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照屋区との行政懇談会

日 時 平成 26 年 10 月２日（木）

午後７時～９時

場 所 照屋公民館

参加人数 ３３名（男 29 名、女 4 名）

【町長あいさつ】

みなさんこんばんは。本日はお忙しいところ行政懇談会に足を運ばれたことに感

謝申し上げます。本日 JA ファーマーズの地鎮祭がございました。県内において 10
店舗目のファーマーズであります。農業生産だけではなく、本町の特産品等を販売

するなど相乗効果を生みだすこれまでにないような特徴のある店舗づくりができる

よう町民のみなさま方にも協力をお願いしたいと思います。また、町としても農業

の活性化、育成を図るため支援を検討していきます。

本日の行政懇談会が、実のあるものとなるよう、またやって良かった、意義があ

る、という意見が聞けるようなものにしていきたいです。本日はよろしくお願いし

ます。

【区長あいさつ】

みなさんこんばんは。今回は４年ぶりの開催です。多くの区民と行政の皆さんが

参加していただいたことに対して感謝いたします。今回の行政懇談会は、地域の声

を直接行政に届けて一緒にまちづくりを検討する絶好の機会です。多くの意見がで

ると思います。「検討できません」「予定がありません」「考えません」ではなく、

できるだけ区民の意見をくみとり、できる方向を模索する姿勢をみせていただきた

いと思います。区民の意見を行政に反映するような取り組みをお願いします。

【質問及び提案】

○浸水問題、下水道の整備について

Ｑ）照屋における下水道整備の進捗状況を説明願います。

Ａ）照屋区の下水道整備の進捗及び計画について、次のとおりご説明します。

１．雨水整備について

照屋地区における浸水対策として、町道７０号線に新たな雨水幹線の整備を計画

しており、土質調査及び実施設計については、今年の８月に完了しております。

工事については、現在、津嘉山北土地区画整理事業に伴う雨水整備を進めており

ますことから、当地区の整備については平成２７年度から着手し、平成３１年完
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了で計画しております。

２．汚水整備について

工事については、現在幹線工事を下流側である山川地区から順次整備を進めてま

いります。

Ｑ）雨水整備の浸水対策は５ヶ年間かかるということですが、工事期間中５年間の

間で何工区、何メートルごとに工事をするかそのサイクルを教えてください。ま

た、車の出入りはどうなりますか。

Ａ）工事期間中の出入り口の話しですが、工事のやり方としては、一気にやるので

はなく、１０メートルごとに掘って埋めて、掘って埋めて、掘ったところに覆工

板をかかぶせるよう計画しています。

浸水対策事業について説明します。概算事業費で４億５千万円。内訳としては

４億円が工事費、５千万円が磁気探査委託費です。だいたい年間１億円程度を予

定しております。計画延長で約５３０ｍ、年間約１００ｍの工事を予定していま

す。

現在、既設排水に流れてくる水が約８０ヘクタールです。この状況について設

計したところ排水することが難しいということになりました。それで今回、照屋

公民館の部分から分断して、バイパス管的な整備を考えています。

Ｑ）夜は支障がなく車が出入りできるんですね

Ａ）はい。そのように計画しております。

Ｑ）照屋区の前から流れている川についてです。大雨が降るとすぐにあふれてしま

います。回答からすると、平成３１年に完成になるということですが、あと４・

５年かかります。現在の川の中に本部・喜屋武、津嘉山方向からの流れでずいぶ

ん土が埋まっています。土の蓄積によりすぐに川があふれてしまいます。それで、

できましたら２・３年に一度でいいので土をあげることをお願いできませんか。

ユンボをいれて排水の土上げをお願いしたいです。４・５年前にも１度はやって

います。その時は流れがよかったです。予算が大変だと思いますが、完成までの

期間に掃除ができませんか。

Ａ）今の排水の件については、確かに平成２０年頃だと思います。その際に一度、

浚渫と壁にくっついているススキとかを清掃しました。現在は、定期的に職員が

巡回しています。土砂の堆積があるということですので、すぐやる班に現地を確

認したうえで対応したいと思います。ご提案ありがとうございました。

＞＞後日現場確認し対応を行った。

Ｑ）排水の件ですが、大雨の場合、照屋の部落内の床上浸水までありました。この

際は公民館に避難したんですが、浸水対策工事は平成３１年に完成ということで

すが、川幅の拡張まで考えて計画されていますか。

Ａ）計画当初、既設の排水路の拡張も検討しましたが、用地買収、物件補償、また
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県との調整に時間を要することが考えられたため、今回はバイパス管を新設する

対応で行います。

○信号機の設置について（県道１２８号線、照屋公民館前）

Ｑ）照屋公民館前の県道 128 号線は、スピードを出す車が多い。また、太陽の日差

しが眩しく、こども達の横断が確認しづらいため危険である。安全対策のため信

号機を設置することができないか。

Ａ）地域の皆様からの要望があれば町としても所轄の与那原警察署へ要望していき

たいと思います。

Ｑ）信号機の設置についてですが、実際昨年・一昨年と、こども達と朝のラジオ体

操を行っておりますが、２人の被害者がでております。どうしても朝の時間帯と

いうのはそれぞれのドライバーのみなさんが職場に行くために気持ちが焦り、車

の運転の仕方が横暴とはいいませんが、周囲への目配りが難しい時間帯、場所に

なっています。見づらい直線コースというのがいちばん難点なところです。ドラ

イバーはずっと前の２００・３００メートル先の信号機を青信号の時に渡りきる

ためにどうしてもとばしてしまいます。そういった悪条件のあるところです。２

人のこどもが事故にあっているというのが大きな自分達の心配事です。そのこど

も達が事故にあった場所について何年もあとになるのか、すぐやってくれるのか。

その辺ですね集落の者としては早めにやって欲しいという要望です。

Ａ）信号機の設置の件ですが、信号機は町内の地域でもいろいろ危険な箇所があり、

要望が多いところです。今回、意見がある場所については、おっしゃるように南

星中学校の方向から来ると、交差点を見てついスピードがでてしまう地形的な条

件もあると思います。町としてもしっかりと所轄の与那原警察署に地域からの要

望があることや実際に夏休み期間中に事故がおきているということを含めて要請

していきたいと思います。要請の際には、照屋区からも役場に対して要請を提出

していただき、それを携えて町としても与那原署の方に要請書を提出していきた

いと思います。

○いこいの場の設置について

Ａ）地域に集まる年配の方々が休憩し、ユンタクできる居場所づくりができないか。

例えば、公民館にソファーを置く、広場にベンチと屋根を設置する等

Ｑ）地域のいこいの場となる公民館等のソファーやベンチ等については必要に応じ

て地域で整備しています。他の地域では「子ども会」の活動として毎年ベンチ作

りをして公民館へ寄贈する取り組みもあります。それによって地域の方々と子ど

も会の交流の場も図れております。また、地域コミュニティーの支援としては「地

域コミュニティー助成事業」があります。それぞれ地域のニーズにあわせてテン

トやカラオケ等を購入しています。毎年６自治会程度への助成となり、おおむね
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３年～４年に１度のペースで助成を受けれるよう区長会で協議して助成地域を決

めています。照屋区においては平成２５年度に受けております。

意見）お年寄りが健康づくりのためにウォーキングをしているのを見かけますが、

ウォーキングした時に休憩する場所がなくて、ブロックに座って休憩しています。

あまり良くないと思いまして、健康づくりのためのウォーキングコースを整備し

ながらどこかに休憩できる場所、かすりの道を拝所等を見ながら休憩できる場所

を検討して欲しいです。

○字の放送設備について

Ｑ）字に設置している放送設備の修繕に関しても防犯灯の修繕同様に 50 ％補助す

ることはできないか。

Ａ）放送設備に関しても５０％の補助を行っています。

○こども達の広場の確保について

Ｑ）照屋区内には公園がない。こども達が遊べる公園（都市公園規模）の設置がで

きないか。

Ａ）町では「緑の基本計画」を策定しており、地域に親しまれる公園づくりを目指

しています。一つ目は「既存公園の再整備計画」、二つ目は「身近な公園の整備」、

三つ目は「地域と一体となった公園づくり」、の施策を展開しています。現在、「緑

の基本計画」に照屋地域の公園整備計画がないことから、都市公園規模の公園整

備を行うには「緑の基本計画」に位置づけし、新たな公園計画を行う必要があり

ます。その計画の際には、地域との意見交換等を行い地域住民に親しまれる公園

づくりができるよう、提案等も出して頂くようお願い致します。

○観光施設（トイレ・休憩所等）の設置について

Ｑ）照屋区内に観光施設（トイレ・休憩所等）を設置できないか。

Ａ）現在、南風原町の観光施設の整備として、照屋区内への具体的な整備計画はご

ざいません。町の観光に対する主な事業展開としては、南風原町観光協会との連

携のもとで、「文化センター・黄金森公園の壕群」、「かすりの道」などを中心に

展開しておりますが、これらは、地域に根ざした多様な活動の展開による観光振

興のための環境（景観や地域の合意）づくりを含め、地域の皆さんや関係事業所

の連携・協力のもとで、観光客の皆さんが来たときに、喜んで観光受入ができる

体制づくりを整備し実施する必要があります。照屋地区としての観光施設の設置

につきましても、照屋地区での観光事業としての具体的な事業や運営の方法など

について、照屋区と供に検討を進める方法を考えております。

意見）構想的にはまだ固まっていないのですが、私は、ファーマーズと関連してこ

の照屋を「てくてく歩く照屋」として盛り上げていきたいと考えています。ファ
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ーマーズとなると、どうしても頭の中は野菜を売るとか買うとかいうことになり

ますが、私がイメージするのは、ファーマーズに来たお客さんが、車を駐車場に

置いて、照屋地域の方に、かすりを織っている方もいるし、小物を作っている人

いろんな人達がいます。その人達の家々や庭・趣味をのぞいたりできるよう「て

くてく照屋」という散策マップをつくりたいと考えています。実際やっています。

照屋の活性化を図っています。そういうこともあり、照屋区内にトイレとか休憩

所の設置をして欲しいです。

○古民家の再利用について

Ｑ）照屋区内にある古民家を再利用することはできないか。

Ａ）古民家の再利用というテーマに対し、その古民家の状態や由緒、背景などが十

分理解できないと利用の計画が策定できない事から、再利用につきましても、照

屋地区での観光事業としての具体的な事業や運営の方法などについて、照屋区と

供に検討を進める方法を考えております。

○ JA ファーマーズマーケットについて

Ｑ）ＪＡファーマーズマーケットを建設中ですが、南風原町はどのように関わって

いくのですか。

Ａ）ＪＡファーマーズ南風原店の設立に向け、ＪＡ南風原支店・ＪＡファーマーズ

推進室と連携を図り施設整備費の補助事業導入に向け、調整を行ってまいりまし

た。建設と併せて、自動車道や津嘉山バイパス等の周辺からの乗り入れ口の整備

として、町道整備も進めております。このファーマーズマーケットの完成後は、

様々な規模の農家の生産と販売をつなげる新たな市場外流通ルートとして、農家

所得の向上を助け、多様な担い手農家の生きがいづくりに役立つものと確信して

おります。今後、来客者に喜ばれるように、販売する農産物の充実が図れるよう、

生産農家の支援等にも取り組んでまいります。

Ｑ）観光の面でファーマーズには非常に期待をもっています。県内のあちらこちら

の観光施設に行きますとファーマーズに寄ってお土産を買って帰るというのが非

常に多いです。ですから私もファーマーズに対して大きな期待をもって見守って

います。回答のなかで「生産農家の支援」とありますが、どのような支援があり

ますか。

また、私が仕事をしていて感じることですが、どうしてもファーマーズやスー

パーマーケットとかに入る場合、駐車場に入るアクセスが綺麗に整備されていな

いと非常に入りにくいです。今回、ファーマーズの方も国道沿いでもありますの

で、駐車場が少ないと聞いております。南風原町としても今後駐車場をどこかに

大きくする予定がありますか。今のところ大型バス・中型バスは入らないという

ことを農協からきいております。町としての考え方をお聞かせください。
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Ａ）生産農家への支援につきまして、現在は国・県の補助や町独自の補助金が多く

ありますが、軟弱野菜の増産対策の一つに防虫・防風対策資材の購入費の補助を

実施しております。それ以外の支援としてＪＡさんと考えていることが、ファー

マーズの商品を南風原町の農産物で埋めようということです。市場にだすことが

できない農産物や小さい庭でつくっているような農産物も組合に加盟していただ

き所得をあげようということを検討中です。また、町内の土地については結構地

力があるのでいろいろな作物をつくっていますが、葉野菜の生産が少ないため、

農産物の充実が図れるよう時々にあわせた葉野菜への支援策の実施を思考錯誤し

ているところです。

次に観光との件ですが、JA さんのファーマーズの計画の担当部署で観光の情報

をもちあわせていないということですので今後その辺り情報等を整理しながら調

整していきたいと思います。

Ａ）ファーマーズへのアクセスについて説明します。ファーマーズはおしゃったと

おりインターチェンジの角の方にあり、出入りが難しいところにあります。とい

うのも、５０７号には中央分離帯があります。出入り口は、交差点から非常に近

いところにあるため分離帯をあけることができません。そのため、県との協議が

できず、出入りに制約される箇所になっております。これを改善するため、町と

しては隣接している道路を拡幅する計画をしており、現在工事の設計に入ってお

ります。早ければ今年の 12 月末からの工事着工となります。位置的にはファー

マーズの後ろの背後地の道路になります。現在は車一台しか通らないところです

が、車二台がすれ違いができるよう道幅を拡張します。アクセスが難しい所を改

善しようということで事業を進めておりますのでご理解ください。

Ｑ）ファーマーズができますとここが発展していくと思います。観光客が来て、５

０７号の交通量が増えて発展しそうなんですが、この地域は、農振地域だと思い

ます。土地の地主としては見直しの声があがってくるかなと思います。町として

は県にあげる予定もありますか。

Ａ）５０７号沿いについては農振地域ではなく、一筆すべて除外されています。た

だ除外されてからその後の動きが全くない状態です。そのため、一足飛びに市街

化にもっていくのは非常に困難かと思います。基本的には、用途の見直しという

のは現況主義でいくのが主になります。

照屋区についても町の発展の要素となる区域でございます。町としてもできる

だけいろんな計画を誘致するなり率先して進めてまいりたいと思います。

○伝統芸能の育成 DVD の制作について

Ｑ）若い世代に伝統芸能を伝承するため教材 DVD の制作を行うことはできないか。

Ａ）文化センターには、各字の伝統芸能を撮影した DVD とビデオテープが映写室

に保存してあります。若い世代への伝統芸能継承のために大いに活用していただ
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きたいと考えております。

Ｑ）町が保有している DVD だと細かい動きがわかりずらく教材にはむかないため

作成して欲しいという意見がありました。一括交付金を活用して現在、伝統芸能

保存に対する補助を行っています。歴史や主旨、意味とかを具体的なことや細か

い動きとかを教えることができる方がどんどん高齢化しています。細かい DVD
があれば体が動かなくなっても教えることができるといういう要望があります。

町が現在所有しているのは前からの動きだけのため、後ろから撮ったり、横から

撮ったり、細かい教材があれば地域の伝統芸能は発展につながると思います。小

中学生に教えるにも教材があればできます。これから伝統芸能交流会を開催され

ると思いますが、みなさんの意見を聞いてよりよい DVD 作成ができないですか。

Ａ）ただいまのご意見について、これから伝統芸能交流会も行うので実施する前に、

後世に伝えることができるようご意見があったように、実際に取り組んでいる方

から意見を聞いていきます。

○むら芝居の復活補助について

Ｑ）むら芝居の復活のための補助（一括交付金等）は可能か。

Ａ）むら芝居への復活については、地域活性化のひとつの取り組みとして復活して

もらいたいと考えております。地域での盛り上がりや今後の行事としての定着等

の企画書を提出していただければ、現在執行しております伝統芸能保存育成補助

金（一括交付金）で可能と考えています。企画書等の確認の上、補助については

検討してまいります。

○聖地（文化財：拝所）の整備について

Ｑ）町内の文化財には案内板が設置されているが、整備されずに荒れている状態で

ある。町が整備することはできないか。

Ａ）各字の管轄する拝所の整備については、基本的には各字で実施して頂きたいと

考えております。文化財指定による説明板の設置につきましては、平成 24 年度

観光・文化等サイン整備事業にて整備致しました。他の文化財の標柱については、

必要箇所がありましたら検討してまいります。

Ｑ）首里城とか斎場御嶽とかが世界遺産になっていますけれども、世界遺産になっ

た根拠は無形文化遺産なんです。琉球の「うがんじゅ」や「祈り」とか、無形文

化遺産のほうが高く評価されて世界遺産になったわけです。首里城とかいろんな

城、斎場御嶽につながる島々のうたきとかうがんじゅとかが高く評価されて、首

里城や斎場御嶽だけが世界遺産ではなく、地域の足下のうたきとかが高く評価さ

れています。一括交付金は沖縄らしさを育むために補助金があり、地域の伝統芸

能（無形文化財））に補助金が交付されています。

今回提案した聖地の整備は、有形文化財の拝所などに対しても補助が活用でき
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ないかということです。他の地域では地域の予算があり整備できるんですが、照

屋区では予算がないため整備ができず荒れ果ててしまい廃所のようになっていま

す。一括交付金の趣旨にあっているのか研究していただいて、政府と話しをしな

がらもしできるのであれば整備していただきたい。

地元いる人にはあんまり興味はないかもしれませんが、海外の人がみると素晴

らしい精神文化だと高く評価すると思います。再来年に空手会館ができて世界中

から多くの人がやってきます。琉球の精神文化は観光資源になると思います。浦

島太郎、はごろも伝説、金城哲夫、飛び安里、海外から見ると素晴らしい価値が

あります。足下の観光資源を一括交付金を活用して整備してほしいです。

Ａ）聖地、文化財の拝所とかの視点で話しがございますが、回答でもありましたよ

うに町が整備する以前に字の視点が重要です。字を中心に構築をして具体的に重

要性を示していただいて、町がタイアップできるものと考えています。最終的に

管理するのは字なので字がどうするという視点をもっておくことが必要です。

Ｑ）かすりの道に指定されている南星中学校の裏の山のシーサーのある道がありま

すが、地盤沈下を起こしていて階段に亀裂が生じています。かすりの道の場合は

町でもできますか、それとも字がやらないといけないですか。

Ａ）場所の方が今確認できておりませんので、かすりの道として位置づけられて整

備されている場所が老朽化により破損しておりましたら町の対応となります。早

急に現場を確認して対応したいと思います。

＞＞後日現場を確認し対応を行った。

意見）観光めぐりとうたきの関係がでましたけれども、かすりの道をまわるという

のは、主に南風原でも本部・喜屋武・照屋この３つの村。かすりの道を観光案内

していくときにむかしの状況がわかるような看板の写真に変えてもらいたい。

もう一つは、かすりの道の間にはかすりの模様が描かれているけどその下に説

明書きがあるけど年配の方には字が小さくて読めない。A4 版の説明に変えたらわ

かりやすい。また、ぬんどぅるちなんかはもうしこし綺麗な瓦ぶきの建物にした

らまちから来た人にすごくいいと思います。

○伝統芸能育成センターの設置について

Ｑ）青少年が交流する場として伝統芸能育成センターの設置は可能か。

Ａ）青年会の交流は各地区公民館が拠点になると考えられます。また、地域の伝統

芸能の育成の場としても公民館を活用するべきだと考えております。その他、必

要に応じて中央公民館のホールや研修室を活用していただきたいと思います。

意見）青少年の居場所づくりとして検討して欲しいです。

○派遣費の補助について

Ｑ）照屋区の青年を文化交流の一環として海外に派遣したい。南風原町の観光大使
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として派遣費を補助することはできないか。

Ａ）青年を海外に派遣するには、その目的等をはっきりさせて行うのが重要であり

ます。平成 25 年度から町は青年海外派遣事業として町の青年たちを移民先であ

る南米やハワイへ派遣し、町人会や、移民の次世代の青年たちとの交流を深めて

いるところであります。その成果を今後の町の将来を担うリ－ダ－の自覚を持っ

て活動をしてもらう目的で開催しております。照屋区の青年たちもその事業に派

遣していただき、観光大使の役割も果たせるものだと考えておりますので。新た

な観光大使としての派遣費の補助については考えておりません。

Ｑ）照屋区の伝統芸能の保存・育成に対して一括交付金で補助をいただいています。

大変感謝しております。今回急な話ですが、海外派遣ということでスイスのジュ

ネーブの方に平和大使として呼ばれています。今後のことをお聞きしたいんです

が、今回はスイスまで自費で行って照屋のメー方棒を披露するんですが、結構お

金が出ます。今後このような事業に一括交付金等で補助が可能のか。今後のため

に意見をお聞かせください。

Ａ）回答にもございますように、みなさんの今度行かれるかれるジュネーブが南風

原町の照屋としてどういう目的で行くのかが重要です。これまで行った青年海外

派遣の経緯について説明をしますと、以前は移民をした方の師弟を受け入れてい

ました。その事業の中で、南米やハワイから来るだけではなくぜひ南風原町から

青年を送って交流したいという提言がありました。そういった経緯で平成２５年

度から２名を選抜しハワイや南米に派遣しています。一昨年には、宮平のシーサ

ーをハワイに派遣しました。ハワイにもシーサーがあり、ハワイから宮平にもっ

てきた、姉妹的なシーサーがあります。そこで、ハワイのフェスティバルがある

ときに案内がありました。その際に宮平から派遣しました。このように繋がりと

か目的とかが確認できれば可能かと思います。

Ｑ）青年たちが盛り上がっています。青年達が活発なので、どういう方法であれば

派遣できるのか、今後のために教えてください。

Ａ）提案がある件についても南風原の青年がどのような目的でという理論づけが必

要です。

意見）実はスイスジュネーブに国連と一緒に世界伝統空手大会というのがありまし

て、武器を捨てた沖縄民族の空手を通して交流をしましょうという。来年度あた

りからヨーロッパとかに沖縄の空手家交流がはじまって、文化交流も始まります。

ポーランドのほうで文化イヤーというのがあって、むこうの予算で沖縄の文化芸

能を送って欲しい話もありますので、主旨とか目的とか一致したら一緒にやって

いただきたいなと考えております。若い人達が海外への平和の架け橋になるかと

思いますので、検討をお願いします。
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○字展で活用する資料の冊子化・DVD 化について

Ｑ）生涯学習文化課において字展を行っているようだが、その資料を冊子や DVD
にして残すことはできないか。

Ａ）字展の資料を冊子やＤＶＤにする予定はありませんが、各字を紹介するパンフ

レットは与那覇から神里まで作成されおります。

Ｑ）観光協会で作成しているパンフレットが英語とか中国とかの記載がないので作

っていただきたい。

Ａ）現在、段階的に資料を整理して情報を発信していくことが観光にとって大切だ

ということが提案がありました。まさにそのとおりで、足下の情報、資料を整理

して観光客にきちんと説明できるものを整備するというふうなことが大切だと考

えております。今、観光協会と産業振興課において、生涯学習文化課で集めた資

料や地域にある資料を整理し観光のマップとして使えるよう整理を進めていま

す。これから観光客が海外から増えるということでその辺の言語化の整理につい

て検討を深めていきたいと思います。現在のところは、そこまで着手しておりま

せんが、今は足下の情報をきちんとするということに視点をおいて整理ていると

ころです。

○地域の言葉の保存・継承について

Ｑ）各地域独自の言葉のなまりがある。それを残すため、映像化すること（年配の

方々の会話を録画する等）はできないか。

Ａ）地域の言葉やなまりを残すために、文化センタ－の企画運営委員会では映像な

どで保存できないか検討しているところです。

意見）私自身も興味があります。各地域にはいろいろななまりがあります。とても

いいことです。照屋・喜屋武・本部の近い３つの字でもそれぞれ異なるなまりが

あります。私たちの世代はなまりを隠そうとしていました。しかし、今の時代は

そのなまりに対して誇りを持って欲しいと思います。なまりが使える世代の皆さ

んがいるうちに各地域のなまりを残す取り組みを行って欲しいと思います。

○照屋青年会館について

Ｑ）照屋青年会館に電力の増設を行うための補助金等はないか（イベントや行事を

行う際に電気を多く消費するため）

Ａ）照屋青年会が活発に活動していることに対してうれしく思います。さて、青年

会館等の電力増設の補助については、字行事（盆踊り、綱引きなど）の行事のた

めに青年会館よりの電気引き込みの際の、電力不足で照明が暗く行事に支障があ

るとのことであります。字の施設の整備（電力増）については、照屋区の予算で

捻出していただき対応お願いします。町としての補助金は難しいと考えています。
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○県道沿いの草刈について

Ｑ）県道沿い、歩くときに草が一杯している。その事は要請できませんか。年に何

回かやっていると思いますが、草が伸びるのが早い。歩道側に草がものすごく生

えている。県だと思うので要請できないか。

Ａ）確かにご指摘のとおり、県道の維持管理については、町と比較した場合はるか

に維持管理ができていなく、地域の住民の方々からも指摘をうけているところで

す。その都度県に要請をしておりますが、要望するどおり維持管理できていない

のが現状でございます。町もその都度状況をパトロールしながら、例えば通りに

くくなっている所や歩道が非常に繁茂し車道側から歩く状況が確認された場合

は、すぐやる班を通じて県の南部土木事務所に要請をしております。そういった

場所が、町のパトロールで気づかない場所があるようであればご連絡いただきた

いと思います。県と協議して維持管理ができるようにやっていきたいと思います。

○南風原南インター周辺の地域計画について

Ｑ）南風原は全国で唯一町単位でインターチェンジが二つあります。町単位では南

風原だけと言うことを聞きました。土地の有効利用という観点で、南風原町の南

インターは物流的にとても那覇には近い、またやんばるにもすぐ行ける。那覇の

近くに物流センターはあるが土地が高いと聞きます。そういった観点から知人の

なかには、照屋十字路あたりに土地がないかなという方もいます。南風原南イン

ター周辺地域を商業地域という計画というか町単位として考えているか教えてく

ださい。

Ａ）基本的に商業地域についてはあくまでも市街化区域の中の用途になります。例

えば、近隣商業とか住居専用地域とか市街化区域の中でも用途が分かれるんです

が、まずは市街化に持っていくのが先決なんです。５０７号沿いは以前に農振か

ら除外されているけど動きが全くでてこない。まずは除外された場所に、例えば

コンビニとかスーパーとか物流関係の事業所関係がどんどんはりついていくと状

況に応じて市街化にもっていく、段階的ではないと市街化にできないということ

がございます。また、この用途関係につきましては町が独自に設定するものでは

なく、県が担っている事業で、市街化にもっていくためにはそれなりの規制があ

ります。将来的にこういうふうに計画したいため今の段階で市街化とうのは厳し

いと思います。町もこの一帯について、高速のインターを利用した物流拠点とい

うことの構想的なものを進めていきたいのですが、用途がしばられているため、

なかなか前に進んでいかないとうのが状況です。その都度県とのいろんな協議を

する段階で、町としても要望をだしていますが、前に進んでいないのが現状です。

これからも町としましては整備ができるように努力してまいります。

町長）素晴らしい考え方だと思います。この調整区域においてファーマーズが来る

ことによって環境が変わります。この用途地権者のみなさん方の協力を得ながら
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ぜひともアクションをおこしていけば、周りにも波及効果をおよぼしますので、

地権者のみなさんにご理解をおねがいしたい。さらに、南風原町は観光らしきも

のがないと良くいわれていますが、観光らしきものは無いのではなく、埋もれて

いるんだと私は思います。観光協会を昨年立ち上げた段階でありますので、一緒

になって一歩、一歩進めて、必ずや素晴らしい観光も、埋もれているものも目覚

めてくると思います。みなさま方ご協力をお願いしたいと思います。そして南風

原町に足を止める。滞在型にしていきたいと思います。ご協力おねがいします。

○民泊受け入れ（引率者）の施設入場料について

Ｑ）南城市の方が、民泊受け入れしている方が数名いるんですが、南城市では民泊

の子ども達を南風原陸軍病院壕の見学に連れてくるそうです。その場合に、引率

者の方も入場料がでるわけですから、今後の青少年育成するうえで、引率者の割

引ができるのでしょうか。せっかく南風原町の施設を利用する機会があるので、

隣町村と協定・協力体制で割引があるのか。これからの事を町として考えて検討

していただきたい。

Ａ）南風原町においても、新しい沖縄の観光という形で積極的に民泊を行っていま

す。質問の件ですが、観光協会の方から南城市の民泊の件相談がありました。そ

れで、町長と教育長に申し入れを行い、民泊に係る引率者の方は壕の入場料の割

引をする承諾をえました。しかしこの件については、まだどういった所を助け合

うかという、きちんと決定しておりませんので、これから話し合っていきたいと

思います。

○黄金森周辺の整備について

Ｑ）現在、南風原中央公民館、文化センターが綺麗に整備され便利になりました。

南風原町のいろいろな催し物の際に中央公民館や文化センターが活用され駐車場

も利用しています。しかし、それだけでは収容できない場合は、旧社協の駐車場

を活用したりしています。旧社協駐車場裏のあたりは、山になっていますが、そ

の部分の一部に照屋・喜屋武・本部等住民の墓地があります。（墓の）行事があ

るときは、車を利用しますが、旧社協の駐車場は、休日使用することができず不

便です。そこで、旧社協の駐車場裏のあたり、おそらく町の土地だと思いますの

で、そこを整備して車が停められるようにしてはいただけないか。そうすれば、

墓地の利用者も行事の時に利用ができるのですが。要望です。

Ａ）旧社協の後側については町有地ではございません。個人有地となっています。

今、背面地の方はかなりの急斜面になっており、土砂が流れてくるということで、

町の方でトンブロックを置いて土砂止めを行っております。そこに、駐車場とい

うことは、個人の所有地の土地であることから今の時点では難しいと考えており

ます。また、提案がある場所は、公園区域外と思います。
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○南風原町の観光について（提案）

提案）すぐということではないんですが、将来の希望として、観光客をいかに増や

すかということが非常に大事ではないかなと思います。南風原町に絶えず観光バ

スがとまっているという状況がみられたら非常にいいと思います。すぐにという

のは難しいと思っています。それではどうしたらいいか、一つの案としては、高

津嘉山に展望台式の部屋をつくり喫茶店をいれて、階段式で上れるような構造に

して、上のほうで南風原町を案内してくれる人がいて観光客に南風原町の特産品

や産業・農業について高いところから伝える。そこで刺激をうけると、そこの方

向に行ってみたい。そこで食事をしたいとう気持ちがうまれるのではないでしょ

うか。展望台で南風原町の観光の場所で説明することによって、町内にお金が落

ちる仕組みができるのではないでしょうか。そうすることによって周囲の町民の

観光に対する協力も増すと思います。これを発展させれば、高津嘉山は今は雑木

みたいになっているけど、そこを整備して花を咲かせよう、松林の列をつくろと

かの活動をすることによって特徴のある南風原町の観光地ができるのではないで

しょうか。お金はかかるかもしれませんが、一つの希望です。ただかすりの道を

歩くだけではいろいろなことを知ることはできません。高いところから南風原町

内を見渡し、そこで説明し、そしてどこに何があるということを具体的に説明す

ることで観光客が増えてくると思います。絶えず観光バスが南風原町にとまって

いる、そういう状況をつくっていただいたらと思います。

提案）今の提案があったロープウェイの話、すごく夢があると思います。現実化で

きるかもしれないという私の話ですけど、伝統工芸所、３年後には豊見城市に移

転します。そこの土地が空くわけですよね。そこから高津嘉山の一番上のところ

までロープウェイをやって先程話しがありましたように南風原全体がそこに登れ

ば見えるんだと、今も本部公園に行けばほとんどが見えますよね。もっと、そこ

よりも高いところが高津嘉山です。伝統工芸所あたりにロープウェイに乗る駐車

場があって、そこから登れるようなしくみがつくれないかなと、夢があると感動

しました。町長はこの提案についてどうお考えですか。お気持ちをお聞かせくだ

さい。

町長）ご意見がありましたように、高津嘉山からのロープウェイの発想は、とても

素晴らしい提案であります。今の意見と似たような意見がこども達からありまし

た。黄金森公園、高津嘉山の上に展望台を作って欲しいと。また、その展望台は、

単なる展望台ではなく、ウルトラマン１０メーターもあるような形で作って欲し

いということでした。しかし、この提案において問題なのが高津嘉山が全て個人

有地であるということと、文化的に価値がある場所であるということです。その

ため、町がすぐやりましょうといっても、地権者や文化財保護委員の方々の意見

が重要であります。
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また、さきほど伝統工芸所の跡地利用についても意見がありましたが、町も関

心をもっています。跡地に事業展開ができないか、人が集まることができるよう

なものをいろんな角度から模索しています。

○ファーマーズ周辺を活用した道の駅について（提案）

提案）沖縄県は一千万の観光客を呼び込もうということで、那覇空港も第二滑走路

もあと五年でできると思います。南風原町は立地的にすごく素晴らしいところで

す。高速道路も二カ所入口がありますし、津嘉山地域も発展しています。那覇か

ら南部に行くときに必ず南風原町を通るものですから、その辺の地の利を利用し

て、さきほどから駐車場の問題もありますが、やはり、南風原町に観光客がお金

を落としてもらうためには、バス・タクシー・レンタカーもありますが、車を止

めるところがないんです。車を止めるところをできましたら、ファーマーズを今

つくっていますけど、ファーマーズだけではなかなか集客力が弱いのかなと思い

ます。あの地域に道の駅みたいな、恩納の道の駅はすごくいま盛んです。ああい

う道の駅みたいな一つ拠点を置いて、ガイドも道の駅の駐車場に止めて、大型バ

スを入れて、そこから南風原を電気自動車みいたいな観光をする形でつくれれば、

私個人の考えですが、ファーマーズ向かいに道の駅みたいなものを作って欲しい

という提案です。


