの構築をめざします」の文章は、「地域のPRにつながる取組を推進します」という

内容に修正／方向性の「現代版の毛遊び」の前に、「上稲福から下に集落は移動したが、庁舎建設やインフラ整

備をきっかけに、また上稲福にも人が集まり、集落が一体となった取組が期待できる」という文言を追加 

 ブランディング事業において借用したバーキの返却を行った。 
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（９）真境名 

１）事業説明 

日 時 平成30年９月３日（月）16：00～16：30 場 所 南城市庁舎 

参加者 真境名区 区長 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（後藤、吉） 

 

事業説明での意見 

 区長会終了後に区長へ事前説明を実施。 

 地域入り懇談会は、関心のありそうな人に声をかけて実施する。 

 

２）第１回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年９月22日（土）19：30～20：30 場 所 真境名公民館 

参加者 真境名区 区民６人 

事務局 観光商工課（宮城）、国建（崎浜、吉） 

流れ ①事業及び会の趣旨説明 ～ ②地域の色 ～ ③地域の資源・魅力を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真境名の色について 

 参加者それぞれが思う真境名のイメージカラーについて確認した。 

真境名の色 

色  理由 
淡い緑 真境名は山があるので、緑のイメージがある 

虹色 真境名から見える虹はすごい 
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真境名の資源・魅力・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真境名を表す⾔葉について 

キーワード  内容 
シンタ 

 竹細工の鍋の蓋。若いススキを乾燥させたものを竹で縛ってつくる。かつては地域の
特産品であり、糸満のロータリーまで歩いて売りに行った。天皇陛下に献上したこと
もある。区民にまだつくれる人が何人かいる。 

 昔は、集落内のあちこちでシンタ小屋をつくり、４名１組で朝から晩までシンタづくりを
行っていた。 

真境名殿  真境名にとって重要な拝所。姓が真境名の人は、ここの門中とのつながりがある。 

石橋  アーチ型の石橋で、区民が掛けた。拡幅しており、半分はコンクリートである。 

馬場  戦前、琉球競馬を行う馬場があった。馬の走りの美しさを競った。 

中道（ナカドウ）  大里グスクの城跡から石を運んでつくった道。 

まじり山 
 山側は子どもたちの遊び場となっていて、ターザンごっこをして遊んだ。岩に穴が空い

ている場所があり、慶良間諸島が見えたそうだが、現在は木が生い茂って見ることが
できない。 

カタカシラー 
 かつては山側に、雨靴をひっくり返した形の岩があった。遠くからも見えたので、漁業

を行っていた人も目印にしていた。子どもたちが岩の上に登って遊んでいた。慶良間
諸島までよく見えた。有名であったが壊されて今はない。 

真境名樋川 
 各家庭の飲水として使用した樋川であり、ターグを持って１日２回、水を汲みにきてい

た。正月の若水を汲んでいた樋川でもあり、子どもたちは、若水を汲むとお年玉をもら
えた。 

ヒラヤーの水道跡  真境名の坂を利用して、タンクから水を流して簡易水道として利用していた。 

みかん山 
 青年会が山側に畑をつくり、シークワーサーを植えていた。シークワーサーを収穫す

るときは、Ｔシャツをズボンにいれて籠がわりにしていた。 
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キーワード  内容 
メーチヂグヮー 

 現在のゲートボール場であるが、今も昔も子どもの遊び場であった。昔は整地される
前なので、山のように盛り上がっていて、上のほうにブランコや滑り台があった。 

田んぼ  50～60年ほど前は、田んぼが広がる地域で、稲をつくっていた。 

小谷への道  昔は小谷との交流があり、毛遊びをするために通っていた。 

綱曳き 
 かつては地域で収穫した稲を使って、公民館で綱をつくっていた。稲がなくなってから

は、茅で代用していた。各家庭で茅を３束ほど公民館に持ってきて集めていた。 

子ども相撲（沖縄角
力） 

 綱曳きのときに行う。昔は大人相撲もあったが、今は子ども相撲のみ行っている。子
ども相撲は、保育園生～小６までが対象で、参加するとお菓子がもらえる。 

盆踊り 
 昔、青年会が中心となって開催していた祭り。余興として、パンチDEデート（テラスハ

ウスのようなお見合いバラエティ番組）や、ビールの早飲み大会を行った。 

コールマー（車まわ
し）とマラソン 

 大里の村民大会で真境名が強かった種目。コールマーは輪を転がして早さを競う
遊びで、１位を取ったことがある。 

EM牛乳  玉城牧場があり、社長は真境名の人である。牛も真境名の牛である。 

 

３）第２回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年10月23日（火）19：00～21：00 場 所 真境名公民館 

参加者 真境名区 区民９人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、Doucatty（田原
夫妻） 

流れ ①挨拶 ～ ②前回の振り返り ～ ③手ぬぐいデザインを考える ～ ④まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真境名の手ぬぐいデザイン 

 真境名といえばシンタが特徴的である。 

 昔の真境名の様子として、サトウキビしぼりや豆腐の豆をたたく様子、旗頭や琉球競馬を載せるの
はどうか。 
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 まじり山や真境名樋川、みかん山は思い出深い場所であり、デザインに取り入れるのはどうか。昔
は遊ぶところが山しかなく、みかん山に１本だけとても甘いシークワァーサーがあり、毎日通うほ

どであった。 

 真境名樋川は他の井泉とちがって、石灰が混じっていないきれいな水である。雨が降るとアカマタ
ーがたくさん出てくるのが印象的である。 

 樋川から水道管を通って各家庭に簡易水道が敷かれた様子を、まじり山やみかん山、カタカシラー
とともに真境名の風景としてデザインするのはどうか。 

 真境名殿は部落の守り神として、区や各門中が拝む重要な拝所なので、デザインに取り入れたほう
がよいと思う。 

 大正時代につくった石橋を載せるのはどうか。今でも車が通れるほど丈夫な橋である。 

 40代の世代からすると、土地改良のために集落でほとんど遊んだ思い出もなく、真境名の風景がガ

ラッと変わったため、特徴として意見があがったシンタやまじり山等のイメージがわかない。シン

タが真境名にとって重要なものであったことも初めて知った。跡継ぎがいれば、発展できたのにと

感じた。 

 綱曳を行事として継承していきたいので、デザインに取り入れたほうがよいと思う。 

〈デザイナーの意⾒〉 

 昔大切にしていたものと今あるものを混ぜたデザインにしたほうがよいかもしれない。 

 シンタづくりの工程やシンタづくりの作業風景をデザインする案も考えられる。 

 真境名はシンタづくりなどの手技がある地域という印象を受けたので、真境名で使われている道具
をデザインしてもよいかもしれない。 

 シンタづくりの様子を中心に、真境名の人が残したい風景や行事をデザインに取り入れてもよいか
もしれない。 

デザインに取り入れたい真境名らしさの要素（キーワード） 

分類  キーワード 
拝所など 真境名樋川／真境名殿（集落の守り神） 

産業 シンタ／牛を使ってサトウキビをしぼっている様子／豆たたきの様子 

自然・集落の風景 
カタカシラー／まじり山／みかん山／集落の風景／アカマター（イモリ）／メーシジグヮー
／シー（岩） 

水資源 石橋／ミーガーと大きな岩／水道管跡／水がきれい／蛇口 

行事 綱曳／旗頭（トゥールー）／馬場での琉球競馬／酸素ボンベ／コールマー 

ワークショップで出たデザイン・レイアウト案 

 次頁から掲載。 
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真境名の将来像・やりたいこと 

 シンタづくりの技術や文化を継承していけたらと思う。 

 子どもたちと竹で風車や水鉄砲をつくって昔の遊びをするのはどうか。昔は、竹の水鉄砲にハンタ
マーの実を入れて音を出して楽しんでいた。ウコーグヮーという竹を使った野球に似た遊びも昔は

よくやった。 

 竹細工の材料がないので、なんとか竹を栽培できないかと思う。昔は各家庭の屋敷囲いが竹だった。
数は減ったが今も残っているところがある。 

 綱曳行事をこれからも継承していきたい。 

 

４）第３回手ぬぐいデザインを考える会 

日 時 平成30年12月４日（火）19：15～21：00 場 所 真境名公民館 

参加者 真境名区 区民６人 

事務局 観光商工課（喜瀬）、国建（崎浜、吉）、APOLLO BREW（由利）、Doucatty（田原
夫妻） 

流れ ①挨拶 ～ ②手ぬぐいデザインラフ案の確認 ～ ③将来像の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラフ案の検討 

 デザイナーが作成したラフ案をもとに、真境名の手ぬぐいのデザインについて意見の集約を行った。 
 色は、ベージュにモスグリーンを差し色としたものとする。ラフ案をベースに、下記の修正を行う。
修正したデザインは、区長に確認する。 

シンタがひっくり返っているので、逆向きに修正する／脱穀している様子は、もう少し大きくする／山側の子どもた

ち、真境名殿、ススキの位置について検討する 
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その他 

 真境名の地域概要について、内容を確認した。修正事項は下記のとおり。 

産業資源の「玉城牧場」→「EM玉城牧場牛乳」に修正／産業資源に堆肥の製造・販売を行う（株）ソイルを追加

／PRポイントの「天皇陛下に」の文章を削除／PRポイントの「馬をつなぐための穴が空いた石柱」→「馬をつなぐた

めの石柱」に修正／課題の「新たな宅地造成」の文章を「次男・三男のUターンへの取組に関心がある」へ修正／

課題の「地域の人が集まる行事は」の文章を削除 

 真境名の将来像について、内容を確認した。修正事項は下記のとおりである。 

方向性の「力石」→「力石（イッパー）」に修正／イチ押しの内容を、竹細工を使った食の体験学習を行う内容に修

正する（芋掘り体験で収穫した芋を実際にシンタで調理し、竹細工のお皿に料理を盛り付けるなど）／イチ押しの

「区民の竹細工への関心を次第に高めるなかで」→「区民が竹細工にふれる機会を増やすなかで」に修正 

 ブランディング事業において、シンタとシンメーナービーの借用をお願いした。 
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