令和元年度 地域活性化助成事業 実績一覧表
【第1部：前期】
No.

団体名

（単位:円）
事業名

推薦市町村

事業内容

1 港川自治会

浦添市

Oneサンゴ 浦添・美ら海「さん 地域の小・中学生と保護者を対象に、サンゴの苗づ
ごの森」プロジェクトIｎカーミー くり、植え付け体験を通し、浦添西海岸・里浜の環境
について学習した。
ジー

2 仲尾区

名護市

マップを活用した歴史継承と自
然資源を活用した集落活性化
事業

地域住民によるワークショップを開催し、歴史資源、
自然資源の掘り起こしを行い、案内マップを作成し
た。また、作成したマップを活用し、地域の歴史継
承、魅力発信を促し、地域活性化を図った。

米須獅子加那志修復事業

地域の伝統行事への理解、継承に繋げるため、十
五夜行事（米須ウシデーク）に使用している獅子加
那志の胴体の修復作業を、地域住民の手によって
行った。

3 米須自治会

糸満市

4 糸満市糸洲自治会

糸満市

地域の伝統を守る事業

八月十五夜（綱引き行事）に使用している獅子舞の
獅子を修復し、伝統行事を継承させるとともに、行事
を通して地域外と繋がることで、地域活性化を図っ
た。

5 糸満市大里自治会

糸満市

４０周年記念祭

近年、青年会員が減少するなか、大里エイサー４０
周年の節目である今年に、周年記念祭を開催し、エ
イサー、青年会活動を次代に繋げるとともに、地域
の団結、活性化を図った。

糸満市

糸満型「第４次産業革命」人材 き、ロボット制作、プログラミング指導を行い、青少年
の健全育成に寄与するとともに、地域の新産業を牽
育成プロジェクト

市内の小中学生を対象に、県外高専生を講師に招

6 糸満IOTクラブ

引する人材の育成を図った。

一般社団法人国頭村観光
7 協会

8 漢那区事務所

国頭村

宜野座村

「おくまーけっと」推進事業

やんばる３村交流拠点施設フードコート前広場にお
いて、地域住民、観光客との繋がりを意識したイベン
トを定期的に開催し、新たな観光コンテンツを創出
し、交流人口の増加に繋げた。

教育講演会

地域の子ども達に夢を持つことの大切さを学んでも
らうため、地域の親子を対象とした教育講演会を実
施し、講演後は親子で目標を達成する参加型のイベ
ントを開催した。

キャリア教育、人間形成能力向上に繋げるため、株

9 金武町PTA連合会

金武町

「夢が叶う法則」親子キャリア講 式会社てっぺん代表取締役大嶋啓介氏を招聘し、地
域の生徒・保護者を対象にしたキャリア講演会を開
演会
催した。

沖縄県を代表する花であり、嘉手納町の町花である

嘉手納町ハイビスカスを

10 広める会

嘉手納町

ハイビスカス展示会 in かでな ハイビスカスの普及促進と可能性を広げ、ハイビス
カスによるまちづくりを推進するため、ハイビスカス
【第二回】
展示会を開催した。

地域の親子を対象とした絵本読み聞かせイベントを

読みあいネットワーク喜楽
11 星７

西原町

「お父さんも一緒に！さわりんと 開催。父親が子育てに主体的に参画するきっかけづ
くりとし、夫婦で子育てをする家庭環境の醸成に繋げ
楽しむ絵本ライブ」
た。

【第1部：前期】
No.

団体名

（単位:円）
事業名

推薦市町村

事業内容

12 サー保存会

八重瀬町

地域行事継承事業

昨年度に引き続き、行事定着を図るとともに、地域行
事に参加する若い世代を引きつけ、地域の幅広い世
代との交流を促進するために、地域の子ども達に対
してエイサー・棒術を指導して地域行事の場で披露
した。

13 新城自治会

八重瀬町

新城地域における「門中」を通
した歴史を学ぶ

当地域において、古くから在住している門中の成り
立ちや構成を調査、系図を作成し、展示会や講演会
を開催し、地域の活性化を図った。

14 宮平自治会

南風原町

防災講演会

防災についての講演会を開催し、地域住民の防災
意識を高め、地域の防災組織の結成に向けた取り
組みを推進した。

15 新興通り会

久米島町

久米島ホタルまつり（全国ホタ
ル研究大会開催記念）

水辺環境の保全、浄化を通じ自然保護活動に寄与
することを目的とする「全国ホタル研究会」の開催と
併せ、久米島ホタルまつりを開催し、地域活性化を
図った。

八重瀬町字東風平エイ

【第1部：後期】
No.

団体名

1 識名園友遊会実行委員会

（単位:円）
推薦市町村

事業名

事業内容
真和志地域の誇りである世界遺産・国指定特定名勝
「識名園」を会場として活用し、伝統芸能の発表等で
構成するイベント「識名園友遊会」を開催した。

那覇市

識名園友遊会

生活協同組合コープおき
2 なわ

浦添市

コープおきなわと沖縄キリスト
教学院大学共催による国際協 沖縄キリスト教学院大学と共同で、在京ラオス国大
使、アタプー県副知事を沖縄に招聘し、県内高校生
力及び地域振興に関するシン 等と交流を行うことで、人材育成に繋げた。
ポジウム

3 名護市源河区

名護市

源河区関係者等コミュニティ活 旧源河小学校跡地において、「源河若あゆ市」祭りを
開催することで、区民や関係者との新たなコミュニ
性化推進事業
ティ形成に繋げた。

名護市

区民の憩いの場復活と拝所・宿 ガー）」とその周囲にある拝所（ウガンジュ）」などを区
民全員で補修及び周辺の環境美化を行い、区の文
道の整備

昔から区民に大切に守られてきた「産井戸（ウフ

4 大浦区

化や歴史的価値を見直し、地域愛の醸成に繋げた。
本校に隣接する「南山城址」の優れた歴史や文化等
を学ぶとともに、今年度開催した「学習発表会」にお
ける、音楽歴史劇「南山の誓い」への取り組みを通し
て、地域に愛着と誇りを持ち、主体的に活動する生
徒の育成を図った。

5 高嶺中学校PTA

糸満市

地域に愛着と誇りを持ち、主体
的に行動する生徒の育成～音
楽歴史劇「南山の誓い」を通し
て～

6 天願生き活き会

うるま市

緑いっぱい花いっぱい天願川
緑化推進事業

当団体は、河川沿いや道路沿いを清掃、除草、植栽
活動を継続して行っており、今回、本事業を活用して
未整備の場所に桜の木の植栽を行い、地域住民の
環境美化の意識高揚を図った。

「大神島憲章」草案作成

近年、大神島でもリゾート開発の話が聞かれるよう
になった状況に、地域住民は強い危機感を持つな
か、島民の気持ちを一つに整え、大神島の美しさ、
特有の環境、歴史、文化を未来へ残していくことを目
指し、「大神島憲章」の草案を作成した。

7 大神自治会

宮古島市

【第1部：後期】
No.

団体名

一般社団法人南城市観光

8 協会

（単位:円）
推薦市町村

事業名

事業内容

南城市

書店が１軒もない南城市で、子どもたちに本と触れ
ちねん岬の文化祭（古本市＆ミ 合う機会を作ることを目的に、がんじゅう駅・南城で
古本市を開催するとともに、南城市に関係する映画
ニ映画祭）
の上映や紙芝居の上演を行うことで、地域の歴史文
化への理解・継承を図った。

南城市

忘れられた歴史、久高島の原 自然と共にあった久高島らしい島の暮らしの復活を
点を知る事業～ミキと民具の再 目指し、島の知恵袋であるお年寄りから、次世代の
若者、子どもへの技術、伝統の継承を図るワーク
生を通して～

現代社会から忘れられた久高島先人の知恵と力、

9 久高島結回の会

ショップを開催した。

10 沖縄ろう学校PTA

北中城村

沖縄ろう学校音楽鑑賞会

琉球交響楽団による鑑賞会を開催し、聴覚障害を
持った子どもたちへオーケストラの生演奏を体感して
もらうとともに、演奏への参加、絵本読み聞かせ等も
行い、子供たちの感性を育て、将来への希望や可能
性を見出せるきっかけとした。
地域資源に関するワークショップを行い、案内マッ

11 新垣自治会

中城村

地域資源の保存・継承による地 プ、看板を作成することで、地域の魅力を再認識し、
地域資源の保存・継承の意識や、地域に対する愛着
域活性化事業
を醸成を図った。
旗頭の持ち手が年々少なくなり、旗頭自体も経年劣

12 小波津伝統芸能保存会

西原町

小波津区旗頭演舞担い手育成 化で損傷しているなか、本事業を活用することで、旗
頭を地域住民で協力して作製し、また、地域の子ど
事業
も達を対象とした旗頭演舞の担い手育成を図ること
で、地域活性化に繋げた。

13 南風原町青年連合会

南風原町

南風原町青年連合会、沖縄県南部地区青年団連絡
第５回南風原町青年フェスタ～ 協議会、一昨年から青年交流を行っている石川県輪
島市の３つの団体を軸に、伝統芸能や、社会教育団
第１５回青年芸能祭～
体の文化活動等の舞台発表を行う南風原町青年
フェスタを開催した。

伊平屋村

地域の生活環境改善を図る事 みによる、施設の稼働率低下が懸念されており、各
家庭においても生ゴミの処理に困っている状況にあ
業
る。家庭ゴミを資源として活用するため、各集落にお

伊平屋村では、村のゴミ処理施設への生ごみ持ち込

特定非営利活動法人げん
14 き村

いて生ゴミ堆肥づくり講習会等を開催した。
風森文庫を活用した読み聞かせ等のワークショップ

一般社団法人久米島風の
15 帰る森

16 謝花昇を偲ぶ会

久米島町

はじめての風森体験～子どもと 開催や、地域の自然でアウトドア体験等を行い、地
域交流のきっかけにするとともに、自然や伝統文化
地域をつなぐ拠点～
を継承する機会とした。
当団体は、八重瀬町の推進する「偉人顕彰事業」の
一環として、本町出身の謝花昇先生の遺徳を偲ぶ活
動を展開している。今回、「民草まつり」と称し、ふる
さとの偉人を顕彰する機会を催し、地域住民の活動
の場を提供し、地域の振興と活性化を図った。

八重瀬町

民草まつり～島のかおり～

与那国町

地域福祉講演会～与那国町の 題を抱える方が増加傾向にある。与那国町らしい生
これからの地域福祉について 活困窮対策を展開するために、専門職であるコミュ
ニティーソーシャルワーカー（CSW）の配置に向け
～（講演会）

近年、少子高齢化等が進み、複雑で多様な生活課

社会福祉法人与那国町社
17 会福祉協議会

た、「CSWの展開と実践」について講演を実施した。

【 第２部 】
No.

１ 南風原町

２ 伊是名村

団体名

（単位:円）
推薦市町村

事業名

事業内容

―

南風原町の沖縄戦について、より深く理解するた
め、戦争体験の聞き取り調査を実施した。過去（１９
８３～１９９６年）にも戦争体験の調査を実施したが、
南風原町 沖縄戦体験聞き取り 調査対象は、戦時中に大人だった世代への聞き取り
が主だった。今回は、戦時中に子どもだった方々へ
調査事業
の聞き取りを主に進めた。また、南風原町の指定文
化材である沖縄陸軍病院南風原壕に関する証言も
あわせて収集した。

―

島の人口が著しく減少していることに関して、村民は
漠然とした不安を抱いてはいるが、小さなコミュニ
ティが故の閉塞感により「攻め」の姿勢に欠いてい
る。本事業で、地域づくりに精通した講師を招聘し、
「人口減少」についての基調講演及びワークショップ
を開催することで、地域住民自身で今後の「伊是名
島」のあり方について考える機会となった。

未来の島づくり事業

