平成２９年度 地域活性化助成事業 実績一覧表（第１部）

NO

団体名

（一社）沖縄県子どもの本

１ 研究会

NPO法人おきなわグリー

２ ンネットワーク

新都心安全なまちをつくる

３ 会

４ うるま市水と緑を考える会

５ 与那城平安座自治会

代表者

推 薦
市町村

山内 淳子

那覇市

西原 隆

事業名

事業内容

すぐに役立つ実践講座こどもと 保育現場、図書館、学校等のおはなし会や読み
聞かせに役立てる小物作りや実演を学ぶため
楽しむおはなしとわらべ唄
の講座を開催。

赤土等対策の協働取組による
“美ら島・美ら海”を未来へ（シン
那覇市 ポジウム）～協働取組による環
境保全・温暖化対策と地域の持
続発展に向けて～

本県では陸域からの赤土等流出によりサンゴ
の生息環境の悪化が続き、温暖化問題のみな
らず、漁業、観光業等への影響が懸念されてい
る。これらの課題について地域で取り組んだ先
進地事例などを紹介する県民向けシンポジウム
を開催。

上原 幸吉

那覇市

年末美化清掃CGG(クリーン・グ 日頃継続的な連携が難しい都心部での大規模
清掃活動を通じて、自治会や地域住民、事業
リーン・グレイシャス）運動
所、行政との交流を実施。

又吉 弘

うるま市

天願川を活用した地域活性化
事業

五嶋 真智子 うるま市

天願川を活用した地域づくりに関して、河川活
用の原点である「川遊び」の部分に焦点をあ
て、シンポジウムを開催。

伝統文化の継承と歴史的遺産 「ウスデーク」や「ハンタ道」などの伝統文化につ
いて、勉強会、シンポジウム及び講演会を開
の取り組みシンポジウム
催。

夏休み期間などを利用して、地域の子ども達に

６ みどり町５・６丁目自治会

わくわくドキドキ 沖縄の伝統文 沖縄の伝統文化に触れ、学ぶ機会を与えるた
め、沖縄の伝統文化に精通した講師による講演
金地 陽子 うるま市
化の体験
会やワークショップを開催し、子どもたちに紅型
や壁画の製作を体験。
近年問題となっている海洋プラスチックに着目

Okinawa Seaside

７ Laboratory

サンゴ礁の積極的保全を目的 し、海洋ブラスチック及びビデオ映像による美術
久場 麗美 宜野湾市 とした美術展示会及びワーク インスタレーション作品の展示及び、それに伴う
小・中学生を対象としたワークショップを開催し、
ショップ
パンフレットやオリジナルシールを作成・配付。

石垣市女性団体

８ ネットワーク会議

辻野 ヒロ子 石垣市

地域興しに活躍するみーどぅん 「島の魅力」について講演会、パネルディスカッ
ション及びワークショップを開催。
（女）とびぎどぅん（男）

健康食材として新たな価値を共有するために、

特定非営利活動法人

９ あきみよ

棚原 洋子

浦添市

浦添市地域特産品てだ桑茶の 地域特産品であるてだ桑茶の一般市民向けの
無料講演会を開催し、今まで開発したレシピを
魅力について（講演会）
小冊子にして配付。

佐伯市と浦添市の子どもたちが、演劇を通して

１０ まちづくりNPOうらそえ

大分県佐伯市と沖縄県浦添市 交流し、客観的な視点と視座で生まれ育った地
大城 喜江子 浦添市
の子どもミュージカル交流事業 域のことを深く知る機会を得るために、平田大
一氏を招き交流ワークショップを開催。
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NO

団体名

代表者

推 薦
市町村

事業名

事業内容

名護市青少年育成協議会
金城 順一郞 名護市 羽地平和学習事業
１１ 羽地支部

平和を考える上で多くの事実が学べる羽地地
区で、平和学習を行い、参加者により平和マッ
プの作成を行う。また、地域青年の絵で紙芝居
を作成。（紙芝居講座）

一般社団法人羽地ネット
１２ ワーク

専門ガイドの講師を招き、地元住民も一緒に風
水思想により形成された真喜屋集落を散策して
再認識し、地域住民の手でマップを作成し、地
域ガイドを育成する。

沖縄県認知症行方不明者

１３ 家族の会

運天 琴乃

風水のまち並みの保全と地域
名護市
活性化事業

犯罪理論で防ぐ！地域高齢者・
地域見守りハザードマップを作成し、そのマップ
安慶名 達也 沖縄市 こども見守りホットスポットパト に基づいて実際にパトロールを実施。
ロール隊

介護者に焦点を当て、孤独な介護者を作らない

NPO法人

１４ 街のえんがわ山桃

松本 京子

沖縄市

介護疲れを吹き飛ばせ～介護 システムや地域及び仲間のサポートによる介護
者を癒やす方法を探り、仕組みを構築するため
者の癒し方を探ろう～
に、ワークショップ及びシンポジウムを開催。

起業に必要な「事業、資金計画」「プレゼン力」

１５ 糸満中学校PTA

中沼 豊

キャリア教育×地域連携 起業 「広報宣伝力」「接客マナー」等に関するワーク
糸満市
ショップを開催する。その中で中学校生徒が作
ワークショップin糸満中学校
成した事業計画をプレゼンテーションし、表彰。

地域産業活性化の一環として、行政・学校と連

一般社団法人
１６ イノベーション糸満

金城 忠

ITの街いとまんを目指して！大 携し、ITでの街おこしに成功した自治体から講
糸満市
人の役割とジュニア人材育成 師を招聘して講演会を開催し、小中学生を対象
にプログラミング等に関するセミナーを開催。

いとまん美味いものとどけ
１７ 隊

玉城 梓

糸満市 糸満うまいものフェスタ

糸満市の農水産物を活用した「ご当地グルメ」
を一堂に集め、地域住民に糸満の芸能を鑑賞
しながら食してもらい、糸満の食と芸能を体感し
てもらうフェスタを開催。

地域に愛着と誇りを持ち、主体 高嶺中学校に隣接する「南山城址」の歴史、「南
山グスク群」の国指定に向けた活動等を学ぶと
糸満市 的に行動する生徒の育成～歴 ともに、歴史劇「南山城と王物語」を学習発表会
史劇「南山王国南山王物語」～ で披露。

１８ 高嶺中学校PTA

神谷 秀樹

１９ 豊見城市我那覇自治会

比嘉 正己 豊見城市 復活！笑顔とびかう！夏祭り

移住者が急速に伸びている地域だが、自治会
加入率は減少傾向にある。自治会総ぐるみで
約40年ぶりに夏祭りを開催。

高江洲 順達 南城市 佐敷字津波古区芸能交流祭

津波古区の民俗芸能「天人」をはじめ「ミルク」
などを披露し、区外からも優秀な芸能を招聘し
て芸能交流祭を開催。

２０ 南城市津波古区
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NO

団体名

シュガーホール助っ人

２１ 倶楽部

特定非営利活動法人

代表者

平田 美智子 南城市

２２ 沖縄の風景を愛さする会

池田 孝之

２３ つきしろ自治会

新城 辰夫

２４ 国頭村宜名真区

２５ くにがみ児童クラブ

２６ 今帰仁村諸志子ども会

推 薦
市町村

立津 一

７３０バスで行くなんじょう音楽
ゆらり旅

事業内容
沖縄の歴史を語る上で貴重な730バス車内で音
楽ライブを楽しみながら、観光気分で90分間の
市内ドライブを実施。

フットパスのコースづくりについて専門家からア
南城市・
フットパスコースづくり研修事業 ドバイスを受けながら、一緒にフットパスのコー
恩納村
スづくりを体験してもらうワークショップを開催。

南城市

山入端 立全 国頭村

苅田 剛和

事業名

つきしろ芸術展覧会『秋の文化 集落の芸術作家の作品や外部より招致した芸
術作家の作品を展示。
祭』事業

伝統漁法シーラ（フーヌイユ）釣 地元の海人の伝統的な漁法でシーラ釣りを体
験してもらい、加工（さばき、天日干し）及び試食
り体験
を実施。

国頭村 身近な自然を感じよう！

やんばるの動植物を実際に観察し、昼夜の自
然環境を体験。

子ども会（地域）で取り組む防
自然災害から「命を守り・生きる力」を身につけ
今帰仁村 災教育－「命を守り・生きる力」 るために、ワークショップ及び講演会を開催。
を身につける－

今後の地域芸能文化の継承を図るため、専門
家による実技指導を行い、また、豊年祭の準備
から実施までを映像に記録し、アーカイブ化。

２７ 本部町渡久地行政区

中曽根 義人 本部町 渡久地区豊年祭継承事業

２８ 読谷村社会福祉協議会

長浜 真佐夫 読谷村 第11回 読谷村社会福祉大会 あり、また他の模範となる個人及び団体を表

読谷村の社会福祉事業の推進のための功労が
彰。また、講演会を開催。

石平地区から普天間川流域へ桜小路を発信す
ることを目的に、桜の開花にあわせて琉球伝統
芸能等の発表会や地域住民の交流会をを開
催。

２９ 石平家人衆会

楚南 兼二 北中城村 石平家人衆会桜小路まつり

３０ 志多伯伝統文化保存会

志多伯字内には湧水をはじめ御嶽や石獅子等
の歴史的文化遺産が多く存在している。これら
神谷 邦彦 八重瀬町 歴史的文化遺産保存活用事業 の文化遺産を地域全体で継承していくために、
パンフレットを作成し、それを基に文化遺産巡り
を実施。
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NO

団体名

代表者

推 薦
市町村

事業名

誇りと愛着を育む愛郷の心運
動

３１ 阿波連小学校PTA

山本 哲司 渡嘉敷村

３２ ふるさとを楽園にしたい会

多良間村の植樹活動をとおした
豊里 勝一 多良間村 村づくりと地域資源活用による
活性化事業

事業内容
阿波連地区の誇りと愛着を育む運動として、伝
統芸能発表、景観整備の一環として花の植樹
及び環境保全のワークショップを開催。

多良間村における景観保全、形成、森づくりの
一環として希望の森に植樹を行う。また、ノニ・
ニンニク・トウガラシ等の特産品化の講習会を
実施。

八重山出身の木工職人を講師に招き、県内に

八重山広域市町村圏事務

３３ 組合

中山 義隆

－

「モノづくり木工ワークショップ」 植生する樹木を材料に、「木」の香り・ぬくもりを
感じつつ、自分のてになじむ木工品を作るワー
人材育成黒潮塾
クショップを開催。
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