
政務活動視察報告書 

報告者：野本 篤 
視 察 日 平成29年7月10日（月） 

視察内容 沖縄県石垣市 ： 島人ぬ宝探しプロジェクトについて 

視 察 者 神谷寿広、磯部亮次、野本 篤 

 

◆石垣市について 

 

 日本の最南西端に位置する八重山諸島の主島・石垣島

と尖閣諸島などの 13 の無人島からなり、その面積は沖

縄県全面積の約 10 パーセントに相当する。 

 石垣島から沖縄本島（那覇市）までは約 410 ㎞、隣国

台湾（台北）までは約 280 ㎞となっている。 

 沖縄県内で最高峰となる於茂登岳（標高 526ｍ）を中

心に、南に平野が広がり、湾岸・岬・海浜など多様な自

然を織り成している。�

主な産業として、農業・水産業・畜産業・観光業であ

る。また特産品として、石垣牛・パイナップル・マンゴ

ー・八重山みんさー織などである。�

主要道路の脇にはパイナップルやバナナ、さとうきび

畑が広く目に映る。�

民芸品売り場には伝統的な織り方として、八重山みん

さー織を使用した商品展開も充実している。 

 近年、新空港の開港に伴い、直行便も増え、年々観光客や移住者が増加している。

しかし、その反面にはこれまで島独自のコミュニティや文化の衰退、最大の魅力であ

る自然の環境変化が危惧されている。 

 

◆プロジェクトの概要 

 

平成 27 年度に改定された石垣島観光基本計画の具体的施策であるイメージの発信

を基盤とし、文化観光のプロモーションの一環として、グルメ・音楽・自然・環境な

どの様々な文化価値を見つめなおし、情報を整理し新たな価値の創出コンテンツとし

て発信することを目的とした。 

 限られた予算の範囲内で最大限の効果が出るように、さまざまなメディアを招聘す

ることも計画。 

 プロジェクトの発起人は、平成 23 年から石垣市観光大使に任命されている BEGIN の

比嘉栄昇氏である。 

 平成 29 年度は、石垣市の市政施行 70 周年にあたり、市民参加型プロジェクトとし



て「島人ぬ宝さがし」プロジェクトを実施する。 

 

◆プロジェクトの内容 

 

石垣市の新たな名所を発掘し、地域活性化につなげていく。 

市民がこれまでに取り上げられていなかった、地元でしか知られていない待ち合わ

せ場や、別の物に見えてしまう岩や木などの自然物。人を引き付けるような造形物な

どを探してもらい、そのネーミングやストーリーも市民のアイデアを採用する。どれ

もが、島の魅力であり観光資源となり、まさに宝探しと言える。 

約 3 ヶ月の募集期間を要し、公共施設及び売店や飲食店などにも広く応募用紙を展

開した。�

 

 

 

 市民から、82 件の応募があった。最終的には 22 件を採用し、石垣市の新名所とし

て紹介することになる。 

 また、その新名所を紹介するにあたり、テーマソングをとして新名所を題材にした

唄と踊りを製作するとともに、各メディア及び野外音楽イベントなどにも大きく展開

する。特設のホームページにて振付動画を公開している。 

 今回、石垣市の名所のひとつである川平湾を訪

れた。途中には海をバックに大きな葉を揺らすバ

ナナ並木道を見ることができた。 

「バナナロード」と名付けられた新名所のひと

つであった。残念ながら新名所となった「川平湾

絶景テラス」には古道を 1 時間かけて登らないと

ならないことから断念をしたが、眼下に広がる海

の美しさに多くの観光客は魅了されていた。 

 

◆島人ぬ宝さがし MAP 

 

 石垣島の新たなスポットを探そう！というサブタイトルがついた、選定された 22 件

の新名所やテーマソングを収録した観光客用の MAP を製作。 

 スポットの写真とアクセス、その名所のストーリー、発見難易度など宝探しのゲー



ム感覚の編集・構成された MAP となっている。 

 

 

 

 



◆考察と岡崎市への反映 

 

先ずは、本市と石垣市は昭和 44 年 2 月 19 日に親善姉妹都市になり、本年度は石垣

市の市制施行 70 周年という記念の年に視察に伺えたことは光栄であった。 

  

 今回の「島人ぬ宝さがしプロジェクト」であるが、観光地として更なる誘客を追及

しながら、伝統的な文化や自然環境の保護を狙う素晴らしい仕組みであるといえる。

 また、市民全体を巻き込んだ新名所の創出から、市民に郷土愛と観光地としての意

識向上を促すことに成功していると思われる。 

 発起人が著名人であることは強い推進力が期待できる。また、これまで設定されて

いた当たり前の観光スポットではなく、こじつけにも近いような、目線が違った観光

名所に面白味や親近感が湧き、用意された観光名所ではなく、たどり着く観光名所で

あり、意図せず体験型の観光になっているのかもしれないと感じた。 

もちろん、石垣市が本来持っている観光資源の質や量も素晴らしいことから、プロ

ジェクト自体はスムーズに進んだように考えられる。 

  

 本市においても市制施行 100 周年の記念事業のひとつに「岡崎百景」とした MAP が

既に存在している。まさに 100 の名所が設定されている。この中でも、これまでの名

所と視点の違った名所が混在している。これだけでも本市の観光資源は豊富であると

言える。 

 歴史的なもの、昭和の懐かしいもの、アートなもの、自然のもの、などなど。対象

年齢や性別もふまえてカテゴリーを分別し、今一度編集するのも今後の観光戦略にと

って必要かと考える。 

 

◆同行者の所感 

 

・石垣市は、八重山圏域の拠点都市として成長を続けてきた。近年は新空港の開港を

機に、100 万人を超える観光客や移住者の増加など、他の離島ではあまり見られない

活況をみせている。しかし、その反面にはこの島独自の様々な文化の未来が危ぶまれ

ており、改めてこの島の文化とは何か、守らなければいけないものとは何か、未来を

担う子ども達に残していかなければならない、そんな使命感を強く感じた。 

 本市も文化と歴史のまちと言われ、歳月の中で定着した名前も、消えていった名前

もたくさんあるはず。生活環境の変化により、やむを得ない面もあると思うが、地域

と行政の連携を密にして、地域の財産を未来の子ども達に残していかなければならな

いと思う。 

 

・石垣島出身のアーティスト、BEGIN の比嘉栄昇氏が発起人となり始まった、市民参

加型プロジェクトであります。 

2016 年 8 月に「石垣島の新しい名所を探そう」という、島人限定の応募企画がスター

トし、82 件のエントリーの中から、22 ヶ所が島の新たなる名所として、認定されまし



た。 

元々あった歴史スポットと重複しないように、温故知新の精神で、選定されています。

有名なアーティストが発起人であるという事も、魅力ではありますが、沖縄という特

別な地域で行われているプロジェクトであったことが成功の理由であると感じます。

 一枚の写真は、どこで撮っても、変わらない風景写真ですが、そこが、アーティス

トや地域によって、その背景にある香りや、音や、空気までも連想させる成果を導き

出しています。 

 石垣島の写真を見せられると、頭の中に三線の音が聞こえてきます。そして、海の

波の音や、風、そして、民族衣装や民族舞踊、「アイヤー」という、合いの手までも

連想されます。 

 また、HP と連動させて、ムービーにより、その印象をさらに強く濃いものにさせて

いきます。外の人間にとって、なんとなく訪れたい場所になっていくのではないかと

思われます。 

 本市においても市制 100 周年を機会として、思い出に残したい風景という事で、「岡

崎百景」が作られました。趣旨としては、石垣島と同じようなものですが、出来上が

った後の成果としては、活用されているとは言い難い状態であります。 

 岡崎独自の香りや、空気とは何か、伝えたいことは何なのか。製作段階において作

ることが目的になっていたのではないかと感じてしまうのは、残念であります。 

 観光を目指す本市において、魅力ある情報とは何か?そして、どうその魅力を伝えて

いくのか? 

また、情報を得た人が、それを魅力として感じてもらえるのか?など、計画段階で検

討していかないといけない要素がまだたくさんあると思われます。 

 本市の魅力とは何か?再度、しっかり考えて発信していただく必要性を感じました。

 



 

政務活動視察報告書    

報告者：磯部 亮次 
視 察 日 平成 29 年 7 月 11 日（火）  

視 察 内 容 沖縄県浦添市：てだこホールの自主事業について 

視  察  者 神谷 寿広  野本 篤  磯部 亮次 

[浦添市の位置と地勢]  

浦添市は沖縄県本島中南部地域の

ほぼ中心部に位置し、東シナ海を望

む場所である。沖縄の歴史上、最初

に王統が確立した地域として知ら

れ、1180 年代より約 200 年間、政治、

文化の中心地として繁栄してきた。

約 19 k ㎡の比較的小さな市域に 11

万人が居住している。過密化が進む

市街地にあって、市域の約 15%を米軍

用地が占めている。面積は 19.48k ㎡、人口は 114,285 人である。 

 

[てだこホールについて概要] 

浦添市民会館の老朽化にともない平成 15年

てだこ交流文化センター運営管理計画と基本

設計を取りまとめ、平成 19 年 4 月より大ホー

ル棟の共用を開始し、同年 8 月に生涯学習棟、

平成20年 6月に小ホール棟の共用を開始して

完成に至る。1,001 人収容の大ホール、300 人

収容の小ホール他、200 人～40 人規模の会議

や研修、講演会、音楽の練習などができる施

設が 5 つ併設され、パソコン 20 台が設置され

たマルチメディア学習室、音楽スタジオがあ

る。 

また、運営については、「指定管理者制度」

を導入していて、設置者は浦添市、所管は浦

添市教育委員会であるが、管理運営は民間企

業に委任されている。1 期 5 年の指定管理期間

において、現在は 3 期 2 年目の企業体が運営している。 

指定管理に決定については、プロポーザル方式を採用している。 

28 年度利用件数 3,302 件、260,161 人。稼働率は日にして 100%に近い状況。時間に

して、日のうち 68.5%の稼働率となる。朝・昼もしくは、昼・夜で使用されているこ

とになる。 



名前の由来は公募によるが、「てだ」は「太陽」、「こ」は「子」で太陽の子を意味す

る。 

ホールについては、両方ともクラッシックコンサートができるように音響を考えて

作られている。 

ホールについては、図書館、社会福祉センター、美術館、保健相談センター、運動

公園などがある、総合施設の一角に位置する。核施設共有で駐車場は 1000 台収容可能

である。 

     

 

 

[自主事業について] 

本年開館 10 周年にあたり、記念事業として、各種の自主事業に取り組んでいる。ク

ラシックから、筋肉系パフォーマンス、演劇祭等、10 回の自主事業を計画している。

また、会館における事業だけでなく、小学校へ出向くような出前講座のようなものも

取組んでいる。 

市民の文化芸術に関する中心的役割を担っている。 

自主事業については、自主予算に基づいて行われている。 

指定管理費は予算として、1 億 4 千万円。会館の収入は 2 億 1 千万円になる。収入に

ついては、前年比 10%までは企業の収益として計上できるが、それ以上は市に返還す

ることになっている。 

 

[現状と今後の課題] 

 てだこホールに代わる建物は 1000 人クラスでは、国立劇場。300 人クラスは公民館

がある。てだこホールの稼働率が高いので、なかなか利用できない市民がいる。 

予約に関しては、半年前の 1 日という事ではあるが、市主催事業は先行予約として予

定されるため、予約はかなりの倍率となる。 

人気のホールであるため、予約ができない可能性は高い。よって代わりの場所を事前

に想定して予約をしに来るようである。代わりの会館としては、国立劇場、産業振興

会館、公民館などを紹介している。音楽となると、近隣自治体の会館を利用するとこ

が多いようである。 

市民交流室、多目的室などは、市民の登録団体の利用も高いものの、一般企業などの

研修などでも、利用をしてもらっている。(営利目的は使用不可)。稼働率を上げるた

め、空いているところは埋めていく。 

 課題は、ホールの修繕費の捻出について。空調等は早急に対応する必要がある。 

しかしながら、予算もないし、捻出できない。 

 



 [感想・岡崎市への反映] 

・利用率が非常に高いのが印象的である。ホールの運営管理については、指定管理制

度を利用しているものの、純粋に民間会社が担っていることは良いと感じる。 

運営にあたり、維持管理料は市としての予算化がされているものの、事業予算につ

いては、自主予算で行われている。年間の余剰金については、10%までは、企業収益と

して、認められるものの、それ以上は市へ返還される。 

 他市では、余剰金を全て返還するところも多いため、積極的に新しい事業を推進す

ることは少ない。その点では、毎年 10%とはいえ、次年度に向けて企業努力をする価

値はあると考えられている。 

 公的な会館・公園などの指定管理において、営利事業が行いにくい事、また、行っ

た場合の収益に対して、企業として内部留保ができないことなどの制約で、指定管理

業務に対して、一般企業が参入しにくいところがある。将来発展的に考えて、利用率

向上、市民の交流、市内外の交流人口増加を目指すならば、指定管理制度にある程度

の利益還元の考え方を入れていかないといけないのではないか。 

 また、ハードについては、必ずメンテナンスが必要になる。その費用をどのような

形で、必要な時期に手当てできるかは、計画なくして難しいと思われる。本市におい

ても、十分検討されているのか洗い出していく必要がある。合わせて、基金など、積

み立てをする必要もあるかもしれないが、基金の要件整備も実情に合わせていく必要

性があるのではと考えられる。 

いずれにせよ、市民の多くの利用を目指したい公共施設であるが、利用率が上がれ

ば、早い段階でメンテナンスの経費の捻出に頭を悩ませることになる。また、施設管

理の方法に民活を十分生かしきれていない感のある制度自体も変化させていかない

と、今後も問題の解決に至らないように思う。 

 

 

・添市民会館の老朽化に伴い、平成 15 年に運営管理計画と基本計画がなされました。

平成 19 年 4 月には大ホール棟供用開始、平成 19 年 8 月は生涯学習棟供用開始、平成

20 年 8 月に小ホール棟供用開始されました。 

 浦添氏てだこホールは「指定管理者制度」を導入しており、設置者は浦添市、所管

は浦添市教育委員会文化課で、管理運営は民間の会社に委任されています。 

 現在浦添市てだこホール指定管理共同企業体 5 社が運営を行っています。指定管理

期間は 5 年間で現在 3 期 2 年目です。 

 ホールとして、大ホールは舞台芸術の公演、上演機能を高度に備えた多目的ホール

であり、小ホールは舞台芸術の育成・創造活動の拠点としては贅沢なホールでした。

 浦添市自治体としては、毎年予算補助金などで延命支援してきましたが、財政状態

が緊迫する中、今までの基金への積立金だけでは運営管理が困難と聞き、指定管理者

としては、今後設置管理者である市との協議が重要と思われます。 

 当岡崎市に置かれまして今後、箱物行政公共施設に関しては調査・分析・市民アン

ケート・ヒアリングを徹底的にし、できれば複合施設でも止む無しぐらいの計画・実

行に移すべきであると考えます。 



 

 

・平成 19 年 4 月に供用を開始してから 10 年を経過、本年は「てだこホール開館 10 周

年記念事業」として多くの自主事業を企画されておられた。 

 周辺には公民館なども整備されており、地域のコミュニティ施設というより、音響

設備などにこだわった大ホールと小ホールを有しており、市民に対して芸術や音楽に

特化した格式と存在感を保っている。 

その為、10 周年の記念事業における企画も本格的なクラシック音楽やパフォーマーや

劇団の公演が目立つが、いずれも地元市民や県内アーティストなど、ローカル性も大

事にした企画に共感する。 

 



 

政務活動視察報告書    

報告者：神谷 寿広 
 

 
視 察 日 平成２９年７月１２日（水）  

視 察 内 容 沖縄県 南城市  第二次観光計画の策定について 

視  察  者 神谷寿広 磯部亮次 野本篤 

【南城市沿革】 

南城市は平成１８年１月１日、１町３村（佐

敷町・知念村・王城村・大里村）合併で誕生

した市で、沖縄本島南部那覇市から南東へ約

12㎞、面積は49,94㎢ 那覇市の1,28倍、人

人口は43,209人（Ｈ28,11月末）那覇市の

0,1３倍、那覇より車で30分～40分、西側は

与那原町、南風原町、八重瀬町に接し東側は

太平洋が一望できる。また、琉球石灰岩台地とその周辺で高低差があり、合併してハ

ート型の地形になった。 

  

＜南城市観光振興計画にあたって＞ 

 南城市は、世界遺産の斎場御嶽や神々の島久高島、グスク等の文化遺産や多くの観

光資源を有し、東御廻りなどの祭祀や伝統芸能も豊富で、恵まれた自然、豊かな沖縄

の精神文化など、魅力ある資源を持つ地域として注目を集めている。 

 今日、観光の目的は単なる「名所見物」や「周遊観光」から地域の歴史や文化、暮

らしを訪ねるものや、「体験・交流型観光」へと変化してきており、これらの観光ニ

ーズの変化という潮流は、自然、歴史や伝統、文化をはじめ、様々な要素が活かせる

南城市において、絶好の機会として捉えることができると思われる。そして、南城市

を訪れる人々の多くが、その場所にある未知のものやそこでしか味わえない料理な

ど、ワクワクする体験、濃密な人的交流、そして温かなおもてなしを誰しもが求めて

いると思われる。 

 観光産業が地域経済のけん引役となるためには、観光の現状を正しく認識したうえ

で、観光振興の理念のもとに具体的な目標を設定し、目標達成に向けて行政と企業、

団体そして市民が、それぞれの役割をしっかり果たすことが重要であり、この南城市

観光振興計画は、その道筋を示す計画である。 

  

＜今後この計画に沿って施策や事業を立案の実施＞ 

 今後は、常に協調と連携を忘れず、行政と民間が協調して幅広く取り組むことであ

る。今後は新しい時代にふさわしい、南城市ならではの豊かな地域社会を築いていく

ために、市民と行政のパートナシップを理念とし、観光振興施策を展開して行く。 

 



＜インバウンド誘客（外国人観光客）の取り組み＞ 

 南城市へ訪れる外国人観光客は県全体860万人のうち２００万人である。那覇空

港第２滑走路2020年供用開始予定とし、地の利を生かし上海、台北、香港、マカオ、

ソウル、マニラからの誘客を期待している。 

＊海外交流推進事業（Ｈ27年度～）香港理工大学での南城市ＰＲイベントの実施。

＊南城市産商品販売力及び観光ＰＲ強化事業 

 （特産品の分類）インバウンド誘客につながる地産品「こだわり、ここだけ」 

 （特産品ＰＲ手法）南城市のブランドイメージ「ハート、癒し、健康」との関連付

け。 

 （アンケート結果）1位美味しい 2位安心安全 

＊受入体制の構築 

 １）観光情報拠点機能の整備 

 ２）宿泊機能の強化（平成27年時点、市内収容人数計813名） 

 ３）インバウンド人材の育成 

 ４）国、県、市町村とのさらなる連携 

＊2025年問題（9年後に超高齢社会の到来。生産年齢人口の減少） 

  インバウンドによる外貨獲得、地域全体が活性化する仕組み 

  アジア大交易時代の到来？！ 

 

【平成28年度第2次南城市観光振興計画策定・基本調査委託業務報告書】 

 南城市では第Ⅰ次南城市観光振興計画を平成２０～29年度の10年間を計画期間

として策定し、市の中長期的な観光振興を推進することとした。これまでの10年間

を振り返ると、沖縄県の観光を取り巻く環境は大きく変化してきている。沖縄県全体

では、平成19年において年間500万人だった沖縄県の入込観光客数は平成28年では

年間800万人の水準へ大幅に増加しており、今後も更なる観光客の増加が持込まれ

る。今後は環境の変化に適合しつつ、観光客や地域のニーズを的確に捉えた上で今後

の観光振興を図る必要がある。 

 このような背景を踏まえ、平成29年度に「第2次南城市観光振興計画」を策定し

基礎調査を実施するに至ったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業務の実施手順 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【感想、岡崎市への反映】 

 ・平成19年度に策定した南城市観光振興計画は平成29年度でその役目を終える。

しかし、今後は南城市の観光産業を取り巻く環境が大きく変化してくることから、新

たな計画と目標を揚げて観光のまちづくりを行っていく必要がある。 

 当、岡崎市におかれましても観光まちづくり、地場産業，モノづくりが地域経済の

けん引役となるためには、行政と企業、団体そして市民が、それぞれの役割分担をし

っかりと果たし、特に行政としては計画性のある基盤整理を重点に住みよい街づくり

に邁進していただきたい。 

 

・平成19年度に南城市観光振興計画が策定され、基本方針や課題の洗い出しとそ

の目標設定などの基盤整備に重点がおかれ、平成29年度までの計画であり、第二次

計画は平成30年度以降を考えた観光計画であった。 

 南城市は合併してできた新しい自治体であり、これまで観光産業自体がなかったこ

ともあり、さまざまな観光施策は行政の強力なイニシアティブによってスピード感を

重視して進められてきた。 

 本市においては、観光戦略はまだまだ駆け出しであり、二次計画よりも一次計画を

参考にするべきと感じた。 

 「呼び込む仕掛けを作らないと観光客は素通りしてしまう」「インバウンドにおけ

る爆買いの時代は終わり、体験型観光の時代に変わっている」など、南城市の観光を

担当推進してこられた職員さんの言葉には学ぶことが多かった。 

 また、ゆるキャラ「なんじぃ」を町の至る所で見かける。デザインは公募をかけた

とのことだが、通常は市内で公募をかけるが、県外まで公募の範囲を拡げ、市の名前

を売るためのPR活動のひとつとした。学ぶべきは常に観光地としての意識を行政も

（１） 事前調査 

（２）調査計画の作成 

（３）調査・分析の作成 

①来訪者調査 

 ②市民アンケート 

 ③観光事業者調査 

 ④観光施設ヒアリング 

 ⑤首都圏 WEB アンケート 

 ⑥南城ファン WEB アンケート 

（４）調査報告書の作成 

調査結果の報告 

ワークショップの 

周知 

ワークショップ 



民間も持っているというところではないだろうか。 

 本市においては、観光で稼げるのは岡崎城周辺の中心市街地と考える。スピード感

をもってコンパクトに推進することが必要だと考える。 

 

・元々1 次産業で成り立っていた旧南城市地域であったが、この県の観光政策に連

動し、観光産業がこの地域の主産業となりつつある。19 年度に策定された観光計画

では、目標年間２００万人の入込数であったが、現在 270 万人の観光客が訪れてい

る。世界遺産の「斎場御嶽」(せーふぁうたき)や玉泉洞のある「おきなわワールド」

の他、多くの観光資源が点在し、魅力ある地域と言える。 

戦略的にも独自のプログラムを売りとする、南城ツーリズムを中心に、食文化でも観

光誘致に努力を見せている。その成果として、飲食店はこの 10 年で 2 倍の店舗数

となった。現在沖縄県には年間 860 万人が訪れている。そのうち 200 万人が外国

人観光客である。国内の旅行客もさることながら、今後はインバウンドを県と連携し

て視野に入れていく。 

第 2 次観光振興計画はそのあたりが核となってくる。 

マップやパンフレットの英訳、繁体訳を作成し、海外交流事業を展開して、香港など

と提携して、インターシップを受け入れたり、香港の大学で、南城市の PR を行った

り、テストマーケッティングとして、香港にアンテナショップを開設したりと、意欲

的に事業推進に取り組んでいる。 

また、アジアユース人材育成事業やフィリピンのビクトリアス市への技術支援など、

成果を出すために多角的に取り組みを行っている。 

海外メディアへの取材対応なども行って海外での番組に取り上げてもらうなどの実

績も作っている。 

着地型の旅行商品の対応として、民泊の推進にも取り組み、体験型の宿泊プランも作

っている。 

インバウンドをターゲットとすることで、言葉、習慣などの理解に課題はあるが、そ

れ以上に地元経済に対するメリットが大きいことから、今後も積極的に取り組んでい

く。沖縄県の観光政策に連動しながら、市としての戦略を整えて行く事で、より、大

きな成果を生むことが可能となる。そして、地元財界に旗振り役となる有力者がいる

ことも、事業を遂行していくうえで、推進力をつける大切な要素であることも否めな

い。 

岡崎としても、観光インフラを整えるにあたり、市単独ではなかなか成果を出しにく

いものもある。そこは、県などと連携して、早期に実現を目指していくことが必要と

考えられる。また、観光戦略を多岐の方面より考える視点も参考になる。結果は誘客

により、入込数を増やすことと、地元経済を活性化させて行く事である。 

行政側の体制も既存のものでは対応しきれないと思われる。新たな仕組みも必要かも

しれない。また、経済界の理解と協力は大変重要である。商工団体との連携をより濃

密なものにしていくことで、観光都市化が実現されるものと考える。       
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