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　南風原町は、沖縄県本島南部のほぼ中央に位置し、県都那覇市の東に隣接しておりま
す。近年では、那覇空港自動車道をはじめとする幹線道路の整備や津嘉山北土地区画整
理事業により商業施設等も多く進出するなど、生活利便性の高い町として発展し、平成
27年には、人口は 37,000 人を突破しております。また、琉球絣やかぼちゃ、はえばる美
瓜（へちま）、ストレリチア、スターフルーツの産地としても知られ、平成 27年 4月の
JAファーマーズマーケット南風原くがに市場の完成に伴い、さらなる農業振興に取り
組んでいます。さらに、町内の各地域には数多くの伝統芸能や文化財が残されており、
地域の伝統文化は現在へ受け継がれております。
　近年の少子高齢化や情報化など、社会の変化の中、南風原町をより住みよい町にする
ために町民と協働で策定している総合計画も、平成 29 年度には第五次を迎えます。こ
れまでの成果や反省を踏まえ、より魅力ある第五次総合計画の策定及び実現に向けて、
町民と行政が協働し、更なる個性豊かな住みよいまちづくりを推進していきます。
　今回発行いたしました南風原町勢要覧が多くの方々の目にとまり、南風原町のまち
づくりに対してご関心とご理解、ご協力をいただければ幸いです。

町勢要覧発刊にあたって 

On Publication of the Haebaru Town Guidebook

城 間 俊 安南風原町長

   Haebaru Town, which lies to the east of the prefectural capital Naha City, is located almost in the center of the 
Okinawa main island southern region. In recent years, the municipality has enjoyed a high standard of living 
and convenience with the influx of many commercial establishments and other businesses, which have moved 
in thanks to improvements made along the arterial road and the Naha Airport Expressway, as well as the land 
readjustment project in North Tsukazan. In 2015, the population topped 37,000 people. Haebaru Town is also 
well known for production of Ryukyu Kasuri textiles, Haebaru loofah, pumpkins, bird-of-paradise flowers and 
star fruits. Since completion of the JA Farmers Market Haebaru Kugani Ichiba in April 2015, the town has been 
working to further promote agriculture. Moreover, communities throughout the town preserve numerous 
traditional performing arts and cultural properties, passing this traditional culture on to today's generation.
   Amid the changes taking place in society in recent years including the declining birthrate, aging population 
and informatization, the fifth edition of the Haebaru Comprehensive Plan, drafted in cooperation with town 
residents to make the municipality an even better place to live, will be implemented in 2017. We have taken into 
account the results gained so far and reviewed previous plans with the aim of realizing an even more attractive 
Fifth Comprehensive Plan. The town administration and residents cooperate to promote development that 
makes Haebaru a very distinctive and exceptional place to live.
   I hope that many people will peruse this Haebaru Town Guidebook and offer their interest, understanding and 
cooperation in developing Haebaru Town.

（昭和57年12月25日告示）
◎町の花：ブーゲンビレア

◎町の木：コクタン
（昭和57年12月25日告示）

町名の頭文字「は」を以て鳥の雄飛するイ
メージに図案化し、町の平和と融和団結、
さらに協力を表現し、併せて産業文化の
躍進伸張を単純明快に象徴した町章で
す。 また「波頭」をあしらって悠久に流れ
る国場川を意図しています。

町章 Town Emblem
昭和46年4月18日制定

　平成 25 年 4 月 1 日、南風原町から「観光大使」
に任命されました。
　南風原町の自然の中で太陽をサンサンと浴び
て育った明るく、元気いっぱいのはえるんです。
18 世紀後半、鳥のように大空を羽ばたいた「飛
び安里」のように空を飛べるようになって全国
に南風原を PR したいルン♪
　南風原町は沖縄県で唯一海に面していないけ
ど、かぼちゃやへちま、かすり織り体験などお
いしいものや楽しいことがいっぱい！
　南風原町に遊びに来てね！！待ってルン♪

はえるん
南風原町観光大使

Haebaru Town Mayor Toshiyasu Shiroma

南風原町をゆっくり散歩！　見えてくる、聞こえてくる、心と身体で感じる南風原町の
新発見！
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さんぽ南風原
琉球かすりの女王が行く！

ミスブーゲンビレア
座安貴子さん

ミスあいぞめ

第30代
琉球かすりの女王

神里春花さん

第30代
琉球かすりの女王

2年に1度開催される「南風原・琉球か
すりの女王コンテスト」にて
ミス＆ミセスブーゲンビレア（各1名）、
ミス＆ミセスあいぞめ（各１名）計４名
を選出し、琉球絣の女王として2年間、
町内外の行事やイベントに参加し、琉
球かすりをはじめ南風原町の特産品の
ＰＲのために活躍します。

南風原・琉球かすりの女王　

favorie
お気に入りがいっぱいの南風原
HAEBARU
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　「はえばる観光案内所」は南風原町の魅力や情報を発信するスポット。南風
原町のガイドブックやリーフレットの配布、地域ガイドの案内による「南風原シ
マじま巡り」といった歴史や文化を学ぶツアーも開催しており、南風原観光の
拠点になっています。併設された特産品コーナーには町の工芸品「琉球かす
り」を使った商品や、やちむん（陶器）、ハブ革を使った小物やアクセサリーをは
じめ、南風原町内で作られたお菓子等、特産品を豊富に取り揃えています。店
外はオープンテラスになっており、コーヒーやジュースを味わいながらゆっくり
と休憩することもできます。これから南風原観光を始めようという方、スタート
は「はえばる観光案内所」におこしください。

はえばる観光案内所

はえばる観光案内所 はえばる
観光案内所

　「くがに」とは、沖縄の言葉で「こがね・黄金」。「くがに市場」の愛称は、
町内にある黄金森（くがにもり）にちなみ、「生産者の汗・利用者の喜び・
キラキラ輝いて欲しい」という意味が込められています。
　南風原特産品で有名なカボチャやへちまにスターフルーツ・ストレリチ
ア、生産者が丹精込めて作った愛情タップリの新鮮野菜に果物、花卉や加
工食品等、南風原の味覚が揃う市場として町内外から多くの買い物客で賑
わいます。店内では旬の農産物の活用法を紹介する常設の試食コーナーを
県内ファーマーズで初めて設置し、地域農産物の試食を消費者の方々への
提供やPRイベントを開催するなど地域振興の発展に活用されています。

ファーマーズマーケット南風原 

ファーマーズマーケット南風原 
【住所】南風原町字喜屋武241-1
【電話】098-882-6776
【営業時間】9:00～18:00
【定休日】年末年始
【駐車場】あり（無料）

南風原町役場

ホットなはえばる情報と地域のすぐりむん、ありんくりん！

南風原小学校

黄金森運動公園

南風原中央公民館
兼城十字路◀至首里

南風原中学校

県道82号線
国
道
３
２
９
号

くがに市場【住所】南風原町字津嘉山 889-1
【電話】098-889-3377
【営業時間】 9:00 ～ 19:00
【定休日】（ほぼ年中無休、正月 3 日間、旧盆 1 日休業）
【駐車場】あり（無料）

南風原南インター

南風原南インター

津嘉山バイパス◀糸満へ
津嘉山トンネル

那
覇
空
港
自
動
車
道

Tourist information
HAEBARU TOWN

Farmer's Market
HAEBARU TOWN

南風原町の

農産物がたくさんあるヨ！

favorie
お気に入りがいっぱいの南風原
HAEBARU

南風原観光前に

ここで情報収集！

カウンターには、町内12の字を紹介したパンフレット、グルメ
マップなど、観光情報がいっぱい。地元のお芝居やイベントのチ
ケットも販売しています。どんな観光ルートがおすすめか、ス
タッフへ気軽にご相談ください。

試食コーナーでまってまーすー！♥

★ ★【iPhoneの場合】

スマホで「はえばる観光案内所」の
様子が見れます！

●詳しくは、巻頭の目次をご覧下さい。
【Androidの場合】

スマートフォン対応の「南風原町
観光アプリ」をお使いの機種に合
わせて、QRコードからインストー
ルし、「はえるん」がある写真をス
マートフォンで読み取ると｢案内
動画｣を見ることができます。

南風原町観光アプリ

こちらの
写真を
スキャン！

動画
が見れる

こちらの
写真を
スキャン！

動画
が見れる
1
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　 　かすり会館で両親へのお土産を購入。かすりの帽子ってカワイイ♥  
　 かすりの道案内標識　　かすりの道をゆっくりと散歩。南風原町観光
協会では「かすりの道ツアー」も開催しているので要チェック！　　　　
　 　 周辺の住宅の壁には絣の図案がペイントされ、図案の解説を読むと
散策しながら琉球かすりについて学ぶことができる。（地元の小学校が伝統
文化週間による行事で描いたもの）  　　かすり工房が集まる集落（本部・照屋・
喜屋武）は約 2 キロに及ぶ琉球かすりの模様が施された石畳の遊歩道に
囲まれています。

　ウルトラマン大好きマニアにはたまらない貴重な資料が展示している金
城哲夫資料館（要予約：松風苑 ☎098-889-3471）　　ライト兄弟より
も150年前に空を飛んだ人が南風原町にいたんだよ！　　「飛び安里の初
飛行記念碑」ちょっときついけど石の階段を上ると見えてきます（高津嘉
山）　　古民家『謝名家』ここではお茶会や音楽会・寄席等が開催され、文
化的観光施設として活用されています。　　大城心伶さん（ウチナ―グチ
大会最優秀賞者）の見事なウチナ―グチを聞くと感動してしまうのは先祖
から受け継いだ心があるからでしょうか…。　　津嘉山地区の住民を見守
るシーサーです。（津嘉山公民館）　　南風原町の観光を支えている地元
ガイドを務める金城正則さん（左）と赤嶺敏昭さん（右）。ガイドブックには
ない貴重な話題を提供してくれます。

ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
の

生
み
の
親
の
ひ
と
り

金
城
哲
夫
っ
て
知
っ
て
た
︖

Kasuri Road Enjoy Haebaru
HAEBARU TOWN HAEBARU TOWN
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favorie
お気に入りがいっぱいの南風原
HAEBARU

「琉球かすり」織り体験
琉球かすりのコースター作りに

チャレンジ。カップルや
親子連れでも楽しく
織り体験できます。

（琉球かすり会館要予約）

【iPhoneの場合】

●詳しくは、巻頭の目次をご覧下さい。

【Androidの場合】

スマートフォン対応の「南風原町観光アプリ」をお使
いの機種に合わせて、QRコードからインストールし、

「はえるん」がある写真をスマートフォンで読み取ると
｢案内動画｣を見ることができます。

スマホで「金城哲夫資料館」の様子が
見れます！

有田焼と琉球かすりのコラボ
した湯呑み

こちらの
写真を
スキャン！

動画
が見れる
2

南風原町観光アプリ

こちらの
写真を
スキャン！

動画
が見れる

大城 幸司絣織物作家
丸正織物

さん
おおしろ　こうじ

国土交通省大臣表彰

かすりロード盛り上げ隊
手づくり郷土賞

　平成23年「かすりの道」が地域住民から親しまれる
道になるよう、地元の有志12名により『かすりロード
盛り上げ隊』が発足されました。月1度の清掃や「かす
りの道」周辺の植栽による環境美化活動、南風原観光
協会主催による「かすりの道ツアーガイド」を通して
PR活動への取り組みや、「かすりの道」を利用した地
域の小学校のイベントへも積極的に参加・協力してい
ます。その取り組みが地場産業である「琉球かすり」を
活用した魅力ある地域づくり・地域貢献が高く評価さ
れ、国土交通大臣表彰（27年度）による「手づくり郷土
賞」の奨励賞を見事受賞しました。そのメンバーの一
人大城幸司さんは「地域住民と一緒に取り組んできた
事が評価されてうれしい。今後の目標は県外・国外へ
もっと琉球かすりの魅力を発信していきたい」と話す
大城さん。昨年から有田焼創業400年事業の企画か
ら有田焼とのコラボを展開しており、琉球かすりを活
用した新たな工芸の可能性にチャレンジしています。

奨励賞
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  本部公園にある「チンクワーランド」。南風原町にある公園って本当に綺
麗に整備されいて、休日には遠くから訪れる家族連れや子どもたちでにぎ
わいます。　　　 宮城公園にある「ビュウリーランド」南風原町の特産品
のへちまをモチーフにした遊具がカワイイ。幼児向けの遊具コーナーも充
実。　　 大人でも楽しめるストレッチやトレーニング用の健康器具も完
備。　お子様が生まれ、出生届を役場に提出した際にプレゼントしてもら
える「はえるんBABY in CARシール」　６月頃になると宮平ではひまわり
畑が満開になり観光客が訪れるようになりました。  南風原のイベントや
まつりで歌や踊りを元気に披露する「よなは学童クラブ」の皆さん。

   はえるんがデザインされた自動販売機は売上の一部をかんなの花植付け
＆管理の運営資金に活用されています。　 見てると心なごむ無人販売所

（津嘉山）　　南風原の町花ブーゲンビレア　　「南風原物産展」や「東部
消防組合の防災・救急フェア」会場にもなっている大型ショッピングセン
ターイオン南風原店　　宮平獅子舞保存会の皆さん。女性の地謡を起用
した新しい取り組みにもチャレンジしています。　　勇ましい姿の舞方棒も
演舞終了後はにっこり笑顔が素敵なおじ様方に変身（津嘉山）　　エイ
サーに華を添える女性の踊り手の皆さん。小学生のメンバーもいて、幼い世
代から伝統の継承に取り組んでいます。（津嘉山青年会）
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Happy town Enjoy Haebaru

かわいい公園♥

大人もたのしめちゃう！
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本部公園「チンクワーランド」
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お気に入りがいっぱいの南風原
HAEBARU
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お気に入りがいっぱいの南風原
HAEBARU

5

♫

♪

南風原町の沿道に咲く黄色
や赤の「かんなの花」が綺麗！
特に本部地区は「かんなロー
ド」」とも呼ばれています。　
　

看板は南風原特産ストレリチ
ア


